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Abstract 
This article introduces the issue raised by every 
panelist of the workshop on methodologies of 
designing society, which is organized by the special 
interest group named “Design, Construction, 
Creation”.  

Hashida defines the notion of service as the 
social interactions producing values. Designing society 
resolves itself into designing service and the nature of 
service design is to design collaborative actions on the 
basis of co-ownership of values and information. 

Taura classifies the significance of service into a 
service provided by a service industry and the uses of 
a provided service. The loop constructed by the 
services and the uses should be robust enough so as to 
get along with the unstable orbit of the loop. 

Nakashima claims that information technology 
has the potential to change drastically social systems. 
On the basis of the claim, a practice is being 
introduced to design the public transportation system 
that fits the context of Hakodate. A methodology of 
practice of service science is required. 

Fujii introduces the fundamentals in urban design. 
Regulation and incentives are used to induce the 
stakeholders to perform actions that improve a city as 
its consequence. The transactional relationship 
between the social system and the autonomous actions 
of the citizens plays an important role. 

Suwa emphasizes the importance to focus on the 
transactional relationship between the designer of a 
society and the players in the society. The nature of 
this relationship is characterized by its situatedness, 
intrinsicalness, and one-time-only quality. Meta 
-cognition is a key to an academic approach to the 
relationship. 

Sunaga proposes to approach to society design 
through an activity to design a tool. A tool involves 
three types of issues, i.e., the tool itself, the user and 
use, and the society where the tool is used. If we 
regard a society as a thing that is designed, we need to 
investigate those three issues and the interactions 

among them. 
Nagai rings an alarm bell to an attempt to design 

society by separating, from services, the meanings of 
the services as the requirements for the service. Art 
dies if the meaning of it is separated from itself. So 
does society. The interaction among services, the 
designers, and the users should continuously change.  
 
Keywords ―  Methodology, Design, Society, 
Service, Network, Diversity, Smart City, 
Information, Urban Planning, Autonomy, 
Transaction, Practice, Art 

 

はじめに 

  本稿は研究分科会「デザイン・構成・創造」が

企画するワークショップ「社会をデザインする方

法論について」の主旨と論点を示すものである. 

冬のシンポジウム（2009 年 12 月）ではデザイン

の「学」と「術」のフレームワークについて議論

した（注；議論の一部は文献[1]に掲載されている）．
本ワークショップでは「社会のデザイン」を対象

とするデザインの学と術を実践の試みでもある． 

 「社会のデザイン」や「サービスのデザイン」に

おいては直接制御可能なモノゴトとそのようなモ

ノゴトの環境（ユーザー，社会など）とのインタ

ラクションを考慮することが重要である．考慮の

空間的スパンにはモノゴトの近傍（例えば，ユー

ザーインターフェイスにおける使用者個人）から

社会全体（例えば，二酸化炭素排出量の制御にお

ける世界全体）にわたるさまざまな大きさのレベ

ルがある．時間的スパンについても短期的スパン
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の改良を重ねるモノゴト（例えば，現代のデジタ

ル・デバイスや自動車）から長期的スパン を視野

に入れるモノゴト（例えば，社会制度の設計や都

市計画）などさまざまな長さのレベルがある．考

量する空間的スパンや時間的スパンが大きくなれ

ばなる ほど，デザイナが直接制御できる部分の割

合は小さくなり，それ以外の部分は直接制御でき

る部分と環境とのインタラクションに期待するこ

とになる．  
  ワークショップは「デザイン」と「サービス」

という二つの概念を中心に据え，「認知の循環」，

「社会実験」，「使用者参加型デザイン」，「構

成」，「創造」，「アート」などをキーワードに，

「社会をデザ インする方法論」について議論する． 

  議論の形式はパネリストとフロアのラウンド・

テーブル・ディスカッションとしたい．パネリス

トは論点や問いをフロアに投げかける．参加者は

これに応答し，パネリストがさらに応答するとい

うインタラクションを議論の推進力とし，社会を

デザインする方法論を実践すべく，生成，分析，

焦点化の，構成のループをまわしていきたい． 

 

サービスのネットワークとしての社会の

デザイン（橋田浩一） 

   さまざまな議論を俯瞰してみると、サービスの

定義としては「価値を生む社会的相互作用」あた

りが適切だろう。すると、社会とはサービスのネ

ットワークであり、社会のデザインはサービスの

デザインに帰着される。社会的価値を高めるには、

本来は価値基準を異にするステークホルダ同士が

サービスの価値と評価と関連情報を共有して協調

する必要があり、サービスのデザインの本質は そ

のような価値と情報の共有およびそれに基づく共

同行為のデザインに尽きる。 ところが実際には、

この基本が成立していないことが非常にしばしば

あり、特 に医療や金融や法律や情報システム開発

などのいわゆる情報の非対称性の大きいサービス

においてその傾向が甚だしい。この問題の一般的

な解決が求められ ており、認知科学がいかにして

それに応えられるのかを考えたい。 

 

サービス社会のデザインにおける多様性

の役割（田浦俊春） 

  サービスには，大きく２つの意味があると考え

る．ひとつは，いわゆるサービス産業のサービス

である．ふたつめは，「使用」である．社会のデザ

インにおいて は，後者のサービスが重要な役割を
果たすと考える．具体的には，モノの流れだけで

なく，認知のプロセスも循環系となることに注目

する必要がある．循環系に なると，いわゆる．目
的指向的な問題解決の枠組みが適用できない．循

環系のどこにも目的を固定できないからである．

循環系全体としての動きが問題となる． システム
が循環系になるとその挙動は不安定になる．循環

型社会では，そのループに適度の多様性をもたせ

ることがシステムの安定性や省資源化に効果があ

ると の指摘もある[2,3]．サービスを指向する社
会のデザインでは，「多様性」がひとつのキーワー

ドになると考える．  

 

スマートシティのデザインと実装への道

のり（中島秀之） 

  情報技術は社会の仕組みを根本的に変える力を

持っている．それを函館の地で実践してみたいと

考えている．公共交通を中心にしたサービス連携

をデザインしたい． 
  公共交通という題材は，サービス工学のエッセ

ンスを体現している．人の移動というものは，本

来，交通の利用者の自由意思で決定されるべきで

あるが，実際には，利用者は利便性とコストの点

から，各種の交通手段すなわち，徒歩・自家用車・

バス・鉄道などの選択肢に縛られている．さらに

は，人の移動の欲求そのものも，交通の利便性・

コストに左右されている．公共交通のデザインと

は，人々の生活さらには多くの人が生活する都市

の在り方そのものを創発していくものであると考

える（野田五十樹による）． 
  従って，現状の交通状況を基にしてデザインを

することはできない．公共交通をデザインし，実

装し，変化を観察し，デザインを変更するという
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ループを繰り返す必要がある．また，このような

実サービスは失敗したときのリスクが大きいため，

あらかじめ小規模の実証実験を行うことが多い．

しかしながら，我々のシミュレーションによれば，

たとえばフルデマンドバスは小規模では非効率で

あり，都市全域規模で実施しないと効率が上がら

ないことが確認されている．このような全域的性

質を持ったサービスを漸近的に立ち上げるための

サービス工学実践の方法論が求められている．  
 

公共による制御と生活主体の自律的行動

による都市デザイン（藤井晴行） 

  都市計画の代表的な方法には制度による規制誘

導手法と事業手法とがある．国や地方公共団体は

好ましい市街の形成を意図してこれらを用いる．

規制誘導手法は好ましい市街の形成を阻害する行

為を法律によって規制することと促進する行為を

金銭的，空間的なインセンティブによって促す手

法である．事業手法は好ましい市街地のお手本と

なる事業を国や地方公共団体が事業主体となって

推進する手法である． 
  規制誘導や事業の帰結として，生活者のどのよ

うな自律的行動が生じるか（例えば，建物の更新

時に何を優先するか），自律的行動の帰結としてど

のような規制誘導や事業が行われるかという交互

浸透的循環によって都市は構成されていく．火災

に強い都市をつくるために，個々の建物の防火性

能を向上させるべく規制誘導がなされるが，その

規制誘導に則ってなされる生活者による建物の更

新が都市の防火性能を向上しないのであれば，規

制誘導の内容は見直される．このような交互浸透

的循環を好ましい方向に導く方法論が都市デザイ

ンの鍵となる．伝統的町家において隣家との境に

設けられる卯建（うだつ）は防火壁として機能す

るが，高価であるために富の象徴となった．生活

者が「うだつをあげる」ことを目指すことによっ

て，町並みの防火性能が向上した．富の象徴を自

邸に設置するという自律的行為が町並みの防火性

能向上にもなったのである． 

 

生活者意識と社会デザインの共促進の環

境づくり（諏訪正樹） 

  社会デザインは，トップダウン的な推進力だけ

で成立するものではない．社会 を構成する各生活

者の生活意識と，社会をこれこれこのような方向

に進めたいという施政者／デザイナの意識とのイ

ンタラクションにより，社会デザインは進む．施

政者／デザイナが方向性を示しても，理解するア

ンテナ力や発展させる創造力が生活者になければ，

社会デザインは進まない．生活者意識に関する深

い探究が為されにくい研究環境において，生活者

視点が多くの施政者／デザイナにシェアされるこ

とは難しい．生活者意識の深い探究を阻害してい

るのは，結果的に”研究のための研究”を推進し

てしまっている妙なアカデミズムである．自然科

学方法論に縛られて，状況依存性，個人固有性，

一回性を色濃く孕む現象に学問的メスを入れよう

としない風潮はその一例であろう．もし，生活者

意識の深い探究が進み，世にシェアされる研究環

境ができあがったとしたら，そのとき社会デザイ

ンの進化スピードや質にどのような変革が起こる

かは実に興味深い．メタ認知研究は，生活者意識

の開拓プロセスの顕在化や，施政者／デザイナと

生活者意識の交互浸透的作用を促進する社会環境

づくりに貢献できる． 

 

道具・使用・社会（須永剛司） 

  道具のデザインという視点から考えてみる。

「道具」をつくることとそれを「使う」こと、

これら２つの問題は異なる次元にある。また、

道具を使うことと、それを使い「社会」を営む

ことという２つの問題も同様に異なる次元に

ある。社会をデザインの対象としてとらえるた

めには、これら３種類の問題の成り立ちを明ら

かにすることが必要となる。 
  次のように考えることができる。（１）ハード

ウエアやソフトウエアなどの人工物である「道

具」のデザインにおいては、部品とその組織化

と全体 としてまとまりが問題となる。人間はそ
の要素にはならない。（２）道具の「使用」をデ
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ザインの対象とするとき人間が問題となる。道

具と人間のかかわり合 interaction という事
象がその核心になる（３）さらに、道具を使う

活動である「社会」の営みをデザインの対象と

考えるとき、人々の文化的な実践 practice を
問題にすることになる。文化的実践は人々が生

活する現場にあり、より善く生きるために継承

し、創成し、発展し、変容しつつある人々の集

合的な営みとして 存在している。  
  道具・使用・社会というこれら３種類の層を

デザインの問題と措定すれば、それらはたがい

に包含関係にある。道具の使用という人間と道

具のかかわり合いの質が道具自体のあり方に

影響を与えており、社会の文化的な実践のかた

ちが道具の使用の成り立ちを規定する。「社会」

をデザインの対象としてとらえようとすると

き、これら３つの問題層のそれぞれの成り立ち

を明らかし、そこからそれらの包含関係におい

て相互関係するデザイン問題の網の目を整え

るという興味深い課題がそこにあることに気

づく。 

 
芸術から見たサービス（永井由佳里） 

  芸術家とその作品との間の関係，あるいは鑑賞

者と作品との関係は分断すると無意味になると考

えられる．作品の意味は，切り出したとたんに陳

腐なものになるからである．「サービス」という語

意には，その切り出しが含まれているように思わ

れる．たとえば，利用者の「要求」を満足させる，

という場合には．提供されるサービスの意味が先

に規定されなければならない．「芸術」のように，

サービスとデザイナあるいはユーザーとの関わり

が複雑で常に変化しているようなものであって欲

しい． 

 
議論に向けて 

  パネリストたちの論点には共通するものごとが

ある．社会はさまざまな構成要素が関係し合って

成り立っている．ある構成要素を切り離してそれ

のみに注目するのではなく，構成要素たちの関係

性やネットワークを捉えることが，社会のデザイ

ンにとって不可欠なアプローチなのではないか．

社会をデザインしようとしてある構成要素を操作

すれば別の構成要素が予想を超えた反応を示し，

その反応が，さらに，構成要素たちの反応を引き

起こす．このような捉え方の紹介を第一の契機

（「生成」）として構成的な議論を発展させたい。 
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Abstract 
Ladies and gentlemen, it is time for a literary 

discussion. Let's enjoy it together. 
 
Keywords ―  LCCII, Literature, Cognitive 
Science, Computer 

 

1. はじめに 

 これまで日本認知科学会全国大会において

LCCIIが企画開催したワークショップのうち今回

のテーマに関連したものを以下に記す．過去の経

緯やこれまでの議論については，LCCII の

Web(http://www.ogata.soft.iwate-pu.ac.jp/LCC2

_Web/lcc2_index.html)を参照されたい． 

 

第 25 回大会(2008)：「創作、鑑賞の理論」 

第 26 回大会(2009)：「創作、観賞の理論：勝手読 

みを超えて」 

 

2. ワークショップの概要 

 「文学と認知・コンピュータ II」研究分科会

(LCCII)の定例研究会では，ワークショップを併

設して特定のテーマに関する議論を継続的させて

いる．一方で，認知科学会の全国大会でも LCCII

からワークショップが提案され，LCCII へのコメ

ントを広く認知科学会全体から求める機会として，

また LCCII の研究活動内容を披露する機会とし

ても活用されている．2009 年の「創作，鑑賞の理

論－勝手読みの視点から」では，文学における「読

み，解釈，受容」，「生成，制作」，「書き手の意図

の推測と非推測」，「受容理論＝生成理論」，「勝手

読みの不可能性と可能性」など，文学理論の主題

とも重なる話題が析出され，それらを認知科学で

どのように料理できるのか，会場を巻き込んで議

論した．その後，定例研究会では主題を文学の生

成へと転換させた．文学や物語や芸術その他を「生

成」という観点から考え，生成の思弁的考察、生

成の認知科学的検討、生成の人文・社会科学的な

分析や考察、生成のシステムシミュレーションそ

の他、広い意味での文学の生成に関連することな

ど研究成果の発表のみならずアイデア段階での議

論喚起も行われた．さらに研究途上の生成システ

ムのデモによる発表もあり，生成システムの実装

に及ぶものがあり，また一方で概念的な考察や思

想的な議論もあった．今回は，これらを継承して，

「文学の生成」をテーマに多数の参加者から意見

を求める機会としたい． 

 

3. 今回の構成 

 このワークショップは以下のような構成で運

営する． 

1. 企画者：森田 均（長崎県立大学） 

2. 司会者：三宅芳雄（中京大学） 

3. 話題提供者：岩垣守彦，小方 孝（岩手県立

大学），金井明人（法政大学），真部雄介（千

葉工業大学），三宅芳雄（中京大学），森田 均

（長崎県立大学） 

4. 指定討論者：内海 彰（電気通信大学），川村

洋次（近畿大学） 

5. 当日ご参加の皆様 

 

なお，次頁以降は話題提供者から寄せられたポ

ジションペーパーを掲載する． 
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画像・映像による情報の伝達から物語の創作へ 
 

岩垣 守彦 

 
 
「人間は生まれつき物語を創ることを好む」と言ったのは，たしか，ロラン・バルトで

あったと思うが，人間が物語を好む理由について，アメリカの認知心理学・脳神経科学者

マイケル・Ｓ・ガザニガは，人間は入力されたすべての情報を筋の通った一つの物語にま

とめ上げることによって自分が統一された一つのものであるという感覚を得ることが出来

るからだ，と言っている．そして，彼はその感覚の所以を情動に置いている． 
人間も含めてすべての動物の生存に関わる一次的動因（空腹，乾き，睡眠）による「不

満，不快・満足，快」の情動によって，条件反射的に進行するのは「初めと終わりのある

「生命の流れ」（誕生→成長→成熟→結婚→再生→老年→死）と「生命の循環」（古い死→

新しい生→新しい死・・・）である．生命の誕生から始まったこれらの事象経験を集積し

て，人間は「物語原型」（事象の時系列的発生）と「原初的事象展開」（事象の因果律的な

展開）を獲得した．そして，人間は「事象列」に出会うと，「物語原型」と「原初的事象展

開」とに重ね合わせて，論理的かつ心理的に納得が得られる「物語」を創るようになった．

これは，つまり，言語を超えて世界のすべての人に理解される物語がありうるということ

を意味する．どのような事象を選択しどのように画像化して配列すれば，画像だけで受信

者の情動を刺激することができるかは発信者の才能であるが，実際には，すぐれた絵本（画

像）作家，たとえば，センダックでもバーニンガムやシルバースタインでも言語にたよっ

ている．また，言語を拒否すべき映像作家でも，多くは「音と映像の事象列」だけで物語

ることはむずかしいらしく言語にたよっている． 
 現在，言葉（文字）に頼らざるを得ないと思われていること，たとえば，「時間」とか

「場所」などは記号化・映像化のルールを作ることによって言葉の障壁を越えることがで

きる．したがって，画像・映像の発信者の創意工夫（才能）は，どのような画・映像ある

いはその組み合わせによって抽象的な概念・感情を伝達するかということになるが，どの

ようにすれば，受信者の内的資源（想像力）を活性化させて「画像・映像による物語伝達」

が可能であるかを探ってみる． 
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歌舞伎としての三島由紀夫生成体―流動と固定(10)― 

Generative System Yukio Mishima as Kabuki: Fluidity and Fixation (10) 
 

小方 孝 

Takashi Ogata 
 

岩手県立大学ソフトウェア情報学部 
Faculty of Software and Informatics, Iwate Prefectural University, t-ogata@iwate-pu.ac.jp 

 

三島由紀夫がとことん何かを生成させる存在であると

いうことは今更言うまでもないことで，私もまた部分的に，

三島由紀夫について語るか，あるいは三島由紀夫を借

りて自分について語るかする大きなグループの小さな一

員になる準備を数年前から始めたところだが，しかし今

更「文芸評論」をする訳にも行かず，結局現実的な限定

を考慮すれば，「物語生成システムとしての三島由紀

夫」の像を巡って三島由紀夫に関する評論や研究の領

域の外側に考察を重ねて行く以外にないだろう． 

早速であるが，物語生成体としての三島由紀夫は歌

舞伎狂言作者であるという一種のモデルを立てる．同時

に，三島由紀夫自身が歌舞伎の登場人物であるという

モデルを立てる．あるいは，三島由紀夫自身が最後の

歌舞伎作品「椿説弓張月」の上演に難渋し，主観的に

は失敗して，その人形浄瑠璃台本への書換えを企図し

ていた（実現はしなかった）ことを尊重して，人形浄瑠璃

の作者であり，人形浄瑠璃の登場人物であるとしても構

わない．近松門左衛門や竹田（両）出雲や並木宗輔や

近松半二などの「天才」の時代，人形浄瑠璃と歌舞伎と

は限りなく接近し，前者から後者への変換は常態化し，

やがてそれは相互変換関係に進んで行く． 

三島由紀夫と実世界における歌舞伎との関係に関し

ては，近年のものとして，実際に三島が書いて上演した

歌舞伎を巡る学術的な研究[1]があり，ある歌舞伎役者

（坂東玉三郎）との関係を描いた評論[2]があり，また，三

島自身の歌舞伎に関連する諸々の主題を巡る評論や，

歌舞伎役者（六代目中村歌右衛門）との対談があり，若

い頃の観劇の日録も「芝居日記」として公開されている

（全集に集成）．文学としての研究であれば三島由紀夫

と歌舞伎との関連については原資料体を渉猟した実証

的なものとして行われなければならないが，設計と実装

の学としての物語生成システムとしては，そうではない

接近が可能である．しかしながら同時に，歌舞伎という

言葉が実質を伴わないことになってしまっては，つまり

一種のスタイルのためにその言葉を使用しただけという

御都合主義になってしまっては困る訳だ．つまり三島由

紀夫における何でもかでもを歌舞伎と結び付けてしまう

ような非・方法に陥ることは回避しなければならない．し

かし三島由紀夫自体の問題からは限りなく離れ，三島

由紀夫の何でもかでもを歌舞伎と結び付けてしまうとい

う私自身の連想能力（病的な妄想能力）の問題として，

あくまで三島由紀夫を題材にして私自身を語るという方

法の範疇に事柄をすっきり移行させるという魅力的な解

決策もあり，こうなれば厄介な心配事からは解放される．

基本的にはこれで行かなければならないということには

疑いの余地はないように思えるが，その場合三島由紀

夫というのは物語生成システムにとっての単なるひとつ

の題材あるいは触発剤に過ぎないものになる． 

ともあれ，研究という行為があり，一方にその主題があ

るという構図の下で考えていれば，研究としての実証性

を巡る問題が常に付き纏う．しかし上記のような路線に

乗り，更に私的連想という方向性を徹底させて主題を研

究対象ではなく一種の虚構に移行させてしまえば，三

島由紀夫は謂はばエージェント化し，歌舞伎狂言作者

としての三島由紀夫・歌舞伎の登場人物（もしくは役者）

としての三島由紀夫という像は，研究の対象ではなく，

造型の対象となる．上でモデルと述べたのは，そのよう

なことを踏まえた上でのことである．つまり三島由紀夫を

研究対象として捉えるのではなく，造型対象として捉え

る．その場合，対象に対して主体性や自律性を如何に

付与して行くかが課題となる．同時に，それが歌舞伎と

しての三島由紀夫であるということの意味と必然性は，

学問的な実証性の水準においてではないにしても，根

本的に問われざるを得ない．なぜある意味では終った

芸能である必要があるのか，現在の映画やテレビドラマ

ではいけないのかということである．物語生成システムに

おける内容は，形式的機構の素材であることを超える． 

参考文献 

[1] 木谷真紀子 (2007)．『三島由紀夫と歌舞伎』．翰林

書房． 

[2] 中川右介 (2010)．『坂東玉三郎―歌舞伎座立女形

への道』．幻冬舎：幻冬舎新書． 
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映像環境の生成 
 

金井明人 

（法政大学社会学部） 
 
映像の場合（文学など他の種類の物語においても同様であるが），ある作品が制作・生成

された時点で，その認知的効果が定まるわけではない．見る時の受け手の視点や置かれた

状況など，様々な要素が認知的効果に影響する．中でも特に大きく影響するのは，映像環

境である．映像の修辞を拡張し，映像環境の修辞を考えれば，映像フレームの修辞と映像

フレーム外の修辞が，映像そのものの修辞以外にも存在するといえる(金井, 2008)．生成を

考える場合も，映像環境の側面からの考察を行うこともできるわけである． 
ここで，映像フレームの修辞とは，映像を見るにあたって用いる機器，およびスクリー

ンやモニターの形状や配置，数に関する修辞である．また，映像フレーム外の修辞とは，

映像を見るにあたっての，周囲の空間や時間についての修辞になる．野外で映画を上映す

る場合を考えてみれば，スクリーンの形状や場所を様々に想定することができるし，自然

光・人工光を様々に設定・変化させることができる．例えば，カンヌ国際映画祭では，通

常のコンペティションの他に，野外上映のセクションがあり，海辺の砂浜にスクリーンが

作られ、寝そべった状態で映画を見ることができる．まだ日が少し残っている時点から上

映は開始されるので，自然光や浜辺の環境の変化とともに映画を体験することになり，映

像自体の効果よりも，むしろ環境の効果の方が高いとすらいえる．その他の国際映画祭で

も，野外上映の場が設けられている場合が多いが，これらは自然を取り込んだ一回性の高

い映像環境の修辞を通して，新たな認知を生み出すことが意図されているといえよう．(カ
ンヌなどの映画祭の在り方自体が映像環境の修辞を形成しているともいえるが．) 
他の例としては，東京・吉祥寺バウスシアターなどでの爆音上映の試みも興味深い．こ

こでは，音楽ライブ用のアンプ・スピーカーシステムを使用して映画の音量・音圧を変化

させることで，通常の映画館とは異なる，特異な映像環境を作り出している．スクリーン

やモニターだけでなく，スピーカーなどの配置や音量の修辞も考えることができ，それに

よっても認知的効果が大きく変化するのである．音と映像の関連では，音楽のライブにお

ける VJ の存在も映像環境の修辞として論じることができる．例えば，クリス・カニンガム

の試みは，音と映像の優位性を入れ替えることで，新たな認知を生み出しているといえる．

2009 年の幕張メッセにおけるエレクトラグライドでのライブでは，3 つのスクリーンとレ

ーザー光線を用い，『スター・ウォーズ』や自身の監督したミュージックビデオを再編集す

ることで，音楽ライブの流れの中で映像を中心としたライブを行っていた．逆にオウテカ

のように，ライブにおいて一切，映像を用いないばかりか，光を落すことで漆黒の空間を

作り，音に特化した認知体験をさせている場合もあり，これも逆説的には映像環境の修辞

の生成例といえるかもしれない． 
以上の例のように，映像単体の他に，映像フレームおよび映像フレーム外の修辞をライ

ブ的に生成することができる．日本でも薪能など，様々な物語環境の生成の試みが既に定

着しているし，ヴィデオアートなどでも様々な試みがなされてきているが，ユビキタスな

どの機械的観点からでも，自然的な観点からでも，まだまだ，新たな環境生成を考察して

いくことができるであろうし，切断の観点などから，映像そのものの修辞と映像環境の修

辞を戦略的に交差・融合あるいは解離させていく余地も残されているのではないだろうか． 
 

参考文献 
金井明人(2008). 映像環境の修辞学へ．『日本認知科学会 文学と認知・コンピュータ研

究分科会 II (LCCII) 第 14 回定例研究会 予稿集』，14W-02. 
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ストーリー映像化システム 
‐自動映像化システムから自律映像化システムへの拡張可能性- 

 

真部 雄介† 

Yusuke Manabe 
 

†千葉工業大学 情報科学部 
Faculty of Information and Computer Science, Chiba Institute of Technology 

ymanabe@net.it-chiba.ac.jp 

 

 

1. はじめに 

 筆者は，ストーリーを自動で映像化するシステ

ムを実現することを目的とし，システムの試作や

知識ベース構築に関する考察を行っている．開発

を目指しているストーリー自動映像化システムは，

格フレーム形式のストーリーの概念表現を入力と

し， TVML と呼ばれる TV 番組制作記述言語を

介して OpenGL ベースの 3DCG 表現に変換する

システムである．システムを作り，生成という現

象を起こすことを中心に据えているという意味で，

構成主義的に「生成」を捉えているといえる． 
 また，開発中のシステムをさらに拡張する方向

として，ストーリー自律映像化システムについて

検討をはじめており，本稿では，その概念につい

て記述する． 
 

2. 知能システムの分類 

 今日に至る認知科学や人工知能の研究において，

システムに何らかの知的活動を行わせようと様々

な枠組みが考えられてきているが，筆者は，概ね

「記号処理システム」，「リアクティブシステム」，

「グラウンディングシステム」，「創発システム」

の 4 つのシステムに分類できると考えている． 
 記号システムは，実世界の情報や実世界におい

て取り交わされている情報を，人間がトップダウ

ン的に記号とその処理系という形でシステム内部

に定義するシステムである．  
 リアクティブシステムは，人間によるトップダ

ウンの定義なしに，システム自身がセンサーデバ

イスを介して実世界から情報をボトムアップに獲

得し，主に行動的な反応を返すシステムである． 
 グラウンディングシステムは，システム自身が

獲得したボトムアップ情報と人間が定義したトッ

プダウン記号系との接地（Grounding）を実現す

ることで，記号システムとリアクティブシステム

を統合することを目指したシステムである． 

 
 
 創発システムは，人間によるトップダウンの記

号処理系の定義なしに，システム自身が全てをボ 
トムアップに獲得していくことを狙って設計され

るシステムである． 

 

3. 自律映像化への拡張可能性 

前記した知能システムの分類を基に考えると，

現在開発しているストーリーの自動映像化システ

ムは，記号システムとして位置づけられる．そし

て，今後の拡張として考えられる方向性は，グラ

ウンディングシステムであると考えている．現状

のシステムでは，物語内容の概念（スキーマ）を

入力としている点で，人間（ユーザー）によるト

ップダウン的な処理のみを入力として受けるシス

テムを想定している． 
しかしながら，間テクスト性という概念に基づ

く生成プロセスが駆動するきっかけは，必ずしも

トップダウンに人間から与えられるものである必

要は無く，ボトムアップにシステム自身が自律的

に実世界からの何らかの入力（刺激）に基づいて

行われても良いはずである．例えば，システムが

生成した映像表現のディスプレイを，カメラのよ

うな光学センサーで情報として取り込み，その情

報に基づいて内部の生成プロセスが駆動すること

によって，新たな映像表現が生成されるというよ

うなシステムである． 
このようなシステムの開発は可能なのか，開発

する意味や意義は何か（記号の自律生成システム

ならば外部からの入力が無くても内部の記号処理

系のみを用いてクローズド・ループを作ればよい

という意見もあるかもしれない），特に文学の生成

という文脈における意味は何かという点について，

今後さらに検討していきたいと考えている． 
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言葉の生成と認知過程の多重性

三宅 芳雄

形のある言葉が生成される認知過程の背景にはより広く意味表象の生成がある。さらに

意味表象の生成の背景には特定の意図の生成がある。このように言葉の生成過程を意図に

導かれた合目的的な認知過程として捉えることは、言葉の生成を説明する基盤として重要

な役割を果たすが、その一方で、言葉の使用の創造的な側面はもとより、道具としての言

葉の獲得のような実用性に強く関わる認知過程を説明するには必ずしも十分ではない。現

実の認知過程は合目的性に駆動されると同時に、形式的、機械的な過程によって駆動され

支えられていると言ってよい。ここでは、言葉の生成の機械性、形式性が如何に生じるの

か、またそれが認知過程をどのように駆動するのかを検討する。

言葉の生成の機械性は本質的に言葉が道具であり、その意味で機械であることから生じ

ると言ってよいだろう。一定の状況の中で、適切に生成された言葉はその形が効果を生む

のであり、その言葉の背景にある意味の表象が認知過程の中に成立していなくても、言葉

として十分に機能する。きまりきったアナウンスや挨拶の言葉は繰り返す機会が多いほど、

状況に直接駆動され、意味の表象の伴わない言葉として認知過程の結果として生成される。

言葉の使用の誤りとして観察される現象の多くが、このような機械的な自動過程が成立す

る結果として説明できる。このようなは、習熟の結果として生成される体の動作と同様の

過程として理解できる。また、一度は理解によって支えられていた学習が学習の進展とと

もに、意味や理解そのものが消失する場合があることも説明できる。

このような言葉の生成の自動化の側面は認知過程の本質の一つであるとも言える多重性

が可能にする過程だと言っても良い。自動化によって解放された認知リソースは、状況の

別の側面に向けられたり、過去の状況の吟味などより深い意味処理に振り向けることがで

き、認知機構全体の高機能化、適応化に資することができる。

一方、上記のような言葉の生成の機械性、形式性は、分からない過程を保持することで、

その上に分かる過程を実現するという重要な認知過程を成立させる原動力にもなっている。

現実の学習や理解の過程の多くは分からないまま機能する過程があることで、深い理解を

達成することが可能になる。分からないまま機能することでしか得られないものは少なく

ないからである。「読書百遍、意自ずから通ず」という諺に現れる認知過程も、単に分から

ない過程から分かる過程に移行するのではなく、意味が了解されてない言葉が機械的に保

持されていて初めて成立する過程であろう。ただし、そこで結果的に成立している意味は

それこそ勝手読みの世界ではあるだろうが。数学のような言語、記号に強く依拠した世界

でも同じことが起こる。方程式が解けて使える状態が始めにあり、その後に理解がついて

くることは個人の理解の深化の過程だけでなく、歴史的な理解の過程であるとも言える。
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生成か創造か 

 

森田 均 
（長崎県立大学国際情報学部情報メディア学科） 

 

 明らかに生成文法のおかげだろうが，認知科学やコンピュータサイエンスで「○○の生

成」を標榜してもほとんど拒否されることは無い．ところが，これが創造となると話が違

って来る．創造科学を彷彿させるためなのか，似非科学と一線を画したいからなのか，退

場処分の理由にはともかく「反証可能性」が持ち出される． 

 創造科学は，聖書を科学的に検証しようと日々努力を重ねている．ノアの方舟が必要と

なったほどの水はどこへ行ったのか，いろいろ説明してくれている．それでも似非科学だ

と判定されてしまうのは，聖書にそうした記述はあるものの，計算してみると結果が合わ

ないから，ということになる． 

 さて一方で解釈学という学問は，文字通り聖書の解釈から生まれた．文書の正統性を確

保して本物と偽物を区別するのみならず，外典などというカテゴリーも生成させた．解釈

学は人間の言語をバベルにまで遡るまでの欲望を伏流として，聖書の文言を検証し，法律

の言葉を吟味して，ついにはディルタイに至って文学にまで触手を延ばした． 

 筆者は，全数調査に基づいて徹底した分析を行い，対象の構成要素を結合可能性まで含

めて解明することが生成へと連なると考えている．それゆえに，注文の多い料理店を収集

し，平和祈念式典を録画し，島の記憶を書き記している．文学も生物学同様にこのような

分析，つまりはゲノム解析の段階から iPS 細胞のステージへと移行させることが可能なの

か．そしてそれは創造なのか生成なのか．前 2 回のワークショップ（冒頭参照）は，こう

した問題を検討した． 

 プロップの理論は，ゲーテの形態学から派生したものであった．登場人物の行為を抽象

化することで民話の構造を示したプロップの理論は，「ロシア」の「魔法」「昔話」という

限定句を越えて，そして分析からストーリー生成へ転換されるなど，適用される領域と方

向性を拡げている． 

 ところが，ここで想像力，創造力と生成との間でも一線が画されている．ブルーカラー

によるストーリー生成を主導しつつも，作家の特権は秘匿しておく．制度としての文学，

文壇という考え方の検討を行ったのはこうした考え方に疑問を投げかけるためでもあった． 

 このワークショップは，「文学」の「生成」という，これまで行っていた筆者の研究を一

つにまとめるための方向性を示すものである．もちろんキックオフではあるが，「『これで

良いのか』，『こんなことをやっても良いのか』皆さんからコメントを頂きたい」など言う

つもりは全く無い．まずは，バトルフィールドを明確にさせることから始めたい． 
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確率判断と因果推論 
Probability Judgment and Causal Inference 

 
企画者：   高野陽太郎（東京大学） 
話題提供者： 西田豊    （大阪大学） 
話題提供者： 高野陽太郎（東京大学） 
話題提供者： 服部雅史  （立命館大学） 
指定討論者： 市川伸一  （東京大学） 

 
【 企画趣旨 】 

  このワークショップの目的は、「基準率無視」に

関する服部・西田の革新的な説明の妥当性を検討

し、更に、その説明が成り立つ理由を究明するこ

とである。 

  「基準率無視」（または「基準率錯誤」）と呼ば

れる現象については、Kahneman と Tversky 

（1973; Tversky & Kahneman, 1974）以来、数

多くの研究がなされてきた。この現象が生じる原

因についても、幾つもの説明が提案され、論争が

続いてきた。 

  Hattori & Nishida (2009) は、Kahneman と

Tversky（1972; Tversky & Kahneman, 1980）の

「タクシー問題」と同型の問題群について、革新

的な説明を提案した。 「多くの人が等確率性仮定

をする」と想定すれば、なぜ基準率が考慮に入れ

られないかが説明できる、ということを示したの

である（「等確率性仮定」については後述）。他の

説明とは異なり、彼らの説明は、なぜデータの信

頼性が解答になりやすいかについても、その理由

を明らかにしている。 

  このワークショップでは、まず西田が、「等確率

性仮定」によって「基準率無視」がどのように説

明できるのかを述べ、その説明の妥当性を立証す

る実験を報告する。 

  次いで高野が、その実験が追試可能であること

を示す実験結果を報告する。更に、人々が「等確

率性仮定」をする理由について、「因果関係の想定」

という仮説を提案し、その仮説を支持する実験結

果を報告する。 

  服部は、「因果関係の想定」という原理を援用す

ることによって、「モンティ・ホール問題」（「三囚

人問題」と同型の確率判断問題）がなぜ難しいの

かが説明できることを示し、その説明の妥当性を

立証する実験結果を報告する。 

 

【 タクシー問題と基準率無視 】 
  「タクシー問題」は次のような問題である。 

 

  ある夜、１台のタクシーが轢き逃げ事故

を起こした。その都市では、２つのタクシ

ー会社、「緑」と「青」が営業していた。

あなたは以下のようなデータを受け取る。 

  (i) その都市の 85％のタクシーは「緑」、

15％は「青」である。 

  (ii) ある目撃者が、事故を起こしたタク

シーは「青」だったと証言した。法廷は、

その目撃者がタクシーを見分ける能力を、

適切な視認条件の下で調べた。何台ものタ

クシー（半分は「青」、半分は「緑」だっ

た）について、その目撃者は、80％の場合

は正しく見分け、20％の場合は間違った。 

  問題： 事故を起こしたタクシーが「緑」

ではなく「青」だった確率は幾つか？ 

 

  数学的には、この問題の規範解は以下のような

ベイズの公式によって与えられる。 

 

  

 

 

 

 しかし、実験では、解答の中央値・最頻値は 80％

となった。これはデータの信頼性 80％と一致する

)()|()()|(
)()|()|(
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85.20.15.80.

15.80. ≅
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が、規範解 41％とは一致しない。規範解は、基準

率（その都市における「青」タクシーの比率 15％）

を考慮に入れているが、「80％」という解答はそ

れを考慮に入れていない。従って、Kahneman と

Tversky（1972; Tversky & Kahneman, 1980）は、

このような解答が多くなるという現象を「基準率

無視」と呼んだ。 

 

【 X症候群問題 】 
  Hattori & Nishida (2009) が行なった実験では、

「タクシー問題」と同型の「X症候群問題」が使

用された。この問題では、データの信頼性 80％は

そのままだが、それ以外の数値が変更されている。 

 

  近年、Ⅹ症候群という難病の感染例が報告

されるようになりました。このⅩ症候群は風

邪と似た症状が出ることが知られています。 

  さて、あなたは病院で働く医者であると仮

定してください。あなたに求められているの

は次の情報から患者がⅩ症候群に感染して

いるかどうかを判断することです。 

  Ⅹ症候群の感染率は 1％です。Ⅹ症候群に

感染しているならば、検査で陽性となる確率

は 80％です。Ⅹ症候群に感染していないとし

ても、検査で陽性となる確率は 9.6％です。

今、患者の検査が陽性でした。この患者が本

当にⅩ症候群である確率は何％でしょう

か？ 直感で答えてください。 

 

  この問題の場合、ベイズの公式による規範解は

約 7.8％である。 

 

【 等確率性仮定 】 
  Hattori & Nishida (2009) は、「タクシー問題」

およびその同型問題が「偏確率構造」を持ってい

ることに注目した。「偏確率構造」とは、P(D)（X

症候群問題の場合は、検査の結果が陽性になる確

率）に比べて、P(H)（X症候群に感染している確

率）が著しく小さいような確率構造である（図１

を参照）。この「偏確率構造」のため、規範解にお

いては、求められている確率、すなわち、陽性者

の中での感染者の割合（7.8％）は、感染者の中で

の陽性者の割合（80％）より遥かに小さい値にな

るのである。 

  一方、「等確率性仮定」では、感染者の割合は、

陽性者の割合と等しいと仮定されることになる。

その結果、求められている確率、すなわち、陽性

者の中での感染者の割合は、感染者の中での陽性

者の割合（80％）と同じ値になる（図２を参照）。

こうして、多くの解答者が「80％」という解答を

する理由が説明される。また、「等確率性仮定」を

すると、感染者の割合は、自動的に、陽性者の割

合と等しいと仮定されるので、問題文で与えられ

ている感染者の割合（ ＝ 基準率： X症候群問題

の場合は 1％）は利用されないことになり、「無視

された」形になる。こうして「基準率無視」も説

明される。 

 

 

 

図１ X症候群問題における偏確率構造 

 

 

 

図２ X症候群問題における等確率性仮定 
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【 服部・西田の実験 】 
  Hattori & Nishida (2009) は、等確率性仮定が

成り立たないことを解答者が明確に認識すれば、

偏確率構造が正しく理解され、基準率を考慮した

解答がなされるのではないかと予測した。この予

測を検証するために、彼らは X症候群問題を僅か

に修正した問題を作成した。「検査で陽性」という

部分だけを以下のように「咳の症状がある」に変

更するという修正である。 

 

  Ⅹ症候群の感染率は 1％です。Ⅹ症候群に

感染しているならば、咳の症状がある確率は

80％です。Ⅹ症候群に感染していないとして

も、咳の症状がある確率は 9.6％です。今、

患者が咳をしています。この患者が本当にⅩ

症候群である確率は何％でしょうか？ 直感

で答えてください。 

 

  解答者は、「咳の症状は、X症候群に限らず、風

邪・結核・肺炎など多くの病気で発現する」とい

う既有知識を持っていると考えられる。従って、

X症候群の感染率と「咳の症状がある」率とは等

しくなく、後者の方が遥かに大きいことが解答者

の目にも明らかであろうと期待される。すなわち、

等確率性仮定が崩されることになるので、基準率

は無視されないであろうと予測される。実験の結

果はこの予測を裏づけるものであった。 

 

【 因果関係の想定 】 
  高野は、等確率性仮定がなされる理由について、

因果関係についての一般的な理解がもとになって

いるのではないかと推定した。例えば、（オリジナ

ルの）X症候群問題の場合、多くの解答者は、「X

症候群に感染していることが原因となって、検査

で陽性という結果が出るのではないか」という因

果関係を自然に想定するものと思われる。 

  一方、因果関係については、一般に、「原因があ

れば、必ず結果が生じ、結果が生じたのなら、必

ず原因が存在していたはずだ」という一対一対応

の関係であると理解されている場合が多い（現象

レベルでは、この理解は正しくないのだが）。この

理解に基づいて考えると、X症候群に感染してい

るのであれば、必ず検査が陽性となり、検査が陽

性ならば、必ず X症候群に感染していることにな

るので、感染率と陽性率は等しくなる。経験知か

ら、「多少の誤差はある」と想定したとしても、図

２のような等確率性仮定がなされることになる。 

  もしこの説明が妥当であるとすれば、事象（例: 

X症候群に感染）とデータ（例: 検査で陽性）と

の間に因果関係がないことを問題文中に明記すれ

ば、等確率性仮定がなされず、その結果、基準率

を考慮に入れた解答が多くなると予測される。こ

の予測を検証するために、以下のような「オレン

ジ問題」を作成した（問題文中の数値は、X症候

群問題と同一である）。 

 

  普通、オレンジはビタミンＣを含んでいま

すが、ビタミンＢを含んでいることはありま

せん。しかし、特別に大量のビタミンＢを含

んでいるオレンジもあります。そういうオレ

ンジの割合は１％です。 

  また、オレンジの中には、白い斑点が浮き

出たものがあります。この白い斑点について

は、既に科学的な研究がおこなわれていて、

大量のビタミンＢとは全く無関係であるこ

とがわかっています。白い斑点と大量のビタ

ミンＢは、それぞれ、別の原因で生じている

わけです。 

  しかし、大量のビタミンＢを含んでいるオ

レンジの場合、80％には白い斑点があります。

一方、ビタミンＢを含んでいない普通のオレ

ンジの場合も、9.6％には白い斑点があります。 

 友達からオレンジを１つもらったのですが、

そのオレンジには白い斑点がありました。こ

のオレンジが大量のビタミンＢを含んでい

る確率はどれぐらいでしょうか？ 直感で

答えてください。 

 

  これは因果関係の存在を否定した条件で使用し

た問題文である。この条件において、実際に因果
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関係が存在しないと理解した解答者の場合は、基

準率を考慮した解答が多くなり、予測は支持され

た。 

 

【 モンティ・ホール問題 】 
  服部は、この因果関係の理解が「モンティ・ホ

ール問題」とも強い関連を持っているのではない

かと考えた。「モンティ・ホール問題」は、「三囚

人問題」（Shimojo & Ichikawa, 1989）と同型の

以下のような問題である。 

 

  あなたはゲーム番組に出ていて、３つのドアの

うち１つを選ぶとします。番組の司会者は、３つ

のドアのうち１つのうしろに新車を置きました。

司会者は言います。「まず、ドアを１つ選んでくだ

さい。続いて、私が残りの２つのドアのうち、ヤ

ギがいるドアを開けます。私がヤギのいるドアを

開けた後、あなたは最後の選択をしてください。

そこで選んだドアのうしろにあるものが、あなた

のものになります。」あなたは最初にＡのドアを選

びました。その後、司会者は、ヤギのいるＣのド

アを開けました。ここであなたは、最終的にどの

ドアを選びますか。 

  次のどちらかに○をつけてください。 

   （   ） Ａのドアのまま。 

   （   ） Ｂのドアに変更する。 

 

  ベイズの公式に従って規範解を求めると、Ｂの

ドアに変更した方が新車をもらえる確率は倍にな

ることがわかる。しかし、実験では、大部分の解

答者が「Ａのドアのまま」という選択をすること

が知られている。 

  服部は、この問題が難しい理由は、司会者がＣ

のドアを開けたのは何故かという因果的な推論を

大部分の解答者が行わないためではないかと推測

した。服部は、「司会者がＣのドアを開けたのは、

Ｂのドアのうしろに新車があるからではないか」

という因果推定がなされやすいように問題文を変

更すれば、規範解に沿った解答が増加するのでは

ないかと予測し、実験を行ったところ、この予測

を支持する結果を得た。 
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公平性の基盤：社会・発達心理、比較認知科学によるアプローチ 
Workshop on “Bases of fairness: Approaches from social and 

developmental psychology and comparative cognitive science” 
 

企画者  石井敬子（神戸大学文学部） 

岡田浩之（玉川大学工学部） 

話題提供者 高岸治人（北海道大学大学院文学研究科・日本学術振興会） 

瀧本彩加（京都大学大学院文学研究科・日本学術振興会） 

Joanna Schug（北海道大学大学院文学研究科） 

岡田浩之（玉川大学工学部） 

指定討論者 大坪庸介（神戸大学文学部） 

 

Abstract 

Our daily lives depend on following social norms and 

interacting with others in order to facilitate our 

relationships. This workshop focuses on the 

psychological processes involved in fairness, which is 

necessary to sustain social norms and relationships. 

Four researchers (Haruto Takagishi, Ayaka Takimoto, 

Joanna Schug, and Hiroyuki Okada) will present 

recent findings on fairness from ontogenic and 

phylogenetic perspectives. Implications for the bases 

of fairness will be discussed. 

 

Keywords ―  fairness, ultimatum game, theory of 

mind, comparative cognition 

 

概要 

 我々人間の日常生活は、他者に大きく依存し、

他者との人間関係を調整する社会の規範・秩序に

従っている。そのような社会規範や秩序の 維持に

不可欠な心の性質の１つとして、公平性がある。

例えば、社会心理学では Adams の衡平理論に端を

発し、分配的公正 に関する知見が数多く積まれて

きている。しかし近年、社会生態学的な適応の所

産として心の性質を理解しようとするアプローチ

が脚光を 浴びつつある。その観点から公平性とそ

の維持にかかわる行動を捉えようとする場合、問

題になるのは、進化の産物であるヒト がいかにし

てそういった心の性質を獲得したのかであり、系

統発生さらには個体発生に注目した公平性に関す

る研究はその点に 対して有益な示唆を与えてく

れるだろう。本ワークショップは、若手研究者が

中心となり、こういった試みに今後寄与すると考

えられる最新の研究を報告する。これらの報告と

指定討論、フロアからの質問やコメントをもとに、

適応を背景とした公平性の基盤について理解を深

めたい。 

 

不公平分配に対する行動の生物学的基盤 

高岸 治人 

近年、人々が行う社会的行動の生物学的基盤を

明らかにする研究に注目が集まっている。社会神

経経済学（social neuroeconomics）は、社会的行動

の神経基盤、神経内分泌学的基盤などを明らかに

することを目的とする学問分野の一つである [1]。

これまで、利他行動・互恵性・信頼・罰などとい

った人々が社会生活を送る上で欠かせない重要な

社会的行動に関する研究が数多く行われてきたが、

本発表では不公平な分配に直面した人々が見せる

行動に注目し研究の報告を行う。 

 人々は、不公正な状況（e.g., 資源の不公平分配）

に直面すると、自らのコストを支払ってでも、そ

の者に対して抗議を行ったり罰を与えたりする傾

向を持つ。代表的な研究に、最後通告ゲーム

（Ultimatum Game：UG）を用いた研究がある。

UG は二名一組で行う経済ゲームであり、一方（分

配者）がお金を二人の間で分け、もう一方（受け

手）がその分け方を受け入れるか拒否するかを決

める。受け手が受け入れた場合、両者は分配者が
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決めたとおりにお金を受け取ることができるが、

受け手が拒否した場合、両者は何も受け取ること

ができない。このゲームにおいて受け手は、1 円

以上自分に分けてくれれば如何なる分け方でも受

け入れるのが合理的な行動であるが、実際に実験

を行うと、受け手は、50:50 ではない分配の多くを

拒否する。この結果は、人々が不公平な結果を嫌

い、公平な結果を追及したいという動機を持つた

めに拒否したと解釈することができる [2]。しか

し、Yamagishi らは、最後通告ゲームを改変した一

方的最後通告ゲーム（impunity game：IG）という、

受け手が拒否すると受け手のお金のみが 0 になっ

てしまうゲームを用いることで、たとえ公平な結

果を追及できない状況であったとしても、人々は

不公平な提案を拒否する傾向を持つことを明らか

にした [3]。本発表では、fMRI（機能的磁気共鳴

画像法）装置を用い、相手のお金を減らすことが

可能な UG と相手のお金を減らすことができない

IG における行動の脳活動を測定することで、両ゲ

ームに共通する部分である“不公平な提案に対す

る評価”と、UG においてのみ働くと考えられる“相

手のお金を減らそうという動機”の神経基盤に関

する報告を行う。 

 

[1]Fehr, E., & Camerer. C. (2007). Social 

neuroeconomics: the neural circuitry of social 

preferences. Trend in Cognitive Sciences, 11, 419-427. 

[2] Fehr, E., & Schmidt, K. M. (1999). A theory of 

fairness, competition, and cooperation. The Quarterly 

Journal of Economics. 114, 817-868. 

[3]Yamagishi, T., Horita, Y., Takagishi, H., Shinada, 

M., Tanida, S., & Cook, K. (2009). The private 

rejection of unfair offers and emotional commitment. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of 

the United States of America, 106, 11520-11523. 

 

公平感の進化的基盤に関する比較認知科

学的検討 

瀧本 彩加 

われわれヒトの社会は、多様で頻繁な協力行動

によって支えられている。しかし、ヒト以外の動

物においても、血縁関係にない他者との、ある程

度の互恵性に基づいた協力行動は見られる。そう

した協力行動の発達には、公平感に基づいて行動

し、将来の有益な協力行動を確保することが不可

欠であった、と考えられる。 

公平感を持つためには、まず自身の報酬や労力

だけでなく、他者の報酬や労力に敏感になり、そ

の上で、自身に不利な不公平感・自身に有利な不

公平感を持つことが不可欠である。先行研究[1][2]

は、発達した協力行動がみられるフサオマキザル

とチンパンジーが、ヒトとのトークン交換課題に

おいて、自身と競合者との労力と報酬が同じ(＝と

もにヒト実験者とトークン交換をして、価値の低

い報酬を得る)条件でより、自身と競合者が同じ労

力を払ったにもかかわらず、競合者の報酬が自身

より価値の高いものである条件で、トークン交換

や報酬の受け取りを有意に多く拒否した、つまり、

自身に不利な不公平感を示した、と報告している。

しかしながら、これらの研究では、彼らが不公平

感を示したところで競合者の得られる報酬には全

く影響しなかったため、彼らの拒否行動は、むし

ろ他者との報酬の差、つまり不公平を増大させて

いる[3]、などの批判が多くあった。 

そこで、われわれは、分配者が他者の報酬を操

作することができる 2 選択の食物報酬分配場面を

設定し、フサオマキザルが、そもそも、不公平感

の基盤となる他者の報酬や労力への敏感性をもっ

ているのか、について検討した。加えて、彼らが、

自身に不利な不公平感や自身に有利な不公平感を

もち、不公平を回避しようとするのか、またそう

した不公平感の発揮・抑制にどういった要因が影

響するのか、についても検討した。フサオマキザ

ルを対象種としたのは、彼らが、食物の共有や協

力行動の達成に不可欠である密接な社会的関係に

よってもたらされた寛容さを備えており、公平感

の進化的基盤を検討する上で最適な種だと考えた

からである。本発表では、われわれの研究結果を

報告するとともに、他の霊長類種を対象とした関

連する研究を概観し、公平感の進化的基盤につい
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て比較認知科学的に議論する。 

 

[1] Brosnan, S. F., & de Waal, F. B. M. (2003). 

Monkeys reject unequal pay. Nature, 425, 297-299. 

[2] Brosnan, S. F., Schiff, H. C., & de Waal, F. B. M. 

(2005). Tolerance for inequity may increase with 

social closeness in chimpanzees. Proceedings of the 

Royal Society B, 272, 253-258. 

[3] Henrich, J. (2004). Inequity aversion in capuchins? 

Nature, 428, 139 

 

心の理論の発達が分配行動・互恵性に与

える影響 

Joanna Schug 

本研究の目的は、未就学児童における心の理論の

発達が分配行動と互恵性に与える影響を検討する

ことにある。66 名の未就学児童が最後通告ゲーム

（Ultimatum Game：UG）と独裁者ゲーム（Dictator 

Game：DG）に参加した。すべての参加者が UG

を先に行い、その後に DG を行った。まず半数の

参加者が UG で分配者に割り当てられ、残りの半

数が受け手に割り当てられた。分配者は実験者か

ら 2 個の消しゴムを受け取り、自分と相手（受け

手）にどのように分配するかを提案した。提案後、

受け手は分配者の提案を受け入れるか否かを決め

た。受け手が受け入れると、両者は分配者が提案

した通りの消しゴムがもらえるが、受け手が拒否

すると、両者は何も受け取ることができなかった。

このようなゲームを用いて、そこでの両者の行動

と心の理論の発達の関係を調べた。分配者の立場

に立てば、受け手に拒否をされないような提案を

しなければ、消しゴムを受け取ることができない。

つまり、分配者が UG において消しゴムを受け取

るには、受け手の行動を推測する必要がある。 

 UG の終了後に同じペアで DG を行った。役割

は UG で分配者になった参加者が DG では受け手

に、UG で受け手になった参加者が DG では分配

者に割り当てられた。DG は、UG と異なり、受け

手に拒否権は存在しない。つまり、分配者が決め

た分け方通りに両者が消しゴムを受け取るという

ゲームである。分配者は 2 個の消しゴムを両者の

間でどのように分けるかを決めた。DG が終わっ

た後に、すべての参加者は誤信念課題（Sally-Anne 

tasl）を行った。 

 研究の結果、先行研究 [1] が追試され心の理論

を獲得している参加者ほど UG で公平な提案を行

った。また、受け手の拒否行動に関しては心の理

論の関与は見られなかった。また心の理論を獲得

している参加者は、UG で公平分配された後の DG

において相手に対して公平に分配する傾向が見ら

れた。しかし、不公平分配をされた後の DG にお

ける行動においては心の理論の関与は見られなか

った。これらの結果は、positive な互恵性に関して

は心の理論が関係しているが、negative な互恵性

に関しては心の理論は関係していないということ

を示唆している。 

 

[1] Takagishi, H., Kameshima, S., Schug, J., Koizumi, 

M., & Yamagishi, T. (2010). Theory of mind enhances 

preference for fairness. Journal of Experimental Child 

Psychology, 105, 130-137. 

 

ロボットとのコミュニケーションで不公

平感を感じるか？ 

岡田 浩之 

他者とのコミュニケーションにおいて，相手の

心を理解するための能力（心の理論）は重要であ

る．このような能力は，機械の操作などの物理的

なインタラクションでは必要とされない． しかし

我々は機械のように心を持たない存在にもしばし

ば心的なものを感じてしまう．これまでに我々が

行ってきた検討で，たとえ相手が実際にはコンピ

ュータプログラムであっても，人間とゲーム行っ

ていると思い込むことで被験者の行動が大きく変

ることが示されてきた [1][2]. 
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本ワークショップでは．ロボットという，心的な

存在とも機械的な存在とも捉えることが可能な相

手と一緒にゲームを行う課題において，ロボット

に対する印象がどのように被験者の行動に影響を

与えるのかについて議論したい．さらにロボット

に対する被験者の印象の経時的な変化が，どのよ

うに被験者の行動に影響を与えるのかを乳幼児を

対象にした発達的研究の見地から議論する． 

このような議論を通して、本ワークショップのテ

ーマである公平性の基盤に関してヒトと機械の中

間的存在であるロボットを使った研究の可能性を

示したい。 

 

[1] 岡田浩之・高橋英之・長村茉紀・新在家範子・

永井育子. (2008). 顔ロボットの表情の曖昧さがコ

ミュニケーションに与える影響,『HAI シンポジウ

ム 2008』 

[2] 永井育子・高橋英之・岡田浩之 (2008). ロボ

ットの表情のあいまいさと信頼感.『第 13 回日本

顔学会大会（フォーラム顔学 2008）』,O4-02. 
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ワークショップ 

視覚および視覚的注意の観点からのグラフィックス研究 

Graphics Studies Meet Vision and Visual Attention  
 

下嶋篤1, 片桐恭弘2, 杉尾武志1, 佐藤隆夫3 

Yasuhir Katagiri, Atsushi Shimojima, Takeshi Sugio, Takao Sato 
 

1同志社大学，2はこだて未来大学, 3東京大学 
Future University-Hakodate, Doshisha University, Tokyo University 

ahimoji@jme.com 
 

Abstract 
Since early 1990s, many researchers in artificial 
intelligence, cognitive science, and mathematical logic 
have been interested in the cognitive potentials of 
graphical representations, such as maps, charts, tables, 
and graph. Perhaps because he main focus of this 
research tradition has been in higher cognitive 
functions such as reasoning and comprehension, rich 
findings in the field of vision and visual attention have 
been seldom taken into account. With the concept of 
"graphics studies meet vision and visual attention", 
this workshop aims at providing an opportunity to 
explore how graphics studies can benefit from the 
findings of vision science and what novel research 
themes can be developed from a tighter coupling of 
the two fields.   
 
Keywords ―  Graphical representation, visual 
perception, visual attention 

 

1. 趣旨 

  地図，グラフ，チャート，表などの「グラフィ

ック表現」が人間の認知に与える影響は，とくに

1980年代以降現在に至るまで，人工知能研究者，

認知心理学者，数理論理学者によって盛んに研究

されてきた．その中でのグラフィック表現研究の

中心が推論や理解といった高次機能との関連であ

ったせいか，視覚や視覚的注意に関する豊富な研

究成果を取り入れながら研究する例は少なかった．

しかし，触覚ディスプレイなどの例をのぞいて，

グラフィック表現の利用のベースに視覚や視覚的

注意があることはいうまでもないし，身体化認知

の観点からグラフィック表現が高次機能と低次機

能を積極的にカップリングさせる機能も示唆され

ている．そこで，本ワークショップでは，「グラ

フィック研究 meets視覚研究」というコンセプト

のもと，グラフィック表現の研究が視覚研究の成

果の何を取り入れるべきか，どのように取り入れ

るべきか，その結果どのような研究テーマが浮か

び上がってくるかについて，グラフィック研究者

と視覚研究者の討議を通じて考えたい． 

 

2. プログラム（暫定的） 

• トーク１：片桐恭弘「仮想的対象に対する視

覚的注意と思考の身体性」 

 指定討論１：佐藤隆夫, 杉尾武志 

• トーク２：下嶋篤「グラフィック読解にお

けるオブジェクトの境界設定と維持」 

 指定討論：佐藤隆夫, 杉尾武志 

• トーク３：杉尾武志「絵画鑑賞における美的

評価と行為に基づいた評価」（仮題） 

 指定討論：片桐恭弘, 下嶋篤 

• 全体質疑 

 

3. 各トークの要旨 

 
片桐恭弘「仮想的対象に対する視覚的注意と思考

の身体性」 

思考は一般に心内表象に対する記号操作ととらえる

ことができる．一方で，図を用いた思考では，紙や

その他の物理媒体上に記号表現を作り出し，読み取 

るという外的表象とのインタラクションが重要な役

割を果たす．特に，上下左右のような位置関係や，

含む含まれるのような包含関係は，図的表現の持つ

物理的制約によって自動的に推移性を満たすため，

図的推論においては，心内での論理的推論を行わな
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くても図の読み取りによって推論操作の代替とする

ことができるという特長がある． 

 われわれが図を用いて思考する際には，必ずしも

すべての対象を図的表現として明示的に描出すると

は限らず，与えられた図の上に仮想的に図的対象を

追加しながら推論を行う場合もある．そのような仮

想的対象の操作に対しては，明示的に描かれた図的

表現に対する操作を無条件に想定することはできな

い． 

 仮想的対象を含む図的推論の過程を観測するため

に，問題の一部分しか図に表現されておらず仮想的

対象を導入する必要がある条件で単純な推移的推論

を行う課題を設定し，課題遂行中の被験者の視線計

測を行う実験を行った．その結果，推論課題遂行中

に，図中には明示的に表示されないが推論課題の要

請する仮想的対象の位置に視線が向けられること，

図的対象の設定について課題の要求する条件が曖昧

な時に現れる困難さと同様の困難さが仮想的対象の

設定に関しても見られることを確認した．これは，

図を用いた思考においては，仮想的対象も明示的に

描出された図的対象と同様に扱われていることを示

している． 

 これらの実験結果に基づいて，仮想的対象を含め

た外的表象としての図の持つ物理的制約を利用した

推論を実現するための身体メカニズムとして視覚的

インデックスを位置づけることを提案する． 

 
下嶋篤「グラフィック読解におけるオブジェ

クトの境界設定と維持」 

地図やチャート，グラフなどのグラフィック表

現は，その中に含まれるグラフィック要素がど

のようにグループ化されるかによって，異なる

レベルの情報を読み取らせる．したがって，ひ

とがグラフィック表現を使って問題解決を行う

仕方を理解するためには，（1）ひとは，解釈の
対象となるグラフィック・オブジェクトの境界

をどのように設定し，（2）与えられた認知課題
を行う間，その境界をどのように維持している

かを明らかにすることが重要である． 
 従来のグラフィック読解研究では，ひとが異

なるレベルの情報を読み取り（ Pinker, 
Guthrie），読み取った情報を維持して統合する
（Carpenter & Shah, Ratwani et al.）ときに
働く高次認知メカニズムについて研究はなされ

ているものの，解釈の対象となるオブジェクト

の境界設定に必要な知覚や注意のメカニズムや，

オブジェクトの境界維持に必要な認知メカニズ

ムと結びつけて研究されることはほとんどなか

った． 
  これらの問題に取り組むため，発表者らは，

オブジェクト境界設定とその維持のプロセスに

ついて，注意拡張 (Ullman, Roelfsema et al.) 
と  視覚的インデックス (Ullman, Pylyshyn, 
Ballard et al.) の理論に基づく暫定的なモデル
を作り，それに基づいて，表の読み取り課題を

含む二つの実験を行った．実験課題は，協与え

られた表の異なる種類のオブジェクト（セル，

行，列）の境界設定をし，これを維持しながら

得られた情報を統合する必要があるように設計

された．実験の結果，オブジェクトの視覚的・

空間的属性が (1) オブジェクトの境界設定の
容易さに影響し，(2) さらにその容易さがオブ
ジェクト境界の維持に関連していることを示唆

する視線運動の特徴が見られた． 
 本発表では，こうしたデータの解釈とともに，

実験において前提された暫定的プロセスモデル

のポテンシャルについて議論したい． 
 
杉尾武志「絵画鑑賞における美的評価と行為

に基づいた評価」（仮題） 

 芸術家は素人とは「異なる形で」世界を見てい

る，ということがしばしば言われる．絵画を鑑賞

するということは，単に描かれている内容を理解

するだけでなく，情動的要素を作者と共有するな

どといった高次の認知プロセスに支えられている．

こうした認知プロセスは，教育や経験といった学

習によってどのような影響を受けるのであろうか．

構図などに関する美術教育が，その教育を受けた

人間の絵画に対する知覚および認知プロセスにど

のように影響するのか，という問題は，主に眼球
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運動のパターンを調べることで検討されてきた．

先行研究においては，いわゆる「プロ」の絵画鑑

賞は大局的に行われるのに対して，素人は描かれ

ている人物などに注意を向けるという形で局所的

に見ていることが明らかにされてきた．こうした

眼球運動のパターンは，それらの絵画に対してど

のような評価を行うかと密接に関係していると考

えられる．これまで，絵画に対する美的評価は一

般には個人的な好みや個人の内的な態度を反映し

たものであり，意思決定や行為とは切り離されて

考えられてきた．しかし，絵画に対する評価の中

には，その絵画を飾ったり，他者へプレゼントし

たりといったその絵画に対する行為と結びついた

ものが含まれるはずである．先行研究において観

察された眼球運動パターンにおいても，美的評価

と行為と結びついた評価の両者が混在している可

能性がある．本報告では，絵画鑑賞における美術

教育の影響を扱った先行研究を紹介し，美的評価

と行為と結びついた評価のそれぞれでどのように

眼球運動パターンに違いがみられるかについて検

討した結果を述べる． 
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オノマトペと音象徴 
Mimetics and Sound Symbolism 

 
企画者：  平田 佐智子（神戸大学大学院） 

秋田 喜美（JSPS研究員（東京大学）） 
話題提供者： 篠原 和子（東京農工大学） 

平田 佐智子（神戸大学大学院） 
佐治 伸郎（慶應義塾大学） 
秋田 喜美（JSPS研究員（東京大学）） 
宇野 良子（東京農工大学） 
井上 加寿子（関西国際大学） 

指定討論者： 今井 むつみ（慶應義塾大学） 
 
Abstract 
This workshop aims at identifying the peculiar and 

non-peculiar aspects of mimetics (or sound-symbolic 
words) and sound symbolism. To achieve this goal, six 
speakers from the fields of linguistics and psychology 
report their latest findings about the issue, which will 
be further developed and concluded from a general 
perspective by a discussant. 
 

Keywords ―  mimetics (sound-symbolic words), 
sound symbolism, peculiarity/non-peculiarity, 
embodiment, multimodality, iconicity, polysemy 
 
1. 趣旨 

 音象徴（言語音が特定のイメージと有縁的に結

び付く現象）およびオノマトペ（音象徴語，擬音

語・擬態語）は，元来主に言語学の分野で研究さ

れてきた．しかし両者は，言語機能だけでなく感

覚機能や身体機能との関係も深く，近年では発

達・認知心理学・脳科学・工学・医学など多様な

分野の研究対象となってきている． 

 本ワークショップでは，言語学・心理学の分野

からオノマトペと音象徴の専門家を招き，その普

遍性および特殊性・非特殊性に焦点を絞った話題

を提供してもらう．これまでの研究で，特定の音

象徴（例：/a/＝大 vs. /i/＝小）の普遍性，オノマ

トペの形態音韻上の特殊性，意味的・統語的（非）

特殊性，習得上の特殊性などが指摘されている．

各話題提供者は，こうした特殊性・非特殊性のマ

ップをそれぞれ特定の分野から描き出していく．

続く指定討論者およびフロアとの討論に基づき，

学際的な視点より，そうした様相が得られる理由

にまで迫る場としたい． 

2. 流れ 

 本ワークショップでは主に言語学・心理学にお

いてオノマトペまたは音象徴を対象とした研究を

行う 6 名のスピーカーに話題提供をしてもらう． 

篠原は異なる言語話者に対する実験を通して音

象徴の言語普遍性について，平田は音象徴と認知

機能との並行性を通して音象徴の言語普遍性の可

能性について述べる．佐治は子どものオノマトペ

理解に関する実験よりオノマトペの特殊性につい

て，秋田はコーパス分析，宇野は実験・コーパス

分析よりオノマトペの語類上の特殊性と非特殊性

について述べる．井上はオノマトペの意味論的分

析よりオノマトペの語類上の特殊性について述べ

る． 

最後に指定討論者として今井を交え，提供され

た 6 つの話題を総括し，「オノマトペ・音象徴のど

こがどのように言語・認知機構に統合されている

のか，それはなぜなのか」という問いに取り組む． 

 

「関西オノマトペ友の会」ホームページ 

http://www2.kobe-u.ac.jp/~073l106l/mimeticclub.html 
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音象徴の言語間比較： 

「大きさ」のイメージについて 

Cross-linguistic Comparison of Sound 
Symbolism: The Images of Size 

 

篠原 和子 

Kazuko Shinohara 
 

東京農工大学 
Tokyo University of Agriculture and Technology  

k-shino@cc.tuat.ac.jp 
 

Abstract 
We demonstrate that cases of sound symbolism with 

phonetic groundings are observed cross-linguistically. 
Our experiment focuses on the images of size. Our 
judgment study with speakers of English, Japanese, 
Chinese, and Korean showed cross-linguistic effects of 
three factors (vowel height, vowel backness, and 
voicing in consonants) on the images of size. Our 
results demonstrate that speakers can perceive the size 
of sub-oral cavities when they judge the size of nonce 
words.  
 
Keywords ― sound symbolism, size, vowel height, 
vowel backness, voicing 

 

1. はじめに 

  本発表では，Sapir [1]や Köhler [2]の先駆的研究

以来多くの言語で研究されてきた音象徴現象につ

いて，身体的動機づけのある音象徴は言語普遍的

側面を持つという予測を裏付けるため，複数の言

語で同じ音声素性が同じイメージを引き起こす傾

向があることを実験的に確認する．（なお本発表は

BLS36 での口頭発表に基づく．実験結果の統計処

理と音声学的説明は，川原繁人による．） 

 

2. 先行研究および課題 

 これまでの諸研究では音象徴の通言語的共通性

が幾つか指摘されている．例えば母音の調音上の

開口度との相関により，[a]が[i]よりも「大きい」

イメージを喚起することや（[1], [3], [4]他），前舌

母音よりも後舌母音が「大きい」イメージをもつ

こと[5], 子音の有声性が「大きい」イメージを喚

起すること[6]等の報告がある．本発表ではこれら

３種の要因（母音の開口度，母音の前後，子音の

有声性）が，複数の言語において「大きさ」のイ

メージを喚起すること．またこれらには音声学的

説明を与えることができることを示す．  

 

3. 実験方法 

 刺激は有声阻害音/b, d, g, z/，無声阻害音/p, t, k, 

s/，母音 /a, i, u, e, o/を用いた VCVC 型の２音節の

無意味語 40 語である（有声阻害音群： abab, ibib, 

ubub, ebeb, obob, adad, idid, udud, eded, odod, agag, 

igig, ugug, egeg, ogog, azaz, iziz, uzuz, ezez, ozoz, 無

声阻害音群: apap, ipip, upup, epep, opop, atat, itit, 

utut, etet, otot, akak, ikik, ukuk, ekek, okok, asas, isis, 

usus, eses, osos）．被験者は場面設定を記述した文

章を読み，次にローマ字表記された刺激語を見て，

各々の刺激語の意味を 4 段階尺度｛1=とてもきれ

い，2=どちらかというときれい，3=どちらかとい

うと汚い，4=とても汚い｝で推測した．日本語話

者 42 名，英語話者 22 名，中国語（北京語）話者

20 名，韓国語話者 19 名が参加した． 

 

4. 結果 

結果は表１に示す通りである（*は統計的有意性

を表す）． 

表１ 実験結果 

 日 英 中 韓

開口度 *** * n.s. * 

母音の前後 *** *** *** ***

有声性 *** *** *** n.s.

 
次の３項目が確認された． 

(1) 母音：低 [a] ＞ 中 [e,o] ＞ 高 [i,u] 

(2) 母音：後 [u, o] ＞ 前 [i, e] 

(3) 子音：有声 ＞ 無声 

 

5. 音声学的基盤 

 これらの通言語的音象徴反応は，(a) 調音音声

学的説明，(b) 音響音声学的説明が可能である．

母音の調音的側面では，図１に示すように高母音

[i]＜中母音[e, o]＜低母音[a]の順に口腔の開きが

大きくなる．また図２では舌の口蓋への接近位置
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より口先方向にある副口腔共鳴空間が，後舌母音

のほうが大きい．また後母音[u, o]は通常，円唇化

するため，副口腔共鳴空間がより大きくなる[7]． 

 
 高母音   中母音    低母音 

図１ 母音の開口度* 

 

 

 

 

 
 前舌母音     後舌母音 

図 2 母音の前後* 

(注：図１，２とも http://www.ic.arizona.edu/ 

~lsp/Phonetics/Vowels/Phonetics から採った．） 

 
音響学的な面では，周波数の低い音はより大きな

共鳴空間を持つことを示しているが[8]，低母音は

他より F0 が低く[9]，後舌母音は F2 が低い[7]． 

 子音の調音音声学的側面では，有声阻害音を発

音する際，話者は口腔を拡張する[10], [11]．音響

学的側面では，F0 が低い方がより大きな物体であ

ることを示すが[8]．多くの言語で母音は有声子音

の隣にあるときのほうが無声子音の隣にあるとき

よりも低い F0 をもつ[12]． 

 これらの音声学的所見は，実験結果が示す通言

語的な「大きさ」のイメージ喚起の傾向と合致す

る．母音の高さ，母音の前後，子音の有声性の３

要因による「大きさ」のイメージ喚起には，音声

学的基盤が存在すると考えてよかろう． 
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音象徴と感覚間一致 
Sound Symbolism and Cross-modal 

Correspondence 
 

平田 佐智子 
Sachiko Hirata 

 
神戸大学大学院 
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shirata@lit.kobe-u.ac.jp 
 
Abstract 
 In this paper, the parallel relationship between sound 
symbolism and cross-modal correspondence is 
considered. Garner’s speeded classification using 
voiced/voiceless consonants and brightness as stimuli 
was conducted to show the cross-modal 
correspondence between these stimuli. The results 
showed the correspondent relationship between these 
stimuli, which suggests that the two phenomena share 
a common cognitive basis. 
Keywords ―  sound (phonetic) symbolism, 
cross-modal correspondence, voiced/voiceless 
consonants 

 

1. 目的 

  本論の目的は，音象徴をもたらす身体基盤は感

覚間一致である可能性を示すことである．感覚間

一致(cross-modal correspondence)とは，例えば高い

音と明るい色，低い音と暗い色が類似すると感じ

るような，感覚モダリティを超えた類似性・一致

性を指す．本実験では目的達成のため，すでに音

象徴的関係が示されている刺激対（例：有声／無

声と明度）が，感覚間相互作用を測定する Garner’s 

speeded classification task[1]において同様の一致傾

向をみせるかどうかを検討する．音象徴的関係と

感覚間一致関係が同一パラダイムにおいて同様に

振る舞う点を示すことにより，両者が同一の認知

基盤を有している可能性を提示する（本内容は認

知心理学会における筆者の発表[2]に基づく）． 

 

2. 方法 

 聴覚刺激として録音された女性の音声（有声子

音：「ば・だ・ざ・が」，無声子音：「ぱ・た・さ・

か」），視覚刺激としては白色と黒色の正方形

（5×5cm）を使用した．背景色は常に灰色とした．

参加者の課題は指定された刺激（色・音声の有声

／無声性）に対して弁別を行い，なるべく速く指 

 

 

 

 

 

 

 

 

定されたキーを押すことであった．実験条件の構

成は Garner’s speeded classification task[1]に準じた． 

 

3. 結果及び考察 

 課題(2) ×条件(4) の分散分析を行った結果，課題

の主効果(F(1/31) = 128.19, p < .001)，条件の主効果

(F(3/93) = 9.17, p < .001)，課題×条件の相互作用

(F(3/93) = 3.20, p < .05)が有意であった．下位検定

(Ryan 法)の結果，音声弁別課題の単次元変化条件

よりも PC ブロックにおいて反応時間が短かった．

これは，一致する組み合わせで呈示されているこ

とによる反応時間の促進を示している． 

【一致効果：音声弁別課題】条件(3)×一致性(2)の

分散分析を行った結果，一致性の主効果(F (1/31)= 

15.80, p < .001)が有意であった．下位検定（Ryan 

法）の結果，関連変化条件及び直交変化条件にお

いてイメージが一致した場合の方が不一致の場合

よりも反応時間が短いという一致効果が見られた． 

【一致効果：色弁別課題】音声弁別課題と同様の

分析を行った結果，一致効果は見られなかった．

一致による促進及び音声弁別課題における一致効

果から，音象徴的関係が示されている有声／無声

子音と明度の間に感覚間一致的関係が見られるこ

とがわかった． 

参考文献 

[1]Martino, G., & Marks, L.E. (1999). ”Perceptual and 

linguistic interactions in speeded classification: 

tests of the semantic coding hypothesis.” 

Perception, Vol.28(7), pp. 903-923 

[2]平田佐智子・喜多伸一・浮田潤(2009). 有声・

無声子音のもつイメージは文字と音声で異な

るか？ 認知心理学会第 7 回大会論文集. 

図 1 各条件における反応時間 
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言語獲得における語彙的類像性の効果の
実験的検討 

The lexical iconicity effect in language 
development 
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Noburo Saji 

 
慶應義塾大学 先導研究センター 

Advanced Research Centers, Keio University 
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Abstract 

The aim of this study is to investigate how children 
understand the sound-symbolic words which are 
diverse in its degree of lexical iconicity. Our results 
suggest that children can understand high-iconic words 
in a very early stage of language development whereas 
they gradually “learn” the meaning of low-iconic 
words with age. 
 
Keywords ― mimetics, lexical iconicity, language 
development 

 

1. 背景と問題 

近年オノマトペの持つ音象徴に関する理解が子

どもの言語獲得の大きな手がかりとなりえること

が報告されている[1]. これらの研究は子どもが言

語的知識を構築していく際，自身が知覚した音と

語の意味とを柔軟に結びつけながら学習を進めて

いく可能性を示唆する．一方で従来の研究では明

らかに高い音象徴性を持った特定の語とそうでな

い語の比較はされてきたものの，その中に存在す

る類像性(記号の形式が参照対象を有縁的に表す

性質)の程度の差が子どもの語の理解にどのよう

に影響を与えるのかについては充分に議論がされ

ていない. そこで本研究では，語彙的類像性の程

度に差があるとされる日本語の擬音語，擬態語，

擬情語を事例に[2]，子どもがこれらの語の持つ音

象徴性をどのように理解しているのかを検証した． 

 

2. 実験 

 実験ではまず刺激の選定のために，日本語に

おける擬音，擬態，擬情語を 13 ずつ選び，それぞ

れの事態を表す動画を作成した．次にこれらの動

画に対する評定実験の結果から，言語音とそれぞ

れの動画との合致度が高い順に擬音，擬態，擬情

語それぞれ 6 ずつ動画を選び，実験で用いる基準

刺激とした．更にこの 18 の基準刺激と最も“合っ

ていない”音に対応した動画と基準刺激とを合わ

せ，刺激ペアを構成した．実際の実験には 3 歳(26

名)及び 5 歳(26 名)が参加した．子どもにはこの 18

の動画のペアを見てもらい，基準刺激に合った音

をもとに作成した新奇動詞 (例:「ざぶざぶ」→「ざ

びっている」等)により指示される動画はどちらか

を強制選択してもらった． 

 

3. 結果と考察” 

まず音，態，情それぞれの正答率を比較したと

ころ，3 歳，5 歳ともに有意に 50%以上の正答率

を 見 せ た ( 音 ， 態 ， 情 に 対 し そ れ ぞ れ 3

歳:.71, .67, .60; 5 歳:.78, .74, .86)．このことは，実

験に用いた新奇動詞の意味を，子どもはその語彙

に含まれる音象徴性を手がかりとして推測できた

ことを示す．さらに，月齢と正答率との相関を見

ると，擬音的刺激に関しては無相関に近い値であ

ったのに対し擬態，擬情的刺激には正の相関が見

られた(それぞれ r=.11, .50, .41)．これは擬音的音

象徴に関しては初期からその意味について既に理

解されているが，擬態，擬情的音象徴に関しては

発達過程で音象徴性の理解が“進む”ことを示し

ている。本研究の結果は，言語獲得における音象

徴の役割について，単純に音象徴性のある/なしと

いう議論でなく，音と外界の事象との繋がりがど

れだけ直接的であるのかどうかという観点から捉

える必要があることを示す．さらに類像性の低い

音象徴語が子どもに“学習される”過程は今後新

たに検討されるべき研究課題となりうるだろう． 
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Abstract 
This paper discusses some fundamental semantic 

properties of sound-symbolic words based on a 
collocational analysis of Japanese mimetic and 
nonmimetic adverbs. Our results suggest the high 
referential specificity and holisticity of mimetics and 
their gradience. The present empirical approach to 
mimetic (frame) semantics substantiates the intuitive 
characterizations of mimetics in the literature. 
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1. はじめに 

  本論は，日本語コーパスにおけるオノマトペ副

詞の生起特性の分析から，その意味の中核に迫る．

指摘するのは，オノマトペの指示的具体性・全体

性とその段階性である． 

 

2. 問題と枠組 

 従来，通言語的にオノマトペは音韻形態的特殊

性に基づいて特徴付けられるのが主で，その意味

的定義は，Doke (1935)による“vivid”という形容に

代表されるように，極めて直感的なものであった．

一世紀弱もの間未解決となっているこの根本的課

題に対し，本論は実証的アプローチを取る． 

 理論的枠組としてはフレーム意味論（Fillmore 

1982 等）を用いる．「フレーム」とは，状況基盤

のスキーマ的意味表象である．例えば，retail, sale, 

sell 等の語は共に Commerce_sell フレームを喚

起するとされ（http://framenet.icsi.berkeley.edu/参

照），品詞境界を越えた意味的関係まで捉えられる． 
 

3. 方法 

 本研究は小説コーパス『青空文庫』を用いた．

小説では創造的な共起関係が生まれ易いため，そ

の中でも維持される共起関係は特に有意義だと想

定できる．共起強度の指標としては t スコアを用

い，t ≥ 2 の例を「強いコロケーション」とした．

観察対象は，Kakehi et al. (1996)のオノマトペ辞典

における全 2 拍重複形 518 語（例：ごろごろ）と，

仁田(2002)の副詞一覧のうちオノマトペではない

全一般様態副詞 164 語（例：軽やかに），およびそ

れらの共起動詞・名詞である．各副詞の前 5 語〜

後 3 語を検索対象とし，得られた強い共起語の喚

起フレームを 2 名で特定した（一致率 99.8%）． 

 

4. 結果と考察 

まず，表 1 のように，オノマトペ副詞は一般副

詞よりも強い共起動詞・名詞が少なく，指示的特

定性が窺える．この傾向は類像性が高いものほど

顕著であるという点で段階的である．また，動詞

ほどではないまでも名詞とも強く共起しうること

は，オノマトペの事象描写の全体性を示唆する． 

表 1 強い共起語の平均数 

 動詞 名詞 
擬音語副詞 0.32 0.16 
擬態語副詞 0.77 0.31 
擬情語副詞 0.97 0.36 
一般副詞 3.51 2.60 

次に，2 つ以上の共起動詞または名詞を持つ副

詞について，それらの喚起フレームを比べた結果，

表 2 の通り，オノマトペ副詞の共起語の方が遥か

に頻繁にフレーム間関係を実らせた（χ2 (1) = 66.7, 

p < .001）．例えば，「じろじろ」と共起する動詞「見

る」と名詞「目」はそれぞれ Perception_active

と Observable_bodyparts というフレームを

喚起するが，両者は Using という一般的フレーム

間関係で結び付けられる．やはりオノマトペは一

般にフレームの特定性が高く，これは“vivid”な印

象の根源と解釈できよう． 

表 2 共起語のフレーム間関係 

 あり なし 
オノマトペ副詞 118 (81.4%) 27 (18.6%) 

一般副詞 95 (38.8%) 150 (61.2%) 
参考文献 
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Abstract 
Using an artificial tactile system and Web corpus, we 

aim to bridge the gap between onomatopoeia and 
embodiment.  
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1. はじめに 

  本稿では，著者が二つのグループと行ってきた

学際的なオノマトペの分析から，オノマトペの表

す意味の特殊性を身体的イメージあるいは話者の

視点の関与という観点から考える． 

 

2. ウェブコーパスを用いた新オノマト

ペと新動詞の比較 

まず，東京大学生産技術研究所の鍜治伸裕氏・

喜連川優氏との共同研究[1]を紹介する．オノマト

ペの表す意味には，他の品詞に比べて特殊性があ

るのか，という問題を，これまで私たちが行って

きた新造語の分析を応用して，考察した． 

データは 1999 年から今日まで蓄積されてきた

ウェブアーカイブ中の一部で，自然言語処理の手

法によってそこから新語を抽出している． 

収集した新語のうち，新オノマトペの「モフモ

フ」とそこから派生した新動詞「モフる」の二語

の使われ方を，オノマトペの特殊性を考察するた

めに，分析した．それぞれの語の使用例を以下に

一つずつ挙げる． 

（１）肉球の間のモフモフ毛もスキさぁ 

（２）実家のはなちゃんに似ている猫をモ

フっていたら， 

「モフモフ」については，空気をたくさん含ん

だ柔らかいものと接触する感覚を表す擬態語で

あり，次の A，B，C の三つの意味領域で用い

られるということが分かった． 

A. 犬や猫などのやわらかな毛の感触 

B. スコーンなどの水分が少ないやわらかな

食感 

C. ゲームキャラクター等が緩慢に動く様子． 

一方，「モフる」という動詞は，自動詞（「ふ

んわりする」）と他動詞（「ふんわりしたものを

触って愛でる」）としての用法があるが，どちら

も A の意味領域しか表さないことが分かった． 

そして，「モフモフする」は中間的な振る舞い

を見せる． 以下の表に各語が各意味領域で何パ

ーセント用いられるか，という結果をまとめた． 

表 1 

 A B+C 

モフモフ 76% 24% 

モフモフする 92% 8% 

モフる 100% 0% 

「モフモフとする」ことは「モフる」こととイ

コールのように一見思われるが，このようにデ

ータを見てみると，動詞「モフる」になると表

すことのできる意味領域が特殊化している．一

方でオノマトペの方はある身体的イメージを意

味領域を超えて表すのに用いられる，といえる．

今後より多くのペアについて同じような分析を

する予定である． 
 
3. 触覚ディスプレイを用いたオノマト

ペの感覚の再現 

オノマトペが表す意味の性質は，他の品詞のそ

れとは異なるのではないか，という指摘は，Kita 

[3]などにより行われてきた．特に，Ikegami & 

Zlatev [4] は，オノマトペは，身体的イメージを表

すのに用いられる，と主張する． 

オノマトペが身体的イメージと結びつくとして，

それを扱う手法を東京大学大学院広域システム科

学系の大海悠太氏，池上高志氏との共同研究[5]で

構築することを目指した． 

具体的には，被験者が触覚のオノマトペから想
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起する感触を再現する装置を作った．それは触覚

ディスプレイと三次元位置センサーによるアクテ

ィブな触覚のシステムである．リカレント型ニュ

ーラルネットワーク（RNN）に手の動きを入力と

して与え，その RNN の出力を特殊な樹脂を介し

て指にあてると触覚が立ち上がる．図 1 にこのシ

ステムを示した． 

 
図 1 

そして，4 人の被験者に「ウネウネ」と「ザラ

ザラ」という二つのオノマトペの触感を作るよう

に指示し，RNN を進化させた．被験者にとって思

い通りの触覚ができたところで RNN が完成した

と見なす． 

完成した RNN の触感を用いて，各被験者に以

下の三つの実験を行なった． 

実験 1. 自分の作った触感と他の人が作った触感

の判別． 

実験 2. 調整法による，RNN からの出力にノイズ

を加えた時に，触感が変わるノイズの閾

値の測定． 

実験 3．ウネウネとザラザラを用いた例文の作成． 

結果としては，実験１からはザラザラはウネウ

ネより自分の触感と他の人のものの判別がしにく

いことが分かった．実験 2 からは，ザラザラはノ

イズを大きく加えてもその触覚が変わらないため，

ザラザラは高い頑健性を示しており，ウネウネは

それに比べて頑健性に劣ることが分かった． 

つまり，ザラザラと結びついているのは比較的

客観的で安定した感覚であるのに対して，ウネウ

ネは私的で不安定な感覚と結びついていると言え

る．つまり同じオノマトペでもウネウネの方がザ

ラザラに比べて，より身体的イメージと強く結び

付いていることが分かった．実験 3 の言語データ

の分析もこれを支持する形となった． 

 

4. まとめ 

  以上触覚のオノマトペについての新造語の研究

と触覚再現の実験を紹介した．これらの研究から，

オノマトペが身体的イメージあるいは話者の視点

と結びつく傾向にあり，しかも，その結びつきの

度合いはオノマトペの中でもいろいろとあり得る，

ということが示唆される．現在，2 節で紹介した

鍜治氏・喜連川氏との共同研究で，ウェブコーパ

ス内の膨大なオノマトペ間の「意味の距離」を測

って表示するしくみをつくっているが，その際に

本稿で論じたような身体的イメージとの結びつき

の度合いを指標として入れることを目指している． 
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The purpose of this paper is to consider the process 

of semantic extension of onomatopoeia, especially in 
unconventional use. I analyze examples of 
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1. はじめに 

 一般に，オノマトペは創造性が豊かなことが特

徴とされ[1][2][3]，その多くは多義であり，こう

した側面を扱う研究が近年さかんに行われている

[1][4][5]．本論では，オノマトペの創造性と多義

性に着目し，オノマトペ表現が慣習的用法から新

奇の用法へと拡張するプロセスについて論じる．

そして，オノマトペの新造表現の創発の過程と，

人間の認知的基盤である五感（視覚・聴覚・触覚・

味覚・嗅覚）の感覚間の転用関係を通してみられ

る比喩性に関し考察を行う． 

 

2. オノマトペの多義性 

 本論では，まず，オノマトペの多義性について

とりあげ，比喩的な用法への意味拡張のプロセス

について，五感との関連から概観する．オノマト

ペは，複合感覚的（multimodal）な様相を表す語

彙グループであり，そこからある感覚へ焦点化さ

れた表現へとメトニミー的に拡張する．この場合，

オノマトペは，ある原感覚から拡張した共感覚的

比喩表現（synaesthetic metaphor）ととらえること

ができる． 

3. 新奇の用法への拡張 

 次に，オノマトペの創造性についてとりあげ，

慣習的な用法から新奇の用法への拡張例を分析す

る．そして，オノマトペの意味拡張について，複

数の感覚の共起性に動機づけられた擬音語・擬態

語間のメトニミー的拡張だけでなく，擬態語から

擬音語，擬態語から擬態語といった，認知的多義

に基づいた新奇の用法へのメタファー的拡張が見

られることを明らかにする． 
 
4. まとめ 

 オノマトペは，複数の感覚領域を未分化な状

態で表す語彙グループであり，私たちはそれに

より状況全体を認知する．このように，オノマ

トペは複合感覚的特徴をもつことから，慣習的

なオノマトペの多義性は，共起性に基づくメト

ニミーによってとらえられる．すなわち，複数

の感覚領域に関連する用法から，ある感覚領域

がプロファイルされ，意味が拡張する．そして，

オノマトペの新奇の用法は，慣習的な用法にお

けるプロトタイプ的意味からの拡張例としてと

らえられるものであり，その背景には，メトニ

ミー的拡張とメタファー的拡張が相互に作用し

ている． 
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Abstract
The purpose of this study is to examine the ef-

fects of the interaction between body and environ-
ment on the creative thinking process, mainly with
regard to insight problem solving. This paper hy-
pothesizes that creative thought depends on the in-
teraction between the thinker’s body and the physical
environment in the problem situation.To test this hy-
pothesis, the “buttonhole puzzle” which is a task to
test creativity was employed in this study. In the ex-
periments, participants were provided with objects of
one of three different sizes (7 × 7 cm, or 12 × 12 cm,
or 14 × 14 cm), and were asked to solve the problem.
Then, the participants’ hands were measured. The
results of the experiment indicate that the size of the
hands of the participants that solved the problem dif-
fered with the given object size. This suggests that
the performance of insight problem solving is influ-
enced by the physical environment and the thinkers’
body.
Keywords — insight, embodied cognition

1. 背景と目的
本研究では，洞察問題解決過程での環境と身体

の相互作用を取り扱う．洞察現象については，その
心的メカニズムを心理学実験(鈴木・開,1997;鈴木・宮
崎・開, 2003;寺井・三輪・古賀, 2005)や脳イメージング
(Bowden & Jung-Beeman, 2003; Jung-Beeman, Bow-
den, Haberman, Frymiare, Arambel-Liu, Greenblatt,
Reber & Kounios, 2004; Bowden, Jung-Beeman,
Fleck & Kounios,2005; Kounios, Fleck, Green, Payne,
Stevenson, Bowden & Jung-Beeman,2009)から検討
する試みが進められているが，その多くは，洞察
問題解決のパフォーマンスを支える要因を，個人
の心的処理の中に見出そうとするものであった．
それら心的なコンポーネントを特定しようとする
試みに比べて，環境の要因に着眼した検討例は少
ない．環境に着眼した研究もあるが，それらは社

会・文化の差を検討するものであり (Sternberg &
Lubart,1999; Kharkhurin & Motalleebi, 2008)，物理
的な環境と主体の関係を論じたものはそれらに比
べてはるかに少ないのが現状である．
しかし，昨今の身体性認知科学の立場では，人間

の行動を心的処理だけでなく，環境にもガイドされ
たものとして説明する研究が見られる．このこと
は知覚・運動，推論研究などでも実験的検討が行わ
れている（Gibson, 1979;三嶋,1994; Schwartz,1999）．
例えば，推論問題解決研究においては，重い荷物
を背に負った状態で行った被験者と，何も荷物を
与えない手ぶらの状態の被験者に，詳細な状況の
教示を加えずに「人が30ヤード歩くのにかかる時
間」を推定させる課題を課したところ，前者の方
が後者よりも長く推定されることが報告されてい
る(Decety, Jeannerod, & Problac,1989)．この知見か
らは，背に負った荷物という外界からの情報が推
定に関与したという点で，推論における環境から
の影響が示唆される．
また，知覚心理学においても，環境と動作主体
の関係に着眼した研究は古くから蓄積されてい
る．Gibson(1979)や佐々木(1994)は，身体によって
実現される行為を通して，外界との接触をもち，
その接触によって環境からのさまざまな情報や，
その後の行為の手がかり（アフォーダンス）を得
ることを指摘している．環境が違えば得られるア
フォーダンスも異なる一方で，同じ環境でもその
中で振舞う主体の身体の構造が異なればやはり得
られるアフォーダンスは異なってくる．こうした
アフォーダンスに関する実験的検討として，手で
の補助を伴わずに登れる階段の高さは，最大で足
の長さの0.88倍であること(Warren, 1984)や，狭い
隙間の間を通過する際に，「上体をひねったり横歩
きの体勢にならずに素通りできる」と判断される
隙間の広さは肩幅の1.3倍以上であること(Warren
& Whang, 1987)などが知られている．三嶋 (1994)
は「跨ぐ」あるいは「くぐる」のどちらかの方法で
通過できる障害物（ハードル）を題材に，跨ぐ行
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C) Appropriate Approach

B) Typical Error in Impasse初期状態 典型的な失敗試行

適切な試行（板を曲げる） 目標状態

図 1 ボタンホールパズルとその解決プロセス

為とくぐる行為の選択が，障害物の高さが主体の
足の長さの1.07倍を基準にして変化することを示
した．人間の日常的な挙動においてもこのような
性質がみられることから，洞察現象においても環
境と身体サイズの関係がパフォーマンスに影響を
与えると可能性があると考えられる．洞察問題解
決研究では，洞察に特化した心的コンポーネント
の存在を仮定せず，日常的な心的処理との連続的
な関係を支持する知見も報告されている（鈴木・
宮崎・開, 2003; Gilhooly & Murphy, 2005）．このこ
とから仮説として，洞察現象においても身体のサ
イズと問題の環境（ここではパズルの物理的なサ
イズ）に依存して解決成績が左右されると考えら
れる．本研究ではこの仮説を心理学実験によって
示す．
実験では，ボタンホールパズル(図2)と呼ばれる

問題を用いた．この問題は，プラスチック製の板
に結びついた鎖付きの棒を取り外すという単純な
課題であるが，後述するように被験者の多くが自
力解決できない難易度の高いパズルとなっている．
解決のためにはプラスチック板を鎖の輪の中へ通
さなければならないが，鎖の長さが足りないため，
板を曲げない限りその操作はできない．この「板
を曲げる」という操作に気付きにくいことがこの
問題を難問たらしめている．本研究では板を曲げ
る操作への気づきに，板の大きさとその板を操作

する被験者の手のサイズが影響していると予想す
る．先に述べたWarren(1984)や三嶋 (1994)の知見
と同様に，板の大きさと手のサイズの関係によっ
て，問題解決行動の選択傾向が変化することが考
えられる．板の大きさに対して手のサイズが小さ
い場合，片手で板を曲げて使うことには困難が伴
うが，板の大きさに対して手のサイズが十分に大
きい場合には，右手でも左手でも両手でも容易に
板を曲げることができる．同じ「曲げる」という
操作でも，後者はそれを実現するための行為の種
類がより多様で，かつ実行しやすい分，前者より
も選択，実行されやすくなると予想される．この
ことから，与えられたパズルの物理的な大きさに
よって，自力解決した被験者の手の大きさに分布
の違いが表れるという作業仮説を立てた．
板を曲げるという操作には手のサイズだけでな

く，板の厚さや握力の要因も関連すると思われる
が，握力は「板を曲げる」という操作自体に着想し
た後に影響することであり，板を曲げるという解
決方法の着想そのものを左右するものとは考えに
くいと考え，今回は手のサイズの要因のみに絞っ
た分析を行った．また，板の厚さについては，板
の厚さを0.4mm以下にした場合には鎖や棒の重さ
で自然と板が曲がってしまう可能性があるため，
被験者の意図的な変形操作を必要とする程度の厚
みとして0.4mmのプラスチック板を使用した．
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図 2 手のサイズの測定手続き．朱肉で直線上に押印し（左）， 各マーク外側の先端から先端までの距
離を測定する（右）

2. 実験1

2.1 方法

被験者は30人を対象とした．題材はボタンホー
ルパズル（板の寸法14cm× 14cm，厚さ0.4mm，棒
の長さ14cm，鎖の長さ24cm）を用いた．パズルの
寸法は，先行研究（兄井,2003）で報告されている，
大学生が指でつまめるオブジェクトサイズ（最大
幅）の平均値（14.2cm）を基準にした．パズルの
手続きとして，最初に実験課題の説明と解決経験
の有無の確認を行った後，10分間でボタンホール
パズルを解決する解決課題を実施した．10分後，
あるいは自力解決後に被験者の手のサイズの測定
を行った．今回の実験では，右手と左手のそれぞ
れに対し，人差し指と親指を広げたときの最大の
幅を測定した．人差し指と親指を広げた幅を扱っ
たのは，単純な身体のサイズだけでなく，指の関
節の柔軟性や可動範囲も考慮したためである．ま
た，右手や左手の役割は被験者によって異なると
考えられるため，利き手ではなく両手のデータを
取り，その平均値を用いることにした．測定方法
は，二本の直線が描かれた測定用紙上に，朱肉で
人差し指と親指のマークをつける方法で行った．
被験者にはまず人差し指を直線上に押し付け，同
じ直線上で人差し指と親指の間の幅が最も長くな
るような位置に親指を押し付けるよう教示した(図
2)．朱肉によるマーキングの後，人差し指のマー
クの先端から親指のマークの先端までの長さを測
定した．

2.2 結果

被験者全体の手のサイズの平均は17.35cm(標準
偏差1.17cm)であった．自力解決者は11人で，平均
解決時間は278秒（標準偏差172秒）であった．彼

らと非解決者19人の手のサイズを比較したが (表
1,14cm群の項を参照)，両者の間には有意な差は見
られなかった(t(24) = 0.21, p = 0.83, n.s)．このこと
から，本研究の仮説は支持されず，単純に手のサ
イズが大きければ解きやすくなるわけではないこ
とが示唆された．しかし，図4をみると，ある範囲
の手のサイズの被験者において自力解決者が多数
みられた．図4からは板に対して手の大きさが小
さすぎても，逆に大きすぎても解決しにくいとい
う可能性が考えられる．そこで，パズルのサイズ
を半分に縮小して再検討を行った．

3. 実験2

3.1 方法

被験者は大学生54人を対象とした．そのうちの
30人は実験1の被験者を14cm群として割り当てた．
24人を7cm×7cm大，棒の長さ7cm，鎖の長さ10cm
にしたボタンホールパズルを解く7cm群にわりあ
てた．

3.2 結果

被験者の手のサイズは実験1の被験者と同程度
(17.03cm, t(52) = 0.966, n.s)であったが，自力解決
者は3人であった (表1,7cm群の項を参照)．解決者
数については，14cm群の被験者に比べて有意に
少ないという結果が得られた（χ2(1) = 4.055, p <

0.05）．また，被験者を「自力解決の成否」と「被
験者群」の二要因で分類し，手のサイズについ
て分散分析で比較検討した結果，「被験者群」の
要因 (F (1, 50) = 10.64, p < 0.01)，「自力解決の成
否」の要因 (F (1, 50) = 9.67, p < 0.01)，交互作用
(F (1, 50) = 10.91, p < 0.01)において有意差が見ら
れた．Bonferroni法による多重比較では，自力解
決者の手のサイズについて，7cm群と14cm群の間
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表 1 実験の各群における自力解決者と非解決者の手のサイズ．括弧内は標準偏差（単位:cm）

7cm群 12cm群 14cm群

自力解決者 14.85(0.79) 16.04(1.01) 17.4(0.48)
非解決者 17.35(0.92) 17.49(1.31) 17.32(1.44)
全体 17.21(1.22) 16.96(1.39) 17.36(1.17)

に有意差が見られた (p < 0.01)ほか，7cm群につ
いて自力解決者と非解決者の間に有意差が見られ
た (p < 0.01)．このことから，パズルのサイズに
比して手のサイズが大きすぎても解に到達しにく
いことが支持されたとみられる．しかし，この結
果は単にパズルが小さすぎるがために操作しにく
かっただけだったとも考えられる．また，各群全体
の手のサイズに有意な違いがみられる点や，7cm
群に自力解決者が少なすぎることから，比較対象
となるグループ間の等質性が保証されていなかっ
た．そこで，再度パズルのサイズを調整して検討
を行った．

4. 実験3

4.1 方法

被験者は58人を対象とし，うち30人は実験1の
被験者のデータを用いて14cm×14cm大のボタン
ホールパズルを解く14cm群とし，追加された28人
の被験者を12cm×12cm大のボタンホールパズル
（12cm × 12cm，厚さ0.4mm，棒の長さは12cm，鎖
の長さは20cm）を解く12cm群に割り当てた．課題
の手続きは実験1と同様に，最初に実験課題の説
明と解決経験の有無の確認，10分間の解決課題お
よび，その後の被験者の手のサイズの測定を行っ
た．手のサイズ測定の方法も実験1と同じ方法を
とった．

4.2 結果

12cm群28名のうち，制限時間内に自力でパズ
ルを解決した被験者の人数は10名であった．自力
解決者の平均解決時間は296秒(標準偏差136秒)と
なった．両群の自力解決者の割合は，カイ二乗検定
で比較したが有意な差は見られなかった (χ2(1) =
0.005, p = 0.94, n.s)．また，両群を自力解決者と非
解決者に分け，手のサイズの比較を行った結果を
表1に示した．非解決者の手のサイズでは両群に
目立った差は見られないが，自力解決者の手のサ
イズでは両群の間に大きな差がみられる．そこ
で，手のサイズについて，「被験者群（12cm×12cm
対 14cm× 14cm）」と「自力解決の成否」の二要

因で分散分析を行ったところ，「解決の成否」の要
因の主効果 (F (1, 54) = 4.46, p < 0.05)と，交互作
用 (F (1, 54) = 5.49, p < 0.05)に有意差がみられた．
「被験者群」の要因では有意な差は見られなかった
(F (1, 54) = 3.35, p < 0.073)．Bonferroni法による多
重比較では，非解決者では12cm群と14cm群の手
のサイズに有意な差は見られなかった(p = 0.67)一
方で，自力解決者では12cm群と14cm群で有意な差
が見られた(p < 0.05)．また，12cm群では自力解決
者と非解決者の間で有意差が見られた (p < 0.01)．

1

10

100

600

14 15 16 17 18 19 20 21

解決時間（秒）

手のサイズ（cm）

14cm群
12cm群

図 3 実験3被験者群の手のサイズと解決時間の分
布．比較のため実験1の結果も合わせて提示した．

5. 総合考察
本研究では，問題の物理的な環境（パズルのサ

イズ）に応じて，解決者の身体（手）のサイズが
異なることが示唆された．本研究の当初の仮説で
は，与えられたパズルの板に対して，片手で曲げ
られる程度に手のサイズが大きい場合には，そう
でない場合よりもパズルの解決が容易になるとい
う仮説を立てていたが，実験1の結果ではそれを
支持せず，手のサイズが大きすぎる場合にも自力
解決が困難になるという結果になった．実験2で
はそのことをさらに確認すべく，パズルのサイズ
を縮小したもので再検討したが，手のサイズに比
してパズルが小さすぎても解決成績が下がるとい
う結果が示された．実験3では，再度パズルのサ
イズを調整し，わずかにパズルのサイズが小さく
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なった場合でも，自力解決者の手のサイズの分布
に違いが生じるという結果がえられた．これらの
実験結果では，特定の身体サイズの被験者が特に
優れているというわけではなく，また特定のサイ
ズのパズルが万人にとって解きやすいというわけ
でもなかった．このことから，洞察という現象です
ら，環境と身体の関係に左右されることが示唆さ
れる．先行研究では洞察問題解決のパフォーマン
スを支える心的なコンポーネントを特定すること
に注力されてきたが，一見すると高度な心的処理
の末に解が発見されるように思える洞察現象も，
身体を通した環境の中の情報探索に強く影響され
るといえる．
本研究の結果では解決者の身体である手のサイ
ズと，問題解決環境であるパズルのサイズとの相
対的な関係で解決成績が左右されることまでは示
されたが，その詳細には未だ未解明の部分を残し
ている．具体的には，パズルの大きさに対して，
解決に至りやすい手の大きさの範囲があるのはな
ぜか？その範囲はどのような要因から決まるのか
が明らかになっていない．アフォーダンス研究で
の知見では，行動の変容が生じる身体と環境との
関係には，労力の最小化などの要因に支えられて
いるものも報告されている．同様に，今回の曲げ
る行為が生じやすい手のサイズの範囲にも，何ら
かの労力の最小化や，合理的な根拠が背後にある
可能性も考えられる．
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Abstract 
This study aims to explore a relationship between the 

conjunction fallacy (Tversky & Kahneman, 1983) and 
degree of confirmation (Crupi, Tentori, & Gonzalez, 
2007) by corpus data analysis. To accomplish this, we 
calculated indexes of the degrees of confirmation from 
the British National Corpus and fitted them to the data 
of the previous study (Shafir et al, 1990). The results 
show that a major index of the degree of confirmation 
(Crupi et al, 2007) significantly can predict the 
conjunction fallacy, indicating a relationship between 
the conjunction fallacy and the degree of confirmation, 
and an importance of the corpus data to explain biases 
in judgment. 
 
Keywords ―  Conjunction Fallacy, Degree of 
Confirmation, Corpus Data Analysis 
 
1. はじめに 

  本研究の目的は，連言錯誤(conjunction 
fallacy: Tversky & Kahneman, 1983)と呼ばれ

る確率判断のバイアスに対して近年提案された，

ベイズ的確証度判断に基づく説明(Crupi, 
Fitenson, & Tentori, 2008)を，言語統計的デー

タを用いて検討することである．この目的のた

め，先行研究(Shafir et al, 1990)の実験刺激，

および結果を用いて，言語統計データから算出

した確証度指標を実験結果に当てはめ，中心的

な確証度指標(Crupi, Tentori, & Gonzalez, 
2007)が実験結果に高い当てはまりを示すこと

を明らかにした．このような知見は，連言錯誤

課題に回答する際に実験参加者が連言の確率で

はなく確証度を評価している可能性を示唆する

と共に，言語統計的データが確率判断のバイア

スを説明する上で重要な役割を果たしうる可能

性を示すものといえる．以下に，研究背景等を

含めた研究内容について説明する．  
 

2. 連言錯誤 

 連言錯誤とは，ある対象を記述する条件文が

与えられた時に，その対象を表す命題文が連言

である場合の方が，その連言を構成する個々の

命題よりも成立する確率が高いとみなされる現

象である．例えば，条件文として「リンダは独

身で聡明であり，差別に深い関心をもち，反核

運動にも参加したことのある」と提示された場

合，「リンダは男女同権運動をしたことがある」，

あるいは「リンダは銀行の出納係」であるより

も，「リンダは男女同権運動をしたことのある銀

行の出納係」である確率が高いと判断される．

このような現象は人間の確率判断が規範的な規

則から逸脱することの証拠とみなされ，これま

で様々な検討が行なわれてきた． 
この連言錯誤に対して，これまで様々な角度

からの説明が与えられてきた．例えば Tversky 
& Kahneman (1983)は，代表性ヒューリスティ

クに基づいて連言に対する確率評価が行なわれ

るためであると説明した．彼らは，実験参加者

は連言錯誤課題に回答する際，連言と条件文の

関係を確率的に捉えるよりは，条件文で与えら

れた記述と連言がどれだけ類似しているかとい

う観点から評価を行うものと考えた．そして，

連言で与えられた記述の方が，連言を構成する

個々の命題の記述よりも条件文に似ていると判

断された場合に連言錯誤が生じると説明してい

る． 
このような主張に対し，多くの反論が重ねら

れてきた．その最も主要なものは，実験参加者

は Tversky & Kahneman (1983)が仮定するよ

うなやり方で連言錯誤課題に回答していないと
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いうものである．その議論の中では，「確率

(probability)」(Chase Hertwig, & Gigerenzer, 
1998)あるいは「かつ(and)」 (Dulany & Hilton, 
1991; Macdonald & Gilhooly, 1986; Morier & 
Borgida, 1984; Politzer & Noveck, 1991) とい

った言葉が，数学的・論理的な意味ではなく実

用的(pragmatic)な意味で解釈されるため，結果

的に規範的解からの逸脱とみえる回答がみられ

る可能性が指摘されている (ただし Fiedler, 
1988; Tentori, Bnonini, &Osherson, 2004; 
Wedel & Moro, 2008 なども参照)．加えて近年

Costello (2009)は，連言錯誤はそもそも判断の

バイアスではなく，測定誤差と確率評価の相対

的な大小関係から生じる一種のアーチファクト

である可能性を指摘している．このように，連

言錯誤に対しては様々な理論的説明が与えられ

ており，依然として多くの議論が重ねられてい

るものである．本研究はこのような状況に対し

て，確証度判断と言語統計解析という視点から

新たな説明を与えることを目指すものである．  

  

3. 確証度判断と連言錯誤 

 確証度とは，ある仮説(h)の検証を目的として

データ(d)を収集している状況で，そのデータが

仮説をどの程度支持している程度を表すもので

ある．ここで，合理的な意思決定主体が仮説の

検証を目的としてデータ収集を行うことを考え

よう．この場合，データを得た後の仮説 h の正

しさに対する信念の強さは仮説の正しさに対す

る事後確率，すなわちベイズの定理によって，  

        
)(

)|()()|(
dP

hdPhPdhP =       (1) 

として表すことができる．ただし，この事後確

率はあくまでデータを取った後の仮説の正しさ

を表すものであって，データが仮説を支持した

かどうかは，仮説に対する事前確率(P(h) )と比

較して事後確率が高いかどうかで評価できるだ

ろう．すなわち，事後確率が事前確率より高く

なればデータは仮説を支持したことになるし，

低くなっていれば支持しなかったことになる．

このように考えれば，c(h,d) をデータが仮説に

対して与える確証度とするとき，確証度 c(h,d)
は 

 
⎪
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 を満たすものと考えることができるだろう． 
 さて，ここで問題となるのは，確証度を上の

ような形で定義したとしても，式(2)を満たしう

る確証度には様々なものを考えることができる

という点である．上の式(2)が与える条件とは，

事後確率が事前確率より高くなればデータは仮

説を確証し，低くなればデータは仮説を反証す

ることだけであって，確証の強さがどのような

ものであるべきかについては明確な定義を与え

るものではない．これまで，確証度が備えるべ

き性質に対する議論から，以下に示すような

様々な確証度の規範的指標が提案されてきた

(Fitelson, 1999, 2001 を参照)．を満たすものと

考えることができるだろう． 
表１．様々な確証度c(A,E) 

D(A,E) = p(A | E) − p(A) 
(Carnap, 1950; Eells, 1982)

C(A,E) = p(A & E) − p(A) × p(E) 
(Carnap, 1950)

S(A,E) = p(A | E) − p(A |¬E) 
(Christensen, 1999; Joyce, 1999)

Z(A,E) =

p(A | E) − p(A)
1− p(A)

if p(A | E) ≥ p(A)

p(A | E) − p(A)
p(A)

otherwise

⎧ 

⎨ 
⎪ ⎪ 

⎩ 
⎪ 
⎪ 

(Crupi, Tentori & Gonzalez, 2007)

Tentori, Crupi, Bonini, & Osherson (2007)は，

人間の仮説検証に対する判断がこれらの指標に

従うかを検討している．彼女らの実験では，入っ

ているボールの種類(白か黒)とその比率が既知

である2種類の壺のどちらかからボールを抜き出

したとして，抜き出されたボールの色から，どの

壺からそのボールを抜き出したかに対する確証
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度を評定させた．その結果，実験参加者の確信度

評定は上の指標と高い相関を持ち，その中でもZ

が最も高い相関を示していた(Crupi Tentori, & 

Gonzales, 2007も参照)．このような知見は，人

間の確証度判断がベイズ的な確率更新に基づく

確証度指標で表現できる可能性を示唆するもの

である．  

Crupi, Fitenson, & Tentori (2008)は，先行研

究の標準的な手続きで連言の確率判断を求めら

れた時，実験参加者は連言の確率ではなく，条件

文が連言に対して与える確証度を評価している

と説明している．彼らは，与えられる条件文をデ

ータ，確率評価の対象となる連言を仮説と捉えれ

ば，連言錯誤の実験手続きが一種の仮説検証課題

とみなせる点に注目した．そして彼らは，式(2)

を満たす確証度の指標全てで，データが与えられ

た時の連言の確証度が，連言を構成する個々の命

題の確証度を上回る場合が存在することを示し，

実験参加者が確証度判断に基づいて課題に回答

したために連言錯誤が生じている可能性を指摘

した．このようなCrupiらの説明は，連言錯誤に

対してベイズ的な確率更新の立場から興味深い

解釈を与えうるものの，これまで彼らの予測を実

証的に検討したものは殆ど存在しない．  

 

4. 言語統計解析 

Crupi et al. (2007) の予測を検討する上で問

題となるのは，命題に含まれる確率的側面をど

のように測定するかという点である．Crupi ら
の予測を定量的に分析するためには何らかの形

で刺激を構成する命題の確率を定義し，様々な

確証度の指標を算出しなければならない．しか

しながら実験参加者の確率評価から命題の確率

を定義することは様々な問題点を含むため，他

の客観的なデータに基づいて推測する必要があ

る．では，どのような指標を用いて命題の確率

的側面を表現するべきだろうか． 
１つの候補として，言語統計データを考える

ことができる．近年，言語統計データを用いて

人間の判断を説明しようとする研究が増加して

おり，そこでは，様々な単語の出現頻度，ある

いは単語間の共起頻度を，その単語自体の親近

性や単語間の連想強度とみなした上で様々な推

論のモデルのパラメタとして利用し，行動デー

タとの対応を分析することを行なっている

(Sakamoto, et al. 2007)．連言錯誤で用いられ

る命題文は様々な単語によって構成されており，

その意味では命題が表す内容の確率側面を言語

統計データから推測することは自然であると考

えられる．つまり，言語データを用いることで，

従来の手法では計算することができなかった確

証度を計算することが可能になる． 
そこで本研究では，言語コーパスを用いて前

提が与えられたときの個々の確証度の指標を計

算し，連言錯誤が確証度のベイズ的な仮説更新

を行なった結果として生じるという予測を検証

する． 
 

5. 分析 

分析対象とした連言錯誤データ 
本研究では Shafir et al.(1990)の行った連言

錯誤の実験結果と言語コーパスから計算された

確証度を比較した．彼らの実験では，15 種類の

条件文，および命題の組み合わせについて，そ

の文章が言及している内容の起こりやすさを評

定させたうえで，連言に対する評定値と連言を

構成する命題に対する評定値の差から連言錯誤

の度合い（fallacy 度）を定義し，その度合いが

命題の典型性とどのような関係を有しているの

かを検討した．具体的に彼らが用いたのは，以

下のような刺激文であり，上の単独条件の文章

と下の連言条件の比較を通じて連言錯誤を検討

している； 
単独条件：”Every single lawyer  in the group is 

conservative.” 
連言条件：”Every single labor-union lawyer  in 

the group is conservative.” 
この場合，前提（E ）が「conservative」,命題

（A ）,命題（A&B ）がそれぞれ「lawyer」,

「labor-union lawyer」となる． 
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この刺激文を見るとわかるように，Shafir et 
al (1990)の実験では命題と前提の属性がそれ

ぞれ１つの単語だけで構成されている．このよ

うな刺激を用いた連言錯誤の実験は，被験者の

判断が個々の単語の性質•関係に依存している

と自然に仮定できるため，言語統計と連言錯誤

との関連を見るうえで非常に適切であると考え

られ，本研究の分析対象とした．本研究では，

Shafir et al.(1990)の行った連言錯誤の実験結

果と言語コーパスから計算された確証度を比較

する． 
 
言語統計データと確証度計算 
本研究では British National Corpus(BNC)を

言語統計データとして使用した．BNC は 1991
年から作成が始まった，書き言葉，話し言葉両

方のイギリス英語を集めた約１億語から成る世

界最大の英語コーパスで，可能な限り幅広く現

代イギリス英語を代表するように設計されてい

る．その内訳は，書き言葉が約 90％，話し言葉

が約 10%となっており，イギリス国内における

年間出版点数の分野別統計数値をもとに収録内

容が決定されている．このように，データ量が

十分に大きいことと，BNC に収録してある文

章のオリジナルが作成された年代が，Shafir et 
al.(1990)の実験が行われた年代と近いもしく

はそれ以前であるという理由から，本研究では

確証度計算を行う元データとして BNC を用い

た． 
確証度は，以下の手順に基づいて計算した．

まず，連言を構成する個々の命題の事前確率

(P(A), P(B) )，および同時確率を，その命題の

元となる単語の生起頻度，および共起頻度から

算出した．続いてベイズの定理に基づいて条件

付確率を計算した上で，連言・および個々の命

題に対する確証度を，各確証度指標の式に代入

して計算した．そして連言の確証度と個々の命

題との差を連言錯誤の度合いの予測値とした上

で，Shafir et al. (1990)のデータとの相関係数

を算出した．  
 

5. 結果及び考察 

Shafir et al. (1990) で計算された fallacy

度と，彼らの研究で用いられた単語の生起頻度，

及び共起頻度を BNC から計測して算出した各確

証度指標との関連を図１に示す．これをみると， 

複数の確証度指標と fallacy 度との有意な正の

相関が見られ，その中でも Z(r=0.76, p<.001) 

が最も高い相関を示した．この Zは，Crupi et al 

(2007) が提案している確証度の指標であり，他

の指標に伴う様々な確証のパラドクスを生じな

いものとして知られている．このような結果は，

連言錯誤は前提が与えられたときの確証度のベ

イズ的な仮説更新を行なった結果として生じる

ことを示唆するものである．また，くじの確証

度を予測した先行研究においても確証度として

Z を用いた場合に最も高い相関を示すことが明

らかになっており（Crupi, et.al.,2007），意思

決定における確証度の予測値としては Z がも

っとも適している可能性が示唆される． 

確証度 Zは，前提（E ）が命題（A ）を支持

した時，事後確率と事前確率の差を命題（A ）

の余事象の事前確率で割り，命題（A ）を支持

しなかった時，事後確率と事前確率の差を命題
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（A ）の事前確率で割るという計算を行ってい

る．つまり，前提（E ）が命題（A ）を支持し

た時は，命題（A ）以外の命題（支持されない

可能性が高い命題）を考慮して事後確率と事前

確率の差を調整し，命題（A ）を支持しなかっ

た場合には，支持されなかった命題（A ）を考

慮して事後確率と事前確率の差を調整している

ことになる．この支持されない命題を考慮する

という確証度 Zの特徴は他の確証度 D,C,S には

ない．Z がもっとも意思決定者の判断とよい相

関を示すのは，意思決定者も支持されない命題

を考慮し，確率判断を行っている可能性を示唆

するものと言える． 

言語コーパスを用いた確証度の指標は，他の

様々な意思決定課題においても計算可能である．

それらの意思決定課題に対しても同様の分析や

実験を行い，言語コーパスを利用した確証度の

計算による人間の意思決定の予測可能性を検証

していく予定である．  
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因果帰納の調和対称ヒューリスティクス
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Abstract
We here propose a new heuristics of causal induc-

tion that is based on the interpretation of probability
as reciprocal. After validating the heuristics through
a meta-analysis and experiments, the distinguished
symmetry is argued.
Keywords — Causal Induction, Symmetry,
Harmonic Mean

ヒトは“このクジは12%の確率で当たる”という
情報が与えられた時，それを当てるためには何回
引くべきか咄嗟に判断出来ない．しかし“このク
ジは8回に1回(=12.5%)の確率で当たる”という情
報が与えられると，だいたい8回以上引けばそれ
なりに当たるだろうと考える事は珍しくない．ま
た，50%と与えられれば瞬時に1/2と考えるだろう
し，30%より25%にキリの良さを感じるだろう．確
率という0以上1以下の数値を扱う際，ヒトはパー
センテージで与えられるより，逆数あるいは単純
な自然数の比で与えられた方が直感的に理解しや
すい傾向があると思われる．
本論文ではヒトの逆数的に確率を扱う傾向に着

目することで，因果帰納の新たなモデルである調
和対称ヒューリスティクス(HS: Harmonic Symme-
try heuristics)を提案し，過去の確率を扱ったモデ
ルとの比較や実験を通して妥当性や有用性を論じ
るとともに，モデルの特性の吟味を通じ，ヒトの
認知過程の一側面についての考察を行う。

因果帰納モデル ヒトは“牛乳を飲んだ日に腹
を下した”のような2事象の発生情報を得た時，そ
の2事象間に因果関係を推定することがある．し
かし2事象間の因果関係を推定するためにはこの
ような共に起こった場合からのみでなく，“牛乳を
飲んだ時に腹を下さなかった”，“牛乳を飲んでい
ないのに腹を下した”等の2事象の共変動情報か
ら，帰納的に因果関係を推論する必要がある．こ
れを因果帰納という．この論文でいう共変情報と
は原因候補事象C，結果事象Eの生起不生起の組
み合わせの頻度を示した2×2分割表として表され
る(表1)．

表 1 共変情報の2×2分割表

E Ē

C a b

C̄ c d

a：C，R共に起こった回数

b：Cのみが起こった回数

c：Eのみが起こった回数

d：C，E共に起こらなかった回数

今日，2×2分割表上の頻度a, b, c, dを用いた指標
は数多く提案されている．その中でも，服部 [2]に
よって提案された二要因ヒューリスティクス(以下
DH)はヒトの因果評価と高い相関を持っている．
原因候補事象が起こった時に結果事象が発生した
確率：P (E|C)，結果事象が起こった時に原因候補
事象が発生していた確率：P (C|E) に対し，DHは
その双方から因果評価を行うもので，両確率の幾
何平均と定義される．

DH =
√

P (E|C)P (C|E) =
a√

(a + b)(a + c)
(1)

調和対称ヒューリスティクス そこで本論文
ではDHと同様，双方向の確率から因果評価を行
う調和対称ヒューリスティクス，HSモデルを提案
する．HSは次のように定義される：

HS =
2

1
P (E|C) + 1

P (C|E)

=
a

a + b+c
2

(2)

HSは四分点相関係数φの近似を行う簡便法(ヒュー
リスティクス)とされるDHと同様，両方向の確率
の平均であり，DHと比べてもかなり計算が容易
な式を持つ．以下HSの性質を論じ，DHとの相違
点や有用性，認知的な意味について議論する．

対称性推論 ヒトには“良い事があれば食事が豪
華になる”という情報，すなわち“ c → e”が与え
られた時，“食事が豪華であれば良い事があった”
という情報，“ e → c”を導きだす認知の性質があ
る [1]．HSは b，cの値を入れ替えても値が変化し
ないという点で対称性を実現している．

調和平均 平均には3のような式3に示されるよう
な種類があり，それらの間に算術平均 (M)≧幾何
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平均 (G)≧調和平均 (H)という大小関係が存在す
る．xとyの平均の値が等しくなるのはx = yの場
合のみであり，xとyの差が大きくなる程，各種平
均間の差も大きくなる．

M(x, y) =
x + y

2
, G(x, y) =

√
xy,H(x, y) =

2xy

x + y
(3)

DHとHSはそれぞれP (E|C)とP (C|E)の幾何平均，
調和平均であるためDH ≥ HSと言う大小関係が
存在し，両確率の差が大きい程，HSはDHに比べ
てより値を低く見積もる傾向がある．

x

y
f(x)=x'

f(y)=y'

M(x',y')f -1(M(x',y'))

f

f -1

現実 形式
f

図 1 現実と認知における形式の関係

逆数的認知過程 調和平均はx，yの逆数の算術平
均の逆数とである．これは，HSがヒトの因果推論
のモデルであると仮定する場合，その認知過程に
おいて，対象となる値を一度その逆数に変換し，
算術平均を計算した後，逆変換を行っている可能
性を示している(図1)．対して幾何平均はx，yの対
数の算術平均を逆変換したものと考えられる．こ
と共変情報を扱う場合，平均の対象となるP (E|C)
とP (C|E)は確率であり，必ず0から1の値を取る．
更にこの確率は2×2分割表上から算出しているた
め，その値は常に自然数の比に還元出来る．故に
3回に1回と7回に1回という情報から，5回に1回
という調和平均の値を咄嗟に導いてしまう事は自
然であるように思える．また，論文冒頭にあるよ
うな例でのクジで逆数回引いた場合の一度でも当
たる確率はクジがn回に1度は当たるクジをn回引
いて少なくとも一度はクジの当たる確率なので，
f(n) = 1 − ((n − 1)/n)n(図2)となる。この関数はn

の増加に対して非常に早く0.63に収束する．少な
くとも一度は当たる確率が63%という値はそれほ
ど高いとは言えないが半分の50%よりは高く，ま
た安定性が高い．こういった意味でも，確率を逆
数的に捉えるヒューリスティクスはある程度の合
理性を持つものとして正当化でき，そのメリット
は存在するものと思われる．
以上の理由から，ヒトの認知において逆数的な

認知過程が存在し，HSのような調和平均的な判
断は存在するものと推測できる．

極稀少性仮定下のκ統計量 DHは極稀少性仮定
に従い，四分点相関係数φのdセルを発散させる

2 4 6 8 10

0
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0
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0
.8

0
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1
.0

発生確率1/n

n回
中
1度
は
発
生
す
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確
率

図 2 逆数回行った時に得られる確率

事で導出されうる [2]．それに対してHSもDHと
同じようにκ等計量のdセルを発散させる事で導
出される．また，∆Pと，そのb，cを交換したもの
である∆PCの調和平均はκ統計量と非常に似た
形をとり，dセルの発散により同様にHSが導出さ
れる．

計算可能性 DHはa+ b = 0，もしくはa+ c = 0の
場合には0除算が起こり値が不定となる．対して
HSにおいて0除算が起こるのはa + b + c = 0の場
合のみである．そのような状況は2事象の因果関
係を考える上で意味を持たず，逆に有意味とは，2
事象のどちらか，もしくは両方が発生している場
合の事を指す．HSはそういった場合において必ず
計算が行える．そのため，サンプルが非常に少な
い場合，あるいは0からサンプリングを始めつつ
因果強度を推定しなくてはならない場合に，例外
的な扱いが必要なく，ごく初期から意味のある値
を計算するため，たとえば [2]の逐次サンプリング
における適応的合理性のシミュレーション2をHS

に対して行った結果は，DHの計算値が必ず(最初
のサンプルはaでなくてはならないため)1.0とな
り，すなわち完全な相関という判断から始まるの
に対し，HSにはそういった制約はなく，即座に無
相関性の判断も行うことができ，結果がより有意
義となる．

メタ分析 共変情報から因果関係を測るモデル
は多く考案されている．この章ではHSの記述的
性能を検証するため，服部 [2]行われたメタ分析を
行い，過去の文献の実験データからヒトの評価値
への適合度を測る．

方法 　メタ分析では各実験に用いられた刺激か
ら各モデルの評価値を算出し，ヒトの評価値との
相関係数r2と赤池情報量基準の一種(AICc[3])を計
算しており，自由パラメータ数の少なさと最大対
数尤度の大きさからモデルの有効性を評価する．
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メタ分析の評価はz変換を用いて平均化された．

結果と考察 各実験のヒトの評価値と，各モデル
の評価値と決定係数(r2)表2に，AICcの値を表3に
示す．各AICc値には見やすいよう−1をかけてお
り，値が大きいほど良いモデルであると言える．
表からはHSはDHに比べて安定的に高い記述性
能を持つことが見て取れる．

表 2 メタ分析結果：決定係数(r2)

AS95 BCC03.1 BCC03.3 H03 H06
DH .90 .94 .90 .96 .92
HS .90 .94 .92 .96 .94

LS00 W03.2 W03.6 平均 誤差
DH .79 .72 .81 .95 8.09
HS .79 .76 .85 .95 7.85

表 3 メタ分析：AICc

AS95 BCC03.1 BCC03.3
r2 AICc r2 AICc r2 AICc

HS .91 251 .95 24 .98 16
DH .91 251 .96 25 .97 14

H03 H06 LS00
r2 AICc r2 AICc r2 AICc

HS .97 23 .94 33 .81 15
DH .96 22 .93 31 .80 14

W03.2 W03.6 平均順位
r2 AICc r2 AICc

HS .76 32 .83 12 1.125
DH .73 30 .81 12 1.875

実験 HSは式の形から，bとcの値を入れ替えて
もその値に変化しない．これは因果帰納の対称性，
すなわち原因と結果の交換可能性を意味し，一見
直感に反する．実際にb，cの値を入れ替えた場合，
ヒトの因果評価の値がどのように変化するかを実
験的に調べる．

方法 被験者は東京電機大学の学部生59名．実験
は被験者の進行によりPCモニターに原因候補事
象と結果事象の生起不生起が連続的に表示され，
最後にその因果強度を評価する形で行われた．

実験1：原因，結果の交換可能性 実験1ではdセル
の変化，すなわち稀少性の有無により対称性の掛
かり具合に変化が起こるかを見た．実験に用いる
刺激の組み合わせを表4に示す．実験時にはこれら
4つの刺激ををランダム順で表示した．刺激1,2は
の評価の等しさは2事象が稀少でない場合(d = 2)
の対称性，刺激3,4の評価の等しさは2事象がより
稀少である場合(d = 9)の対称性にそれぞれ対応し
ている．

表 4 実験1の結果

a b c d DH HS 実験値
刺激1 5 1 4 2 .68 .67 43.1
刺激2 5 4 1 2 .68 .667 46.2
刺激3 5 1 4 9 .68 .67 55.5
刺激4 5 4 1 9 .68 .67 54.2

結果および考察 dセルの大小により値そのもの
は変化するが，それよりP (E|C)とP (C|E)に対し
て対称となる刺激1，刺激2(d=2，稀少性仮定が働
かない)と，刺激3，刺激4(d=9，稀少性仮定が働く)
の組について着目してほしい．仮に前者を非稀少
刺激対，後者を稀少刺激対とする．図3にある通
り，ヒトの平均評価値 (実験値)における非稀少刺
激対，稀少刺激対共に対称性が現れているように
見る事が出来る．その差は非稀少刺激対で3.08，稀
少刺激対で1.27と成っている．これだけではヒトが
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DH

0
2
0

4
0

6
0

8
0

刺激1 刺激2 刺激3 刺激4
図 3 bc交換の結果

非稀少刺激対，稀少刺激対それぞれの対称な対に
対して同じ評価を行っているか不明なため，t検定
を行い母集団の同一性を測った．その結果，非稀
少刺激対ではp値= .48，稀少刺激対ではp値= .70
と算出された．p値は1.0に近づけば近づくほど，
その2種の標本群が同じ母集団から採取されたも
のである可能性が高い事を意味するため，ヒトの
認知が，稀少性が高まるほど，対称性バイアスを
強く持つ事，また，稀少性仮定と等確率仮説の間
に何らかの関係が存在する事が示唆されている．

実験2：HSとDH P (C|E)とP (E|C)の差が大きく
なればなるほど，DHとHSの差も大きく成る傾
向がある．実験2では，a, d，そしてbとcの和b + c

を固定し，HSの値を固定，DHの値のみ異なるよ
うな設定を行い，bとcの値の内訳の変化に対する
ヒトの認知評価の傾向がDHとHSのどちらに近
いかを検証した (表5)．

結果および考察 実験で扱った刺激では各刺激に
対するHSの値が全て等しくなるので相関係数rが
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表 5 実験2で用いた刺激の組

a b c d DH HS 実験値
刺激1 4 1 9 7 .50 .44 24.9
刺激2 4 3 7 7 .46 .44 31.4
刺激3 4 5 5 7 .44 .44 29.4
刺激4 4 7 3 7 .46 .44 23.2
刺激5 4 9 1 7 .50 .44 25.6
平均 .47 .45 26.9
誤差 20.1 17.5 —

計算出来ない．結果は誤差はHSの方が低く，図4
を見ても，ヒト評価値の傾向は，DHに予想され
た値の傾向とは異なる．そのため，DHと比較し
た場合にHSの方がヒト評価値と一致すると考え
られるが，ヒトの評価値にはHSとも異なる傾向
が現れている事が見て取れる．まず，bとcの差が
大きい場合 (刺激1と5)に比べ，b = cとなる場合
(刺激3)に評価値の見積もりが強くなっているのが
わかる．これは b = cの場合に最も評価値が低く
なるDHとは逆の傾向と思われる．また，b = cに
なる場合とはP (E|C)とP (C|E)が等確率となる事
を意味する．そのため，この傾向は等確率性仮説
と何らかの関係があるように思える．また，bと
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図 4 bc交換の結果

cの差が比較的小さい場合 (刺激2と4)に，それが
大きい場合(刺激1と5)に比べて対称性が弱い事に
も注目したい．これはbとcの差が小さい場合には
P (E|C)とP (C|E)の対称性が破れ，P (E|C)に重み
を置く傾向が現れていると捉える事が出来るので
はないだろうか．以上の点から推測されるヒトの
認知特性を総合すると，ヒトの認知にはbとcの差
が大きい場合ほど対称性が強くなり，差が小さく
なるとP (E|C)を重視する傾向と，b = cに近づく
程，評価値が大きくなる傾向が存在するという仮
説が立てられる．

総合考察 HSはメタ分析の結果からヒトの認
知に対する適合度が十分に高く，有意味な状況で

計算可能性等の実用面でも優秀であると結論づけ
る．よってHSはDHと比べても，有用なヒューリ
スティクスであると評価できる．ヒトは，0から1
の値を取る確率の認知仮定において逆数，ないし
自然数の比をその認知過程の中で行っている事が
推測される．対数を用いて平均を計算するDHよ
りも自然数の比を扱うHSの方が認知的な負荷が
少ないように思える．
ところで，上の議論の中で頻繁に確率の平均と

いう概念が用いられているが，平均の種類の比較
以前に，そもそも確率の平均とは何だろうか．
ここで確率を整数比として扱った事を思い出す．

3回に1回，7回に1回という頻度が同じ事象の組か
ら発生している場合，10回に2回起こったと考え
られる．2×2分割表上で言うと，a + b回にa回と
a+ c回にa回から，(a+ b)+ (a+ c)回に2a回という
頻度が導かれる．これを確率の形に直すと調和平
均の形となりHSが導出される．このように，HS

は頻度の足し合わせの可能性を意味する．

a回発生
a + b回の内

=
a回発生

a + b回の内
⇓

(a回発生) + (a回発生)
(a + b回の内) + (a + c回の内)

⇓
2a回発生

2a + b + c回の内
(4)

実際，実験1の結果からP (E|C)とP (C|E)を同じも
のとして扱っている可能性が示されている．対称
性を持つモデルはDHをはじめとし数多く存在す
るが，単に対称性つまりbとcの交換に対する値の
不変性だけでなくサンプルあるいは母集団の同一
視という意味的な対称性を持つモデルは他に存在
しない．この事から，HSは他に比べ，より強い対
称性を持つモデルと言える．
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Abstract 
This article discusses emotion metaphors which have 

the underlying concept extensions based on bodily 
senses. Speakers have the ability to grasp new 
objects or events in the real world by extending 
their bodily senses. The interactions between 
speakers and their environment can be 
regarded as scenes or contexts and they are 
stored in speakers’ mind. Speakers take them 
out consciously and unconsciously as they are 
needed, and understand new objects or events 
recalling and extending their bodily senses. By 
using metaphors, speakers extend images 
between two existing concepts and obtain new 
concepts. Images are based on speakers’ scenes 
and contexts and are propped by the five 
traditional senses and sensory modalities such 
as body position. Many metaphorical extensions 
based on bodily senses (e.g. from FLAT/EVEN 
to PEACEFUL/QUIET) are widely observed 
because speakers in different languages have 
the same (or very similar) bodily senses in 
common. Although some metaphorical 
extensions appear to be developed in certain 
languages (e.g. from RUBBING (SQUEEZING) 
to RESTLESS in Japanese), they should lay 
hidden and emerge in others. The question of 
why some emotion metaphors occurs in some 
languages or do not in others depends on 
speakers’ ability to develop bodily senses in 
their socio-cultural contexts and to realize 
lexical conventionalization. 
 
Keywords ― Metaphor, Bodily Senses, Concept 
extensions, Images 

 

1. はじめに 

「平らな心（の人）」は存在するのであろうか．

身体感覚や情動には，比較的はっきりと把握でき

るものとそうでないものがある．そうでないもの

を把握しやすくするために，我々はメタファー（隠

喩）を利用する．捉えにくいものに形を与え，メ

タファー（としての表現）を創造することにより，

身体感覚に基づく心の動き・状態を理解すること

ができるようになる． 

本研究では，心に関わるメタファーを材料に，

概念の拡張を実験的に求め，話者がどのように身

体感覚を利用して概念を拡張しているのかを考え

る．人間には身体感覚を利用して新たな概念を獲

得する能力がある．例えば，手や腕の身体感覚を

延長し，棒を使用することを体得し，複雑な道具

や装置を操作することができるようになり，さら

には GRASP のような概念の獲得が可能となる．

ここで重要なことは，身体感覚は人間の身体内部

の感覚だけに起因するものではなく，身体を持っ

た人間と外部環境との間のやりとりの中から段階

的にもたらされるということである．この人間と

環境とのやりとりは，場面あるいはコンテクスト

として捉えることが可能であり，随時記憶の中に

蓄積される．人間は，これらの場面あるいはコン

テクストを必要に応じて意識的，無意識的に取り

出し，（実際の身体感覚がない場合においても）身

体感覚を想起，拡張させ，新しい概念を獲得して

いると考えられる． 

概念形成は脳内部の現象であり，概念形成の過

程（あるいは概念そのもの）は特定の神経細胞の

活性化のパターンとして捉えられる．例えば，

FLAT という概念の獲得を考えた場合，FLAT に

関わる視覚（水平線を見る場合）や姿勢に関わる

感覚（寝る姿勢をとる場合）に関わる神経細胞が

活性化し，特定のパターンを作り上げ，このパタ

ーンが何度も繰り返されることにより FLAT と

いう概念が固定化される．固定化された概念は，

具体的な視覚情報や身体的な感覚を必要としない
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が，かつて概念形成に必要であった情報や感覚が

消失したわけではない．このような情報や感覚は，

場面あるいはコンテクストに基づいたものであり，

それらは必要に応じて意識的，無意識的に想起さ

れる．本研究では，特定の身体感覚に関わる想起

可能な場面あるいはコンテクストを新たな概念獲

得の基盤と捉え，（身体感覚を利用した）概念拡張

の可能性（潜在性）を考えていく． 

  本研究では，概念拡張を具体的に捉えていくた

め，メタファー（例えば「平らな心の人」）を利用

する．我々は，目の前の事物をそのまま受けとめ

るのとは別に，その事物を実際には存在しないも

のやことと「見なす」ことにより，様々な事柄を

意味付け理解する能力を持っている (Lakoff, 

1987; Lakoff & Johnson, 1999, 2003; 山梨 2000等)．

メタファーは、この人間の持つ「見なし」能力，

つまり出発点となる概念（ソース）から到達点と

なる別の概念（ターゲット）への拡張（メタファ

ー拡張）に基づいており，ソースからターゲット

への拡張は概念間の拡張（FLAT から PEACEFUL 

への拡張）で代表させることが可能である．しか

しながら，実際のメタファー拡張はソースとなる

具体的なイメージ（平らなもの）からターゲット

となる具体的なイメージ（特定の穏やかな性格の

人のイメージ）への拡張に基づいている．つまり，

特定の概念に関わる（想起可能な場面あるいはコ

ンテクスト上の）具体的なイメージ間の拡張が，

メタファーを形成し，新たな概念の獲得を可能に

していると考えられる． 
 
2. 身体感覚に基づくメタファー 

本研究では，身体の持つ五感と体温，平衡感覚，

痛みのような感覚を合わせ身体感覚と呼ぶ．身体

感覚に関わる研究をより科学的に進めるためには，

言語学的アプローチにとどまらず認知科学におけ

るアプローチを利用することが重要である 

(Rohrer, 2006)．実際，身体感覚に関連した研究は

様々な分野で盛んであり，例えば  Gibbs et al. 

(2004) では，英語，ポルトガル語でのメタファー

の使用及び理解における身体経験の役割を語用論

及び実験心理学の立場から問い，また Gallese & 

Lakoff (2005) では，神経科学及び認知意味論の立

場から身体感覚と概念形成の関係について論じて

いる． 

身体感覚に基づく概念の形成あるいは概念形成

の過程を直感的に捉え理解することは，多くの場

合可能であろう．これは，話者自身あるいは研究

者自身が身体を有しており，他者の身体感覚を追

体験できるため，また身体感覚を他者と共有する

ことにより環境とのやり取りを他者と共有できる

ためと考えられる．例えば，FLAT （平らなこと）

は，他者との共有が可能な視覚（水平線を見る場

合）や姿勢に関わる感覚（寝る姿勢をとる場合）

に基づいて獲得されると考えられる．メタファー

拡張による概念獲得の場合はどうであろうか．多

くの場合，概念形成の過程を直感的に捉え理解す

ることは可能であろう．しかしながら，ソースか

らターゲットへの概念の拡張の詳細を明らかにす

ることは容易なことではない．メタファー拡張の

出発点であるソースは，（他者との共有が可能な）

話者の身体感覚による経験に基づいているが，到

達点であるターゲットは，話者により異なる様々

な場面あるいはコンテクストに基づいている．話

者がソースを共有できる可能性に比べターゲット

を共有できる可能性は低く，複数のメタファー拡

張がもたらされる場合，つまり異なる種類の概念

が獲得される場合も十分考えられる． 

また，メタファー拡張の研究では，特定の言語

形式（例えば「平らな心の人」）のみを取り扱うこ

とが多い．本研究では，言語形式に加えその言語

形式に結びついたイメージを取り上げ，身体感覚

による具体的な経験に基づくソースがより抽象的

なターゲットへどのように拡張していくのかを見

ていく．ここで取り上げるイメージは，心的イメ

ージである．Gibbs (2006) は，心的イメージとは

視覚的なイメージだけではなく，視覚を含む五感

及び感覚のもたらす様相に基づくイメージとして

いる．また，Ikegami & Zlatev (2007) では，身体感

覚に基づいていると考えられる概念に結びついた

特定の言語形式から，元の身体的要因を還元する
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ことは不可能であるとしており，これは様々な要

因が絡み合い最終的な言語形式を成立させるため

と考えられる．しかしながら，主な要因を心的イ

メージとして捉えることは可能であろう．なぜな

ら現実世界のある事物に対する認識の様々な様相

は心的イメージに収斂する (Evans & Green, 2006; 

Kosslyn et al., 2006) と考えられるからである．本

研究では，これらの心的イメージを単にイメージ

と呼び，メタファー拡張におけるソースからター

ゲットへの拡張の対象と考える． 

身体感覚に基づくイメージを具体的に捉える方

法として，本研究ではジェスチャーに注目する．

概念拡張の研究においては身体感覚に基づくジェ

スチャーが重要な役割を果たし (Cienki & Müller, 

2008)，ジェスチャーは抽象概念及びその表象の基

盤と成り得る (Nathan, 2008)．他者との共有が可能

な身体感覚に基づく（特定の言語形式に結びつい

た）イメージが，話者によって示されるジェスチ

ャーによって再現されると考えることは合理的で

あろう．無論，身体感覚に基づくイメージとは言

え，どの程度正確にジェスチャーとして再現され

ているかを見極めることは容易なことではない．

本研究では，インタビューによる聞き取りとジェ

スチャーの確認を組み合わせることにより，より

正確な身体感覚のイメージの把握に努める． 
 
3. メタファーのイメージ調査 

メタファー拡張におけるソースからターゲット

へのイメージの拡張経路を明確に捉えるために，

三つの概念 FLAT/EVEN，RUBBING(SQUEEZING)，

NUMBING を利用する．これらの概念の持つ単純

な構造は姿勢・動作の中にも観察できる（例えば，

寝る姿勢，何かを揉む動作，体がかじかんだ状態）．

これらの概念に結びつく言語形式として日本語は

「平ら」，「揉む」，「かじかむ（麻痺する）」を，英

語は “even”， “to rub(squeeze)” ， “to numb” を取

り上げる． 

日英語母語話者（各 25 名，日本語（男 9 女 16，

平均年齢 35.4 歳），英語（男 12 女 13，同 39.2 歳））

を対象に下記二種類の調査を行った． 

１）予備調査としての連想テスト：調査用紙 (B5) 

に描かれた四種類の（水平方向の）線（実線，波

線，破線，ジグザグ線：図 1 参照）を見て連想す

る語を調査用紙に記述させる． 

 

 
 

後述する心に関するメタファーとの関連から，心

（脳）の状態を示す心電図あるいは脳波に見られ

る実線及び波線に，比較のための破線及びジグザ

グ線を加え四種類の線とした．ここでは特定の語

や表現からの連想ではなく，描かれた図からどの

ような語が連想されるかを調べる． 

２）イメージ調査：2 週間後，同対象に三種類の

メ タ フ ァ ー ，① 「 平ら な 心 の 人 」と  “an 

even-tempered person”，②「結果に気を揉む」とこ

れに相当する “to rub (and squeeze) one’s mind for 

the result”，③“mind-numbing conversation” とこれ

に相当する「心がかじかんだ（麻痺した）会話」

を単体（コンテクストなし）で提示し，各表現の

使用頻度，意味を記述式アンケートで確認後，（各

表現から）思い浮かぶイメージを（ジェスチャー

を交えた）インタビューにより調査する． 

連想テストの結果は，四種類の線とも直接的，

具体的な内容を持つ語が多く，間接的，抽象的な

内容を持つ語は少ない（表 1~4 参照）．しかしなが

ら，その他/others には，実線：「正直/素直」×6，

「死/心配停止」×4，「平穏」×4，「安定」×4，“calm” 

×4，“dead/no pulse” ×4，波線：「不安定/動揺」

×4，「曖昧/適当」×4，“crazy” ×3，“confused/mess” 

× 3 ， “unstable/unsteady” × 3 ， 破 線 ：

“uncertain/vague” ×3，“interruption” ×3，ジグザ

グ線：「痛い」×4，のような語が含まれている．

なお破線の日本語及びジグザグ線の英語において

実線 

波線 

破線 

ジグザグ線 

図１ 四種類の線 
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は，抽象的なものを示す語は全く見られなかった． 

 

順 日本語 員数 % 累計% 順 英語 員数 % 累計%

1 地平線/水平線 20 12 12 1 even/flat/level 20 13 13
2 まっすぐ 10 6 18 2 horizon/horizontal 16 10 23
3 境界線/区切り 9 5 23 2 (straight) line 16 10 33
3 （直）線 9 5 28 4 straight 13 8 41

     -      -      - 5 path/road 12 8 48
その他 123 72 100 others 83 52 100

計 171 100 計 160 100

順 日本語 員数 % 累計% 順 英語 員数 % 累計%

1 波 23 14 14 1 wave 24 17 17
2 山/山脈 14 9 23 2 squiggle/oscillation 15 10 27
3 蛇 10 6 29 3 hill/mountain 13 9 36

4 ocean/sea 11 8 44
その他 116 71 100 others 81 56 100

計 163 100 計 144 100

順 日本語 員数 % 累計% 順 英語 員数 % 累計%

1 縫い目/ステッチ 15 14 14 1 lane/road/track 13 11 11
2 切り取り線 13 12 25 2 (broken) line 12 10 21
3 車線/センターライン 5 5 30 3 broken 7 6 27
3 点線 5 5 35 4 sewing/stiching 7 6 33
その他 72 65 100 others 79 67 100

計 110 100 計 118 100

順 日本語 員数 % 累計% 順 英語 員数 % 累計%

1 山/山脈 16 13 13 1 zigzag 20 19 19
2 ジグザグ 9 7 21 2 mountasins/peaks 15 14 33
2 歯 6 5 26 3 saw teeth 6 6 39
2 鋸 6 5 31 4 teeth 6 6 45
その他 84 69 100 others 58 55 100

計 121 100 計 105 100

表３　破線から連想された語

表４　ジグザグ線から連想された語

表１　実線から連想された語

表２　波線から連想された語

 

 

 各メタファーの使用頻度は，5 段階評価（4: よ

く使用する，3: 時々使用する，2: （中間），1: ほ

とんど使用しない，0: 全く使用しない）で調査し

た．①については，日本語での使用頻度は低く 

(0.64)，英語での使用は高い (3.12)．②については，

日本語での使用が高く (2.32)，英語での使用は低

い (0.16)．③については，日本語での使用は低く 

(0.55)，英語での使用は高い (2.42)．  

 各メタファーの意味は，記述式で調査したが，

日英語の間に一部大きな意味の違いが見られる

（表 5 参照）．①「平らな心の人」について，日本

語は「穏やかな人」 (40%) と「特徴のない人」 

(36%) に大きく分かれた．中心的意味が二つある

点，また「その他」 (12%) 及び「無回答」 (12%) 

が比較的多い点，さらに上記使用頻度が低い点 

(0.64) から，このメタファーの認知度は低いとも

捉えられる．一方，“an even-tempered person” につ

いては，“a calm person” (92%) が中心的意味であ

る．②「結果に気を揉む」については，「結果を心

配してあれこれ悩む」 (96%) が中心的意味である．

このメタファーに相当する “to rub (and squeeze) 

one’s mind for the result” は元々英語にはない表現

ではあるが，多くの英語母語話者が “to try to find 

an answer by thinking hard” (68%) とした点は注目

に値する．③“mind-numbing conversation” につい

ては，“boring conversation” (76%) が中心的意味で

ある．このメタファーに相当する「心がかじかん

だ（麻痺した）会話」は元々日本語にはない表現

ではあるが，多くの日本語母語話者が「感情のこ

もっていない会話」 (76%) とした点は（上記②同

様）注目に値する． 

 

メタファー 意味 %
穏やかな人/落ち着いた人 40
特徴のない人/変化がない人 36
その他 12
無回答 12
a calm person/a person who does not get angry easily 92
Others 4
No answer 4
結果を心配してあれこれと悩む 96
その他 4
to try to find an answer by thinking hard 68
Others 12
No answer 20
boring conversation/tedious conversation 76
Others 16
No answer 8
感情のこもってない会話/形式的な会話 76
その他 12
無回答 12

①

②

③

表５　各メタファーの意味

「心がかじかん
だ（麻痺した）

会話」

“mind-numbing
conversation”

「平らな心
の人」

"an even-tempered
person"

「結果に気を
揉む」

"to rub (and
squeeze) one’s mind

for the result"

 
 

各メタファーから思い起こされるイメージ及び

ジェスチャーについては，インタビューによる意

味とイメージの関係聴取内容を基に，代表的なも

のを図式化した（図 2~12 参照）．図式化すること

が難しいイメージ（及びジェスチャー）について

は，Microsoft® Office 2007 クリップアートから複

数の候補となる図（及び写真）を選択し，該当す

る日英語母語話者に確認後，代表図として採用し

た（図 4, 6, 7, 8, 11）． 
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図 2 及び 3 は①「平らな心の人」（「穏やかな人」 

(40%) と「特徴のない人」  (36%)）及び  “an 

even-tempered person” (“a calm person” (92%)) に関

する代表的イメージである．図 2 は水平線，図 3

は「平らな心」及び “even-tempered” が安定した

心の状態を示していることを，水平線（あるいは

水平面）を描く手振りで表したものである． 

 

 

 

図 4~7 は②「結果に気を揉む」（「結果を心配し

てあれこれ悩む」  (96%)）及び  “to rub (and 

squeeze) one’s mind for the result” (“to try to find an 

answer by thinking hard” (68%)) に関する代表的イ

メージである．図 4 は（結果を待っていて）そわ

そわして落ち着かない様子を，図 5 は波線（また

はジグザグ線）を，図 6 は「揉む」が，断続的に

圧力がかけられ不安定になっている状態を示して

いる．図 7 は “to rub (and squeeze) one’s mind” が

頭を懸命に働かせることであることを，頭を両手

で押さえたり，マッサージしたりする身振りで表

したものである． 

 

 

 

 

図 8~12 は ③ “mind-numbing conversation” 

(“boring conversation” (76%)) 及び「心がかじかん

だ（麻痺した）会話」（「感情のこもっていない会

話」 (76%)）に関する代表的イメージである．図

8 は面白みに欠けた終わりのない会話風景を，図 9

は水平線を，そして図 10 は “mind-numbing” が無

感動・無関心を示すことを，水平線を描く手振り

で表したものである．なお図 8 に関し，英語話者

の一部は細かい波線を示した．図 11 は活気のない

会話風景を，図 12 は「心がかじかんだ（麻痺した）」

は（会話そのものではなく）話者の心が冷えて固

図９ ③英語－２ 図１０ ③英語－３ 

図８ ③英語－１ 

図７ ②英語－１ 

図５ ②日本語－２ 図６ ②日本語-３ 

図４ ②日本語－１ 

図２ ①日英語－１ 図３ ①日英語－２ 
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まり反応していないことを，体（上半身）が固ま

る身振りで表したものである． 

 

 

 

インタビューの最後に，非母語話者に対し，元々

用法のないメタファーについての理解の方法・程

度を，現在使用されている意味と（母語話者が示

す）イメージ及びジェスチャーを示しながら確認

した．②「結果に気を揉む」については，１）（特

定の部位（頭）ではなく）体全体の問題であるこ

と，２）断続的に圧力がかけられ不安定になって

いる状態が「心配してあれこれ悩む」に結びつく

こと，を説明した後，ほとんどの英語話者 (88%) 

が意味を理解することができた．③“mind-numbing 

conversation” については，１）心がかじかんだ（麻

痺した）状態は反応がない状態であること，２）

変化のない状態が無感動・無関心に結びつくこと，

を説明した後，全日本語話者が意味を理解するに

至った．なお、①「平らな心の人」について「特

徴のない人」 (36%) の意を上げた話者は，変化の

ない状態が無感動・無関心に結びつくことを容易

に理解した． 

 
4. 概念拡張の経路 

上記二種類の調査結果，特に図式化された各メ

タファーから思い起こされるイメージ及びジェス

チャ ーを基に ， 3 種類の 概念拡張 の経路

（ FLAT/EVEN か ら  PEACEFUL/QUIET へ ，

RUBBING(SQUEEZING) から  RESTLESS へ，

NUMBING から BORING へ）を順に見ていく． 

先ず，FLAT/EVEN から PEACEFUL/QUIET へ

の概念拡張経路であるが，「平らな心の人」と “an 

even-tempered person” というメタファーが日英語

に存在することから，この経路は日英語に共通し

て存在すると考えられる．また，この拡張は，

STABLE/UNCHANGED 等の概念が両概念の間に

介在していると考えられる（下経路参照）．これは

日英語話者が示した水平線及び水平線を描く（あ

るいは水平面をなでる）手振りが変化のない安定

した状態を表していると推測できるからである．

FLAT/EVEN は視覚だけではなく，触覚及び平衡

感覚にも基づいた概念であることが，この概念拡

張では重要な役割を果たしている． 

 

FLAT/EVEN 

→ STABLE/UNCHANGED 

→ PEACEFUL/QUIET 

 

次 に  RUBBING (SQUEEZING) か ら 

RESTLESS  への概念拡張経路であるが，「結果に

気を揉む」というメタファーが英語に存在しない

ことから，この経路は一見すると日本語に特有の

経路と捉えられる．日本語話者が示した断続的に

圧力がかけられ不安定になっている状態及びその

不安定を表す波線（またはジグザグ線）のイメー

ジは，RUBBING (SQUEEZING) に関わる触覚，運

動感覚及び視覚に基づいている．また，これらの

イメージは，STRESSED/UNSTABLE 等の概念が

両概念の間に介在している可能性をも示している

（下経路参照）．英語話者の多くが “to try to find 

an answer by thinking hard” (68%) という意味を挙

げたが，これも頭を両手で押さえたり，マッサー

ジ し た り す る 身 振 り ， つ ま り  RUBBING 

(SQUEEZING) に関わる触覚及び運動感覚を基に

している．ほとんどの英語話者 (88%) が日本語で

図１２ ③日本語－２ 

図１１ ③日本語－１ 
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の 意 味 を 理 解 で き た こ と は ， RUBBING 

(SQUEEZING) から（STRESSED/UNSTABLE 等

を経由する） RESTLESS への拡張経路が日本語

に特有のものではなく，潜在的には英語にも存在

することを示している． 

 

RUBBING (SQUEEZING) 

 →STRESSED/UNSTABLE 

 → RESTLESS 

 

最後に NUMBING から BORING への概念拡

張の経路であるが，“mind-numbing conversation” 

というメタファーが日本語に存在しないことから

この経路は英語に特有の経路と捉えられる．

NUMBING は  MONOTONOUS/CONTINUOUS 

等の概念を経由して BORING に至ると考えられ

る（下経路参照）．これは英語話者の示した水平線

及び水平線を描く手振りが単調で連続的な状態を

表していると推測できるからである．また，

NUMBING は主に運動感覚に基づいているが，日

本語話者が「感情のこもっていない会話」 (76%) 

の説明時に示した話者の体（上半身）が固まる身

振りも，主に運動感覚に基づいていると考えられ

る．全日本語話者が，英語での意味を理解できた

ことは，この運動感覚に基づく NUMBING から

（MONOTONOUS/CONTINUOUS 等を経由する）

BORING への拡張が英語に特有のものではなく，

潜在的には日本語にも存在することを示している． 

 

NUMBING 

→ MONOTONOUS/CONTINUOUS 

 → BORING 

 

5. おわりに 

  身体感覚に基づくイメージは，身体の持つ構造

的な類似性により想起されるため，異なる言語の

母語話者においても同じようなイメージをもたら

すと考えられる．しかしながら，それらのイメー

ジを基にした概念の拡張は，「平らな心の人」/“an 

even-tempered person” で見られた，同じあるいは

極めて似通った概念拡張をもたらす場合と，「結果

に気を揉む」 (“to rub (and squeeze) one’s mind for 

the result”) 及び  “mind- numbing conversation” 

（「心がかじかんだ（麻痺した）会話」）で見られ

た，言語特有の概念拡張をもたらす場合がある．

「平らな心の人」/“an even-tempered person” の例

で示されたように，FLAT/EVEN に関する視覚，

触覚及び平衡感覚に基づく  FLAT/EVEN から 

PEACEFUL/QUIET の概念拡張は，日英語に共通

すると考えられる．また，「結果に気を揉む」 (“to 

rub (and squeeze) one’s mind for the result”) 及び 

“mind-numbing conversation” （「心がかじかんだ

（麻痺した）会話」）の例では，各語に特有の概念

拡張がもたらされたと考えられたが，諸感覚に基

づく概念拡張は非母語話者にも十分理解可能であ

り，RUBBING (SQUEEZING) から RESTLESS ，

NUMBING から BORING への概念拡張は，各語

に特有なものではないと考えられる．言語化（こ

こではメタファーとしての存在）の問題を別にす

れば，身体感覚に基づく概念の拡張は，同じある

いは極めて似通った概念拡張をもたらす可能性が

高い．言い換えれば，共有された身体感覚による

概念拡張は，言語，文化の違いを超えて潜在的に

存在すると考えられる． 
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Abstract 
In this study, we addressed the relation between 

dexterity and the postural control in a skilled task. 

Four expert and four novice players of Bilboquet 

participated in this experiment. Participants performed 

200 trials of “Swing-in,” a task requiring 

perceptual-motor coordination with a moving ball on a 

string. Results indicated that the expert’s head and 

knee movements were more extensive than the 

novice’s, and the couplings of the head and the ball, 

and the knee and the ball were tighter in the experts 

than in the novices. And at the end of each trial, the 

expert’s head and ball movements were more coupled 

than the movements of novices, whereas there was no 

difference in the coupling of knee and ball movements 

in both groups. These results suggest that the experts 

controlled their posture to dynamically coordinate 

their body with the moving ball and the strong visual 

coupling in the experts which was supported by the 

knee movement seemed to contribute the stabilization 

of their vision. 
 
Keywords ―  embodiment, dexterity, visual 

coupling, adaptive postural control  

 

1. 背景・目的 

身体知研究 ある領域の熟練者の身体を検討す

ることにより身体が知っている知識、すなわち身

体知[1]を明らかにする試みが、これまで数多くな

されてきた。そのような試みを通して、ある領域

の初心者は熟練者と同様の手続きを行うことはで

きても、「巧みさ」を真似することは困難であるこ

とがわかっている[2]。この、初心者が真似できな

い巧みさこそ、熟練者ならではの知識であり、身

体知解明の鍵を握るものであろう。では、巧みさ

は、なぜ・どのようにして成立するのであろうか。 

巧みさと姿勢制御 熟練者の巧みさを解明する

上で示唆的な指摘であると考えられるのが、運動

制御・姿勢制御の研究におけるものである。われ

われがある課題を行うときには、その目的の動作

とともにそれを支える姿勢が制御されている。あ

る課題において、姿勢は、動作を達成する運動と

は区別されるものであり、補助的な役割を担って

いる。それにも関わらず、ある課題における姿勢

の 重 要 性 が 理 論 的 に は Bernstein(1996) や

Reed(2000)によって指摘されている[3][4]。実証

的には、主に視覚的な課題（例えば動く対象と頭

部との距離を維持するような課題）を実行する時

の姿勢制御（つまり姿勢制御自体が目的ではない

時の姿勢制御）を検討する Supra-postural task 

パラダイムの研究（例えば[5][6]）において、課題

達成における姿勢の役割が検討されている。それ

ら一連の研究により、姿勢は「その場に立って立

位あるいはあるポーズを維持する」というもので

はなく、課題によって調整される適応的なもので

あり、課題の遂行を促進するものであるというこ

とが明らかになっている。これらの知見にもとづ

けば、あるパフォーマンスが上手にできること、

つまり巧みであることには姿勢制御が関連してい

ると考えられる。したがって、身体知を身体運動

の分析によって明らかにしようとする場合、課題

を実行することに直接的に関わる動作だけを問う、

あるいはあらゆる身体部位の運動を網羅的に調べ

あげる方法ではなく、動作の背後にあってそれを

サポートする姿勢がどのように制御されているの

かという観点から検討することができよう。 

本研究では、複雑な視覚―運動課題であると考

えられるけん玉操作の事例をとりあげる。そして、

けん玉の熟練者群と初心者群との姿勢の比較を通

して、こつを必要とする技において姿勢がどのよ

うに制御されているのか、その特徴を明らかにし、

巧みさと姿勢制御の関連を検討することを目的と
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した。 

 

2. 方法 

研究対象 実験に参加したのは、実験以前にけん

玉の経験があまりなかった者 4 名（初心者群）と、

日本けん玉協会の定める段位においてけん玉の実

力が最高レベルであると認められている者 4 名

（熟練者群）であった。熟練者群の一人は左利き

であり、その他の実験参加者は右利きであった。  

実験内容・装置 本研究では、けん玉の基本技で

ある「ふりけん」を実験参加者に実行してもらっ

た。ふりけんとは、「利き手でけんをもって、前に

振り出した玉を返し、玉自体が一回転するところ

でけんを玉に入れる」というわざである。熟練者

はこのわざを容易に成功させることできる一方、

初心者が成功させることは難しく、熟練者のふる

まいと初心者のそれとを比較した場合に、巧みさ

を検討しやすいのではないかと考えられた。 

実験参加者は、1 セット 20 回のふりけん試行を

10 セット行った。実験参加者の 200 回のふりけん

動作とけん玉の挙動を、3 次元動作解析装置

(Vicon460, 120Hz)と DV カメラで記録した。 

分析方法 ふりけんの開始は、行為者が非利き手

で玉を放し始めたところとし、試行の終わりは、

玉とけんが接触したところとした。分析に使用し

たデータは、基本的には熟練者群の全試行[このう

ち成功試行は E1（熟練者群の参加者 1）=193 回、

E2=199 回、E3=180 回、E4=195 回]と、初心者

の失敗試行（各初心者 200 回）のうち試行の最後

で玉とけんとの接触があった試行[N1（初心者群

の参加者 1）=188 回, N2=189 回, N3=200 回, 

N4=193 回]であった。解析対象としたのは、頭

部・腰・膝・足首・玉の運動であった。なお、ふ

りけん実行時に横方向への運動があまり観察され

なかったため、分析の際には、前後方向と上下方

向のデータを用いることとした。 

頭部・腰・膝・足首・玉の運動データを用いて、

1)玉の運動、2)身体の運動、3)玉の運動と身体の

運動とのカップリング について評価した。 

玉の運動 玉の運動は、まず、玉の自転を除いた

玉の軌道について調べた。さらに、ふりけんでは

各試行の最終フェーズで玉がそれ自体として 1 回

転したところでけんを玉に入れなければ成功した

ことにならないため、玉の回転（玉が 1 回転して

いたかどうか）についても検討した。 

身体の運動 身体の運動を評価するため、頭部の

平 均 移 動 距 離 (mm/sec) と 膝 の 平 均 運 動 量

(degrees/sec)を算出した。それらのデータは実験

参加者ごとに各ブロックで平均値を算出し、

Group(expert/novice)×Block(10Blocks)の反復

測定分散分析を行った。 

玉と身体とのカップリング 玉の運動と身体の

運動とのカップリングを検討するため、玉の運動

と身体（頭部/腰/膝/足首）の運動の RMS を算出

した。カップリングの評価は別の方法でも行った。

実験時の観察により、回転する玉の穴にけんを入

れる各ふりけん試行の最終フェーズで、熟練者群

のみ玉が頭部付近にあるときに試行の終了となっ

ていると思われた。そこで、各ふりけん試行の最

終時点における玉と身体（頭部/腰/膝/足首）との

位置関係が試行間で安定していたのかを身体と玉

との距離・方向を算出し Variable Error（VE）を

求めて評価した。RMS と VE の値は、まず時系列

データを標準化し、実験参加者ごとに各ブロック

で の 平 均 値 を 算 出 し て 、 Group × Block ×

Body(head/hip/knee/ankle)の反復測定分散分析

を行った。なお、RMS と VE は、それらの値が小

さいほど身体と玉とが協調していたことを示す。 

 本研究で行った反復測定の分散分析において球

面性の仮定が成り立たなかったものに関しては、

Greenhouse-Geisser の調整がなされた。統計解

析のために SPSS16.0J が使用された。 

 

3. 結果 

結果についてはスキルの違い（expert/novice）

に焦点化して述べる。 

試行に要した時間の平均値は、熟練者群が

1.19sec、初心者群が 1.02sec であり、熟練者群の

ほうが大きかった[t (6)=2.67, p <.05]。 

玉の運動 図 1-1 と 1-2 は、あるブロック（ふり

日本認知科学会第27回大会 O2-2

56



けん 20 試行）における熟練者群と初心者群の玉

の軌道の代表例である。図のように、玉の運動に

ついては、熟練者群の方が試行間で似たような玉

の軌道を生成できていると思われた。しかしなが

ら熟練者群であっても、各試行の最終フェーズで

は、軌跡の再現性が相対的に低下していた。 
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図 1-1. 玉の軌道（熟練者） 
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図 1-2. 玉の軌道（初心者） 

 

玉の回転については、熟練者群では、有効なデ

ータのうち、2 試行を除いて玉を 1 回転させるこ

とができていた。それに対し、初心者群では、有

効なデータのうち 52 試行について玉を 1 回転さ

せることができていた。つまり、熟練者群では、

基本的に玉を 1 回転させることができていたが、

初心者群ではふりけんを成功させるために必要な

玉を一回転させるという事象が生じていなかった。 

 

身体運動 算出された頭部運動（前後方向・上下

方向）の平均移動距離と膝の運動の平均運動量に

対して Group(expert/novice)×Block(10Blocks)

の反復測定分散分析を適用した。その結果、上下

方向の頭部運動について Group の主効果が有意

であり、上下方向における熟練者群の頭部運動の

方が初心者群のそれよりも大きかった[F (1, 6) = 

50.13, p < .01]。前後方向の頭部運動については、

Group の主効果が有意傾向にあった（図 2）。膝の

平均運動量に関しても熟練者群の方が初心者群よ

りも大きかった[F (1, 6)= 42.97, p < .01] （図 3）。 
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図 2. 頭部運動 
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図 3. 膝の運動 

 

玉―身体のカップリング 玉の運動と身体の運動

とのカップリングを検討するため、算出した前後

方向と上下方向の RMS 値に対し Group×Blocks

×Body (head/hip/knee/ankle)の反復測定分散分

析を適用した。その結果、前後方向の RMS につ

いて、Body の主効果が有意傾向にあった[F (1.78, 
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10.70) = 3.04, p < .10]。Body の主効果について

Bonferroni 法によって多重比較を行った結果、有

意ではなかった。上下方向のRMS値に関しては、

腰と膝においては熟練者群のほうが初心者群より

も RMS が小さく[それぞれ F (1, 6)= 27.72, p 

< .01; F (1, 6)= 18.51, p < .01]、頭部についても熟

練者群のほうが初心者群よりも RMS が小さい傾

向があることが明らかになった[F (1, 6) = 3.89, p 

< .10]。それに対し、足首については初心者群の

方は熟練者群よりも RMS が大きい傾向があった

[F (1, 6) = 5.35, p < .10]。また、熟練者群におい

ては、頭部のほうが足首よりも、腰が足首よりも、

膝が足首よりも RMS 値において小さかった（そ

れぞれ p < .05）。初心者群においては、腰のほう

が頭部よりも、腰が足首よりも、膝が頭部よりも、

膝が足首よりも RMS 値において小さかった（p 

< .05）（図 4-1, 4-2）。 
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図 4-1. 熟練者群の RMS (Vertical) 
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図 4-2. 初心者群の RMS (Vertical) 

 

試行の最終時点での身体と玉との位置（距離・

方向）の一貫性を検討するため、算出した

VEdistanceと VEdirectionに対して Group×Blocks×

Body の反復測定分散分析を適用した。まず

VEdistanceにおいては、頭部と腰について熟練者群

のほうが初心者群よりも VE 値が小さかった[F (1, 

6)= 23.72, p < .01; F (1, 6)= 22.74, p < .01]。膝と

足首の VEdistanceにおいては有意でなかった。熟練

者群においてのみ、頭部のほうが足首よりも、腰

のほうが膝・足首よりも VE 値において小さい傾

向があった（p < .10）（図 5）。VEdirectionについて

は、スキルによる差はなかった。 
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図 5. ふりけん試行の最終時点における VEdistance 

 

4. 考察 

分析の結果をスキルの違いに焦点をあててまと

めると以下のようになる： 

� 玉の軌道については、熟練者群は初心者群

よりも試行間でその再現性が高かった。 

� 頭部・膝の運動ともに熟練者群のほうが初

心者群よりも大きかった。 

� 熟練者群の運動のほうが初心者群のそれ

より玉の運動と協調していた。 

� 各ふりけん試行の最終時点に注目すると、

熟練者群のほうが初心者群よりも頭部―

玉のカップリングは強かったが、膝―玉の

カップリングの強さは両群で変わらなか

った。 

以上の結果から、両群の姿勢制御について、熟
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練者群では運動する玉に対して頭部が動的に協調

するように膝の運動を利用して姿勢を調整してい

たのに対し、初心者群では玉に対して身体を静的

に安定させた姿勢制御であったと特徴づけること

ができるだろう。熟練者群における適応的な膝の

運動に支えられた頑強な知覚的カップリングは、

たえず運動する玉を見やすくすること―視覚の安

定化―に寄与し、特に各試行の最終フェーズでは、

回転を伴う玉の穴の検知に役立ち、ふりけんの成

功に貢献していたと考えられる。 

本研究において、熟練者群の柔軟な姿勢制御は

身体（見る器官である目を備えた頭部）と運動す

る玉とが結びつくこと、つまり知覚的なカップリ

ングを支えるものであった。したがって、巧みさ

を支えているのは適応的な姿勢制御というよりも、

知覚的なカップリングであると考えられる。 
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1. はじめに 
本研究は，ヒトが手を使って表現する動作，

いわゆる身振りと，発話が生成される過程を明

らかにするために，身振りと発話の生成におけ

る困難性の規定因について検討した． 
ヒトは，発話中に話題の対象となる物の特徴

を手で表して説明を加える際に，例えばボール

を投げる身振りや，ボールが転がる様子を表す

身振りを用いる．前者は，ヒトが物をとり「扱

う」過程で生じる操作者自身の身体動作を示す

身振り（action gesture）であり，登場人物の視点
（character-viewpoint）に立った身振りに該当す
る．これに対して，後者は，扱われる対象物自

体の「動き」を表す身振り（motion gesture）で
あり，観察者の視点（observer-viewpoint）に立っ
た身振りに該当する（McNeill, 1992参照）． 
齋藤他（2008，2009）は，静止画として呈示
された対象物を手がかりとして，対象物を扱う

動作（action）の身振りと，対象物自身が動いて
いる様子（motion）を表す身振りを生成する課題
を実施した後に，これらの身振りの生成を計画

（planning）し，実行（execution）する段階での
困難性を評定する課題を実施した．その結果，

彼らは，身振りの生成における計画と遂行の困

難性が，action条件よりも motion条件において
高いことを確認している．彼らは，motion条件

における困難性が，対象物に対する身体の運用

経験の少なさと密接な関係を持つと解釈してい

る． 
本研究の目的は，身振りの生成における困難

性が発話には認められない独自の特性であるか

否かを検討することにある．この目的を達成す

るために，身振りの生成のみを単独で求めた齋

藤他（2008, 2009）の実験を gesture（G）群と見
なし，これに対して，身振りと発話の生成とを

併用する gesture & speech（G&S）群と，発話の
みを単独で生成する speech（S）群を設け，各群
におけるmotionと action条件の生成の困難性を
比較した．もし身振りの生成に独自の規定因が

関与するならば，G&S群は G群と同様に，motion
条件で action条件よりも高い困難性を示し，S群
は motion条件で高い困難性を示さないと予測さ
れた．これに対して，もし身振りと発話の生成

の困難性が，同一要因によって規定されるなら

ば，S群は，G群と，G&S群と同様に，motion
条件で高い困難性を示すと予測された． 
 
2. 方法 
実験参加者 右利きの大学生と大学院生 89名

が個別に実験に参加した．実験参加者は，身振

り単独生成（G）群 32名（男性 27名，女性 12
名，平均年齢 19.6歳），身振りと発話生成（G & 
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S）群 18名（男性 6名，女性 12名，平均年齢 19.8
歳），発話単独生成（S）群（男性 31名，女性 8
名，平均年齢 20.6歳）の 3群に振り分けられた． 
実験計画 3種類の実験群（G，G & S，S）を
実験参加者間要因とし，2種類の生成タイプ
（action，motion）と，生成の計画と実行の処理段
階（planning，execution）を実験参加者内要因と
する混合実験計画を用いた． 
材料 物を「扱う」身振りと，その物の「動

き」を示す身振りとが，生成可能な 10種類の対
象物の写真を用いた（図１参照）．10種類の写真
の中の「1. グラス」は，実験参加者に課題の内
容を説明するために用いられた． 
手続 生成課題では，全実験参加者に，注視

点（＋）を 1秒呈示した直後に，対象物の静止
画像を 10秒呈示し，各呈示画像を手がかりとし
て，G群には身振りを，S群には発話を，G&S
群にはその両方を生成することを求めた．刺激

呈示間間隔は，15秒であった．実験参加者は，
生成課題を遂行した後に，質問紙を用いて，生

成課題における身振りあるいは発話生成の困難

性を評定する課題の遂行を求められた．各実験

参加者は個別に 2種類の課題を遂行した． 
実験参加者は，生成課題において，「1. グラス」
を用いて 4種類の練習課題を受け，それらは，
action条件とmotion条件が，左右いずれの手に
よって実施されるかに応じて構成された． 

S群は，身振りの生成ではなく発話の生成を求
められた．彼らは，actionと motion条件で，左
右いずれかの手を用いて身振りをするのか，そ 

の視覚イメージを浮かべて発話することを求め

られた． 
実験参加者には，対象物と身振りあるいは発

話との関係に「正解」は存在しないので，実験

参加者が思いついた身振りあるいは発話を，自

由に生成するように教示を与えた．実験におけ

る教示はすべて口頭で与えられた． 
生成課題は，action 条件と motion 条件が，左

右いずれの手による実施を求められるかに応じ

て，4種類のブロックから構成された．各ブロッ
クでは，9種類の静止画像が，継時的に呈示され
た．各ブロックにおける 9 種類の刺激材料の呈
示順序は，実験参加者ごとに無作為化された． 

4種類のブロックの実施順序は，実験参加者が
遂行すべき身振り条件（actionまたは motion）を
混乱しないように，いずれか一方の身振り条件

の遂行を左右の手でそれぞれ実施した後に，残

り 2 回のブロックをもう一方の身振りタイプで
遂行した．この規則を守った上で，action と
motion 条件の実施順序は，被験者間で相殺され
た． 
実験参加者は，各ブロックの開始前に，当該

課題の構成条件が actionと motionと，左右いず
れの手による実施であるのか，その組み合わせ

について具体的な教示を受けた． 
各刺激は，左手で実施する条件では，画面の

左側に呈示され，右手条件では，画面の右側に

呈示された． 
実験参加者は，評定課題において，5段階尺度

（1：容易；5：困難）で，生成課題における身振 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 身振り生成課題(ActionとMotion)で用いた 10種類の写真 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
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りと発話あるいはその両方の生成の困難性を評

定することを求められた．彼らは，質問紙に印

刷された 9 種類の写真のそれぞれに対して，物
を扱う動作（action）と，物の動き（motion）の
身振り，発話，あるいはその両方を，遂行を計

画する段階（ planning）と，実行する段階
（execution）に区別して，評定することを求めら
れた． 
各実験参加者が全実験の遂行に要した時間は

約 30分であった． 
 
3. 結果 
図 2 は，実験参加者の 3 群における action と

motion 条件での平均の困難性評定値を，計画と
実行段階別に示す． 
困難性評定値に対して，3群（G, G&S, S）× 2
生成タイプ（action, motion）× 2処理段階（planning, 
execution）の分散分析を，実験参加者と刺激項
目をそれぞれ無作為要因（random factor）として，
個別に実施した．実験参加者を無作為要因とす

る分散分析（以下，参加者分析と呼ぶ）の結果

には，Fp の記号を用い，刺激項目を無作為要因

とする分析結果（以下，項目分析と呼ぶ）には，

Fiの記号を用いる． 
参加者分析の結果，群と生成タイプの主効果

は確認されたが（群：Fp(2, 86) = 3.28, p < .05；生
成タイプ：Fp(1, 86) = 147.49, p < .0001），処理段
階の主効果は確認されなかった（Fp < 1）． 
群と生成タイプ間の交互作用のみが確認され 

（Fp(2, 86) = 8.75, p < .0005），他の一次の交互作
用は，確認されず（Fps < 1），群，生成タイプと
処理段階間の二次の交互作用も確認されなかっ

た（Fp(2, 86) = 1.82, p = .17）． 
群と生成タイプ間の交互作用が認められたた

めに，単純主効果の検定を実施した結果，生成

タイプの単純主効果が，3 群で認められた（G
群：Fp(1, 86) = 66.78, p < .0001；G & S群：Fp(1, 86) 
= 84.90, p < .0001；S 群：Fp(1, 86) = 13.31, p 
< .0005）．これに対して，群の単純主効果は，
motion条件では認められたが（Fp(2, 172) = 7.43, 
p < .001），action条件では認められなかった（Fp(2, 
172) = 2.00, p = .14）． 
群の単純主効果が認められた motion条件に対

して，有意水準を 5%に設定した Ryan 法による
多重比較を実施した結果， G & S群が，G群と
S 群よりも有意に高い評定値を示すことが確認
された．しかし，G 群と S群の間では，有意な
差は確認されなかった． 
項目分析では，参加者分析と同様に，生成タ

イプの主効果（Fi(1, 24) = 184.81, p < .0001）が確
認されたが，参加者分析とは異なり，群の主効

果は確認されなかった（Fi(2, 24) = 1.45, p = .25）．
処理段階の主効果は，項目分析においても，参

加者分析と同様に，確認されなかった（Fi < 1）． 
項目分析において，参加者分析と同様に，群

と生成タイプ間の交互作用（Fi(2, 24) = 10.98,p 
< .0005）のみが確認され，他の一次の交互作用
（Fis < 1）と，二次の交互作用（Fi(2, 24) = 3.32, p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 身振りと発話の計画段階と遂行段階における難易度評定値．A: Action; M: Motion． 
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= .06）は確認されなかった． 
群と生成タイプ間の交互作用が得られたため

に，単純主効果の検定を実施した結果，参加者

分析と同様に，生成タイプの単純主効果が，3
群で認められた（G 群：Fi(1, 24) = 83.98, p 
< .0001；G & S群：Fi(1, 24) = 106.15, p < .0001；
S群：Fi(1, 24) = 16.64, p < .0005）．群の単純主効
果が，motion条件では認められたが（Fi(2, 48) = 
3.98, p < .05），action条件で認められなかったこ
とも（Fi(2, 48) = 1.07, p = .35），参加者分析と同
様であった． 

motion条件に対して，有意水準を 5%に設定し
た Ryan法による多重比較を実施すると，参加者
分析と同様に，G & S群が，S群よりも有意に高
い評定値を示し，G 群と S 群間では有意な差は
認められなかった．しかし，参加者分析とは異

なり，G & S群と G群の間では，有意な差は確
認されなかった． 

 
4. 考察 
本研究では，参加者分析と項目分析の両分析

において有意であることが確認された結果に注

目し，考察を与える． 
実験参加者の 3 群の評定値は，物の動きを生
成する motion条件で，物を扱う動作を生成する
action条件よりも，有意に高い値を示した．action
の評定課題では，3群の評定値間に有意な差は認
められなかった．これに対して，motion の評定
課題において，G & S群と G群の値に有意な差
は認められず，G & S群の値は，S群のそれより
も有意に高い値を示した． 
これらの結果は，身振りの生成における困難

性が，motion の表出を身体動作として求められ
た G群と G & S群において認められ，motionの
身体動作による表出を求められない S 群では低
下することを示す．しかし，S 群が action より
も motion条件で高い値を示すことは，発話のみ
が求められた S 群においても，motion の身体動
作の生成に伴う困難性が完全には消失しないこ

とを示す． 
ただし，本研究では，S群に，左右いずれかの
手で身振りをするイメージの喚起を求めており，

このことが，発話のみを生成するS群に対して，
身振りの表出に類する何らかの困難性を高めた

可能性が残される． 
身振りと発話の生成において，motion条件が，

action 条件よりも高い困難性を示したことは，
action 動作に対する身体の運用経験の多さと，
motion 動作に対する身体運用経験の少なさによ
って説明される（齋藤他，2008，2009）．この説
明は，身振りあるいは発話の生成過程における，

対象物に対する過去に実施した身振りの経験に

基づく想起に依拠する．この運用経験に基づく

考え方は，Motion条件における G群と G & S群
が，S群よりも高い評定値を示すことを説明する
ために，身体の運用経験が，発話よりも，身振

りと密接に結びつくことを仮定する． 
これに対して，経験に基づく身体動作の想起

が有効に機能しない新奇な対象物に対する生成

の困難性は，どのように説明されるのか．つま

り，経験の有無や頻度が及ばない，より本質的

な困難性が motion動作の生成と表出過程に含ま
れるとする考え方が，検討対象として残されて

いる．例えば，motion 動作の生成には，対象物
に対する観察者と，身振りを生成する当事者と

の両視点に立つことの困難性が含まれている． 
今後，例えば，身体の運用経験の想起に関連

する脳領域が，action 条件において motion 条件
におけるよりも高い賦活を示すことを確認する

など，生理指標を用いた身振りと発話の生成時

における脳活動の検討によって，身振りと発話

の生成における困難性の規定因を解明すること

が期待される． 
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Abstract

In this paper, we investigate the relationship be-

tween gestures and zero-pronouns in multi-party con-

versation. Based on a detailed analysis of our corpus,

we propose a hypothesis that when a zero-pronoun

refers to a new topic at a topic boundary, it is real-

ized by using gestures.

Keywords — gesture, zero-pronoun

1. はじめに

ジェスチャーは言語内容の単なる例示ではない。
ジェスチャーは言語と密接に関係しており、談話
構造を分析する手がかりにもなる。具体的には、
談話構造上、同じレベルにある発話には類似した
ジェスチャーが生起するキャッチメントという現象
を用いた分析(McNeill et al., 2001; 古山, 2009)など
である。しかし伝統的なこれらのジェスチャー研
究には、いくつか問題点がある。1つは実験参加
者に説明課題を行わせるという方法論上のもので
ある。もう1つは、「談話構造上、同じレベルにあ
る発話には類似したジェスチャーが生起する」こ
とが必然なのか、それとも「生起しても構わない」
という程度のものなのか、ジェスチャー生起の本
質的な要因に言及していないという点である。
前者は、日常場面を考えたときに1人の人間が

延々と説明を続けるという場面が不自然である点、
また、話し手/聞き手という役割を固定すること
で偶有性が少なくなり、ジェスチャーを人々のイン
タラクションの中で捉えることが難しくなるとい
う点に問題がある。後者は、ジェスチャーが生起し
ている事例に対しての分析は詳細であるが、ジェ
スチャー生起の要因が何かということへ言及がな
されていないことが問題である。
確かに、ジェスチャー生起の要因を特定すること

は困難なことである。ジェスチャー生起の要因は
様々なものが想定され、それらを統制する実験で
は、最初に指摘した問題に直面することになる。
また、ジェスチャーが「生起している時」というの
は簡単に定義できるが、ジェスチャーが「生起し

ていない時」というのを、真に対照的な場面とし
て定義するのは困難である。しかし、ある言語現
象に対象を限定した際には「生起していない時」
の定義も比較的容易となる。例えば、本研究のよ
うにゼロ代名詞という言語現象が生じている時に
生起しているジェスチャーに話を絞ることで、そ
のジェスチャーが生じる/生じない場合を比較する
ことが可能となる。
本研究では、以上の2つの問題に考慮しつつジェ

スチャーを分析するために参与者3人の雑談を用
い、ゼロ代名詞化している談話主題がジェスチャー
で表象されている事例に焦点化する。日本語では
聞き手に容易に補完可能な要素は省略されやす
く、これをゼロ代名詞という。ゼロ代名詞は談話
主題となる対象であることが多く、談話主題との
関係が研究されてきた (Walker et al., 1994)。しか
し日常会話では、表情、韻律、身振りなどリッチ
な情報が交換されており、談話主題は言語情報の
みと関連しているのではない。
そこで、ジェスチャーとゼロ代名詞との関連に焦

点を当て、ジェスチャーとゼロ代名詞が同期する
要因として以下の仮説を提案する。それは、話題
の切れ目でゼロ代名詞が生じたとき、ジェスチャー
を同期させるというものである。さらに、この仮
説とキャッチメントとの関連を考察する。

2. 談話資料

千葉大学3人会話コーパス(Den & Enomoto, 2007)

の12会話中、2会話（20分）を用いた。親近性のあ
る3人にサイコロでテーマを与え、雑談を開始し
てもらった。ただし、会話の進行に合わせていく
ら話題が変わっても構わないと教示した。
ゼロ代名詞は、動詞・形容詞・助動詞「だ」が出

現した際、格助詞「ガ・ニ・ヲ」を用いて何らかの
要素が補完可能か判断し、補完できるものを記録
した。また、ゼロ代名詞が出現した節中に、その
話者がジェスチャーのストロークを行っていた場
合、それをゼロ代名詞に同期するジェスチャーと
して記録した。
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3. 事例分析

以下では、ゼロ代名詞が生じている発話に同期
するジェスチャーが、どのような場面において生
起するのか検討し、ジェスチャー生起の仮説を提
供する。まずはゼロ代名詞に同期するジェスチャー
を確認し、次にジェスチャー生起の要因を考える。

3.1 事例1

この事例は塾講師のバイトをしているCの悩み
に関するものである。悩みは「文学の鑑賞を行な
う際、異性関係などセクシャルな話題に触れざる
を得ない時、生徒（中学生）たちが気まずそうに
する」というものであった。図 1は、「塾講師でな
く学校教師なら授業以外で生徒と接するから話し
易いのでは」というBの発言を受け、Aが話し始め
た場面である。各行は左から行番号、発話開始時
刻、発話終了時刻、話者、発話内容を表す。また、
2行目の「こ[う(0.767)トリガーとなる子]が」な
ど括弧で囲まれた部分はジェスチャーが同期して
いることを示す。図 1では、2行目の発話で「トリ
ガーとなる子」に(a)のジェスチャー（以下、単に
(a)）が同期している。その「トリガー」という言
葉に対して3～7行目で笑いが生じ、おさまった頃
の8, 9行目でAとCがほぼ同時に発話をおこなう。
Aは9行目で (b)を同期させて発話しているが、C

の発話で一時中止し、10行目では笑っている。Cの
発話は12行目まで続き、13,14行目で笑いが生じて
いる。Aは15行目で「それやられると困るけど」と
8行目,12行目のCの発話にコメントしつつ、16行
目で(b)に類似した(c)を行って、「トリガー」がい
るとクラスの雰囲気が変わる旨を発話している。
ここで重要な点は2つある。まず、(c)を行なう

際に16行目の発話では「（私達が）そういう話し
ても」というように「私達（生徒たち）」がゼロ
代名詞化している点である。また、「私達（生徒
たち）」という単語は、この一連のやり取りの中
で発話されていないものであり、いわば先行詞の
ないゼロ代名詞となっている。ここで(c)をよく見
てみよう。(c)は (a)の生起した位置の少し上方で
生起している。そして、(a)が人差し指で一点だけ
を指し示しているのに対し、(c)は手を上下させ、
左右に展開することでより多くの点を指し示して
いる。おそらくはこの「多くの点」こそが「私達
（生徒たち）」を表現しているのではないか。この
ように、発話として表現されなかった「私達（生
徒たち）」が、ジェスチャーでは表現されていると
考えられる。
もう1つ重要な点は、中止された(b)に類似した

(c)の開始が、15行目でなく、16行目からというこ
とである。この一連のやり取りは、Aの「トリガー

1 408.0137 409.0085 A: 学校にもよるんじゃない

2 409.0085 415.9399 A: なんか(0.318)クラスん中に
さ一人でもそういう先生の彼女ってどんな人ですかとかい
う発言するなんかこ[う(0.767)トリガーとなる子]がいる
とさ
3 415.6574 416.3320 B: <笑>

4 415.9727 416.2246 C: <笑>

5 416.3297 418.2588 A: <笑>

6 416.3425 417.1415 B: トリガー
7 416.5160 416.8454 C: <笑>

8 417.5563 420.1012 C: わたし今持ってるクラスみん
なトリガーばかりだからすごく嫌だ

9 418.3123 419.0900 A: [ぐあっとこう]

10 419.3978 420.1417 A: <笑>

11 420.1012 420.2655 C: <笑>

12 420.9300 423.6323 C: みんなもう勝手なことしゃべっ
ててなかなかまとまんないんだよ
13 421.9091 422.3804 A: <笑>

14 422.4104 423.0943 B: <笑>

15 422.5391 423.9868 A: それやられると困るけど

16 424.3365 428.5897 A: でもそ[うするとなんか
(0.442)あいいんだそういう話し]てもっていう雰囲気に急
に変わるでしょう

図 1 ゼロ代名詞に同期するジェスチャーの事例

となる子がいると皆話すようになる」という主張
に、Cが自分の体験（と感想）を挟みこんでいる
というものである。8行目から15行目まで挟み込
まれているCの話題が中心だが、16行目からAの
話に話題が戻る。そしてその時、中止された(b)に
類似したジェスチャーが開始されるのである。こ
れは談話のつながりを顕在化させるキャッチメン
トと言える。Cの体験からAの主張へという話題
の転換点で、ジェスチャーが生じているのである。
以上、(c)のジェスチャーは、話題の転換点でゼ

ロ代名詞に同期するジェスチャーであると言える。

3.2 事例2

事例1ではゼロ代名詞に同期するジェスチャーが
存在し、それが話題の切れ目で生じたことを確認
した。本項ではゼロ代名詞にジェスチャーが同期
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1 519.4380 522.0842 A: ファブリーズってさつけすぎる
と臭くなんの知ってる
2 522.0867 522.6629 C: 知らない
3 522.2580 522.9806 B: 知らない
4 522.6950 522.8850 A: <笑>

5 522.8850 523.8220 A: 臭くなるよ
6 522.8893 524.0037 C: 香り付きじゃなくても?

7 522.9806 523.4490 B: そうなの
8 524.0263 524.4370 A: うん
9 524.5879 525.1735 A: 臭い
10 525.1735 525.5775 A: <笑>

11 525.3096 526.5264 C: へえ
12 525.9208 526.8392 B: へえ
13 526.6959 527.1669 A: うん
14 526.9911 527.7343 C: やりすぎだ
15 527.5427 529.8414 A: やりすぎると(0.478)臭い
16 527.9300 528.1300 C: <笑>

17 530.4713 531.1567 B: ふうん

図 2 ゼロ代名詞がジェスチャーと同期しない事例

しない事例（図 2）と同期する事例（図 3）を比較
し、話題の切れ目で生じたゼロ代名詞に、ジェス
チャーは同期するという仮説を提案する。
図 2は、Bのコートがタバコ臭いという事をCが

指摘し、Bのファブリーズをしなきゃという発言を
受けてのAの発話からの場面である。1～17行目ま
で一貫して「ファブリーズを使い過ぎると（服が）
臭くなる」ということが話題となっている。
ここで重要なことは、ファブリーズの使い過ぎ

で臭くなる対象物（例えば「服」）がゼロ化してお
り、それにジェスチャーが同期していないというこ
とである。6行目の「香り付きじゃなくても？」の
発話では「ファブリーズ」の省略が考えられるが、
この時にもジェスチャーは生起していない。同様
に、14,15行目でも「（ファブリーズを）やりすぎ」
というように「ファブリーズ」が省略されている
が、ジェスチャーは生起していない。
以上の点に留意して図 3を見ていこう。図 3は

図 2に続く場面である。1行目から9行目では「ファ
ブリーズを使い過ぎると（服が）臭くなる」とい
う話題ではなく、「Cがどのような時にファブリー
ズを使用するか」ということに話題がシフトして
いる。1行目では、「（ファブリーズを）やるけど」
と「ファブリーズ」がゼロ化しており、図 2で同期
することのなかったジェスチャーが同期している。
これは、話題の切れ目で生じたゼロ代名詞にジェ
スチャーを同期させるという仮説を支持する。と
いうのも、図 2においてはファブリーズは一貫し
た話題の中心であり、省略されてもジェスチャー
は同期しないが、同じ「やる」という動詞におい
ても、話題の切れ目でゼロ化させて使用した場合
はジェスチャーが同期しているからである。
同様のことが、3～6行目、7～9行目にかけて言

える。ここでは「Cがどのような時にファブリーズ
を使用するか」という話題に「ニットによく臭い
がつく」という話題がはさみこまれている。3,4行
目はひとまとまりの発話である。4行目の「（臭い
を）もうすごい吸うじゃん」では「臭い」がゼロ
化し、ここに(b)が同期している。さらに、7行目
では再び話題が「ファブリーズ」に戻り、(a)の人
差し指を伸縮させるジェスチャーと類似した(c)が
同期している。以上から、話題の切れ目でゼロ化
させた談話主題にジェスチャーが同期しているこ
とがわかる。
11行目からは「コートなどの服をよく洗わない」

という話題が始まり、37行目まで話題が少しずつ
変化するものの、ファブリーズの話は出てこない。
そして、38行目に再び「（ファブリーズを）かけ過
ぎると（服が）臭くなる」という話題がAによっ
て出てくる。このとき、Aは(d)を同期させている
が、重要な点は、このファブリーズを握るような
ジェスチャーをAはこれまで1度も行ったことがな
いということである。キャッチメントは既に生起
したジェスチャーが再び生起することで成立する
ため、このように談話のレベルが同じでも、以前
にジェスチャーを行っていない事例はキャッチメン
トの枠組みでは捉えきれない。
以上をまとめると、発話にゼロ代名詞が生じて

いるとき、ジェスチャーが生起するかどうかにつ
いて以下の関係が見えてくる。

• 談話のレベルが同じ時、談話主題をゼロ化し
てもジェスチャーは非同期（図 2の14,15行目）

• 話題の切れ目で、談話主題をゼロ化する時ジェ
スチャーが同期（図 3の(a)～(d)）

従って、発話にゼロ代名詞が生じるとき、ジェス
チャー生起の要因の一つとして、話題の切れ目が
考えられる。

4. 議論

本研究では、ある言語現象に焦点を絞った上で、
ジェスチャーが生起する/しないを考えることで、
従来の研究が十分に踏み込めなかったジェスチャー
の生起要因について、仮説を提案した。それは、話
題の切れ目でゼロ代名詞が生じる時、ジェスチャー
が同期するというものである。
ゼロ代名詞に同期するジェスチャーは、そもそ

もゼロ化している語の意味を補完する機能がある
と思われる。その機能を利用して、話題の切れ目
においてさえ、ゼロ化させることが可能となるの
ではないだろうか。これは、情報伝達の効率を考
えたときに有用で、我々が最小限の発話で伝達を
可能となるようにジェスチャーを利用しているこ
とを示唆する。このジェスチャーによる語の省略
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1 530.8710 533.7890 C: あたしもなんか[飲んだ(0.183)

帰りとかは(0.591)やるけど
2 533.5272 534.0201 A: うんうん
3 533.7890 534.7036 C: よくニットとか多いじゃん

4 534.7036 536.1032 C: 今ニットだとも]うすごい[吸う
じゃ]ん
5 535.1778 535.9408 A: うんうん
6 535.2348 535.7133 B: うん

7 536.7766 537.6056 C: [やるけど
8 537.9481 538.3423 A: おー
9 537.9575 538.5700 C: しゅしゅしゅしゅ]

10 538.4350 539.5091 A: 臭くなっちゃった
11 539.9843 543.4227 A: あんまさ洗わないっつうかさ
コートとか(0.47)洗わないじゃん
12 540.3246 540.6178 B: うん

13 542.1098 542.7543 C: 洗わないね
14 542.7516 543.1206 B: うん
15 542.8889 543.2259 C: うん
16 543.5531 545.0851 B: ニットもそんな洗えないもんね
17 543.6645 544.7199 A: 季節の終わりまで
18 544.4546 544.8089 C: 洗わない
19 544.7808 545.5063 A: そうそう
20 544.8089 546.8999 C: だから冬って意外と洗濯物少な
いんだよね
21 546.6242 547.0691 B: うん
22 546.8150 547.4525 A: <笑>

23 547.0691 547.2906 B: そう
24 547.3199 548.1060 C: 汚い話
25 547.5107 548.5832 B: 少ないんだけどさ
26 548.0900 548.5100 A: <笑>

27 548.7681 552.6460 B: 靴下系とさ下着系がさ(0.408)

多いわけじゃん
28 550.2006 550.5283 C: うん
29 551.5203 551.8699 C: うん
30 552.6048 553.0717 C: まあね
31 552.6413 552.9682 A: あー
32 552.6460 553.0175 B: <笑>

33 552.9682 554.0607 A: そうだよね
34 553.1076 554.1164 B: 毎日だからさ
35 553.8711 554.3834 C: うん
36 555.3239 555.9625 A: うん
37 555.8681 556.4073 C: 確かに

38 555.9625 557.6145 A: で[かけて]たら臭くなっちゃった

図 3 図 2の続き

可能性については今後の課題の一つと言える。
また、談話構造とジェスチャーという観点から

すると、本研究の仮説はキャッチメントの言い換
えなのではないか、しかも「ゼロ代名詞の生じる
時」に限定した範囲の狭いものなのではないかと
いう疑問が生じる。本研究とキャッチメントの本
質的な違いは以下の点である。キャッチメントは、
ある内容のまとまった発話には（生起位置、形態
などが）類似したジェスチャーが同期するという
現象をさし、主にそれを用いて談話構造を分析す
ることが主眼で、現象に関しては所与のものとし
て扱われている。一方、本研究の仮説は、そもそ
もキャッチメントなどを形成するジェスチャーそ
のものの生起要因に関しての問いに端を発してい
る。ジェスチャーの生起要因を実験的な統制に頼
ることなく探るため、ゼロ代名詞が生じている場
面で、ジェスチャーが生起するかどうかを観察し、
その知見を仮説としてまとめたのである。従って、
本研究の仮説によってジェスチャーの生起を説明
することで、一部のキャッチメントがどのように
形成されるかを明らかにできるかも知れない。

今後重要なことは、ゼロ代名詞以外の言語現象
にも注目し、それにジェスチャーが同期するのか
どうかを検討することで、ジェスチャーの生起要
因に関する知見を増やすことである。それにより、
キャッチメント自体を説明しうるジェスチャーの生
起モデルが構築できるようになるであろう。
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Abstract 
Purpose of this paper is to demonstrate the stimulus - 

response compatibility between pronunciation of 
voiced/voiceless consonants and brightness to support 
the articulatory mediation hypothesis of phonetic 
symbolism. As the result, reaction time of congruent 
condition (e.g. white color and pronunciation of 
voiceless consonants) was shorter than that of 
incongruent condition (e.g. black color and 
pronunciation of voiced consonants). This result 
suggests that the phonetic symbolism and articulatory 
movements are closely related. 
Keywords ―  voiced/voiceless consonants, 
phonetic symbolism, S-R compatibility 
1. 序論 

   本研究では、音韻象徴のメカニズムを明らかに

する目的のもと、言語音(有声子音・無声子音を含

む単音節)の発音と、明るさとの間に刺激-反応適

合性(Stimulus-Response compatibility)が見られ

るかどうかを検討した。Oda(2000)[1]の提案した

articulatory mediation hypothesis では、言語音

と感覚経験との間に、「調音器官の運動に伴う感

覚」が媒介として存在すると主張している。この

ことから、音声の発話という行為と感覚経験との

間に感覚間一致があることが考えられる。この考

え方から、音声に密接に関わっている発音という

運動にもあるイメージをもたらす機能があること

が考えられる。そこで、有声子音・無声子音の発

声と明度との一致関係が見られるのか否かを調べ

ることにした。 

  本研究で用いる課題は、刺激‐反応適合性(S-R 

compatibility[2]) という性質を用いて、刺激‐反

応間の適合度の度合いを測定する課題である。本

実験では S-R 課題を応用し、ある刺激（例：白色）

に対してある反応（例：「ぱ」と発音する）を行う

条件を設け、これを一致条件とする。また、別条

件として刺激と反応の組み合わせを逆転した条件

（例：白色に対して「ば」と発音する）を設け、

不一致条件とする。それぞれの条件下で刺激呈示

から反応が起こるまでの時間を計測し、条件間の

反応時間の差を比較する。もし刺激と反応の間に

適合性がある場合、一致条件と不一致条件の反応

時間を比較した際に、一致条件の方が反応は早く

なると考えられる。 

2. 方法 

  視覚刺激として、背景を灰色（輝度：48.6cd/

㎡）とした状態で白色（輝度：107cd/㎡）あるい

は黒色（輝度：0.98cd/㎡）の正方形を呈示した。

正方形の大きさはモニタ上で縦 4.8×横 4.8cm（視

角：縦 6.11°×6.11°）であった。正方形は常に

モニタ中央に呈示された。刺激の呈示及び反応の

記録にはパーソナルコンピュータ（Lenovo 社製

ThinkPad T61）、CRT モニタ（ナナオ社製 EIZO 

Flexscan F931）を用いた。また参加者の入力用

機器として USB マウス(シグマ A・P・O システ

ム販売社製)、ボイスキー及びヘッドセット

（Cedrus 社製 Voice Key SV-1）を用いた。刺激

の呈示タイミングの制御及び反応の取得には

SuperLab 4.0(Cedrus 社製)を使用した。また実験

中に参加者の音声を録音するため、IC レコーダ

（SONY 社製 ICD-U70）を用いた。 

  参加者の課題はモニタに呈示される正方形の色

（黒色・白色）に応じてあらかじめ指示された音

声をなるべく早く、正確に発音することであった。

まず、参加者に対し、実験で発音する必要のある

音声のペア（「ぱ・ば」「た・だ」「さ・ざ」「か・

が」から 1 種類）を提示した。参加者 1 名に対し、
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1 種類の音声ペアを用いた。 

  実験条件として一致条件と不一致条件の 2 条件

を設けた。白色の正方形が呈示された際には、常

に無声子音を含むひらがな（ぱ・た・さ・か）を

発音する、あるいは黒色の正方形が呈示された際

には、常に有声子音を含むひらがな（ば・だ・ざ・

が）を発音する条件を、一致条件とした。また、

白色の正方形が呈示された際には、常に有声子音

を含むひらがな（ば・だ・ざ・が）を発音する、

あるいは黒色の正方形が呈示された際には、常に

無声子音を含むひらがな（ぱ・た・さ・か）を発

音する条件を不一致条件とした。 

参加者は「ready?」と表示されている画面でマ

ウスの左ボタンをクリックすることによって試行

を開始した。試行が開始すると注視点が 300 ms、

何も表示されないブランク画面が 700 ms 表示さ

れた後に、白色か黒色の正方形が呈示された。正

方形の呈示とともにボイスキーのタイマーが作動

し、参加者の発音までの時間を計測した。正方形

は参加者の発音が取得されるまで継続して呈示さ

れた。 

参加者の発音をボイスキーが取得した時点で正

方形は消失し、再度「ready?」と表示される画面

に戻った。マウスのクリックから参加者が発音す

るまでを 1 試行とした。一致条件・不一致条件は

共に 48 試行から構成された。各条件の本試行前

に 24 試行の練習試行を設け、条件間には 3 分間

の休憩を設けた。一致条件と不一致条件の順序は

被験者間でカウンタバランスを行った。実験の所

要時間は約 20 分であった。 

3. 結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  反応時間の算出には IC レコーダで録音した音

声データを SoundEngine Free[3]を用いて目視に

より解析した。具体的には、音声波形の目視によ

り試行毎にマウスのクリック音から発話までの時

間を算出し、注視点・ブランク画面の合計呈示時

間である 1000ms を差し引いた時間を反応時間と

した。また、外れ値として各条件の平均値から

3SD 以上離れている値については分析対象とし

なかった。 

一致条件と不一致条件の間に差があるかどうか

を確認するため、対応のある t 検定を行った。そ

の結果、有意な差が見られた（t (23) = -4.38, p 

<.05）。この結果から、一致条件と不一致条件との

間には差があり、白色という刺激と無声子音を含

むひらがなの発音という反応、および黒色という

刺激と有声子音の発音という反応との間には刺激

‐反応適合性が見られるということがわかった。 

4. 考察 

  本研究は、白色・黒色という刺激と、有声子音・

無声子音を含む音声の発音という反応を用いた

S-R 課題を用いて、これらの刺激と反応の間の適

合性を調べることを目的とした。その結果、明度

と有声子音・無声子音を含む音声の発音の間に刺

激反応適合性が見られた。この結果は、Oda[1]を

支持するものであり、音韻象徴が「音声の発話に

伴う身体感覚」を基盤としている可能性を示唆す

るものである。 
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1. はじめに 

 

 単語には音韻情報, 統語情報, 意味情報が含まれ

ている. 音韻情報や統語情報は各言語内での一定の

規則に従うのに対して, 意味情報は経験や他の語の

獲得に伴って変化する性質がある. 言語獲得の視点

から意味情報を捉えた場合, 幼児期における語彙の

爆発的増加から始まり (Bates, et al., 1994), その

後も読み書き能力の発達とともに膨大な量の単語を

習得する (Nagy & Herman, 1987). 語の意味の習

得は生涯を通じて行われるという点で, 音韻や統語

の獲得とは大きく異なるものである. 

複数の単語を習得すると同時に, それらの単語の

間には意味的な関連性が生じる. 意味的な関連性は, 

単語の間の意味素性の共通性と連想を反映するだけ

でなく, 語の使用における共起性とも関係がある 

(Landauer, et al., 1998). 例えば, スポーツや台所

用品のようなカテゴリーに対し, 多くの人が自由連

想から同様の単語を導き出すことから, 意味的な関

連性には個人の間で共通性があると報告されている

(Van Overschelde, et al., 2004). また, 意味的な関

連性には, 関連性が高い語の組み合わせと低い語の

組み合わせとがあり, 関連性の程度を評価した場合

にある程度の一貫性があると考えられる. 

一方で, 単語の意味は経験により得られた知識

（記憶）により形成されていくものであり, 語の習

得過程には個人差がある (Lieven, et al., 1992). そ

のため, 語と語の関連性についても個人間で異なる

部分がある可能性が考えられる. したがって, 語の

意味的な関連性には個人間で一定の共通性がみられ

る中で, 各個人における語の意味的な関連性の違い

はどのようにすれば評価できるのかということが大

きな問題となる. 

 語の生成・処理には脳が深く関与しており, 脳の

活動の情報は, 意味的な関連性を検討する上で重要

な指標となる. 事象関連電位 (ERP) 成分 N400 は

意味処理を反映する陰性成分として広く知られてお

り, 刺激提示後およそ 400 ms で電位変化のピーク

を 示 す  (Kutas & Hillyard, 1980; Kutas & 

Federmeier, 2000). Kutas & Hillyard (1989) は, 

N400 の振幅が行動指標で平均的にみられる単語対

の意味的な関連性の違いを反映すると報告した. も

し経験とともに語の意味処理が変わるとするならば, 

このような脳波成分のパターンも変化するものと考

えられる. 小学生を対象とした外国語学習に関する

コホート研究では, 学習が進むにつれて外国語に対

する N400 成分が母語に対する N400 成分に近づく

という結果を報告した (Ojima, et al., in press). こ

の集団を対象とした研究結果は, 意味処理に関わる

脳の活動が数年にわたる経験により変化することを

明らかにしており, 経験から生まれる個人ごとの変

化にどれほどの差異があるのかという問題を考える

上での大きな手掛かりとなる. 本研究では, N400 を

指標として個人ごとに語の意味的な関連性の違いを

評価することを目的とした.  
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2. 方法 

 

2.1 被験者 

 日本語を母語とする右利きの成人 12 名 (男性 7

名, 女性 5 名, 平均 27.4 歳) が参加した. 事前に実

験の方法や計測上の安全性について十分な説明をし, 

同意を得たうえで実験を行った. 本研究は, 首都大

学東京研究安全倫理委員会の承認を得て行った.  

 

2.2 刺激 

2 ~ 4 文字からなる名詞 (ひらがな, カタカナ表

記; 視角：垂直方向 1.23°, 水平方向 2.05° ~ 5.34°) 

を刺激として用い, 黒背景のモニターに白字の単語

をプライムとターゲットの対にして提示した (図 1). 

計測は生物群の単語と非生物群の単語に分けて行っ

た (表 1). プライムとして各カテゴリーに 6 語を用

意し , カテゴリーごとに関連性の異なる 3 語 

(highly, moderately, unrelated) と 同 単 語 

(identity) をターゲットとして用いた (各カテゴリ

ー24 組, 計 48 組). 1 セットの計測では, 片方の群の

各単語対を2回ずつランダムに提示し, 合計48単語

対を提示した. 被験者 1 人につき, カテゴリーごと

に合計 14セット, 計 672試行が行われた. 関連性は

Latent Semantic Analysis (LSA, http://lsa. 

colorado.edu) 並びに NTT データベース (佐久間

ほか, 2005) を参照した. 各カテゴリーの単語対に

ついて, 関連性の確認をするために, 実験に参加し

ない大学生にアンケート調査を行った (生物群 39

名, 非生物群 33 名). この事前アンケートの結果は, 

刺激の確認のみに用いた.  

 

表 1 刺激に使用した単語のリスト 

カバ とら シマウマ あひる ワシ すずめ

サイ ライオン キリン がちょう たか カラス

いす まくら クッショ ン くつ ドレス シャツ

テーブル ベッド じゅうたん くつした スカート ネクタイ

生物群

非生物群

 

 

2.3 実験手順 

 脳波の計測と同時に, 関連性判断条件もしくは文

字検索条件を行った. 関連性判断条件には男性 4 名, 

女性 2 名が参加した. 被験者はモニターから 70 cm 
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図 1 関連性判断条件と文字検索条件における実験 

手順 

画面上にはプライムとターゲットとなる語が 1 語ずつ提

示された. 提示時間は ms 単位で示した. プライムとター

ゲットはそれぞれ 137 ms 提示し, プライムとターゲット

の単語間のSOA (固視点: + 印) は700 msとした. 試行間

の SOA (固視点: + 印）は 1500 ～ 1650 ms とした. ＊印

の箇所で, 被験者にボタン押しを求めた. 課題とその直前

のターゲットとの間の SOA は, 試行間の SOA と同様に

1500 ~ 1650 ms とした. 

 

離れた椅子に座り, 実際の計測に先立って, 5試行か

らなる練習を 1 回, 20 試行からなる練習を 1 回行っ

た. 各試行ではプライムとターゲットを提示し (図

1), 単語対に対して関連性の有無を判断してもらっ

た. ボタン押しによる回答を, 672 試行中, 平均 12

試行に 1 度の割合で被験者に課した. 被験者は, 判

断用のボタンを持ち, 関連性があると判断した場合

には左側のボタンを, 関連性がないと判断した場合

には右側のボタンを左右の手の親指で押した (オン

ラインでの関連性判断). 両カテゴリーをあわせて, 

highly の単語対に対し 36 回, moderately の単語対

に対し 40回, unrelated の単語対に対し 36回, 関連

性の有無を判断してもらった.  

文字検索条件では男性 3 名, 女性 3 名が参加した. 

非生物カテゴリーの刺激のみを用いた. この条件で

は, 単語対を黙読してもらい, かな 1 文字の有無を

関
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判断してもらった (図 1). ボタン押しによる回答を, 

672試行中, 平均 12試行に 1度の割合で被験者に課

した. どちらの条件においても, 被験者にはできる

だけ早く, 正確にボタン押しをするように指示し

た.  

脳波計測 (関連性判断条件, 文字検索条件) 終了

後, 被験者は脳波計測時に使用された単語対につい

てのアンケートに回答した. 9 段階のスケールの右

端を「関連性あり」, 左端を「関連性なし」とし, 関

連性を判断して印をつけてもらった (オフラインで

の関連性判断). アンケートは18組の単語対 (6語×

関連性 3 群) を含めた計 54 単語対で構成された.  

 

2.4 行動データの収集と解析方法 

 オンラインでのアンケートで設定した 9 段階のス

ケールは, 最も関連性がある場合 (右端) を 9, 最も

関連性がない場合 (左端) を 1 として点数化した. 

各カテゴリー  (生物・非生物 ) における highly, 

moderately, unrelated, identity の関連性には 6 語

ずつ用意されており, 解析時にはカテゴリーをあわ

せ, 12 語ずつのデータを用いた. また, オンライン

での関連性判断結果をもとに, 単語対を被験者ごと

に「関連性あり」と「関連性なし」の 2 群に分けて, 

個人の分析を行う際に用いた. その際, 「関連性あ

り」と「関連性なし」の 2 群には, ①被験者間平均

をもとにした関連性データと②被験者個人の関連性

データをそれぞれ作成して, 分析に用いた. 行動デ

ータの統計解析は, オフラインでのアンケートによ

る関連性判断の値とオンラインでの関連性判断をも

とに, 単語対を「関連性あり」と「関連性なし」の 2

群に分けたデータに対し, Mann-Whitney の U 検定

を行った. 

 

2.5 脳波データの収集と解析方法 

脳波計測は, 国際 10－20法に従って, 27電極 (銀

－塩化銀電極) を配置した. 基準電極は左耳朶, 接

地電極は前額部とし, 同時に眼電位を記録した. 電

極インピーダンスは 5 kΩ 以下にした. サンプリン

グ周波数は 500 Hz とし, 低域, 高域遮断周波数と

して 0.1 Hz, 100 Hz を用いた. ターゲットを提示す 

表 2 行動データと脳波データの収集方法 

文字検索条件 　 かな1文字の検索
9スケールによる

リッカート法

事前アンケート
脳波計測時の

課題条件

オンラインによる

判断

オフラインによる

関連性判断

生物群 (N = 39)

非生物群 (N = 33)

関連性判断条件
「関連性あり」と「関連性

なし」の2択による判断

9スケールによる

リッカート法

 

表 3 オフラインのアンケート結果の平均値と標準 

誤差 

subject highly moderately unrelated

S1 8.50 (0.48) 6.17 (0.71) 1.00 (0.00) 

S2 8.58 (0.14) 5.33 (0.56) 2.58 (0.18) 

S3 7.58 (0.14) 7.00 (0.00) 2.00 (0.00) 

S4 7.75 (0.29) 4.25 (0.58) 1.67 (0.14) 

S5 7.50 (0.65) 4.75 (0.83) 1.83 (0.33) 

S6 8.00 (0.20) 6.25 (0.47) 3.33 (0.30) 

平均 7.99 (0.20) 5.63 (0.37) 2.07 (0.08) 

 

る前 200 ms 分をベースラインとし, 提示後 800 ms

までを 1 試行として切り出した. ターゲット提示後

300 ~ 500 ms 区間の陰性ピーク潜時を中心として, 

前後 25 ms (計 50 ms) 区間を解析対象とした. 頂点

間振幅±80 μV を超える試行はアーチファクト除去

の対象とした. 脳波データの統計解析は, 正中線の

電極に着目した. 総加算平均波形に対しては, 同単

語対 (identity) との差分を用いて, 電極 Cz におけ

る関連性 (highly, moderately, unrelated) につい

て対応のある 1 要因の分散分析を行った. 分散分析

の事後検定にはBonferroni法を用いた. 個人データ

の分析については電極 Cz と Pz において, 対応なし

の t-検定と Mann-Whitney の U 検定を行った. 行

動データと脳波データの収集について, 表 2 にまと

めて示した. 

 

3. 結果 

 

 関連性判断条件に参加した 6 名のオフラインのア

ンケートによる各関連性の平均値 (標準誤差) は, 

highly で 7.99 (0.20), moderately で 5.63 (0.37), 

unrelated で 2.07 (0.08) であった (表 3). 分散分析

の結果, 関連性の主効果がみられた (F2,22 = 164.71, 

p < 0.001). 事後検定の結果, すべての関連性の間

において有意な差がみられた (highly-unrelated: p 
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< 0.001; highly-moderately: p < 0.001; moderately 

-unrelated: p < 0.001). オンラインでの関連性判断

では, 各関連性の単語対に対し, 関連性があると回

答した率は, highly で 92.1%, moderately で 58.6%, 

unrelated で 5.1%であった. 文字検索条件における

正答率は 89.5%であった.  

脳波解析における関連性判断条件の総加算平均波

形では, 関連性の異なる 3 群では陰性方向への変動

がみられ, 同単語対 (identity) の陽性方向への変

動も同時にみられた (図 2A). ターゲット提示後約

250 ms から関連性によって振幅に違いがみられた. 

各関連性のデータから同単語対のデータを引いた差

波形では, ターゲット提示後約 400 ms をピークと

して, 振幅の異なる成分がみられた (図 2B). highly

と unrelated から得られる波形の差分にみられる陰

性ピーク潜時を中心とし (352 ms), 合計 50 ms を

分析対象として分散分析を行った結果, 関連性の主

効果がみられた (F2,10 = 37.8, p < 0.001). 事後検定

の結果, すべての組み合わせにおいて有意な差がみ

られた (highly-unrelated: p < 0.05; highly-moderately: 

p < 0.005; moderately-unrelated: p < 0. 05, 図3). 文字

検索条件では関連性の主効果は有意でなく, N400

の生起には課題依存性がみられた.  

個人データに対しては, オンラインでの関連性判

断をもとにオフラインでのアンケート調査結果を①

被験者平均からなる「関連性あり」と「関連性なし」

の 2 群 (図 4A), ②被験者個人の判断からなる「関連

性あり」と「関連性なし」の 2 群に分類した (図 4B). 

関連性の異なる 2 群の平均値を分析した結果, 被験

者間平均データ, 個人データともに「関連性あり」

と「関連性なし」とでは「関連性あり」で高い値を

示した (被験者間平均データ: p < 0.001; 個人デー

タ: 被験者全員において p < 0.001).  

次に, 行動データから得られた①被験者間平均デ

ータと②個人データをもとに脳波の解析を電極 Cz

と Pz で行った. 「関連性あり」と「関連性なし」か

ら得られた波形の差分にみられる陰性ピーク潜時を

中心として, 合計 50 ms を分析対象とした. 被験者

間平均 (①) をもとにした解析では, 6 名中 3 名での

み関連性の主効果がみられた (図 5A). 個人ごとの

関連性判断 (②) をもとにした解析では, 6 名全員に

関連性の主効果がみられた (図 5B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 関連性判断条件における ERP 波形 

A: 関連性判断条件における総加算平均波形. 電極 Cz に

おけるターゲット提示前 200 ms から提示後 800 ms

までの総加算平均波形を関連性ごとに示した (N = 6). 

B: 関連性判断条件における差分波形. 電極 Cz における

ターゲット提示前 200 ms から提示後 800 ms までの

総加算平均波形 (N = 6) における各関連性 (highly, 

moderately, unrelated) の デ ー タ と 同 単 語 対 

(identity) のデータの差分を計算して作成した. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 関連性ごとの被験者間平均データ 

電極 Cz におけるターゲット提示後 200 ms から 500 ms

区間で highly と unrelated から得られる差波形の陰性ピ

ークを中心とした 50 ms 区間における総加算平均データ

を使用し、各関連性 (highly, moderately, unrelated) の

データを示した. エラーバーは被験者間の SE. * p < 0.05, 

** p < 0.005 
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4. 考察 

 

 本研究は, 脳波を用いて個人ごとに語の意味的な

関連性を評価することを目的とした. 関連性判断条

件の総加算平均波形では, 関連性の 3 条件に有意な

差がみられた (図 2, 3). オンラインでの関連性判断

を用いて, 被験者間平均の値と被験者個人の値をも

とに解析を行ったところ, 後者において各個人の語

の意味的な関連性が明確に反映されるという結果が

得られた (図 5).  

関連性判断条件において highly, moderately, 

unrelated の 3 条件の間に有意な差がみられた本究 

研の結果は, 中心から後方にかけての電極で同様の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 オンラインでの判断をもとにした単語対間の

関連性 

A: オンラインでの関連性判断をもとに, 単語対を「関連

性あり」と「関連性なし」の 2 群に分類し, オンライ

ンでの関連性を被験者間平均したデータ. エラーバー

は被験者間の SE. * p < 0.001 

B: A と同様に, オンラインでの関連性判断をもとに, 単

語対を「関連性あり」と「関連性なし」の 2 群に分類

し, 値を被験者内平均したデータ. エラーバーは単語

対間の SE. S3 の関連性なしでは, すべて同じ値であ

った. * p < 0.001 

結果を示した Kutas & Hillyard (1989) の報告と一

致する. Kutas & Hillyard (1989) は英語を対象と

して行われたものであるが, 本研究は日本語を対象

に行った点で異なる. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 オンラインでの関連性判断をもとにした単語

対間の脳波の個人データ 

A: 図 4A と同様に, オンラインでの関連性判断をもとに, 

単語対を「関連性あり」と「関連性なし」の 2 群に分

類した. オンラインでの被験者間平均をもとに, 電極

Cz もしくは Pz におけるターゲット提示後 200 ms か

ら 500 ms 区間で「関連性あり」と「関連性なし」の

単語対から得られる各個人の差波形の陰性ピークを中

心とした 50 ms 区間における平均データを示した. エ

ラーバーは単語対間の SE. t-検定: * p < 0.05, ** p < 

0.01, *** p < 0.005; Mann-Whitney の U 検定: † p < 

0.05, ††  p  < 0.01, ††† p < 0.005 

B: A と同様に, オンラインでの関連性判断をもとに, 単

語対を「関連性あり」と「関連性なし」の 2 群に分類

した. 各個人の平均データをもとに, 電極 Cz もしく

は Pz におけるターゲット提示後 200 ms から 500 ms

区間で「関連性あり」と「関連性なし」の単語対から

得られる各個人の差波形の陰性ピークを中心とした

50 ms 区間における平均データを示した. S2 は, 被験

者間平均データ (図 5A) の単語対分類と変化がなか

った. エラーバーは単語対間の SE. 被験者間全員で

有意な差がみられた. t-検定: * p < 0.05, ** p < 0.01, 

*** p < 0.005; Mann-Whitney の U 検定: † p < 0.05, 

††  p < 0.01, ††† p < 0.005 
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どちらの研究においても, 語の意味的な関連性の違

いを N400 の振幅の違いとして捉えることができた

ことは, N400 成分が個別言語に依存するものでは

なく, 語の意味自体を反映することを示している. 

一方で, Kutas & Hillyard (1989) で観察された文

字検索条件でのN400成分は本研究では認められず, 

N400 の生起に課題依存性がみられた. 関連性判断

条件と文字検索条件ではその処理の深さに違いがあ

り, 文字検索条件では語の意味処理が浅いと考えら

れる (Craik & Lockhart, 1972). 文字検索条件にお

ける結果の不一致は, 意味処理が浅い場合に言語に

よって違いが現れることを示唆している. また, 意

味情報に対する「注意」と N400 成分の振幅の間に

は関連性があると指摘されており , (Brown & 

Hagoort, 1993), 今後さらなる検討が必要である. 

オンラインでの関連性判断をもとに, 被験者間平

均の関連性データと個人ごとの関連性データを用い

て個人の脳波解析をした結果, 語の意味的な関連性

を N400 の振幅の違いとして個人ごとに捉える事が

できた (図 5B). しかし, 被験者間平均のデータに

よる脳波の個人分析をした結果では, 語の関連性の

違いが全員にはみられなかった (図 5A). 従来, 言

語の事象関連電位研究では, 被験者間平均を用いた

分析が一般的に行われてきたが, これは被験者間に

共通した言語処理をみるためには有効な手段である. 

一方, 被験者間平均の分析は個人のパターンを必ず

しも正確に反映したものではないことも指摘されて

いる (Luck, 2005). 本研究の結果は, Luck (2005) 

の指摘を裏付けるものであり, 個人ごとに行動と脳

波のデータを解析することがきわめて重要であるこ

とを示している. 本研究では日常的に用いられてい

る語を提示したが (表 1), そのような語に対して

N400 の振幅の違いがみられた. この結果は, 経験

に基づいて語の関連性に違いがあり, レキシコンの

活性化にも違いを生じることを示している. 個人ご

とに 1 つの単語対について N400 をとらえることが

できたのは, 単語対を複数回繰りかえし提示する方

法を用いたためである. この刺激提示方法では単語

1 語について多くのデータが得られるため, 語の意

味的な関連性を高い信号ノイズ比で比較することが

可能になる. 近年同様の方法が報告されており, 反

復提示が有効であることが示されている (Renoult 

& Debruille, in press). 今回の方法を用いて多様な

語について検討することにより, 個人に特有な語の

関連性の構造が明らかになると考えられる. また, 

レキシコンの構造や語彙の獲得過程, そして消失過

程を明らかにする上で, 有効な手法となりえること

を示唆している. 脳波を計測することにより, 個人

の中で語がどのような意味ネットワークを構成して

いるのか (Collins & Loftus, 1975), 意味ネットワ

ークにどれほどの個人差が存在するのかという問題

を解明することが今後の課題である.  

 

5. まとめ 

 

 本研究では, N400 の振幅の違いとして各個人の

意味的な関連性を評価できることを示した. 多くの

語の意味的な関連性を検討し, 学習や経験の違いに

よる語の意味的な関連性の個人差を評価することで, 

個人の持つ意味ネットワーク構造が明らかになる可

能性がある. 
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乳児母音発達における親の期待の誘導的効果：
発達シミュレーション及び音声模倣実験による検討

Guiding effect of caregiver’s anticipation
on vowel development:

a computer simulation and a human subject experiment

石原 尚†，若狭 みゆき†，吉川 雄一郎‡，浅田 稔‡,†

Hisashi Ishihara, Miyuki Wakasa, Yuichiro Yoshikawa, Minoru Asada

†大阪大学大学院工学研究科，‡JST ERATO 浅田共創知能システムプロジェクト
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Abstract
The mechanism of caregiver’s imitation is mod-

eled by conjecturing caregiver’s biases of interpret-
ing infant’s utterances as closer to prototypical vow-
els and precedent own ones. The computer simulation
of caregiver-infant interaction of mutual imitation is
conducted to investigate roles of these tendencies on
infant vowel development. Simulation results indicate
the latter bias guides infant’s associative learning be-
tween his/her articulations and contingent replies by
the caregiver, and the former bias stabilizes his/her
learning. The latter bias was tested in an experiment
with human subjects. These results inply guiding ef-
fect of caregiver’s anticipation for infant development.
Keywords — Constructive model, Vowel de-
velopment, Caregiver’s bias in imitaion

1. はじめに
乳児が親と共通の母音体系をいかにして獲得

していくかという問いは，発達心理学の研究者

の関心を集めてきた重要なテーマの一つである．

初めは言語的特徴を有さない乳児の知覚と発声

は，生後一年をかけて徐々に母国語に特化してい

く [1, 2, 3]．この親への適応の過程には，非常に多
くの要因が絡み合っている．例えば，知覚と構音は

各々独立に発達するのではなく，相互に依存し合っ

て発達している可能性が指摘されている [4, 5, 6]．
また，親との社会的な関わり合いの重要性も多く

の研究者が主張するところである [7, 8, 9, 10, 11]．
このように，母音発達の仕組みの詳細を知るため

には，乳児の知覚と構音の発達の個体内相互作用

に加えて親との社会的相互作用も含めて考えるこ

とが求められる [12]．
このような複雑な相互作用の中で成立する乳児

発達の過程を理解する上では計算論的な取り組み

が有効であると考えられ [13, 14]，母音発達を説明
する計算モデルを構築する試みも行われてきた．

しかし，それらの多くは知覚の発達 [15, 16, 17]，も
しくは構音の発達 [18, 19, 20]を独立に扱っている．
また，いくつかの研究では知覚と構音の間のマッ

ピングの発達が取り扱われてはいるものの，親と

乳児が音響的に同じバリエーションの声を生成可

能であることが仮定されており[21, 22, 23]，乳児の
生成可能音が物理的に親とは異なる [24]という母
音獲得における本来の難しさが扱われていない．

この問題を解く上で，親に模倣される経験が重要

な役割を果たしていることを示唆する構成的研究

もあるが [25, 26]，これらの研究で想定された親は
単に音声の対応関係を教えるだけの存在として扱

われるにとどまっている．

親は乳児を意図や信念を持つ存在として捉え，

未熟な行為をその観点から理解しようとする傾

向 (maternal mind-mindedness[27])を有し，これが
乳児の発達因となっている可能性が議論されてい

る([28]に詳しい)．また，親が乳児を模倣しようと
して関わる場面においても，親は乳児の行為を単

に再現するだけでなく，乳児の内的状態を反映す

るように行為を強調するなど，自身の主観的な解

釈を加えた上で模倣することが乳児の社会的能

力の発達を導いている，との主張もなされている

[29, 30]．しかし，親は乳児の発声をどのように解
釈し，そのことがどのように親の模倣に影響し，

その結果母音発達が誘導されるのか，その詳細な

仕組みは明らかでない．

そこで本研究では，親と乳児の相互模倣やりと

りを通じた母音発達を再現する計算機シミュレー

ションを行い，親の解釈のどのような歪み（バイ

アス）が模倣を通じて乳児の母音発達を導き得る

のかを検討する．そして，この検討の結果誘導に

寄与すると考えられたバイアスが実際に存在する

かを検証する被験者実験を行い，シミュレーショ

ンの妥当性を確認する．
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2. 相互模倣を通じた母音発達モデル

2.1 概要

本研究で想定している発達は，乳児が親の模倣

を試み，親もそれに解釈を加えた上で模倣を返す

という交互の模倣を通じて，乳児が親の母国語母

音を獲得するというものである．まず，親と乳児

の模倣及び乳児の学習の計算モデルを構築した．

模倣モデルは大きく分けて，相手の音声の知覚の

表象と自身の発話のための構音表象，そしてそれ

らを結合する知覚構音写像（以後単に写像と呼ぶ）

の三つの要素で構成される．

この模倣モデルは親と乳児それぞれに用意され

るが，以下の二つの点で異なる．一つは学習可能

性である．親の写像はやりとりを通じて変化しな

いが，乳児の写像は親による模倣フィードバック

を利用して逐次修正される．もう一つは，親の模

倣過程における二つのバイアスの存在である．一

つは，乳児の発話をより母国語母音らしい音とし

て解釈するバイアスであり，これは母国語母音の

典型例（/a//i//u//e//o/のような母音プロトタイ
プ）を中心とした知覚バイアスである知覚のマグ

ネット効果 [31]である．ただし，音声を構音する際
にも自身の普段発声し慣れた母音へのバイアスが

生じると考えられるため，これらを模倣における

プロトタイプへのバイアスとしてまとめて扱い，

以後知覚構音マグネットと呼ぶ．もう一つのバイ

アスは，乳児の応答をより精度のよい模倣として

解釈するというものである．これは，相互模倣の

最中に親は乳児に模倣されることを期待しており，

その期待に沿うように乳児の応答を解釈するとい

う仮定に基づくものである．以下ではこれを自己

鏡映バイアスと呼ぶ．

提案相互模倣モデルの概念図を図1に示す．t回目

のやりとりにおいて，乳児は構音運動a′(t) ∈ <Na

により母音音声s′(t) ∈ <Nsを発声する．親はそれ

を知覚した結果を写像f : <Ns → <Naに入力し，そ

の出力結果a(t) ∈ <Naを構音運動とし，s′(t)の模
倣として音声s(t) ∈ <Nsを発声する.乳児は親の模
倣s(t)を知覚し，自身の構音運動a′(t)とそれに随
伴した親の応答s(t)の対応情報に基づいて写像f ′

の最適パラメータを最尤推定し修正する．そして，

修正した写像を用いて親の発声s(t)を構音a′(t+1)
により模倣することを試みる．

2.2 模倣メカニズム

乳児の発話s′(t)に対する親の模倣a(t)は，

a(t) = f(sb(t);pi, λ), (1)

sb(t) = (1 − η)s′(t) + ηsa(t), (2)

sa(t) = f∗(a(t − 1); p∗
i ), (3)

図 1 親と乳児の模倣メカニズムにより構成される
提案モデル

のようにモデル化した．ここで，pi ∈ <Naは母音

プロトタイプを発声するための構音運動であり

（本研究ではこれをプロトタイプと呼ぶ），λ(0 ≤
λ ≤ 1)は知覚構音マグネットの強さを決定するパ
ラメータである．また，f∗ : <Na → <Nsは写像f

とは反対に構音表象の入力を知覚表象に出力す

る写像（以下ではこれを逆写像と呼ぶ）であり，

p∗
i ∈ <Nsは，写像fによりプロトタイプpiへと写

像される音声である．すなわち，乳児の発声の中

で親が自身のプロトタイプと同じ音韻として知覚

する音声であり，乳児はこの音声を発するように

なることが本研究での母音発達の目標である．そ

こで以後この音声を，乳児が獲得することを期待

されている母音，すなわち期待母音と呼ぶ．

親自身の構音a(t)は逆写像f∗に入力され，乳児

の応答に対する予期sa(t + 1)へと変換される．す
なわち，親は自身の逆写像を乳児の模倣をシミュ

レートするのに使用する．この乳児の発声の予期

は実際の乳児の発声と混合率η(0 < η ≤ 1)で混合
される．これが自己鏡映バイアスであり，ηがその

強さを決定するパラメータである．このバイアス

により歪んだ知覚sb(t)は写像f で構音a(t)に変換
されるが，その出力はこの写像の過程でプロトタ

イプpi(i = 1, · · · ,M)に収斂度λで引き寄せられる．

この収斂が知覚構音マグネットである．このよう

に，親の模倣モデルにおける知覚構音マグネット

と自己鏡映バイアスの強さは，パラメータλとηの

設定により調整が可能である.

2.3 知覚構音写像

写像及び逆写像は非線形関数近似器の一つで

ある正規化ガウス関数ネットワーク（Normalized
Gaussian network: NGnet[32, 33]）でモデル化した．
NGnetはM個の線形写像の組み合わせで非線形関

数を近似するものであり，線形写像の組み合わせ

の重みを決定するためのM個のガウス関数gi(i =
1, · · · ,M)が入力空間に配置されている．ガウス関
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数と線形写像は1対1の対応関係を持っており，入
力と各々のガウス関数の中心との距離によって，そ

のガウス関数に対応する線形写像の重ね合わせる

際の重みの大きさが決定される．すなわち，親の

写像fのNGnetの場合，入力である知覚sb(t)は，

a(t) = f(sb(t); pi, λ) (4)

=
M∑
i=1

gi(sb(t);µi,Σi)∑M
j=1 gj(sb(t);µj ,Σj)

W̃is̃b(t), (5)

のようにして構音a(t)に変換される．ここで，µi ∈
<NsとΣi ∈ <Ns×Nsはそれぞれ i番目のガウス関数

の中心と分散共分散行列である．また，λは線形回

帰行列Ŵi ∈ <Na×(Ns+1)の固有値を (1 − λ)に決定
するパラメータである．s̃b(t) ≡ [sT

b (t), 1]T ∈ <Ns+1

はsb(t)の拡大行列である．
図2は，M = 1のNGnetにより知覚構音マグネッ

トがどのようにモデル化され，またλの設定によっ

てバイアスの強さがどのように調節されるかを示

している．横軸が1次元の入力空間であり，いく
つかの入力がNGnetのガウス関数の中心ベクトル
周りに正規分布状に与えられ，それぞれの入力が

線形回帰行列Ŵ1で1次元の出力空間に写像される
とする．この時，出力データの分布は線形回帰行

列の固有値（この場合は線形写像の傾き）の大き

さによって異なった結果となる．すなわち，固有

値(1− λ)が小さいほど，出力データはガウス関数
中心の像W̃1µ̃1を中心に小さく収斂する．ここで，

ガウス関数中心の像をプロトタイプとして，また

ガウス関数中心を期待母音としてみなす，すなわ

ち，pi ≡ W̃iµ̃i，p∗
i ≡ µiと定義すると，出力分布

の収斂を知覚構音マグネットとしてみなすことが

できる．

親の逆写像もNGnetでモデル化するが，写像と
は入出力関係が逆になっている．すなわち，写像

はp∗
iをpiに写すが，逆写像はpiをp∗

iに写す．

図 2 M = 1のNGnetによる写像における知覚構音
マグネットの表現

2.4 乳児の学習メカニズム

乳児の写像f ′|tもNGnetでモデル化する．乳児
はやりとりのTステップ目において，直前nステ

ップ分の自身の構音と親の応答の組の履歴に基

づいて写像のパラメータを修正する．すなわち

乳児が行うことは，同時分布 (a′(t), s(t)|t = T −
n + 1, · · · , T )をうまく表現するようなNGnetのパ
ラメータ

{
µ′

i(t),Σ
′
i(t),W

′
i (t)|i = 1, · · · ,M

}
を推定

することである．この推定には確率モデルのパラ

メータの最尤推定法の一つであるEMアルゴリズ
ム [32, 34]を用いる．

2.5 シミュレーション設定

2.5.1 状況設定

親は乳児を常に模倣するが，一方の乳児は基本

的には親の模倣を試みるものの，何度かは模倣以

外の発話をする．具体的には，やりとり開始後nス

テップが過ぎるまでは初期プロトタイプの周辺の

音をランダムに選び発話する．これは，学習前に

ある程度網羅的にデータを集めておくことで学習

が局所解に落ち込むのを避けるためである．また

学習が始まった後も5ステップに一度，学習中のプ
ロトタイプの一つをランダムに選び，発話するよ

うにした．これは互いに模倣しあうだけでは同じ

発話を繰り返す状態にすぐに収束してしまい，学

習が進まなくなってしまうためである．やりとり

の総ステップ数はTL = 5000とし，n = 500とした．
母音音声の次元はNs = 2とした．これは実際の

母音が第一フォルマント及び第二フォルマントと

いう2次元母音特徴量でよく特徴づけられること
が知られているためである．親と乳児の発声可能

な母音のバリエーション（発話可能領域）は図3の
ように，実際の親と乳児の発話可能領域の報告結

果 [3, 35]に基づき，2次元母音特徴量空間で異なる
領域を占めるように設定した．

シミュレーションの簡単化のため，構音a（ある

いはa′）とその結果生成される音声s（あるいはs′）

は同じ2次元ベクトルで表されることを仮定した．
つまり，乳児が自分の構音とその結果生成される

音の関係をどのように学んでいるのかという問題

は今回は扱わない．また，乳児の写像f ′|tの初期
パラメータは基本的にはランダムに設定するが，

ガウス関数の中心が親の母音プロトタイプのある

程度近辺に収まった状態になるようにした．すな

わち，乳児は親と自身の声の対応関係は知らない

が，親の母音プロトタイプに関する知識はある程

度有していると仮定した．

2.6 親の模倣モデルの設定

親の母音プロトタイプpi(i = 1, . . . , M)の配置
とその数Mは，親の母語が日本語であることを

想定して設定した．すなわち，図3のように親の
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図 3 実際の母子の領域の違いを考慮した発話可能
領域の設定

プロトタイプの数はM = 5とし，その配置も日
本語五母音のものに従った．具体的には，p1 =
[700, 1200]T，p2 = [400, 1700]T，p3 = [400, 1300]T，
p4 = [600, 1500]T，p5 = [500, 1000]T とし，期待母
音p∗

iは，

p∗
i = pi +

(
400
600

)
(i = 1, · · · , M). (6)

とした．

親の写像fのパラメータは，上記の設定を満た

すように決定した．すなわち，

µi = p∗
i (i = 1, · · · ,M), (7)

Σi =

(
3600 0

0 3600

)
(i = 1, · · · ,M), (8)

W̃i =
(
(1 − λ)I, pi − (1 − λ)µi

)
(i = 1, · · · ,M, 0.0 ≤ λ < 1.0). (9)

とした．親の逆写像f ′も同様に，

µ∗
i = pi (i = 1, · · · ,M), (10)

Σ∗
i =

(
3600 0

0 3600

)
(i = 1, · · · ,M), (11)

W̃ ∗
i =

(
I,p∗

i − pi

)
(i = 1, · · · ,M). (12)

とした．

2.7 結果

親の模倣に含まれる二つのバイアスが乳児の母

音発達にどのように寄与するのかを調べるため，

自己鏡映バイアスと知覚構音マグネットの強さを

決めるパラメータであるηとλの値を様々に変えて

相互模倣シミュレーションを行い，学習の結果と

バイアスの強さの関係を調べた．

2.8 乳児発話の母語への特化

親が両バイアスを有している場合に(η = 0.5, λ =
0.6)，乳児の発話とプロトタイプがどのように変
遷したかを検討するため，母音特徴量空間におけ

る (1)乳児の各発声から最も近い期待母音までの
距離，(2)親の各発声から最も近い親自身のプロト
タイプまでの距離，(3)各期待母音から最も近い乳
児のプロトタイプまでの平均距離，をステップご

とに計算し，その変遷をみた．図4のグラフは上
記三つの距離の500ステップごとの移動平均を表
している．(1)及び (3)のグラフはステップを経る
につれた減少の傾向を示しており，これは，この

バイアスの条件においては乳児の発声とプロトタ

イプが期待母音に一致するように，すなわち発話

が母国語に特化するように遷移したことを示して

いる．

図 4 親が両バイアスを有する場合における乳児発
話及び乳児プロトタイプの各々からの期待母音ま

での距離の変遷 (5回のシミュレーションの結果を
平均)

2.9 バイアスによる結果の変化

図5は二つのバイアスの有無の組み合わせの各
条件下における母子の発話やりとりと学習結果の

例を示しており，各図における条件の違いは，

(a) 両バイアスとも有り(η = 0.5, λ = 0.6),

(b) 自己鏡映バイアスのみ有り(η = 0.5, λ = 0.0),

(c) 知覚構音マグネットのみ有り(η = 0.0, λ = 0.6),

(d) 両バイアスとも無し(η = 0.0, λ = 0.0)，

というものである．これらの図の各々は，学習終

盤1000ステップにおける発話やりとりの様子を示
しており，母音空間において赤の点(青の点)の各々
が各ステップの乳児の発話 (親の発話)を表してい
る．赤色（青色）の五角形の頂点が期待母音（親

のプロトタイプ）を，黒の点が学習終了時の乳児

のプロトタイプを表している．これらの図は，親

のバイアスが乳児の発話の変遷に強く影響を与え

ていることを示している．例えば，条件(a)と(c)で
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は，他の (b)と (d)の条件下の結果と比較して，乳
児の発声はより小さなクラスターを形成している

様子が伺える．

図 5 バイアスの有無の異なる各条件下における学
習終盤での母子の発話やりとりと学習結果の例

2.10 考察

2.11 知覚構音マグネットの収斂効果

親が知覚構音マグネットを有する図5(a)及び(c)
の条件下において，発話が複数のクラスタを形成

する傾向が見られた．実際の乳児の発達において

も，発話が複数のクラスタに分離していく過程を

経ることが報告されており [36, 3]，この傾向に親
の知覚構音マグネットが影響している可能性が示

唆される．

この傾向をさらに検討するため，知覚構音マグ

ネットの強さを様々に変えた複数の条件下でシミュ

レーションを行った．図6は，知覚構音マグネットの
強さλ(横軸)と終盤の1000ステップにおける乳児自
身のプロトタイプへの発話の収斂度(縦軸)の関係
をみたものである．この図は，知覚構音マグネッ

トが強いほど母音クラスタがより収斂する傾向に

あることを示している．

これはおそらく知覚構音マグネットの働きによっ

て親の発話クラスタが乳児の発話クラスタと比較

してより収斂したものになるため，それを模倣し

た乳児の発話が以前よりも収斂したものになるた

めだと考えられる．ただし，図5(c)の例で分かる
ように，乳児の発話クラスタの収斂の中心が常に

期待母音となるわけではない．なぜなら，親の発

話クラスタが一定の位置を中心に収斂していくだ

けでは，乳児は学習前にランダムに配置されたガ

ウス関数の中心（プロトタイプ）の位置はそのま

まに，線形写像関数のパラメータのみ修正させれ

ば済むからである．すなわち，親の知覚構音マグ

ネットは乳児の発話を収斂させ，プロトタイプを

その位置に安定化させる働きをするが，期待母音

に誘導する効果は持たないと考えられる．

図 6 知覚構音マグネットの強さと乳児発話収斂度
の関係（5回のシミュレーション結果の平均）

2.12 自己鏡映バイアスの誘導効果

ここであらためて図5の結果を見てみると，条
件(c)と比較して条件(a)は発話クラスタの中心及
びプロトタイプが期待母音とよく一致している

ようである．すなわち，親の自己鏡映バイアスが

乳児の発話を期待母音へと誘導している可能性が

示唆される．ただし，この効果は条件 (a)と (b)の
結果を比較すると明らかなように，知覚構音マグ

ネットの影響も受けていると考えられる．そこで

両バイアスの強さを様々に変えてシミュレーショ

ンを行い，自己鏡映バイアスと知覚構音マグネッ

トの強さのバランスと誘導効果の関係について検

討した．

図7は，自己鏡映バイアス（縦軸）と知覚構音マ
グネット（横軸）の強さの組み合わせと，各組み

合わせの条件下における学習終了時の乳児のプロ

トタイプと期待母音の一致の度合い（各期待母音

から最も近いプロトタイプまでの距離の平均値）

を示している．赤色が濃い条件ほど，一致の度合

いが高かったことを表しており，これは両バイア

スの強さのバランスがとれている場合に誘導効果

が発揮されることを示唆している．

これは以下のように説明されうる．まず，どち

らのバイアスも無ければ，親は単に乳児の発声を

正確に再現するだけなので乳児の発話パターンは

初期の状態から変化しない．しかし知覚構音マグ

ネットがあると，親の発話は収斂し始め，それに

つられて乳児の発話もクラスタを形成し始める．

ただし，前項で述べたようにその中心位置は初期

位置で安定であり，そこから動かない．ところが，
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ここで自己鏡映バイアスがあると，親は乳児の発

声を違う音として解釈して模倣するため，親の発

話の分布が変動する．そのため，乳児はマップの

線形写像だけでなくガウス関数のパラメータも修

正することを迫られ，乳児のプロトタイプは別の

場所に移動することになる．移動の結果プロトタ

イプが期待母音に近づくと，乳児の模倣の精度も

上がっていくために自己鏡映バイアスの影響が弱

まり，親の発話分布の変動も徐々に少なくなって

いく．すなわち自己鏡映バイアスは，乳児のプロ

トタイプと期待母音の一致度に応じて乳児のプロ

トタイプを変動させる効果を持つと考えられる．

この効果を知覚構音マグネットの持つ安定化効

果が上回った場合，プロトタイプが十分に期待母

音まで移動する前にそこで学習が収束してしまう．

しかし逆に下回った場合は安定化させることがで

きず，プロトタイプはふらふらと移動を続けてし

まう．安定化効果と変動効果のバランスがとれた

ときに，プロトタイプは期待母音まで誘導され，

そこで安定化するのだと考えられる．

図 7 バイアスの様々な組み合わせ条件下における
乳児プロトタイプと期待母音の一致度の比較

3. 音声模倣実験
前節のシミュレーションでは，相手の発話をより

模倣らしく解釈するという自己鏡映バイアスが乳

児の母音発達の誘導に寄与する可能性が示唆され

た．しかしながら，このバイアスの存在を直接的

に支持する報告はない．このバイアスは，相手が

自分を模倣してくるという期待により生じると考

えられる．そこで，模倣されることへの期待の程

度を統制した被験者に合成音声を連続的に模倣さ

せ，そのような模倣やりとりの中で自己鏡映バイ

アスが生じるかを検証する．本実験ではその指標

として，被験者自身の発声の変化幅に注目した．

なぜなら，期待の方に歪められて音声が解釈され

る自己鏡映バイアスが存在するならば，被験者は

合成音声をその直前に自身が発声した音声により

似た音声として解釈するため，その解釈に基づい

た模倣も，その直前に被験者自身が発した音声に

より似たものとなる,すなわち発声の変化幅が小
さくなると考えられるためである．

3.1 方法

3.1.1 被験者

日本語を母語とする19歳から29歳までの健聴者
30名（男性女性各15名ずつ）が実験に参加した．
被験者は音声模倣調査実験への参加者として外部

機関により集められ，音声模倣の仕方を調査する

ということ以外に実験の詳細は知らされなかった．

被験者は，実験中に模倣されることへの期待を強

く持つような教示を受ける実験群と，期待を持た

ないような教示を受ける統制群に分けられた．実

験群は男性8名女性7名の計15名で，統制群は男性
7名女性8名の計15名であった．
模倣されることへの期待の程度に関して群間で

差をつけるため，各群の被験者への実験説明に差

をつけた．具体的には，まずどちらの群に対して

も，「ヘッドフォンから流れる音声を聞き，その音声

を模倣していただきます．マイクに向かってでき

るだけ似るように（第三者が聞いて同じ音声に聞

こえるように）その音声の真似をしてください」

と教示したが，実験群に対してのみこれに続けて，

「あまり上手くはありませんが，やりとりの中で

コンピュータがあなたの声をできる限り真似しよ

うと試みるので，あなたもできるだけ似るように

音声の真似をしてください」と教示した．

3.1.2 刺激

実験で被験者に提示する音声は，多様な音声処

理が可能なソフトウェアであるPraat[37]を用いて
人の声を変成させたものを使用した．具体的には，

人のサンプル音声から音源成分を抽出し，この音

源に対して，指定したフォルマント周波数を持つ

ように設計したフィルタをかけることで，様々な母

音音声を合成した．フォルマントとは音声の共鳴

周波数のことであり，母音はそれらのうち最も周

波数の低い二つの共鳴周波数(第一，第二フォルマ
ント．F1，F2とも表記される)でよく特徴づけられ
る [35]．またサンプル音声として，成人男性が/a/
を発声した時の音声の基本周波数を変化させたも

のを用いた．基本周波数は音の高さを決定づける

成分であり，今回の実験では，男女の声の高さの

平均値に近い170Hzに設定した．音声の変成には
多少の時間を要するため，実験に先立ち，F1-F2
空間上で日本人の成人男女ともに発声可能である

と思われる母音領域内（各10名の日本人成人男女
の日本語プロトタイプの発声をサンプリングした

事前調査の結果に基づく）の100Hz毎の格子点と
なる148種の音声を予め作成しておいた．この音
声群を以後音声セットと呼ぶ．
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3.1.3 手順

被験者は防音室内で実験概要説明書以外何も置

かれていない机に就き，前項で示した様な教示を

受けた後，模倣の練習を数回行った上で実験を受

けた．実験が開始されると1秒間の合成音声が6秒
おきに次々と提示され，被験者は音声を聞き終わっ

てから次の音声が流れ始めるまでの間に聞いた音

声を模倣することを求められた．合成音声が30音
提示されると音声の提示は自動的に一時停止し，

ここまでを1セットとして1分の休憩を挟んで3セッ
ト計90音が被験者に提示された．合成音声は基本
的にはどちらの群に対してもランダムな順で提示

されるが，どちらの群についても教示内容と大き

く異なる状況にならないよう，提示する音声は直

前に提示した音声からF1-F2空間上で300− 500Hz
の変化幅に収まるように音声セットからランダム

に選択された．合成音声器はこのようにランダム

で発声するが，模倣されることへの期待を持った

実験群の被験者は統制群と比較してより模倣され

たと感じることが予想される．

3.1.4 計測

被験者はマイク付きヘッドフォン（ELECOM MS-
HS58V）を装着し，音声刺激の提示と被験者の発
声の録音にはこれを用いた．また条件統制の確認

のために実験終了後，各セットにおいてどのくら

いうまく模倣できたか（質問1），相手に模倣の意
図を感じていたか（質問2），模倣されたと感じた
か（質問3），コミュニケーションを取り合ったと感
じたか（質問4），を5段階で問うアンケートに回
答させた．

3.1.5 解析

音声学の知識を持つ実験者が録音された被験者

の各発声についてフォルマント成分がよく表れて

いる区間を切り出し，その区間におけるF1及びF2
成分の各々の平均値をPraatを用いて求めた．そし
て，各セットにおける被験者自身の発声の，F1-F2
空間上での変化幅の平均値を計算した．

3.2 結果

3.2.1 アンケート

上記4つの質問に対する被験者の各セットごとの
回答の結果を図8に示す．これらのグラフは，各群
の被験者の各セットにおけるアンケート得点（縦

軸）の分布の中央値，下側四分位，上側四分位，最

大値，最小値，及び外れ値を示しており，グラフ

において，アンケート得点が高いほど問われた内

容の実感の程度が高かったことを示している．

模倣がうまくできたと思った程度を問う質問1，
及びコミュニケーションをとったと感じた程度を

問う質問4に関しては，全セットに関して群間に
それほど大きな違いは見られなかった（すべての

セットでp > 0.1）．また，模倣がうまくできなかっ
たと感じた被験者が少なからずいたようであった．

一方で，相手に模倣の意図があるように思って

いた程度（すなわち，模倣されることを期待して

いた程度）を問う質問2，及び模倣されていると
思っていた程度を問う質問3に関しては，想定さ
れた群間の差がある程度みられるようである．た

だし，本実験の独立成分である期待の程度につい

ての被験者の内省報告である質問2に対し，第一
セットで実験群であるにも関わらず，期待をほと

んどしていなかった被験者もおり，有意差はなかっ

た（p > 0.1）．また，全ての質問に関して得点の分
散は比較的大きいものの，セットを経るにつれ得

点が上昇する傾向が見られた．

図 8 各質問に対するアンケート得点の群間比較
（破線の両端は分布の最大値及び最小値を，ボッ

クスの両端は上側及び下側四分位を，太く強調さ

れた横棒が中央値の値を示している．各グラフ上

部の値は群間の分布の差のMann-Whitney U testに
よる検定結果のp値である．p < 0.1の場合は数値
に*を，p < 0.05の場合は**を付した．）

3.2.2 発声変化幅

アンケートの集計結果を受け，発声の変化幅の

群間比較に先立って，条件統制のために以下のよ

うなデータ処理を行った．

本実験では模倣されることを期待するような教

示を行った実験群は実際に期待の程度が高く，ま

た反対にそのような教示をしなかった統制群は期

待の程度が低いことが仮定されていた．しかし，
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期待の程度を問うアンケートの質問2に対して，
実験群であるにも関わらず模倣されることをほぼ

期待していなかった者や，統制群であるにも関わ

らず模倣されることを過剰に期待していた者がい

た．そこで，このような被験者は上記のような仮

定を満たさなかった事例として解析対象からはず

した．具体的には，アンケートの質問2に対して，
1点をつけた実験群の被験者と5点をつけた統制
群の被験者を，そのように回答したセットの解析

対象からはずした．結果的に第一セットで実験群

4名，第二セットで実験群1 名，第三セットで実験
群1名と統制群1名を解析対象から除外した．この
結果，解析の対象とする被験者の質問2に対する
回答の得点は図9に示すように群間にさらに差が
ついた（全てのセットにおいてp < 0.05）．

図 9 模倣されることに対する期待の程度を問う質
問（質問2）に対する回答結果の群間比較

また，被験者には合成音声をできるだけ似るよ

うに模倣するように教示したが，うまく模倣でき

なかった被験者もいるようであった．そこで，各

セットにおいて模倣をうまくできなかったと申告

した被験者，すなわちアンケートの質問1に対し
て1点をつけた両群の被験者を，そのように回答
したセットの解析対象からはずした．結果的に第

一セットでさらに実験群2名，統制群3名，第二セッ
トでさらに実験群2名，統制群1名，第三セットで
さらに実験群1名を解析対象から除外した．
このようなデータの除外を行った上で，各セット

における被験者の平均発声変化幅の分布の中央値

を群間で比較した結果のグラフを図10に示す．第
一及び第二セットでは我々の予想したように，発

声変化幅は実験群の方が小さい傾向にあった（第

一セットではp < 0.1，第二セットではp < 0.05）．こ
れは，統制群に比べて模倣される期待の程度の高

かった実験群の被験者が，提示された音声を直前

の被験者自身の発声とより似た音として知覚した

結果であると考えられ，自己鏡映バイアスの存在

を支持するものであるといえる．ただし，第三セッ

トでは群間に差があるとは言えなかった（p > 0.1）．

図 10被験者発声変化幅の群間比較（検定はMann-
Whitney U testによる）

3.3 考察

3.3.1 教示による期待の効果

今回の実験では，実験群の被験者のみに合成音

声器に模倣の意図があるように思わせる教示を実

験前に行うことで，模倣されることへの期待の程

度に関して群間で差がつくようにした．この効果

はアンケートの質問2の得点結果に現れており，期
待の程度は群間によく差がついていたと言えるで

あろう．今回の実験での独立変数はこの期待の程

度であり，発声変化幅の群間の差は期待の程度の

差により生じた，すなわち自己鏡映バイアスは期

待によって生じたと考えられる．

期待の程度はセットを経るごとに両群ともに高

まっていく傾向が見られた．模倣されたように思っ

た程度を問う質問3の得点もセット毎に高まってい
る傾向にあることから，合成音声の模倣意図の教

示の有無に関わらず，交互発話やりとりをする中

で実際に模倣されている，と感じた経験を経るに

つれて模倣されることへの期待も徐々に高まって

いったと考えられる．統制群の発声変化幅がセッ

トを経るにしたがって小さくなっていることも期

待の程度と自己鏡映バイアスの関連を支持する結

果である．ただし，実験の進行に伴う結果の変化

を説明するためには，実験への馴化や集中力低下

の影響など，今回の実験では測定しなかった要素

も含めてさらに解析する必要があるだろう．

3.3.2 期待の誘発因

今回の実験設定では条件統制のために相手の模

倣の意図に対する期待は実験前の教示により持た

せた．しかしながら，親が乳児と模倣やりとりをす

るときには当然この様な教示は与えられない．乳

児を意図を持った存在であるとみなす傾向が親の

mind-mindednessという性質の一つとして考えられ
ており，模倣の場面で乳児に模倣の意図があるよ

うに捉え，模倣を期待することはmind-mindedness
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の一例であると考えられる．このような傾向はど

のような要因から起こっているのだろうか．今回

教示で抱かせた期待が，親が自然に乳児に抱く期

待と本質的に同じものであるかを議論するために

は，期待を誘発する要因について考えていく必要

がある．

アンケートの結果から，ヘッドフォンから聞こ

えてくる合成音声であっても，交互発話を続ける

に従って期待する程度（質問2）及びコミュニケー
ションをとっていると感じる程度（質問3）が上昇
していく傾向が見られた．このことは，相手との

やり取りの経験が少なからず相手に意図を帰属す

る程度に影響していることを示していると考えら

れる．ただし，今回は上昇したとはいえ，その程

度はそれほど高いものではなく，また個人差も大

きかった．本実験では被験者はヘッドフォンから

聞こえる合成音声と対話をしたが，その時に何と

向かい合っているのか，ということは期待の程度

を決定するとても大きな要因であるように思われ

る．例えば，乳児が発話をするCGがディスプレイ
に表示されていたり，乳児の外見を持つロボット

が発話するなどしていたら，被験者はより強く相

手の存在を感じ，意図の帰属も強くなるであろう．

これについては今後の実験で検討していきたい．

3.3.3 自己鏡映バイアスの生起因

今回の実験結果は，相手の行動を自分の期待し

ていたように解釈する，という傾向を示唆するも

のであるが，このバイアスはなぜ生じるのだろう

か．関連する知見として，ミラーニューロンシス

テムが挙げられる．これは，他者の行為の観察し

た時と自身がその行為を行った時のどちらの場合

にも賦活する脳神経系 [38, 39, 40]であり，他者が
行ったことを自分が行ったように感じる，という

人の模倣や共感能力の神経基盤として注目されて

いる [41, 42, 43]．このような，ある意味で自他を
区別しないような認知基盤があるとするならば，

他者を自己に投影する共感の例とは逆に，自身が

行ったことを他者が行ったように感じる，という

ような自己を他者に投影することも起こっている

と考えることは無理のない推測であろう．このよ

うな投影は，知覚を歪めるように作用するであろ

うし，またこのような投影があるからこそ，人は

他者に模倣を期待するとも考えられる．すなわち，

相手に模倣を期待することも，模倣されたように

解釈することも，この投影の影響であるとの推察

ができる．これは推測の域をでない仮説であるが，

これを検証する取り組みは前項で述べた内容と関

連が深く，なぜ母親はそもそも乳児に期待するの

か，という問いに迫る興味深い課題である．

4. おわりに
本研究では，親が乳児の発話をより母国語母音

らしい音として（知覚構音マグネット），またより

精度のよい模倣として（自己鏡映バイアス）解釈

するというバイアスを持つと仮定し，そのような

バイアスを考慮した模倣メカニズムのモデルを提

案した．そして，この模倣モデルを用いて母子間

相互模倣の計算機シミュレーションを行ったとこ

ろ，それらのバイアスがバランスを取り合って働

くことが乳児の母音発達を促す結果が得られた．

この結果から，自己鏡映バイアスは乳児の知覚構

音写像をよりよい方へ誘導する働きを持ち，知覚

構音マグネットは乳児の学習を収束させる働きを

持つことが示唆された．さらに，シミュレーショ

ンで仮定した自己鏡映バイアスが存在するかを検

証する実験を行った．被験者が音声合成器に模倣

を期待する程度を統制し，交互に模倣させあった

ところ，より高い期待を持つように統制した被験

者群ほど，自身の直前の発声とより似たように発

声する傾向が見られた．この結果は，相手の発声

をより模倣らしく知覚する自己鏡映バイアスの存

在を支持するものである．

乳児の心的側面に注目するmind-mindednessと呼
ばれる親の傾向により，親は乳児の発達状況に比

べてより高い発達程度の心的帰属をすることが乳

児の発達を促す可能性が議論されている（[44]に
詳しい）．模倣場面でも，親が乳児の内面状態に

注目し，誇張して模倣することが乳児の発達を促

すという主張もなされている [29, 30]．今回の結果
は，上記のような親の関与の仕方の蓋然性を，音

声模倣を例にとり，構成的に示したものと考えら

れる．すなわち，親が乳児の模倣の意図を読み取

る傾向が模倣の期待を親に生じさせ，それが乳児

の発声を歪めて知覚させ（自己鏡映バイアス），そ

の歪みを含んだ模倣が乳児にフィードバックされ

ることが乳児の母音発達のための知覚と構音の連

合学習において誘導的に働く，という発達の仕組

みの存在を示唆するものである．

しかしながら，このような仕組みがどの程度実

際の乳児の発達に寄与しているかは明らかでな

い．親による模倣が乳児の母音発達に重要である

かどうかの議論は観察研究においてもなされてお

り [45]，親の模倣によらない母音発達の可能性を
示唆する報告もある [7]．今回の結果は，親の模倣
による母音発達という説を支持するものの，この

議論に決着をつけるものではなく，今後はバイア

スによる誘導が実際に乳児にも起こっているのか

を検証する必要がある．
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of language-specific phoneme representation in the
infant brain. Nat. Neur., Vol. 1, pp. 351–353, 1998.

[3] P. K. Kuhl and A. N. Meltzoff. Infant vocalizations
in response to speech: Vocal imitation and develop-
mental change. J. of Acoustic Society of America,
Vol. 100, pp. 2415–2438, 1996.

[4] M. M. Vihman and S. Nakai. Experimanhtal evidence
for an effect of vocal experience on infant speech per-
ception. Proc. of the 15 th Int. Cong. of Phonetic
Science, pp. 1017–1020, 2003.

[5] F. J. K. v. Beinum, C. J. Clement, and I. v. d.
Dikkenberg-Pot. Babbling and the lack of auditory
speech perception: a matter of coordination? Devel-
opmental Science, Vol. 4:1, pp. 61–70, 2001.

[6] D. K. Oller and R. E. Eilers. The role of audition
in infant babbling. Child Development, Vol. 59, pp.
441–449, 1988.

[7] M. H. Goldstein and J. A. Schwade. Social feed-
back to infants’ babbling facilitates rapid phonolog-
ical learning. Psychological Science, Vol. 19:5, pp.
515–523, 2008.

[8] J. F. Werker, F. Pons, C. Dietrich, S. Kajikawa,
L. Fais, and S. Amano. Infant-directed speech
supports phonetic category learning in English and
Japanese. Cognition, Vol. 103, pp. 147–162, 2007.

[9] H.-M. Liu, P. K. Kuhl, and F.-M. Tsao. An asso-
ciation between mothers’ speech clarity and infants’
speech discrimination skills. Developmental Science,
Vol. 6:3, pp. F1–F10, 2003.

[10] N. Masataka. Early ontogeny of vocal behavior of
japanese infans in response to maternal speech. Child
Development, Vol. 63, pp. 1177–1185, 1992.

[11] K. Bloom, A. Russell, and K. Wassenberg. Turn tak-
ing affects the quality of infant vocalizations. Journal
of Child Language, Vol. 14, pp. 211–227, 1987.

[12] P. K. Kuhl, B. T. Conboy, S. Coffey-Corina, D. Pad-
den, M. Rivera-Gaxiola, and T. Nelson. Learning as a
pathway to language: new data and native language
magnet thory expanded. Philosophical Transactions
of the Royal Society B, Vol. 363, pp. 979–1000, 2008.

[13] M. Asada, K. Hosoda, Y. Kuniyoshi, H. Ishiguro,
T. Inui, Y. Yoshikawa, M. Ogino, and C. Yoshida.
Cognitive developmental robotics: a survey. IEEE
Transactions on Autonomous Mental Development,
Vol. 1:1, pp. 12–34, 2009.

[14] J. Weng. Developmental robotics: theory and exper-
iments. International Journal of Humanoid Robotics,
Vol. 1:2, pp. 199–236, 2004.

[15] B. M. Lake, G. K. Vallabha, and J. L. McClelland.
Modeling unsupervised peceptual category learning.
Aut. Ment. Dev., Vol. 1:1, pp. 35–43, 2009.

[16] B. McMurray, R. N. Aslin, and J. C. Tascano. Sta-
tistical learning of phonetic categories: Insights from
a computational approach. Developmental Science,
Vol. 12:3, pp. 369–378, 2009.

[17] G. K. Vallabha, J. L. McClelland, F. Pons, J. F.
Werker, and S. Amano. Unsupervised learning of
vowel categories from infant-directed speech. Proc.
of National Academy of Sciences USA, Vol. 104:33,
pp. 13273–13278, 2007.

[18] H. Kanda, T. Ogata, K. Komatani, and H. G. Okuno.
Segmenting acoustic signal with articulatory move-
ment using recurrent neural network for phoneme
aquisition. Proc. of IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelli-
gent Robots and Systems, pp. 1712–1717, 2008.

[19] F. H. Guenther and J. S. Perkell. A neural model
of speech production and its application to studies
of the role of auditory feedback in speech. In Speech
Motor Control in Normal and Disordered Speech, pp.
29–49. 2004.

[20] G. Westermann and E. R. Miranda. A new model of
sensorimotor coupling in the development of speech.
Brain and Language, Vol. 89:2, pp. 393–400, 2004.

[21] P.-Y. Oudeyer. The self-organization of speech
sounds. J. of Theoretical Biology, Vol. 233:3, pp.
435–449, 2005.

[22] I. S. Howard and M. A. Huckvale. Learning to control
an articulatory synthesizer by imitating real speech.
ZAS Papers in Linguistics, Vol. 40, pp. 63–78, 2005.

[23] B. de Boer. Self organization in vowel systems. Jour-
nal of Phonetics, Vol. 28:4, pp. 441–465, 2000.

[24] H. K. Vorperian and R. D. Kent. Vowel acoustic
space development in children: A synthesis of acous-
tic and anatomic data. J. of Speech, Language, and
Hearing Research, Vol. 50, pp. 1510–1545, 2007.

[25] K. Miura, M. Asada, and Y. Yoshikawa. Unconscious
anchoring in maternal imitation that helps finding
the correspondence of caregiver’s vowel categories.
Advanced Robotics, Vol. 21, pp. 1583–1600, 2007.

[26] Y. Yoshikawa, J. Koga, M. Asada, and K. Hosoda.
A constructivist approach to infants’ vowel acquisi-
tion through mother-infant interaction. Connection
Science, Vol. 15:4, pp. 245–258, 2003.

[27] E. Meins. Security of attachment and social develop-
ment of cognition. Psychology press, 1997.

[28] 篠 原 郁 子. 乳 児 を 持 つ 母 親 に お け る mind-
mindedness測定方法の開発. 心理学研究, Vol. 77:3,
pp. 244–252, 2006.

[29] P. Rochat. The Infant’s World. Harvard University
Press, 2001.

[30] D. N. Stern. The interpersonal world of the infant.
Karnac, 1998.

[31] P. K. Kuhl. Human adults and human infants show
a ”perceptual magnet effect” for the prototypes of
speech categories, monkeys do not. Perception and
Psychophysics, Vol. 50, pp. 93–107, 1991.

[32] Masa-aki Sato and Shin Ishii. On-line EM algorithm
for the normalized gaussian network. Neural Com-
putation, Vol. 12, pp. 407–432, 2000.

[33] J. Moody and C. Darken. Fast learning in networks of
locally-tuned processing units. Neural Computation,
Vol. 1:2, pp. 281–294, 1989.

[34] A. P. Dempster, N. M. Laird, and D. B. Rubin. Max-
imum likelihood from incomplete data via the em al-
gorithm. J. of the Royal Statistical Society. Series
B(Methodological), Vol. 39, pp. 1–38, 1977.

[35] G. E. Peterson and H. L. Barney. Control methods
used in a study of the vowels. Journal of Acoustic
Society of America, Vol. 24, pp. 175–184, 1952.

[36] K. Ishizuka, R. Mugitani, H. Kato, and S. Amano.
Longitudinal developmental changes in spectral
peaks of vowels produced by Japanese infant. Acou.
Soc. of America, Vol. 121:4, pp. 2272–2282, 2007.

[37] P. Boersma. Praat, a system for doing phonetics by
computer. Glot Int., Vol. 5:9, pp. 341–345, 2001.

[38] G. Rizzolatti and L. Craighero. The mirror-neuron
system. Annual Review of Neuroscience, Vol. 27, pp.
169–192, 2004.

[39] V. Gallese, L. Fadiga, L. Fogassi, and G. Rizzolatti.
Action recognition in the premotor cortex. Brain,
Vol. 119:2, pp. 593–609, 1996.

[40] G. Rizzolatti and M. A. Arbib. Language within our
grasp. Trends in Neuroscience, Vol. 21:5, pp. 188–
194, 1998.

[41] G. Rizzolatti and L. Craighero. Neurobiology of Hu-
man Values, chapter Mirror neuron: a neurological
approach to empathy, pp. 107–123. Springer-Verlag
Berlin Heidelberg, 2005.

[42] 村田哲. 模倣の神経回路と自他の区別. バイオメカ
ニズム学会誌, Vol. 29:1, pp. 14–19, 2005.

[43] G. Rizzolatti, L. Fogassi, and L. Gallese. Neurophys-
iological mechanisms underlying the understanding
and imitation of action. Nature Reviews Neuro-
science, Vol. 2, pp. 661–670, 2001.

[44] 篠原郁子. 子どもの心的理解の発達を支えるも
のとは–養育者の敏感性及びmind-mindednessの役
割. 京都大学大学院教育学研究科紀要, Vol. 51, pp.
357–370, 2005.

[45] G. Markova and M. Legerstee. Contingency, imita-
tion, ans affect sharing: Foundations of infants’ social
awareness. Developmental Psychology, Vol. 42:1, pp.
132–141, 2006.

日本認知科学会第27回大会 O3-3

86



意味の構造的知識の発達： 

ランダムネットワークから複雑ネットワークへ 
Development of Structural Semantic Knowledge:  

from Random Network to Complex Network 
 

日高 昇平† 

Shohei Hidaka 

 
†
北陸先端科学技術大学院大学 

Japan Advanced Institute of Science and Technology  

shhidaka@jaist.ac.jp 

 

Abstract 
This article presents the guidelines for preparing 

manuscripts of JCSS. 

One aspect of semantic knowledge may be captured 

with relationship among words. Based on 

experimental findings on adults, previous studies have 

modeled semantic knowledge as a complex network in 

which it finds few nouns with dense connections and 

many nouns with sparse connections. In the present 

study, contrary to previous studies on adults, we have 

studied semantic knowledge three- to five year olds 

using a forced choice association task. We found that 

three years olds tend to associate words randomly but 

five years old children tend to associate words 

similarly with adults do. These results suggest that 

children’s structural semantic knowledge develops 

from random-like network to a complex network. 

 
 
Keywords ―  Semantic knowledge, complex 

network, forced choice association 

 

1. 複雑ネットワークとしての意味知識    

 全ての言葉は他の言葉との組み合わせ・文脈

の中で意味を持つ。従って、意味知識の一側面

は、言葉の関係性を通じて捉えることが可能で

ある。先行研究では、名詞の意味ネットワーク

は、強い局所的な結合と、多数の単語と結合を

持つ中心的な名詞を持つと考えられている

(Steyvers & Tenenbaum, 2005)。ここで、局所

的な結合とは、ある単語 A と B が連想または類

似関係にある場合に、第三の単語 C に対して単

語 A, B の両方ともが連想または類似の関係を

持つ事を意味する。このようなネットワークは

複雑ネットワークと呼ばれ、単語の連想関係に

限らず、インターネット、友人・共著者などの

社会的ネットワークなど、様々な分野で発見さ

れている(Watts & Strogatts, 1998)。複雑ネッ

トワークの構造は、ランダムに生成した結合か

らは発生せず、一定の計算論的な条件を満たす

場合のみに現れる。従って、ネットワーク構造

は、その発生メカニズム(単語ネットワークの場

合、学習のメカニズム)の解明に大きな示唆を与

えると考えられる。 

 

2.意味ネットワークの発達 

 先行研究では、成人の意味的知識(連想関係・

特徴の共有関係など)が調べられてきた(Hills 

et al., 2009)。しかし、幼児の意味ネットワーク

の発達については未知の部分が多い。幼児の意

味的な知識はどのように発達するのだろうか。

これまでの研究では、個別の名詞の獲得・一般

化に関しては発達心理学的知見が得られている。

一方、個別の名詞に関する知識に比べ、複数名

詞の構造的な知識についての発達心理学的知見

は非常に少ない。その一つの理由として、複数

名詞の構造を記述するには膨大な組み合わせ

(e.g., 50 名詞の対関係は 2450 対)を網羅的に調

べる必要があるのに対し、幼児から心理実験的

手法で得られる情報量は一般に限られている事

が挙げられる。また、成人の意味的知識を記述

する一つの手法として自由連想課題があるが、

幼児が明示的な選択肢のない課題を遂行するの

は難しい． 

 

3. 強制選択連想課題 
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 本研究では、このような実際上の制約を緩

和した強制選択連想課題を用いる事で、幼児の

意味的な知識の構造を調べた。この強制選択連

想課題では、幼児または成人の実験協力者が、

50 の名詞およびそれぞれの単語の典型例を写

真として提示され、複数の単語間の類似性・連

想性を答える事を求められた。この課題で用い

られた 50 の名詞は標準的な 3 歳児の 50%以上

が 獲 得 す る 単 語 を 収 録 し た リ ス ト

MacArthur-Bate Communicative 

Developmental Inventory(Fenson et al., 

1993)の 300 名詞からその一部を選択した。各

試行では、実験協力者は、手がかり語(1 単語・

1 枚の写真例)とターゲット語(4 単語・それぞれ

の写真例)を与えられ、その手がかり語が最も近

いターゲット語 1 語を答えた。強制選択連想課

題では、明示的な選択肢が与えられるため幼児

でも可能であり、また各試行で手がかり・ター

ゲットの４対を同時に評価するため 1 対比較よ

りも効率的にデータを収集可能である。先行研

究の自由連想課題(Nelson et al., 1999)と本課

題で得られた結果を比較したところ、類似の傾

向がみられた(図 1)。従って、自由連想課題の代

用として、幼児でも可能な強制選択連想課題に

よって類似の連想パタンが得られたと考えられ

る。 

 

図図図図 1111    強制選択連想課題における幼児および成

人協力者の連想確率。黒いバーは、自由連想課

題で 1 回以上連想された組み合わせ、白いバー

は自由連想課題で 1 回も連想されなかった組み

合わせに関する平均・標準偏差(ヒゲ)を示す。 

 

4. 連想ネットワークの分析 

これまでの実験では、20 名の成人 (各人 200

試行)および 75 名の 2-6 歳児(各人 50 試行)を協

力者として、50 名詞・2450 対(手がかり・ター

ゲット)の連想確率を得られた。このデータを基

に、意味ネットワークを定義し(図 2)、そのネッ

トワークの統計的な構造を分析した(図 3)。図 2

のネットワークでは、50 単語を環上に配置し、

幼児・成人共に、最も連想確率の高い 200 対を

辺として示した。成人のネットワークでは局所

的な結合(隣接単語間)が多く、幼児のネットワ

ークでは長距離結合が多い事が分かる。また、

この視覚的パタンと一貫して、成人のネットワ

ークのクラスタ係数(局所結合の密度)は同数の

辺を持つランダムネットワークに比べて有意に

高く、一方、幼児のネットワークのクラスタ係

数(局所結合の密度)はランダムネットワークと

同程度に低かった。この結果から、成人の連想

知識は複雑ネットワークであるが、幼児のそれ

はランダムネットワークに近い事が示唆される。

しかし、注意するべき点は、幼児のネットワー

クは完全にランダムではなく、系統的な発達パ

タンが見られる点である。図 3 に、幼児・成人

の各協力者の 50 単語の連想パタンが、平均的

な成人と同じである対数尤度(連想確率)を示し

た。図 3 は各協力者の月齢を x 軸、50 単語(ま

たはのべ 200 単語)の連想パタンの尤度を y 軸

とした散布図(各点を各協力者)である。この結

果は、2,3 歳児はランダムに近い連想パタンを

示すのに対し、5,6 歳児は平均的な成人に類似

の連想パタンを持つことを示している。従って、

幼児の意味知識はランダムネットワークに近い

構造に始まり、次第に成人のような複雑ネット

ワークの構造へと発達する事が示唆される。 
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図図図図 2222：幼児(左)・成人(右)の平均的な連想確率を

元にして作成した 50単語の連想ネットワーク。

2 つのネットワークでは、共に最も連想確率の

高い 200 の結合を表示した。階層的クラスタリ

ングを用い、類似の連想パタンを持つ単語を環

上で近隣に配置した。 
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図図図図 3333：幼児・成人の各協力者の 50 単語の連想パ

タンが、平均的な成人と同じである対数尤度(y

軸)と日齢(幼児は各実験時、ランダムは 500、

成人は 3000 として表示)。完全に平均的な成人

協力者と同じ選択をした場合に対数尤度は最大

で 0(平均的な成人のパタンに最も類似)となる。 
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人工物としての広告： 

広告文の評価･記憶におよぼすスポンサ名の効果の分析 
A personal view analysis of an Ad Copy:  

How does a name of sponsor affect ad processing? 
 

原田悦子†，角田誠也††，森 健治††† 

Etsuko T. Harada, Seiya Tsunoda, and Kenji Mori 
 

†筑波大学心理学系 ††法政大学社会学部 †††法政大学大学院多摩共生社会研究所 
†University of Tsukuba, ††, ††† Hosei University 
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Abstract 
An experiment was done to investigate the role of a 
sponsor’s name in understanding an advertisement 
copy. Five categories of Ad Copy and/or short texts 
(e.g., poems) and effects of a sponsor name were 
compared by their subjective evaluation and memory 
test performances. Participants evaluated higher and 
showed better memory with sponsor’ name, even 
though with a wrong sponsor’s name, implying that 
Ad copy is perceived as a communication with 
addresser, not as a text. 
 
Keywords ― Ad copy, attribution to addresser  
 広告の認知的処理に関しては，AIDMA モデル

などを中心に研究がなされているが，いずれも広

告提供者から見た効果の検討であり，いわばシス

テムビューから見た認知過程である．これに対し，

人々が生活の中で広告というものをどのように受

け止め，処理をしているのか，いわばパーソナル

ビューからみた広告の認知過程については，未だ

明らかにされていないのではないか．本研究はパ

ーソナルビューにおいて，認知的人工物としての

広告が他の媒体と異なる最も大きな特徴である

「スポンサ名（企業名/商品名）の存在」をとりあ

げ，広告の認知処理におけるスポンサ名が果たす

役割について，検討を行った．ここでは，広告に

おける多様なメディアの中から，広告文(キャッチ

コピー)をとりあげる． 

 広告文は，たとえば「おいしい生活」

（西武百貨店）などの｢名作と呼ばれ

る｣ものは，アートとしての詩や惹句

としても存在し，鑑賞がなされている．

しかし詩・惹句などテキスト・アート

にはスポンサは存在しない．広告文と

詩･惹句が本来的に同じものなのか否かを検討す

るために，まず「よくできた作品として」知られ

る広告文について，スポンサ名との関係を元に，

４つのカテゴリを作成した．次にスポンサ名が存

在すること自体の効果を検討するため，ランダム

に本来のものとは異なるスポンサ名を割り当てた

「誤スポンサ条件」を作成し，広告文カテゴリ，

スポンサ名の有無，スポンサ名の正誤によって，

広告文の主観的評価やその記憶が異なるか否かを

心理学実験により検討した． 

方法 

材料：広告文カテゴリ(詩･惹句を含む)ならびに事

例を表 1 に示す．すべての材料文は｢高く評価さ

れ｣現在の大学生は見たことがないという条件で，

宣伝会議(2001)等から抽出した．なおカテゴリの

特性から，商品明示型では誤スポンサ条件を，詩

惹句型では正スポンサ条件を設定しなかった．そ

れ以外の３カテゴリは，10文を選択し，2群に分

けて正/誤スポンサ条件への割り当てた（実験参加

者ごとにカウンターバランス）．各条件ごとに 5

文を作成し，ダミーとして 4文を用いた．刺激文

カテゴリの分類妥当性，既知率については大学生

9名の予備調査によって確認した． 

表 1 材料：カテゴリ名と事例 
カテゴリー 定義 例

正スポン
サー名

誤スポンサー
名

(a) 商品明
示型

広告文内にスポンサー関連情報(商
品カテゴリーなど)が明示されている

またか、と思われるウイスキー
は贈らない。

メルシャン

(b) 文意独
立型

スポンサー名と独立して理解可能な
文

家にいたって、思い出はできな
い。

JR九州 *Sonyウォーク
マン

(c) 文意依
存型

広告文だけでは意味理解が不可能だ
が，スポンサー名を付与すると理解可
能になる文

片仮名の　名をもつ君を　慕ふ
夏

東京シ
ティ競馬

*タカキベーカ
リー

(d)文意不
明型

広告文は意味理解が不可能であり，
スポンサー名を付与しても理解ができ
ない文

エブリバデ、大統領ッ。 パルコ *キッコーマン

(e) 詩・惹
句型

短文・詩などから抜き出した一文 何かにおびえながらでは、道を
選べない。

(作：横山
武史)

*NECパソコン
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実験参加者：社会人文系学部・大学生 40名． 

手続き：最大 4名までの小集団型個人実験．実験

は｢広告に関する意見を聞く調査｣と説明され，自

由記述による再生課題を除き，刺激提示/データ収

集をすべてタッチパネル式ノート型 PC で行った． 

 実験は，教示と練習試行の後，(a)広告文だけを

1 文ずつ表示した主観評価，(b)広告文の下にスポ

ンサ名を示した主観評価，5 分間のリハーサル防

止課題(視覚刺激比較課題)の後，(c)参加者特性に

関する質問紙調査，の後に偶発的な記憶課題とし

て (d)広告文の再生課題， (e)広告文再認課題

(Yes/No判断)，(f)広告文を手掛りとするスポンサ

名再生課題，(g)スポンサ名再認課題(2肢強制選択)

の順に行った．(a)(b)の評価では，理解度・好感度・

印象の強さを 6段階評定で判断を求め，コピー文/

スポンサ名の既知度を 2値判断を求めた．課題は

参加者ペースで進められ，各段階の移行は，全員

の課題遂行を待って実験者が進めた．実験はおよ

そ 60分で終了した． 

結果と考察 

 全参加者が全材料文を未知とした．5 カテゴリ

とスポンサ名正/誤の2要因が直交していないため，

カテゴリ 1要因分散分析(正/誤スポンサ名条件毎)

と，カテゴリ(3)×スポンサ名正誤(2)の 2要因分散

分析を組合せ検討した結果を報告する． 

主観評価：意味理解度(図 1a)は，正スポンサ名の

付加により文意独立型・文意依存型の評価が上が

り，カテゴリ分類の妥当性を示した．同時に商品

明示型においても正スポンサ名がつくことで評価

が上昇し，また誤スポンサ名では文意独立型と

詩・惹句型で評価が低下した．意味理解度が上が

った 3条件では印象の強さも上昇したが，理解度

が低下した条件での印象の強さは変化がしなかっ

た(図 1c)．好感度評価(図 1b)ではスポンサ名の正

誤を問わず，全てのカテゴリでスポンサ名の付加

によって広告文の好感度評価が上昇した． 

記憶-再認課題：広告文の再認課題では，商品明示

型と詩惹句型の再認成績が低く，また文意不明型

のみ正スポンサに比べて誤スポンサ条件の成績が

悪かった．これらは主として正棄却率の低下によ

るものであることが示された．スポンサ名再認課

題では，文意不明型・詩惹句型での成績が低く，

両カテゴリの広告文とスポンサ名のつながりの薄

さを示唆した．文意独立型誤スポンサ条件では高

い再認率を示し特異性効果によると考えられる． 

記憶-再生課題：広告文の再生では，概要記憶にお

いて商品明示/文意独立/文意依存型の正スポンサ

条件での再生率が高く，スポンサ名で意味が明確

化が記憶促進したと考えられる．スポンサ名の正

再生率は商品明示型/文意不明型で高く，また文意

独立-正スポンサ条件，文意依存-誤スポンサ条件

でも「スポンサ名がより深い処理を受けた」可能

性が示された．  

 主観評価/再生課題/再認課題とやや異なる結果

が得られたものの，全体としてスポンサ名が様々

な形での評価・記憶を高めていること，詩惹句型

のみそうした効果が見られなかったことから，広

告文は｢テキストとして｣ではなく，「誰かからのコ

ミュニケーション」として処理されている可能性

が示唆され，さらに検討を行っていく予定である． 

図 1 実験結果：主観評価(a)-(c)ならびにコピー文再認率 
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絵画鑑賞時の視線の動きから嗜好を読み取る 
Estimation of Subjective Preference from Eye Movement  

while Picture Appreciating 
 

高橋 英之，西村 望，大森 隆司 

Hideyuki Takahashi, Nozomi Nishimura, Takashi Omori 

 

玉川大学 

Tamagawa University 
hideman@lab.tamagawa.ac.jp 

 

Abstract 

In this study, we hypothesized that eye 

movement while picture appreciating reflects 

the picture preference and we tried to infer the 

picture preference throughout eye movement 

while picture appreciating. From our 

experimental results, we suggested that there 

was the quantified relationship between picture 

preference and eye movement while picture 

appreciating and we also suggested that we 

could detect the picture preference immediately 

throughout the eye movement by using this 

relationship. 
 
Keywords - Picture Appreciating, Eye Movement, 

Preference Estimation 

 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

良い芸術との出会いは，金銭や食物などから

は得られない大きな喜びを与えてくれる．しか

し芸術に対する嗜好は個々人で様々であり，す

べての人の嗜好に合致する芸術作品というもの

は存在しない．よって我々は自分の嗜好に合う

作品を自ら探し出す必要がある．しかし，この

世には数多の芸術作品が存在しており，嗜好に

合致した芸術作品に出会うことは決して簡単で

は無い．従って，嗜好に合った芸術作品との出

会いを絵画観賞者に提供することは意義深い． 

しかし，どのような嗜好を持っているのかを

適切に言語化することは難しい．またいくつか

の先行研究で，言語報告は必ずしもその人の心

の状態を正しく表現していないことが報告され

ている[1]．人間の嗜好は，言語よりも視線の動

きなど無意識的な指標に強くあらわれるのでは

ないかと思われる． 

本研究では，まず絵画鑑賞中の視線の動きと

絵画に対する嗜好性に定量的な関係性があるこ

とを示した．そして絵画鑑賞中の視線の動きか

ら絵画鑑賞者の嗜好に合った絵画作品を提示す

るシステムを作成，心理実験によりその有効性

を評価した． 

 

2. 視線視線視線視線とととと嗜好嗜好嗜好嗜好 

Fantz は，乳幼児が選好する対象を長く注視す

ることを利用して乳幼児の外界に対する認識を

調べる選好注視法という実験手法を考え出した

[2]．また，下條らは二枚の顔画像に対する選好

を判断する課題において，意識的に選好を判断

する前に選好する対象の注視時間が雪崩的に増

大するという現象を見出した[3]．これらの研究

は，視線の動きが嗜好性を反映することを示唆

している． 

これまでに絵画鑑賞時の視線の動きを調べた

研究はいくつか存在する（例えば[4]）．しかし

これらの研究は，絵画鑑賞時に与えた教示や，

観賞者の経験などが絵画鑑賞時の視線の動きに

影響を与えるといったものが殆どであり，絵画

鑑賞時の視線の動きと絵画に対する嗜好性の間

の関係性について検討した研究は殆ど存在して

ない．  

 我々は予備的な検討として，具象画を好む被

験者群と抽象画を好む被験者群で絵画鑑賞時の

視線パターンにそれぞれ特異的な傾向があるこ

とを示した[5]．これは類似した嗜好を持つ絵画

観賞者は，絵画鑑賞中の視線の傾向も類似して

いることを示唆している． 
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 そこで本研究では，まず絵画鑑賞者の視線の

類似度と嗜好の類似度の間に一定の関係性があ

ることを定量的に示す（実験Ⅰ）．そして，その

関係性を利用して，絵画鑑賞者の嗜好を即時的

に推定するシステムを作成，その有効性を心理

実験によって評価した（実験Ⅱ）． 

 

3. 視線視線視線視線のののの計測計測計測計測とととと処理処理処理処理 

 

図 1. 絵画上の視線分布の例 

 

本研究では，ディスプレイ一体型のアイトラ

ッカーTobii1750 上に絵画を 10 秒ずつ提示し，

絵画鑑賞中の視線計測を行った．視線は 60Hz

のサンプリングレートで計測した．視線データ

はTobii SDKというランタイムライブラリを通

じて独自に作成した実験刺激提示プログラム上

から参照した． 

視線データの処理として，ディスプレイを横

17 行，縦 13 列のグリッドに分割し，それぞれ

のグリッドで視線が観測される頻度をその絵画

を観ている観賞者の視線分布とした．ただし単

純に頻度を用いると荒いデータとなるため，視

線データが入ったグリッドの周囲のグリッドに

も正規分布的な広がりにもとづき視線データを

振り分けることで視線分布を平滑化した． 

10秒間の鑑賞中にグリッド sに視線が入った

頻度を frequencysとすると，これがグリッド g

に及ぼす影響 influences,g を以下の式で計算し

た． 

 ( )















−+−

−=
σσπ 2

exp
2

2

,
gsgss

gs

yyxxfrequency
influence

 

 ここで xkと ykはそれぞれグリット k の横

（xk列目）と縦（yk行目）の位置を指している．

σは正規分布の標準偏差に相当するパラメータ

である．そして influences,g にもとづき，平滑

化 さ れ た 視 線 が 観 測 さ れ る 頻 度

fixed_frequencysを以下の式で求めた． 

∑∑∑=
s g

gs

g

gss influenceinfluencefrequencyfixed ,, /_

 

この式から分かるように，視線が観測される

頻度は絵画ごとの全グリッドの総和の値が 1 に

なるように正規化している． 

絵画 p におけるグリッド s で観賞者 a の視線

が観測される頻度を fixed_frequencya,p,sとする

と観賞者 a1 と観賞者 a2 の視線分布の距離

distancea1,a2 を以下の式のように頻度の差の累

積二乗和によって計算した． 

2
2121 )( ,p,sa

p s

,p,saa,a uencyfixed_frequencyfixed_freqdistance ∑∑ −=

 

 distancea1,a2 の値が小さければ小さいほど，

観賞者間の視線分布の距離が近い，すなわち視

線分布が似ていると言える． 

 

4. 実験実験実験実験ⅠⅠⅠⅠ:絵画鑑賞中絵画鑑賞中絵画鑑賞中絵画鑑賞中のののの視線視線視線視線とととと絵画絵画絵画絵画にににに対対対対するするするする嗜嗜嗜嗜

好好好好のののの関係性関係性関係性関係性のののの検討検討検討検討 

我々は仮説として，絵画鑑賞中の視線の類似

度が高いと，絵画に対する嗜好の類似度も高い

と考えている．そこでこの章では前章で定義し

た視線分布の距離を用いて，視線と嗜好の間に

ある関係性を検討した． 

4.1. 実験実験実験実験のののの概要概要概要概要 

 特別な美術の教育を受けておらず，日常的に

あまり美術を鑑賞しない 15 人の被験者(女性 8

人 平均年齢 22.8 歳)が実験に参加した．実験に

用いる絵画は具象画，抽象画，人物画，風景画，

静物画から満遍なく 40 枚を選択した． 

被験者はディスプレイに表示された絵画を 10

秒間，その絵画が好きかどうかを心の中で考え

ながら鑑賞するように教示された．絵画が 10

秒間提示された後，画面が暗くなり画面中央に

注視点が表示された．この場面で被験者がボタ
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ン押しをすることで，次の絵画が提示された（た

だし視線が安定して計測できていない場合は，

その旨が画面上に表示され，次の絵画に進めな

かった）．絵画の提示順は順不同であり，被験者

には 40 枚の絵画すべてが提示された． 

40 枚すべての絵画に対して被験者の視線を

計測した後に，再び 40 枚の絵画が順不同でデ

ィスプレイ上に表示された．今度は鑑賞する時

間は無制限であり，被験者は提示された絵画が

どれだけ自分の好みに合うか 8 件法で評定した．

そして評定が終わった後にボタン押しをするこ

とで，次の絵画が画面に提示された． 

4.2. 実験結果実験結果実験結果実験結果 

 15 人の被験者の中から 2 人ずつのペアを選

ぶと全部で 105 ペアができる．個々のペアごと

に，40 枚の絵画全てに対して視線分布の距離と

好みの評定値の相関係数をそれぞれ求め，横軸

に視線分布の距離，縦軸に好みの評定値の相関

係数をとってすべてのペアについてプロットを

した（図 2）． 
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図 2. 視線分布の距離と好みの評定の相関係数

の関係（ペア単位） 

 

 図 2 から分かるように，視線分布の距離と好

みの評定の相関係数の間には弱い負の相関があ

った（相関係数 r=-0.27，p<0.01）．より傾向を

明確にするために，視線分布の距離の長さに応

じて 35 ペアずつ，3 グループ（距離-短い，距

離-中，距離-長）にペアを分類し，グループご

とに好みの評定の相関係数の平均値を求めたグ

ラフを図 3 に提示する． 
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図 3. 視線分布の距離と好みの評定の相関係数

の関係（グループ単位，エラーバーは標準誤差） 

 

図 3 のグラフから分かるようにグループ分け

することで，より視線の距離と好みの評定の相

関係数の間の関係が明確にあらわれた．一要因

の分散分析で検定すると視線の距離のグループ

間に主効果があらわれた(p<0.01)． 

以上の結果から，視線の類似度と嗜好の類似

度の間には関係性があることを定量的に示すこ

とができた．より具体的に結果を述べると，絵

画鑑賞時の視線の動きが似ていると，絵画に対

する好みも似ている傾向があることが今回の実

験によって示された． 

 

5. 実験実験実験実験ⅡⅡⅡⅡ:絵画鑑賞中絵画鑑賞中絵画鑑賞中絵画鑑賞中のののの視線視線視線視線にもとづくにもとづくにもとづくにもとづく観賞者観賞者観賞者観賞者

のののの嗜好嗜好嗜好嗜好のののの即時推定即時推定即時推定即時推定 

嗜好と絵画鑑賞中の視線の動きに関係がある

のであれば、アイカメラなどを美術館などに設

置し、客の視線の動きを計測することで、より

嗜好に合った展示に客を誘導することなどが可

能になるかもしれない。 

そこでこの章では，視線だけで絵画観賞者の

嗜好に合った絵画を即時的に提示するシステム

を作成，真理実験によりその有効性を評価した． 
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5.1. システムシステムシステムシステムのののの概要概要概要概要 

好き 6点

好き 4点

好き 2点

視線が近い

視線が類似したデータベースの
鑑賞者の評定にもとづき嗜好を推定

視線の分布と好みの評定の
データベース

 

図 4. システムの全体像 

 

 システムの全体像を図 4 に示す．このシステ

ムでは，実験Ⅰに参加した被験者の視線分布と

好みの評定をデータベースとして利用した．そ

して絵画鑑賞者の視線とこのデータベースを照

合することで，最も視線が類似しているデータ

ベースの観賞者の好みの評定が高い絵画を鑑賞

者に提示した． 

 具体的には 40枚の絵画からランダムに 10枚

の絵画を選択，絵画観賞者に提示した．そして

その 10 枚の絵画に対して，データベースに含

まれる観賞者それぞれと視線分布の距離を計算，

もっとも視線分布が類似しているデータベース

の観賞者が高い評価をつけた順にまだ提示して

いない 30枚の絵画から 10枚の絵画を観賞者に

提示した． 

 視線分布の類似度と好みの類似度の間に関係

性があることから，絵画鑑賞者はただ 20 枚の

絵画を鑑賞しているだけにもかかわらず前半

10 枚の視線の動きから即時的に観賞者の嗜好

を推定，後半 10 枚に絵画鑑賞者の嗜好に合っ

た絵画をこのシステムによって提示出来るので

はないかと考えた． 

 

5.2. 実験実験実験実験のののの概要概要概要概要 

 実験では被験者を二つの実験条件に分けた．

一つ目の条件は，5.1 で述べたシステム通りに，

もっとも視線が似ているデータベース観賞者が

高い評価をした絵画を後半に提示する条件（視

線が似ている条件），そしてコントロール条件と

し，もっとも視線が似ていないデータベース観

賞者が高い評価をした絵画を後半に提示する条

件（視線が似ていない条件）を用意した．どち

らもデータベース観賞者が高い評定をした絵画

を後半に提示していることには変わりが無く，

このような比較を行うことで視線の類似度にも

とづく嗜好推定の有効性が明らかになると考え

た． 

 特別な美術の教育を受けておらず，日常的に

あまり美術を鑑賞しない被験者が実験に参加し

た．視線が似ている条件に 15 人（女性 8 名 平

均年齢 21.6 歳），視線が似ていない条件に 15

人（女性 8 名 平均年齢 21.6 歳）の被験者が参

加した． 

被験者はまずを上記のシステムにもとづいて

提示される 20 枚の絵画を鑑賞，視線を計測し

た．そしてその後に順不同に提示された 40 枚

の絵画すべてに対して好みの評定を行った．細

かい実験の方法は実験Ⅰと同じである． 

 

5.3. 実験実験実験実験のののの結果結果結果結果 

4
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7

前半10枚 後半10枚
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好
み
の
評
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図 5. 前半から後半にかけた好みの評定平均

の変化 

（実験条件ごと，エラーバーは標準誤差） 

 

 図 5 に実験条件ごとの 10 枚の絵画に対する

好みの評定平均の前半から後半にかけての変化

を示す．二要因の分散分析をかけたところ，実
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験条件と前・後半の間に交互作用があらわれた

(p<0.05)．ランダムに絵画を提示した前半 10 枚

の好みの評定には条件間に差が無いが，前半の

視線の分布にもとづき提示する絵画を選択した

後半には好みの評定に差があらわれている．す

なわち今回のシステムを用いることで，視線の

情報だけから観賞者の嗜好に合った絵画を推定

することが示された． 

 

図 6. 用いたデータベース観賞者（d1～d15）の

割合（視線が似ている条件） 

 

 

図 7. 用いたデータベース観賞者（d1～d15）の

割合（視線が似ていない条件） 

 

 図 6 と図 7 はそれぞれの条件で後半に用いた

データベース観賞者の割合である．この図から

分かるように視線が似ている条件では大部分の

被験者が同一のデータベース観賞者を用いてい

る．従って今回の結果からは絵画鑑賞者の間に

あまり嗜好の多様性が存在しなかったというこ

とになる． 

以上，図 5 の結果だけをみると，視線から絵

画鑑賞者の嗜好を即時的に推定する今回のシス

テムの有効性は高いように思われる．しかし図

6 の結果が示すように，今回の実験の結果だけ

からは，このシステムがどれだけ絵画鑑賞者の

嗜好の多様性に対応可能かを評価することがで

きなかった．  

 

6. 考察考察考察考察とまとめとまとめとまとめとまとめ 

今回の実験から，絵画鑑賞中の視線の動きと

絵画に対する嗜好の間に関係性があることを定

量的に示すことができた．またこの関係性を用

いることで，視線の動きだけから即時的に絵画

鑑賞者の嗜好を推定，提示する絵画をそれに応

じて変化させるシステムを作成，その有効性を

ある程度評価することができた． 

 

 

図 8．データベース観賞者の視線の例 

（上：d7 下：d15） 

 

しかし前章で書いたように，今回の実験結果

からはどれだけ今回のシステムが絵画鑑賞者の

嗜好の多様性に対応可能かを評価することがで

きなかった．その理由として，まず実験に参加

した被験者の絵画に対する嗜好にあまり大きな

差が存在しなかったこと、そしてもう一つの理
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由として，データベースの観賞者の視線分布の

全体的な傾向の違いが考えられる． 

図 8 は最も多くの被験者と視線が似ている傾

向があったデータベース観賞者 d7 と最も多く

の被験者と視線が似ていない傾向があったデー

タベース観賞者 d15 の視線分布の例である．こ

の図から分かるように，観賞者 d7 は満遍無く

絵画上の様々な場所に視線を向けているのに対

して，観賞者 d15 は比較的絵画上の一点に視線

を向けていることが分かる．今回用いた視線の

距離の計算法の場合，一点を凝視しているデー

タベース観賞者よりも満遍なく絵画上を鑑賞し

たデータベース観賞者の方が，視線の距離を計

算する場合に視線分布の差の累積が小さくなり

やすい傾向があると考えられる．また今回はす

べての絵画上のすべてのグリッドを等価に扱っ

て距離を計算した．しかし個々のグリッドに応

じて嗜好を推定する上での重要度は大きく異な

ると思われる．個々のグリッドの重み付けを適

切に補正することで、より嗜好推定の精度が高

くなる可能性がある。例えば，絵画上の saliency

が高い部分（ボトムアップに視覚的に引きつけ

られる部分）は比較的嗜好とは関係なく絵画鑑

賞者は視線を向ける傾向がある．このような絵

画上のグリッドは嗜好を推定する上であまり重

要ではない可能性がある。このような点を考慮

して視線の距離の計算法を改良することで，観

賞者の多様性により対応可能なシステムが構築

出来る可能性がある． 

また今回は絵画を題材として実験を行ったが，

商品デザインなどでも同じような検討が可能で

ある．近年，デジタルサイネージといった電子

広告が普及し始めている．これらの電子広告に

ユーザー認識の機能を加えることで，個々のユ

ーザーに応じた広告を適宜提示するシステムが

できるのではないかと期待されている．視線と

嗜好の間に明確な関係性があるのであれば，今

回の研究の知見は，視線などの情報にもとづい

て個々人の嗜好に合ったコンテンツを提示する

電子広告に応用出来る可能性がある． 

また心理学的観点からも，視線と嗜好の間に

今回のように明確な関係性が存在することは、

絵画に対する嗜好という感性的で扱うことが難

しい題材に対して一定の示唆を与える興味深い

知見であると思われる．しかし今回の研究では，

視線と嗜好の関係性が、どのようなメカニズム

によって成り立っているのかについては考察し

ていない．今後，よりメカニズムに踏み込んだ

実験や解析を行うことで，絵画に対する嗜好と

いうものはどのような認知メカニズムによって

成り立っているのかについての考察にもつなが

るのではないかと期待される． 
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ミステリアスな能面の表情を解明する 
To solve the mysterious Noh mask! 
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Abstract 

A Noh mask expresses various emotions during 
traditional Japanese Noh performances: a mask 
looking up expresses happiness and looking down, 
sadness. In Experiment 1, we investigated whether 
the facial expressions of a Noh mask inclinations 
had features common to facial expressions of 
happiness and sadness. Participants changed the 
facial expressions of a computer image of a Noh 
mask by moving its eyebrows, eyes, cheeks and 
mouth using FaceTool software and created facial 
expressions similar to a Noh mask that were happy, 
sad, looking up and looking down. Results showed 
that when tilted up, eyebrows were similar to a sad 
face, the eyes to a happy face, and the mouth to a 
sad face, whereas tilted down; the eyebrows were 
similar to a happy face, the eyes to a sad face and 
the mouth to a happy face. These findings suggest 
that the facial expressions of the Noh mask were a 
chimera. 

In Experiment 2, we investigated which parts of a 
Noh mask are crucial for judgments of the facial 
expression of the Noh mask. We made 8 non-tilted 
images of Noh masks by combining different 
eyebrows, eyes, or mouth from Noh mask that tilted 
up or down. Participants judged facial emotions as 
happy or sad depending on the shape of mouth. 
 
Keywords ― Traditional performance, facial 
expression, Noh mask, Emotion 

 

1. はじめに 

  無表情の代名詞でもある「能面」。その表情は，

微笑んでいるのか，泣いているのか，捉えどころ

のない表情といわれる。しかし能の世界において

は，能面を上下方向に傾かせることで，表情を変

化させている。「喜び」を表現する時には，能面を

わずかに上に傾かせ，「悲しみ」を表現する時には，

能面を下に傾かせる。 

ところがこれまでに，上下方向に傾きを変化さ

せて能面の印象を評価させた研究で，上向きの能

面は「悲しみ」と判断される割合が高く，下向き

の能面は「喜び」と判断される割合が高いことが

示されている（Lyons et al., 2000; 西村・岡ノ谷・

川合，投稿中）。この結果は，能における能面の傾

きとその能面が表現する表情との定義に反するも

のである。では，上下方向に傾きを変えた能面は，

何の表情を示しているのか？本研究では，上方

向・下方向に傾けられた能面の表情と，喜び・悲

しみの表情に共通点があるか否かを検討した。 

 

2. 実験 1 

2.1. 方法 

実験参加者 14名（男性 7名，平均年齢 21.4歳）。 

刺激 刺激は，能面師倉林朗氏が作成した，能

面「小面」を正面から撮影した写真であった。「小

面」というのは，女面のひとつであり，若く清純

な美しさを表現した面である。刺激の大きさは，

視角にして 18.9°×11.4°（高さ×幅）であった。 

手続き 実験には表情作成ソフトである

Facetool（東京大学原島研究室作成）を使用した。

Facetool では，眉，目，頬，口といった顔の領域

の形を変化させ，様々な表情を作成することがで

きる。顔の各領域を操作するコントローラーは，

「眉・内側を上げる」「眉・外側を上げる」といっ

た 23 項目から構成されており，人間の表情筋の動

きによって表情の記述を可能にするシステムであ

る FACS（Facial Action Coding System, Ekman & 

Friesen, 1978）における AU（Action Unit）に対応

して作成されたものである。 

実験参加者は Facetool のコントローラーを操作

することで，正面から撮影された能面の画像を，

「喜び」の表情，「悲しみ」の表情，「上向き」能

面の表情，「下向き」能面の表情の 4 つの表情に変
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化させた（図 1 参照）。4 つの表情の作成順序は，

実験参加者間でカウンターバランスがとられた。

「喜び」「悲しみ」の表情は，参加者自身が思う通

りの表情を他の画像を参照することなく作成され

た。「上向き」「下向き」能面の表情は，正面から

撮影された能面画像の左隣に並べて呈示された，

正面より 10°下から撮影された能面の画像（上向

きの能面），あるいは，10°上から撮影された能面

の画像（下向きの能面）を参照しながら作成され

た。各表情の作成時，制限時間は設けられず，参

加者が作成完了の合図を出すことによって，作成

を完了した。全実験参加者において各表情作成時

のコントローラーの値が記録された。コントロー

ラーの値は，それぞれの領域の可動範囲を 100 分

割した任意な相対値である。実験開始前に，全実

験参加者からインフォームド・コンセントを得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 作成画像例 

(a)が初期画像であり，この画像を様々な表情に変化させた。

(d)(e)は，参加者が任意で作成した「喜び」と「悲しみ」の表

情である。(f)(g)は上向き能面の画像(b)，下向き能面の画像(c)

をそれぞれ，模倣したものである。 

 

分析 記録された全項目の値は，「喜び」および

「悲しみ」の表情を作成した際に得られた値と，

「上向き」および「下向き」の表情を作成した際

に得られた値に分けて主成分分析にかけられ，「喜

び」「悲しみ」の表情と，「上向き」「下向き」の表

情との間に共通して変化する顔の領域があるかが

検討された。 

2.2. 結果と考察 

  表 1 には，「喜び」「悲しみ」，「上向き」「下向き」

の表情を作成した際に得られたデータ別の，第 1

主成分における各項目の因子負荷量を示す。 

表 1. 第 1 主成分における因子負荷量 

左の表は喜び，悲しみの表情を作成した際の結果，右の表は上

向き，下向き画像の表情を作成した際の結果である。 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 主成分を構成する要素として，「喜び」の表

情を作成したデータからは，眉は内側を下げ，目

は大きく開き，口角は上げる，という項目が抽出

された。一方，「悲しみ」の表情を作成したデータ

からは，眉は内側を上げ，目は閉じ，口角は下げ

る，という項目が抽出された。また，「上向き」の

表情を作成したデータからは，眉は内側を上げ，

目は大きく開き，口角は下げる，という項目が抽

出された。一方，「下向き」の表情を作成したデー

タからは，眉は内側を下げ，目は閉じ，口角は上

げる，という項目が抽出された。この結果から，

「上向き」能面の表情において，眉と口は「悲し

み」の表情を作成する際に認められた特徴と共通

しており，目は「喜び」の表情を作成する際に認

められた特徴と共通点を持つことが示された。一

方，「下向き」能面の表情において，眉と口は「喜

び」，目は「悲しみ」の表情を作成する際に認めら

れた特徴と共通点を持つことが示された（図 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. 上向き，下向き能面の各顔領域が表現する情動 

このことは，上下方向に傾けられた能面は，顔

の各領域が異なる情動を表出しており，「喜び」と

「悲しみ」が複合された表情を持つことを示唆し

(a)正面画像 (b)上向き画像 (c)下向き画像

(d)喜び (e)悲しみ (f) (b)を模倣 (g) (c)を模倣

第1 第1
項目 主成分 項目 主成分

喜び 0.96441 上 0.876971
悲しみ -0.96441 下 -0.87697
眉内側上げる -0.75637 眉内側上げる 0.837077
上瞼上げる 0.385414 上瞼上げる 0.800378
唇引き上げる 0.675443 唇鋭く引き上げる -0.63406
唇鋭く引き上げる 0.685158 唇下げる 0.824261
唇下げる -0.93567 唇引き上げる -0.51124
押さえつける -0.4069 押さえつける 0.628363
口を大きく開く 0.535782 口を大きく開く 0.379076
顎を下げずに唇を開く 0.55444 顎を下げずに唇を開く 0.609667
下顎上げる -0.41974 下顎上げる 0.656695

眉： 悲しみ

目： 喜び

口： 悲しみ

眉： 喜び

目： 悲しみ

口： 喜び

上向き能面 下向き能面
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た。 

 

3. 実験 2 

実験 1 からは，上下方向に傾けられた能面は，

顔の各領域が異なる情動を表出しており，キメラ

であることが示唆された。では，「喜び」と「悲し

み」が複合された表情を呈示された時，我々は，

どの領域が表出する情動に基づいて，その表情を

判断するのだろうか？そのことを検討するために，

眉，目，口の各領域が，異なる情動を表出する画

像を作成し，その画像の表情を評定させた。 

3.1. 方法 

  実験参加者 63 名（男性 34 名，平均年齢 19.1

歳）。 

  刺激 刺激作成には，実験 1 と同様に能面師倉

林朗氏が作成した，能面「小面」を正面から撮影

した画像，下10°から撮影した画像（上向き能面），

上 10°から撮影した画像（下向き能面）を使用し

た（図 1 の(a)，(b)，(c)を参照）。 

表 2. 実験 2 で使用された合成画像の作成パターン 

例えば，パターン 1 は，眉，目，口がすべて上向き能面の各領

域を合成された画像であることを示す。また，表の下段には，

実験 1 の結果に基づき，上向き能面と下向き能面の各領域が表

現する情動を示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. 実験 2 で使用された合成画像全パターン 

 眉，目，口の各領域が，異なる情動を表出する

画像を作成するために，上向き能面，下向き能面

の画像から，左右両眉を含む領域，左右両目を含

む領域，口の領域をそれぞれ切り出した。切り出

された眉領域，目領域，口領域は，正面画像に合

成された。各領域の合成の組み合わせは全部で 8

通りであったため，作成された合成画像は全部で

8 種類であった（表 2，図 3）。全ての刺激の大き

さは 22.6°×13.7°（高さ×幅）であった。 

手続き 評定は集団で実施された。作成された

合成画像は，各実験参加者の 50 cm 前に配置され

たモニターに呈示された。8 種類の合成画像は，4

回繰り返し，ランダムな順で呈示された（全 32

試行）。モニターには，評定を行う画像が呈示され

る前に，試行番号が 4 秒間呈示され，その後合成

画像が 8 秒間呈示された（図 4）。呈示時間はコン

ピュータによって制御されており，参加者は自動

的に切り替わる画面に合わせて，手元に配布した

評定用紙に，呈示された能面画像が，「喜び」ある

いは「悲しみ」のどちらを表現しているかの評定

を行った。評定は二者択一であった。 

  

 

 

 

 

 

 

図 4. 実験 2 における試行スケジュール 

 

 本試行に先立ち，練習試行が 3 試行実施された。

本試行は，およそ 7 分間であり，調査全体にかか

った時間は，およそ 20 分であった。実験開始前に，

全実験参加者からインフォームド・コンセントを

得た。 

 分析 各合成画像において，4 回の評定中「喜

び」と評定した回数から，「喜び」評定の割合を算

出した。算出された値は，画像パターンの 1 要因

8 水準の実験参加者内分散分析にかけられた。 

3.2. 結果と考察 

 図 5 は，合成画像の全パターンにおける，「喜び」

パターン 1 2 3 4 5 6 7 8

眉 上向き 下向き 上向き 上向き 下向き 上向き 下向き 下向き

目 上向き 上向き 下向き 上向き 下向き 下向き 上向き 下向き

口 上向き 上向き 上向き 下向き 下向き 下向き 下向き 上向き

眉 悲しみ 喜び 悲しみ 悲しみ 喜び 悲しみ 喜び 喜び

目 喜び 喜び 悲しみ 喜び 悲しみ 悲しみ 喜び 悲しみ

口 悲しみ 悲しみ 悲しみ 喜び 喜び 喜び 喜び 悲しみ

能面の向き

表現する情動

パターン1 2 3 4

5 6 7 8

試行 1
← 能面画像

8秒間呈示

← 試行番号

4秒間呈示

← 試行番号

4秒間呈示
試行 2
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評定の割合が示されている。分散分析の結果，画

像パターンの主効果が有意となった（F(7, 434) = 

445.4, p < .001）。テューキーの HSD 検定を行った

結果，パターン 1，2，3，8 の間に有意差は認めら

れず，パターン 4，5，6，7 の間にも有意差は認め

られなかった。ただし，パターン 1，2，3，8 とパ

ターン 4，5，6，7 の間には，有意差が認められ，

パターン 1，2，3，8 に比べ，パターン 4，5，6，

7 は「喜び」評定値の割合が高いことが明らかと

なった。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5. 各合成画像パターンにおける「喜び」評定値の割合 

点線は，「喜び」評定値の割合が 50%である地点を示す。した

がって，点線よりも下にプロットされている能面は「悲しみ」

と評定され，点線よりも上にプロットされている能面は「喜び」

と評定されたことを示す。 

  

  この結果は，眉，目がどちら向きの能面の領域

を合成されたかに関わらず，「上向き」能面の口を

合成された画像は「悲しみ」と判断され，「下向き」

能面の口を合成された画像は「喜び」と判断され

ることを明らかとした（図 3，図 5 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6. 各合成画像パターンにおける評定値割合ごとの人数 

凡例の 0%とは，4 回中すべて「悲しみ」と評定したことを示

し，100%とは，4 回中すべて「喜び」と評定したことを示す。 

 

さらに，各合成画像のパターンにおける，「喜び」

評定値割合ごとの人数分布を算出したところ（図

6），パターン 1，2，3，8 に対しては，4 回中すべ

て「悲しみ」と評定した人数が も多く，パター

ン 4，5，6，7 に対しては，4 回中すべて「喜び」

と評定した人数が も多いことが明らかになった。 

  以上の結果は，能面の表情は，口の形に基づい

てカテゴリカルに判断されることを示した。 

 

 4. 総合考察 

本研究は，上下方向に傾けられた能面は，眉，

目，口がそれぞれ異なる情動を表出しており，喜

びと悲しみを複合した表情を持つことを明らかに

した。さらに，眉，目，口がそれぞれ異なる情動

を表出している場合，観察者は口の形に基づいて

表情を判断することが明らかとなった。 

本研究で得られた知見は， Lyons et al. (2000) ，

西村他（投稿中），の結果を整合的に解釈する。彼

らの結果は，上方向に傾けられた能面は「悲しみ」

と評定され，下方向に傾けられた能面は「喜び」

と評定されるというものであった。この結果は，

能の世界における，「能面の傾きとその能面が表現

する表情」の定義とは反するものであった。しか

し，本研究は，能面は口の形に基づいて表情が判

断され，さらに，上向きの能面の口は「悲しみ」

を表現し，下向きの能面の口は「喜び」を表現す

ることを示した。したがって，能面だけが呈示さ

れる場合は，能の世界における定義には従わず，

口の形に基づいて，その表情が判断されることが

明らかとなった。 
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アクセス数や議論内容から Eラーニングの学習効果は予測できるか 
 

富田英司   沖林洋平   田村恭久 
（愛媛大学） （山口大学） （上智大学） 

 
 
本研究は E ラーニングの中でも特にオンライ
ン協調学習について，その学習効果を授業内容に

ついてのテストの成績という点から検討するこ

とを目的としている。 
これまで E ラーニング研究はシステム開発と
一体となった形で行われることが多かったため

か，その教育効果の直接的検討は多くない。それ

でも最近になって，学習効果を検討した研究は

徐々に発表されつつある。しかし，極短い時間の

学習プロセスのみを検討した実験室的論文か，も

しくは，実際の授業を扱っていても，少数事例を

検討したものが大半である（Haake & Pfister, 
2010）。また，これまでの研究には，議論ネット
ワークの構造解析（大島他，2010）や活動内容を
どの程度細かく指示することが学習を促進する

か（Haake & Pfister, 2010）といった，比較的込
み入ったテーマに関する検討が多い。つまり，実

際の授業への導入によって，成績が伸びるのかど

うか，伸びるとすればどういう行動がそれを支え

ているのかといった教育効果の検討に直接アプ

ローチする研究が少ないのである。 
その数少ない研究事例の 1つとして挙げられる
のが佐々木・笹倉（2010）による SNS 導入によ
る教育効果の検討である。ここではウェブサイト

作成課題において，SNS導入によって最終成果物
の質が高くなったことが確かめられている。しか

し，ここで検討の対象となったのは制作物であり，

一般的な講義で期待されるような知識獲得につ

いては検討されていない。また，ウェブで議論し

たかどうかだけではなく，掲示板等におけるどの

ような言語活動が学習を促進したのかについて

も検討されていない。どのような活動を促進すれ

ば，教育効果が高まるのかが分かれば，教師はよ

り効果的にオンラインでの議論を授業に取り入

れることができるため，議論内容と成績との関係

も重要な検討事項である。 
そこで本研究はウェブ上の議論への参加の程

度が教科内容の学習に及ぼす影響を検討するこ

ととした。特に（1）アクセス頻度と成績の関係，

（2）議論内容と成績の関係，を検討した。今回扱

った授業は，4 年生大学の教育学部で行われた専
門科目である。内容はヴィゴツキーとピアジェの

理論に関するものである。オンライン上の議論に

はmoodle 1.47を利用した。 
 

方 法 

授業 教育学部で行われた「教育社会心理学」の

第 5 ～9回の授業，及びそれらの授業時間外学習が

検討の対象となった。参加者は教育学部２年生 61
名であった。受講生には，教員養成課程の学生の他，

教員免許取得を卒業要件としない課程の学生も含ま

れていた。 
 第 5 回 moodle の講習会を行った後，資料を配

布した。資料はピアジェとヴィゴツキーに関するも

の各 1種類。それぞれ要約した上で，両理論の違い

をまとめ，印刷したものを第６回に持参することを

課題とした。 
 第 6回 授業の説明を行った後，各班での自己紹

介と役割決定を行った。班の人数は４～８名程度で

あった。議論はピアジェ理論について 20 分間，ヴ

ィゴツキーについて 20 分間，２つの違いをまとめ

るために 20 分を確保した。最後に次の課題を伝達

した：「作成した要約をmoodle上に３日以内に掲載

する」「これから２週間で班の全員の要約を読み，質

問を 3 人以上行う，質問を受けたら必ず回答する，

他の議論に 3 回以上参加する」。なお，フォーラム

は班毎に設定されており，この段階では自らの班の

フォーラム内でのみ活動した。 
 第 7 回 moodle での活動状況に対する教員から

のコメントと目標やノルマの再確認を行った。 
 第 8回 この授業の時点で，班内での議論は一旦

終了し，班を越えて議論するように指示した。この

時までの議論を「フェイズ１」，これ以降を「フェイ

ズ２」と呼ぶ。新フォーラムを設定し，そこに任意

の新しいディスカッションを立ち上げてよいことを

伝えた。ノルマは，新フォーラムで５回以上書き込

みをすることであった。 
 第 9回 もう一度班で対面式の議論を行った。 
テスト テストは学期末に行われた。テストには，

多肢選択問題による再認課題８題，空欄穴埋め問題

による再生課題８題，そして論述課題３題が含まれ

ていた。ここでは再認課題と再生課題のみ検討した。 
議論内容の分析 書き込み内容は形態素に分解し，

20回以上出現した語について，受講者毎に各フェイ

ズでの頻度をカウントした。 
 

結果と考察 

（１）アクセス数とテスト得点の関係 
 閲覧数や書き込み数を個人毎に抽出し，テスト得

点との相関関係を検討した。分析の結果，再認・再

生ともにテスト得点と有意に相関するアクセス数は

存在しなかった。 
（２）議論内容とテスト得点の関係 
 テスト得点と有意な相関を持った語は，表１の通

りである。但し，これらの語の出現頻度間には相関

が高いものも見られた。そこで，テスト得点を目的

変数，語の出現頻度を説明変数とし，VIFの値が 1.1
未満になるように変数を選択して重回帰分析を行っ
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た。その結果，再認課題においてはフェイズ１の「自

然」（β=.403, p = .001）と「関係」（β=.291, p = .017），
フェイズ２の「個人」（β= -.355, p = .004）と「例」

（β= .278, p = .021）がそれぞれ説明変数として残

り，自由度調整済みの R自乗は.489（R2 = .540）と

なった（N = 41）。再生課題においてはフェイズ１

の「人間」（β=.423, p = .002），フェイズ２の「学

習」（β=.317, p = .017）と「大人」（β=.318, p = .016）
がそれぞれ説明変数として残り，自由度調整済みの

R自乗は. 378（R2 = .425）となった（N = 41）。
 
 

表１ 語の出現頻度と成績の相関関係（N = 44~45） 
 

 再 認 課 題  再 生 課 題 

   平均語数 r p    平均語数 r p 

捉える .89 .45 .00  人間 .89 .44 .00 

自然 .70 .44 .00  文化 1.05 .36 .02 

文化 1.05 .43 .00  自然 .70 .35 .02 

人間 .89 .38 .01  心理 .52 .32 .03 

発達 6.09 .38 .01  認識 .73 .31 .04 

感じる .48 .34 .03      

する 13.39 .34 .03      

考える 2.50 .33 .03      

関係 .89 .32 .03      

違う .48 .32 .03      

ヴィゴツキー 2.30 .31 .04      

いう 2.98 .31 .04      

フ
ェ
イ
ズ
１
 

領域 1.50 .30 .05       

個人 .76 -.38 .01  発達 3.27 .40 .01 

例 .58 .36 .02  学習 .44 .34 .02 

分ける .51 -.32 .03  領域 1.69 .32 .03 

自分 1.96 .29 .05  例 .58 .31 .04 

     大人 .44 .31 .04 

     できる 4.93 .31 .04 

     人 1.44 .31 .04 

     いう 2.49 .31 .04 

フ
ェ
イ
ズ
２
 

         持つ .67 .30 .05 

 
 
（３）語の文脈の検討 
 成績との相関が見いだされた語は，どのような文

脈で使われたものだろうか。再認成績と正の相関の

あった「自然」は，全 31事例中，26事例において

自然的発達という表現の際に用いられたものであっ

た。同じく，再認成績と正の相関を持つ「関係」は

全 39事例中，26事例で人間関係という意味で用い

られていた。他には 11 事例で，概念同士の関係に

関する文脈で用いられていた。同じく再認成績と正

の相関を持つ「例」は全 26事例中，4事例がテキス

ト中に出来た例，4事例が自分が提案した例，12例

が他者の提案した例に言及したものであり，残りの

4事例が具体例の提示を求める発言であった。唯一，

再認成績と負の相関にあった「個人」は，全 34 事
例中，23事例が能力の個人差に関する発言であった。 
再生成績と正の相関のある「人間」は，全 39 事例
中，34 事例が人間の特性に言及したものであった。

同じく「学習」は，全 20事例中，14事例で何かを

学ぶという意味で使われていた。同じく「大人」は，

全 20事例中，16事例で子どもの周囲の援助者とい

う意味で使われていたものであった。 
 以上のことから，ほとんどの語は今回扱った教材
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に特殊なトピックを表すことが分かった。唯一，「例」

は具体例についてやり取りする文脈を示した語であ

るため，他の教材で議論した時も有用な指標になり

うる。この知見は，質の高い議論を行っているスレ

ッドがどこにあるかを探す際にも有効であり，大規

模な議論で効率よく指導を行うためにも重要な知見

であると言えよう。 
ところで，なぜ「個人」だけが成績と負の関係に

あったのだろうか。この点を検討するため，「個人」

という語を最も多く用いた者の書き込み内容を検討

した。フェイズ 2において「個人」の出現頻度の最

大値は 3であり，これに対応する参加者は 4名（学

生M，学生 V，学生 K，学生N）であった。この 4
名の書き込みを探索的に検討したところ，3 名がピ

アジェの限界点を厳しく指摘しており，ピアジェ理

論は受け入れられない，もしくは２つを関連づけて

考えてはいないという発言をしていた。 
次の引用は，ピアジェ理論が教育現場で活用可能

かという議論における学生 Mの発言である：「ピア

ジェの発達理論は各段階に分けられています。私も、

教育者は各段階の特徴を理解し教育していくことが

出来ると思います。しかしピアジェの考えでは、ど

うしても「個人差」という言葉からは抜けられない

と思うので、実際は難しいだろうなと思いました」。

また別の場面でMは「彼自身、個人の適性によって

違いがあることを認めたと資料に書いてあるので、

年齢で分けることに関しては疑問を感じます。」と述

べている。 
学生 Vもピアジェ理論には批判的であり，次のよ

うに述べている：「かくいう私もピアジェの理論には

賛成しかねる部分が多いのですが，理由の多くは言

ってることが抽象的で難しい！この一言に尽きます。

(略)シェマという言葉の捉える意味が大きすぎるし、

そのシェマの発達理論、と言われても、話が見えて

きません。」 
学生 Kもまた「ピアジェとヴィゴツキーの考え方

には相違点がいくつも存在するので、２つの理論を

一つの場面で統合するということは難しく、場に応

じて使い分けるというようにしか私はとらえていま

せんでした。」と述べており，２つの理論を別々に理

解しようとしていることが伺われる。 
学生 Nについては，残りの 3人とは対照的に，2

つの理論を折衷的に捉えている：「どちら（の理論）

がふさわしいかではなく，両者の良い点を教育に活

かせたらと考えます。」 
以上のように，「個人」という語を多く用いた 4

名のうち，3名は 1つの理論を好んで，もう 1つの

理論を積極的に理解しようとしなかったために成績

が低かったのかもしれない。では，この「個人」に

多く言及した者はピアジェに関する理解が浅いのだ

ろうか。ピアジェとヴィゴツキーに関する成績それ

ぞれを見ると，そうではないことが分かった。すな

わちフェイズ 2における「個人」頻度とピアジェに

ついての再認問題の成績の相関は -.27（p = .07），
ヴィゴツキー再認成績との相関は -.33（p = .03）で

あり，大差はない。このことから，特定の理論を理

解しようとしないことは，関連する別の理論の理解

も浅くしてしまうのかもしれない。 
 
（４）まとめと今後の課題 
 本研究はオンライン協調学習における議論内容を

語レベルで捉え，その頻度とテスト成績との相関関

係を検討した。その結果，主な知見として，「例」と

いう語の使用頻度とテスト成績に正の相関が見られ

た。これはテキストの理論的内容を具体例と結びつ

けて検討するような談話活動に従事することがテス

ト成績に繋がることを示唆している。今回は分析の

糸口として，まず語レベルでの分析を行ったが，今

後はより意味レベルに接近した分析が求められる。 
 また，今回はウェブ上の議論内容だけを検討対象

としたが，実際の授業には対面場面での議論も含ま

れていた。オンライン協調学習の意義を適切に理解

するには，今後，オフラインの諸活動も分析に含め

ていく必要がある。  
 

付 記 

本研究は，下記プロジェクトの一部として行われ

たものである。文部科学省科学研究費補助金，基盤

研究(B) 19300284「協調学習データの抽出とグルー

プを超えた再利用の研究」（平成 19-22 年，代表：

田村恭久）。 
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新奇な音韻形態の長期学習メカニズム －維持リハーサルの実験操作から－ 

        The mechanism of long-term learning of novel phonological forms  

under the control of articulatory rehearsals  

                                             木戸口英樹 

            Hideki Kidoguchi  京都大学大学院 教育学研究科 

Kyoto University, Graduate school of education 
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Abstract 

Some of the previous studies had indicated that the 

representations of items created through maintenance 

rehearsal transfer to long-term memory. Recently, neuro- 

psychological and neuroimaging studies have shown the 

possibility. In the present study, we examined the 

mechanism of long-term learning of novel phonological 

forms by looking at recall and recognition accuracy on 

creating nonwords under the discrete rehearsal paradigm. 

We manipulated wordlikeness of the nonwords and the 

number of rehearsal times (2, 5, 10, and 20 times) in four 

lists of a block under the control of vocal and subvocal 

rehearsals. The results showed better recall and 

recognition performance as the repetition times increased. 

Furthermore, better recognition performance was 

observed for the memory items in the absence of 

phonological rehearsals. The data indicate that we can 

retain novel phonological forms in long-term memory 

both with and without phonological rehearsals. The latter 

strongly indicates a new type of rehearsal like 

‘refreshing’ to explain the better results. Thus, 

maintenance rehearsal does help establish long term 

memory traces.  

 

Keywords; rote-rehearsal, phonological loop  

refreshing, long-term learning,  

 問題 初めて耳にする新奇な語あるいは外国語の単語は一度ではなく何度か聞かないと保持できないことは私たちが日常よく経験することである。そのような語は長期記憶からの知識で精緻化が困難な場合、何度反復しなければ保持できないのであろうか。一体、

そのような語は反復されなければ長期記憶に保持されないのであろうか。この問題は数多くの先行研究で検討されてきたが結論には達しておらず、近年認知神経科学や分子レベルの脳神経分野で再度脚光を浴びている興味ある問題である。本研究は維持リハーサルで生起した複数の非単語の表象が長期学習に及ぼす可能性とそのメカニズムを厳密に操作された行動実験を通して検討した。 1970 年前後の維持リハーサルの研究から、1) 維持リハーサルの回数が増加すれば項目の音韻的、音素配列的な情報が増え、その結果再認成績が高まる。しかし、2)項目間の意味的・文脈的な情報が重要である再生では、維持リハーサルの回数と再生成績はあまり相関しない、ことが分かっている。しかしながら、維持リハーサルによる項目の記憶表象や痕跡が長期記憶に転送される可能性は、そのメカニズムは未解明であっても、否定する研究はほとんどなかった(Mechanic, 1964, Rundus, 1971, Glenberg, Smith, 

Green, 1977)。近年、維持リハーサルの長期学習への効果が脳神経レベル、分子レベルで再び注目されてい る (Davachi, Maril, Wagner, 2001., Kahader, 

Ranganath, Seemuller, Rosler, 2007., Miller, Verstynen, 

Johnson, D’Esposito, 2008)。本研究は刺激項目に音声非単語を用い２種類の維持リハーサル条件を設定し、リハーサルの種類と回数が再生、再認成績に及ぼす影響を長期学習の視点から実験を通して検討した。維持リハーサルとして、内言・外言を介して項目を反復する音韻リハーサルと過去の項目の表象を瞬時に思い浮かべるだけのリフレッシングを想定し、前者を統制条件、後者を実験条件とした。本研究のリフレッシングのパラダイムは、Johnson et al(2002, 2007) の視覚実験パラダイムを基に作成した。Johnson らは呈示された視覚刺激の表象を瞬間的に
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思い浮かべるプロセスをリフレッシングとしリハーサルの一種であると主張した。本研究のパラダイムでは呈示された音声刺激項目を瞬時に思い浮かべることでリフレッシングが生起すると想定した。実験では、参加者はターゲット語が音声呈示されるが、それと同時に無関係な語を外部のペースで強制的に発声した。参加者は実験前の教示で試行後に記憶テストを行う旨が伝えられているので、記銘を高めるために反射的に直前に呈示された語のリハーサルを試みる。しかし物理的に音韻ハーサル(内言・外言リハーサル)の時間はないために、刺激項目を瞬時に想

起しようとした意志、および瞬時に思い浮かべた音韻表象がリフレッシングであると仮定した。 長期学習パラダイムとして音声非単語のリハーサルを複数のリストに分散化した(discrete type of 

rehearsal; Nelson, 1977; Nairne, 1983; Dempster, 1996)。参加者は各リストの終了ごとに遅延課題として複数の引き算を行い、最後に自由再生および再認課題を行った。以上の綿密な実験パラダイムにより、新奇な語(非単語)の長期学習の可能性とそのメカニズムをリハーサルから探った。     方法 要因計画：2 (リハーサル条件, 構音抑制条件:被験者間)×2 (単語らしさ:高レベル・低レベル：被験者内)×4 (呈示頻度：2 回, 5回, 10 回, 20 回：被験者内)。音声刺激項目：24 個の３モーラ非単語の単語らしさを評定し、12個ずつ高レベル、低レベルに分類した。刺激リスト：12個の非単語は３個ずつ４グループに分けられ、それぞれのグループは１ブロック４リストで 2, 5, 10, 20 回反復された。４つのグループと反復回数はカウンターバランスが取られた。リスト内の 12個の非単語の配列は自由再生までの遅延時間が等しくなるように操作した。参加者の回答方法は再生、手掛り再生、再認とした。 音声刺激項目  長期記憶からの知識、方略等の介入をできる限り抑制するために音声刺激項目は単語や数字ではなく３モーラの非単語とした。非単語作成にあたり、単語らしさの高低をバイモーラ頻度、隣接語彙の操作、単語らしさの評定を行い両者の単語らしさに有意な差(p< .01)を設定した（表１）。      表１. 音韻刺激項目（３モーラ非単語）         mora  frequency Lexical neighborswordlikeness M1, M2 M2, M3 M1, M2 M1, M3 M2, M3 M LexHIGH1 3.2 てみな 5 7 4 7 7 5.02 4.1 はよけ 1 3 0 17 4 5.33 2.9 りなす 5 8 0 3 13 4.0・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・12 3.3 ませじ 7 4 2 11 3 6.03.7 6.0 1.3 8.0 8.0 4.8LOW1 1.7 らほち 3 3 0 1 0 0.32 1.9 へにふ 1 2 0 0 0 03 1.6 ぜちゆ 1 3 0 1 1 0.7・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・12 1.7 にぜも 1 1 0 0 0 0.71.7 1.6 2.3 0.3 0.7 0.1 0.3  
 * M1, M2, M3 は非単語内の第 1,2,3番目のモーラを表す。 M Lex ：語彙性の平均。     

    非単語のリハーサル回数の操作  実験用の非単語リストは４リストで１ブロックとした。各リストでは非単語の単語らしさが高・低それぞれ 12 個の非単語を３個ずつ４グループに分割した。そして各グループの非単語は２回、５回、10回、20 回反復された。各グループの非単語と反復回数はカウンターバランスが取られた。また実験では４ブロックを作成したが、各３非単語のグループはブロックごとに反復回数のカウンターバランスが取られた(表２)。  表２.１ブロック４リストでの３非単語グループの 反復回数。   List 1 List 2 List 3 List 4 Total Rep times NW  1  らほち 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 20 (4)Group 1 NW  2  へにふ 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 20 (4)NW  3  ぜちゆ 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 20 (4)NW  4  ぐよへ 2 (1) 3 (1) 2 (1) 3 (1) 10 (4)Group 2 NW  5  もぬは 2 (1) 3 (1) 2 (1) 3 (1) 10 (4)NW  6  りへさ 2 (1) 3 (1) 2 (1) 3 (1) 10 (4)NW  7  げほゆ 2 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)   5 (4)Group 3 NW  8  ぶてそ 1 (1) 2 (1) 1 (1) 1 (1)   5 (4)NW  9  ぬひせ 1 (1) 1 (1) 2 (1) 1 (1)   5 (4)NW 10  ぼなへ 0 0 1 (1) 1 (1)   2 (2)Group 4 NW 11  びけも 0 0 1 (1) 1 (1)   2 (2)NW 12  にぜも 0 0 1 (1) 1 (1)   2 (2)            ＊１ブロックは４リストで構成される。12 個の非単語は３個ずつ４グループに分けた。 各グループの非単語は反復回数が異なる。Group 1 の３個の非単語は１リストで５回、４リストで計 20回反復される。Group 2 では３個の非単語は１リストで２回あるいは３回反復され、４リストで計 10回反復される。なお Group 4 で List 1, List 2 の反復回数が０回なのは遅延時間の操作による。括弧内の数字は刺激項目としての非単語の音声呈示回数である。ゆえに、非単語「らほち」は各リストで１回ずつ、１ブロックで４回音声呈示される。参加者は１回の音声呈示に付き５回反復することになる。         なお、実際の１ブロック、４リストでの 12個の非単語の呈示方法を図１に示す。各リストの最後では30秒間の引き算を課し遅延課題とした。
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5 54 43 32 21 1   Order of presenting nonwords (left to right) List 1 List 25 54 43 32 21 1List 3 List 4
Repetition timesRepetition times

NW 2 NW 3NW 1 NW 5NW 6NW 4 NW 7NW 8 NW 9 NW 5NW 6 NW 4NW 7NW 8 NW 9
NW 5 NW 6 NW 4NW 7 NW 8 NW 9 NW11NW12 NW10 NW 5NW 6 NW 4NW 7NW 8NW 9 NW 11NW12NW10Delayed task

Delayed taskDelayed task
NW 3NW 2 NW 1

NW 3 NW 2 NW 1 NW 1 NW 2NW 3
Delayed task

 

 図１.１ブロック、４リストでの 12 個の非単語の反復回数。 NW: 非単語 ＊ 例えば、リスト１の非単語 NW1, NW2, NW3 は同じグループの非単語である。それらは１リストでそれぞれ５回反復され、１ブロックでは 20回反復される。しかしながら、NW 12 はリスト３とリスト４で１回ずつ、１ブロックで合計２回反復されるだけである。  自由再生までの遅延時間の操作   12 個の非単語は４リストを終えた自由再生までの遅延時間はすべてが等しくなければならない。そこでリハーサル条件では参加者が非単語反復を終えてからリストの終了時まで、構音抑制条件では音声刺激項目(非単語)が呈示された直後からリストの終了時までを測定した。非単語の呈示時間はすべて       表３. 非単語の自由再生までの遅延時間の操作。  List 1 List 2 List 3 List 4げほゆ もぬは ぐよへ びけも* * * ** * * へにふらほち * ぼなへ ** ぶてそ * ** * にぜも ** * * ** りへさ らほち ** * * にぜもぜちゆ * * ** * * ぼなへ* へにふ * ** * * もぬは* * ぜちゆ ** * * *ぬひせ * * ** * * りへさぐよへ げほゆ * ** * * ** ぬひせ びけも *りへさ * * ぜちゆ* らほち ぶてそ ** * * *ぶてそ * ぬひせ ** * * *もぬは * * ** * へにふ ぬひせ* ぜちゆ * *へにふ * * ぐよへ* * * ** * * ** * * ** * げほゆ げほゆ* ぐよへ * *35 * りへさ ぶてそ* * ** * らほち38 もぬは ** ** *41 **43
Duration of lists (de
layed time)

 

 

1500ms であり、アスタリスク(*)は 350ms である 
(表３参照)。リハーサル条件では反復時間が、構音抑制条件では無関連語‘しんりがく’の発声時間がアスタリスクとなる。例えばリハーサル条件では、表３左上の‘げほゆ’の１リストでの遅延時間は以下のように算出した。1500ms×8 (‘げほゆ’以降の非単語の数)＋350ms×23 (‘げほゆ’が音声呈示された直後に‘げほゆ’を２回反復するために、２つのアスタリスクを含まないアスタリスクの数) ＝ 
20050ms。構音抑制条件では非単語が音声呈示された直後に、その非単語を反復しないので‘げほゆ’の直後の２つのアスタリスクを含み 1500ms×8＋
350ms×25= 20750ms が１リストでの遅延時間となる。リハーサル条件では 12 個の非単語の平均遅延時間は 41.4秒、SD= 1.52., 構音抑制条件では 12個の非単語の平均遅延時間は 44.6 秒、SD=2.18 であった。  実験手続き  図２から、具体的な実験手続きは以下の通りである。100ms の注視点のあと、モニター画面は白色から青色に変化する(1500ms)。この時間内に非単語が１度音声呈示される。その後、画面は黒と灰色の円が交互にビープ音を伴って 350ms 視覚呈示されるが、参加者からは黒と灰色の円が交互に点滅しているように見える。この点滅は非単語反復回数と無関連語発話と同期させ１回から５回呈示される(表３参照)。         回答方法および回答用紙 ４リスト終了後のテストの回答方法は再生、手掛
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り再生(１モーラ手掛り、２モーラ手掛り)、再認の４種類とした。回答時間はすべて２分間とした。１モーラ手掛り再生では呈示された 12個の非単語の最初の１モーラを回答用紙に印字した。２モーラ手掛り再生では最初の２モーラを回答用紙に印字した。再認では各非単語１個に付きフィラー非単語２個の３択とした。ゆえに呈示非単語 12個に並置される計
24 個のフィラーは３番目のモーラが異なるだけである。そこでバイモーラ頻度を統制し、音声呈示された 12 非単語の 36 モーラのひとつを母音、子音を考慮し３番目のモーラに組み込むことで、参加者にとって実際に呈示された非単語と紛らわしいものをフィラーとした。          ＜Start: Trial 1＞ 100ms　 　＋ 　　　●,●= Rehearsal/AS   SOUND  Blue screen: 1500ms（nonword）　(nonword) Beep sound  350ms（Rehearsal/Utter irrelevant word)　　　●  Beep sound  350ms（Rehearsal/Utter irrelevant word)● Beep sound  350ms（Rehearsal/Utter irrelevant word)　●    SOUND  Blue screen: 1500ms（new nonword）(new nonword) Beep sound  350ms（Rehearsal/Utter irrelevant word)　　　●  Beep sound  350ms（Rehearsal/Utter irrelevant word)　　　　　　　●  1000ms    STOP  Beep sound  30000ms    387-4 ＜Continue to subtract 4, fill in answers＞ Beep sound  1000ms　   STOP <Stop subtraction when heard beep>　＜End of a list＞     図２. ４リスト中、１リストの実験プロセスの例  ＊リハーサル条件では blue screen で音声呈示された非単語を、黒と灰の円の点滅数に応じて反復する。           構音抑制条件では黒と灰の円の点滅数に応じて無関連語‘しんりがく’を発声する。         結果  要因計画は 2 (リハーサル；２タイプ: 参加者間) 

× 2 (単語らしさ; 高・低: 参加者内) × 4 (呈示頻度：
2, 5, 10, 20 回: 参加者内) であった。再生、手掛り再生、再認の結果は３要因混合 ANOVA により分析された。成績の表示は以下のように行った：刺激項目である 12 個の非単語は１グループが３非単語で構成されている。ゆえに例えば１０回反復の再生成績が1/3 とは、参加者の平均として、１グループの３非単語のうち１個だけが再生されたことを表す。  再生  要因間の交互作用、リハーサルタイプの主効果はなかったが、呈示頻度および単語らしさ高低の主効果が得られた(それぞれ、F(3, 114)= 9.79. p< .01. 

MSE= 0.399. η2= .07., F(1, 38)= 40.48. p< .01. 

MSE=0.306. η2= .07.)。Bonferroni による多重比較の結果、20 回, 10 回, 5 回 > 2 回となり(p< .05.)、２回の再生成績はほぼ床であり、他の反復回数も 1/3 に 

 

 満たなかった。これらの結果から、新奇な母語の非単語 12 個を再生することは分散型リハーサル下のパラダイムであっても困難であることが分かった。 しかしながら再生における単語らしさ高低の差は有意であり(p< .01)、新奇な語(非単語) を処理する時には長期記憶が大きく関与することが分かった。  
01
23

２ times ５ times １０ times ２０ timesRepetiton timesPerformance per partic
ipant (3 is max) ■High wordlikeness■Low wordlikeness

図３. 再生成績：リハーサル条件         ****エラーバーは標準誤差 
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２ times ５ times １０ times ２０ timesRepetition timesPerformance per pa
rticipant (3 is max)

        図４. 再生成績：構音抑制条件                         * * * *エラーバーは標準誤差            １モーラ手掛り再生  要因間に交互作用はなかったが、呈示頻度および単語らしさ高低の主効果が得られた(それぞれ、F(3, 

114)= 4.46. p< .01. MSE= 0.256. η2= .03．, F(1, 38)= 

33.38. p< .01. MSE= 0.359. η2 = .10. )。Bonferroni による多重比較の結果、呈示頻度効果は再生のそれと同じであった。結果として、１モーラの手掛りだけでは再生での成績との有意差は見られなかった。   ２モーラ手掛り再生  ２種類のリハーサルタイプと呈示頻度との間に交互作用 F(3, 114)= 2.81. p< .05. MSE= 0.354. η2= .02., リハーサルタイプおよび単語らしさの高低の主効果が得られた(それぞれ、F(1, 38)= 5.90. 

p< .05. MSE= 0.979. η2= .03., F(1, 38)=51.17. p< .01. 

MSE= 0.506. η2= .14.)。Bonferroni による多重比較の結果、リハーサル条件では 2 times < 5 times = 10 times 

> 20 times., 構音抑制条件では 2 times < 5 times = 10 

times = 20 times (p< .05.) が得られた(図 5, 図 6)。これらの結果から、３モーラのうち手掛りとして２モーラが与えられれば、単語らしさが高いリハーサル条件では５回、10 回の成績は有意に 1/3 を上回ることが分かった。しかしながら単語らしさが低い場合、構音抑制条件では 1/3 を超えなかった。これらの結果から、５回、10 回の好成績は、単語らしさ、音韻リハーサルの効果、分散型リハーサルパラダイムによって呈示項目の表象が徐々に強化された結果であると考えられる。しかしリハーサルが 20 回の成績が
5,回、10 回の条件を上回らず 1/3 も超えなかった事実は重要で最終章で検討する。     

01
23

２ times ５ times １０ times ２０ timesRepetition timesPerformance per pa
rticipant (3 is max) ■High wordlikeness■Low wordlikeness

図５. ２モーラ手掛り再生の成績； リハーサル条件    
01
23

２ times ５ times １０ times ２０ timesRepetition timesPerformance per pa
rticipant (3 is max)

  図６. ２モーラ手掛り再生の成績； 構音抑制条件                                                                           ****エラーバーは標準誤差            再認  要因間に交互作用はなかったが、リハーサル条件、呈示頻度(４条件)、単語らしさの主効果が得られた(それぞれ、F(1, 38)= 9.52. p< .01. MSE=0.820. η2= .03., F (3, 114) = 10.40. p< .01. MSE= 0.633. η2 

= .08., F(1, 38)= 8.76. p< .01. MSE=0.571. η2 = .02.)。また呈示頻度の多重比較では両リハーサル条件で 2 回< 5回 = 10 回 < 20 回.( p< .05., by Bonferroni), となり、反復回数の増加に伴い非単語の記銘が強化されたと考えられる。再認では、リハーサル条件の成績は４種の反復回数条件で 2/3 を超えるが、構音抑制条件でも 2/3に近い成績が得られた(図 7, 図 8)。             
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２ times ５ times １０ times ２０ timesRepetition timesPerformance per p
erticipant (3 is max
)

    図７. 再認成績：リハーサル条件    
01
23

２ times ５ times １０ times ２０ timesRepetition times
■High wordlikeness■Low wordlikeness

Performance per pa
rticipant (3 is max)

      図８. 再認成績：構音抑制条件                                                  ****エラーバーは標準誤差                                  これらの結果で注目すべきことは、構音抑制条件の結果である。この条件下では参加者は１リストにつき１回、１ブロックでも４回刺激項目である非単語を聞いただけで、反復は行っていない。それにも関わらず 2/3 に近い成績が得られた。さらに再認での単語らしさ高低の差は、再生や手掛り再生での差と比較しわずかなものになっている。構音抑制条件では音韻リハーサル(外言、内言リハーサル)が厳密に抑制されているために、これらの結果は音韻ループモデルからの説明は不可能である。そこで、これらの結果は音韻ループを介さない新たなタイプのリハーサルの概念であるリフレッシングから説明が可能であると考えた(Johnson, 1992a; Johnson and Hirst, 

1993; Raye, Johnson, Mitchell, Reeder & Greene, 2002; 

Johnson, Mitchell, Raye, D’Esposito, & Johnson. 1992b; 

Hudjetz & Oberauer, 2007; Miller, Verstynen, Johnson, 

D’Esposito, 2008)。リフレッシングは活性化した表象の瞬間的な想起であり、この１回のリフレッシングで表象は長期記憶に保持あるいは固定化されると考

えられている。次章でこのリハーサルについてさらに検討する。         考察  本研究では、維持リハーサルで生起した記憶痕跡が長期記憶に保持されるか否かを検討するために、リハーサル条件、項目の反復回数、非単語項目の単語らしさを操作し実験を行った。また長期学習を検討 す る た め に 分 散 型 リ ハ ー サ ル (discrete rehearsal)パラダイムを援用した。結果として維持リハーサルの回数の増加と再生・再認成績との間には相関が見られた。ここでは実験から生起した以下の２つの重要な問題を検討する。(1)２モーラ手掛り再生で、20 回呈示の成績が５回、10 回の成績を下回った。(2)音韻ループを厳密に抑制しても再認成績がリハーサル条件に迫った。 (1)では得られたデータをさらに分析した結果、20回条件では 20人中、７名の成績が 0 であったが、５回および10回の条件では成績が0の参加者はいなかった。ゆえに 20 回で成績が悪いのは統計操作の不備ではないことが分かる。ひとつの解釈として、反復回数がある認知レベルを超えると記銘方略が単純反復(rote rehearsal)に移行することが考えられる。これはある項目が連続して反復された後、再び同じものを聞くと、その項目は既に十分学習したと思い注 意 と 資 源 を 払 わ な く な る か ら で あ る 。
Naveh-Benjamin & Jonides (1984, 1985), Greene, (1989)らは、連続反復では注意は初頭にのみ払われ、あとは維持リハーサルに移行するとした。この解釈はワーキングメモリの音韻ループモデル(Baddely, 1974)に相当し、最初に注意を払ったあとは音韻ループで項目を維持することになる。この自動的に維持リハーサルに移行する反復回数は本実験では４回から５回である。  もうひとつの解釈として、Spacing Effect Theory の概念である分散 (spaced repetition)と集中 (massed 

repetition) の 援 用 が 考 え ら れ る (Rundus, 1971; 

Hintzman, 1976; Greene, 1989; Kahana & Howard, 

2005)。分散では反復される項目が異なった項目を挟んで、つまりある間隔を取って呈示されると、項目が反復されるごとに異なった文脈情報が符号化されるとする。一方、集中では、項目が連続して呈示されるために項目間の文脈情報が類似したものになり区別しにくくなる。また集中では参加者は呈示された項目に親密性が湧くためにリハーサル回数が減少し注意も払わなくなるとする。この理論は本研究の解釈に以下のように適用できる：図９は本研究の１

日本認知科学会第27回大会 O5-2

110



リストの例である。非単語 NW1, NW2, NW3 で１グループを構成し、これらは１非単語につき連続して５回ずつ反復される(４リストで 20 回反復)。非単語
NW4, NW5, NW6 も１グループであり、これらは１非単語につき２回ずつ反復される(４リストで 10 回反復)。これら２グループの非単語６個は間に他の非単語を挟んでいるために分散であると言える。仮説として、５回連続して反復呈示される非単語 NW1, 

NW2, NW3 は上述の通り途中で維持リハーサルに変れば、項目の記銘あるいは固定化が困難になり、反復回数の少ない非単語 NW4, NW5, NW6 の文脈情報
(背景エピソード)となった可能性がある。このように考えると反復回数 20 回条件の成績が５回、10 回条件の成績より劣ることの説明が可能となる。文脈情報、特に背景知識が再生に果たす役割をこの実験パラダイムからさらに検討を加える必要がある。なお、Spacing effect は意味表象を持たない無意味刺激では生起しないと考えられていたが、Russo & Wilks 

(1998)は馴染みのない刺激項目を用いて手掛り再生を実施したところ、短期記憶の知覚的反復プライミ         54321    Order of presenting nonwords (left to right) List 1
Repetition times NW 2 NW 3NW 1 NW 5NW 6NW 4 NW 7NW 8 NW 9 Delayed task             図９. Massed repetition と Space repetition   ングメカニズムが働き Spacing effect が可能になったと報告した。つまり手掛り再生で非単語が刺激項目の場合は、その刺激の形態的、知覚的な情報を想起しようとする。ゆえに非単語でも分散 (spaced 

presentation)は集中(massed presentation)より文脈的な情報が多くなると言える。 

 次に(2)の音韻ループを厳密に抑制しても再認成績がリハーサル条件に迫ること、について考察する。一般に再認は再生よりも認知負荷は低いので成績は再生より向上するとされる。維持リハーサルの回数が増加すると、刺激項目(非単語)への親しみや‘知っている’という感じが増す(Devachi et al, 2001)。一方、構音抑制条件では参加者は非単語音韻刺激を１リストにつき１回聞くだけで反復はせず、無関連語を呈示直後に発話し音韻(内言、外言)リハーサルは

抑制された。刺激項目は５回、10 回、20 回の反復条件では１ブロック４リストで４回聞くだけであり、２回の反復条件では１ブロックで２回だけである(表２)。このような構音抑制条件での成績が、刺激項目を５回、10 回、20 回リハーサルした条件の成績と類似した好成績となったことは注目に値する。この要因として、音韻リハーサルとは異なる次元のリハーサルであるリフレッシングの生起が想定される。リフレッシングは消えた視覚、音韻表象を瞬時に思い浮かべるリハーサルであり、認知神経科学や脳研究の分野でもその存在が指摘されている(Johnson et 

al, 1992a, 1993; Raye et al, 2002, 2007; Miller, 

Verstynen, Johnson, D’Esposito, 2008)。  本研究の構音抑制条件でリフレッシングの生起を想定したが、さらに新たに注目すべき結果として、リハーサル条件でのように刺激項目の呈示頻度(回数)に応じて成績が有意に向上したことである(図８)。構音抑制条件では呈示頻度に関わらず音韻刺激項目の呈示は５回、10 回、20 回条件ではすべて１リストにつき１回、１ブロックで４回であった。２回条件では１ブロック２回であった。ゆえに呈示頻度に応じた成績の向上は刺激の呈示回数の影響ではなく、呈示後の無関連単語の発話時間、つまり次の刺激が呈示されるまでのスペースの長さと相関すると考えられる。つまりこのスペースの長さがリフレッシングの固定化と関係している可能性がある。具体的には、20 回呈示(１リストにつき 5回反復)のスペースは 1700ms、10 回呈示(１リストにつき３回、２回)のスペースはそれぞれ 1000ms、700ms であった。このリフレッシュとスペースの解釈はad hocな解釈であり、追加実験によりさらに検証が必要である。  本研究の他の結果と問題点 作成した非単語はバイモーラ頻度、隣接語を操作したが、実験を通して、リハーサル条件や呈示回数条件に関わらず、非単語の単語らしさ高低の有意な差が頑健な結果として得られた。参加者は呈示項目が新奇な語(非単語)であっても母語の音韻配列規則(phonotactics; Gathercole, Frankish, Pickering,  Peaker, 

1999; Vitevitch, Luce, 2005)を無意識に援用していることが分かる。 今回の実験パラダイムの問題点として、使用非単語の数が多いこと(高低それぞれ 12個、計 24 個)、また手掛り再生と再認テストの関係がある。手掛り再生で２モーラが与えられた後の再認課題では、３択の非単語は３モーラ目が異なるだけであり、再認が容易であった可能性が挙げられる。これらは今後再検討する必要がある。 
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Abstract 
This research investigated the effect of using a virtual 
three-dimensional psychology laboratory for 
project-based learning. Twenty two undergraduates of 
an advanced experimental psychology class were 
divided into four small groups. The members of each 
group discussed the plan of the experiment and 
collaboratively conducted it in a virtual laboratory. 
The topics of the projects were (a) the effects of 
shyness and anxiety on communication in virtual 
environments, (b) shyness training using virtual 
environments, (c) the effects of non-verbal cues on 
chat communication, and (d) the effects of anonymity 
on communication in virtual spaces. The results 
showed that the virtual environment fostered learning 
by motivating students in designing and in conducting 
the experiment.  
Keywords ― education, virtual space, project 
based leaning 

 

1. はじめに 

３次元仮想空間のコミュニケーションは，アバタ

ーの表情動作とテキストによるチャットを通してや

りとりする点で，従来のコミュニケーションとは異

なる．こうした空間を用いた教育実践は，仮想空間

がリアルなロールプレイの場を提供して動機づけを

高めることを示してきた．たとえば，大学の外国語

教育における実践では，仮想空間は，リアルなロー

ルプレイの場を提供して動機づけを高め，匿名性に

よって，恥ずかしさを低減し，遠隔地における協同

学習を支援することを明らかにしてきた[4][9]．し

かし，外国語教育以外の教育実践やその評価と効果

測定は未だ少ない． 

一方，仮想空間を使った人の認知・行動を解明

する研究は，仮想現実技術の進歩に伴い，内外で

研究が始まっている[1][8]．たとえば，楠見のグ

ループでは，仮想空間におけるコミュニケーショ

ンの認知科学的研究として，web ベースで利用で

きる仮想空間コミュニケーションシステム(3D- 

IES，3D Interactive Education System,図 1)の

開発[2]とユーザビリティ評価の研究を進めてき

た[6]．さらに，このシステムを用いて仮想空間に

おける物語生成[3]や仮想空間におけるがん患者

コミュニティの成熟を 4年分のチャットデータに

基づいて研究をおこなってきた[7]． 

仮想3次元空間活用の意義 

そこで，本研究では，3次元仮想空間の教育利用と

人間行動研究として，つぎの３つを提案する． 

第１に，仮想空間を利用して，プロジェクトベ

ース学習（PBL）をおこなうことである．仮想空間

は協調学習の場を提供し，能動的学習を促進する．

その利点は(a)仮想空間は時間と場所の制約が小

さい． (b)アバターを用いるため，メンバー全員

の存在が認識しやすく，活発なコミュニケーショ

ンを可能にすることにある． 

第 2は，仮想 3次元空間を，実験実習の場とす

る．その利点として(a) 仮想空間上で実験室を用

意できるため，現実環境に比べてコストが小さい．

(b)仮想世界は現実世界よりも実験操作が容易で

ある（実験者の発話，性別，容姿，表情など）．と

くに，参加者をだます実験では，表情や態度から

見破られる可能性が少ない．(c)発話記録が容易に

採取でき，テキストマイニング，時間測定ができ

る点にある． 

第 3は，仮想空間を実験室として利用して，仮

想空間固有の人間行動を解明する．これは新たな

認知科学研究のテーマとして意味を持つ[1]． 
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2. 仮想空間を利用した授業実践 

方法「教育心理学課題演習」は，心理学専攻の

学部３年生後期において，卒業論文作成のための

心理学の方法論を学び，計画の立案や実験実施を

学ぶ授業科目(週 1回半期 13 回)である．22 名が

４班(各班５-６人)に分かれ，3次元仮想空間にお

ける心理学実験室を用いて人の行動を解明するた

めの PBL をおこなった．3次元仮想空間システム

は野村総合研究所の 3D-IES[2][6]を用いた．授業

は，大型スクリーンと一人 1台の PC がある教室を

用いた． 

授業では，1-2 回目には，前半は，テーマの見

つけ方や共同研究の進め方を講義し，後半は仮想

コミュニケーションシステムの実習を行った．毎

回の授業の最後の時間帯はグループワークの時間

とし，プロジェクトの計画立案などを行った．各

班は，授業以外の時間帯でも集まり，相談をした

り，大学または自宅から 3D-IES を用いて実験を行

なったりした．授業の 5-8 回目は，班ごとの計画

発表，10-13 回は，班ごとに成果発表を行った．

最終回には授業評価アンケートを実施した．参加

者の自己学習を促進するために，授業に関する情

報リソースは HP[5]に掲載した．さらに，参加者

間の協同学習を支援するために，学習管理システ

ム moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment 上に，各班の発表資料など

を掲載し，参加者が発表に対して，コメントおよ

びリプライができるようにした． 

授業内での各班は，次のような 4つのテーマで

それぞれプロジェクトを進めた。 

Ａ班 仮想世界を用いた内気と対人不安がコ

ミュニケ-ションに及ぼす効果の解明：現実世界

では，内気な人は対人不安が高まり，うまくコミ

ュニケ－ションできないことがあるが，仮想空間

ではどうかを検討した．実験では，仮想空間で 2

名のサクラの会話が対立する場面を作り，参加者

が会話に割ってはいる状況設定をした．12 名の大

学生が自宅から参加した．内気尺度と発話回数，

発話量で測定した．その結果，内気質問紙尺度得

点の高低の 2群間での差異は，ネット上の発言回 

 

数(自主的意見，非自主的意見)，発話量のいずれ 

においても見られないことが明らかになった．こ

れは，内気な人でもネット上では，アバターを用

いることで積極的に発言できることを示唆してい

る． 

Ｂ班 仮想世界を用いた内気解消のための訓

練：自分の意志や主張をスムーズに伝えるアサー

ション訓練には DESC（Describe，Express，Specify，

Consequence）と I メッセージ（主語を I（私）に

した表現で気持ちを相手に伝える）という 2つの

代表的方法がある．しかし効果の比較研究は少な

い．そこで，実験では大学生12名を2群に分けて，

仮想空間で２つの訓練法を実施し，その効果を，

アサーション尺度，仮想空間上の会話分析で測定

した．結果は，尺度値では変化は見られなかった

が，会話内容に効果が見られた．たとえば，DESC

群では，「手伝いたい気持ちは山々ですが用事が

あります．他の人に頼んでみましょうか？」（D・

E・Sの三要素が入っている）などの回答が見られ

た． 

Ｃ班 チャットにおける非言語的手がかりの

役割：チャットにおけるアバターの表情などの非

言語的な手がかりの役目を検討した．実験では，

発話者の表情動作，発話遅延時間を操作し，相手

に対する印象，対人不安を測定した．大学生 12

名が自宅から参加した．結果は，顔文字やアバタ

図１ 仮想空間コミュニケーションシステム
（3D-IES，(c)NRI）中央画面は，共有された仮
想空間．下部のウィンドウと吹き出しに会話が
表示．画面右下の表情アイコンで，アバターの
表情動作を操作できる. 
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ーの表情の使用は，予想に反して対人恐怖心性の

高群低群ともに参加者の不安を高めることがわか

った．その理由は，実験の会話における最後の返

答が泣き顔/悲しみの顔文字・アバターの表情を随

伴させたためと考えられる． 

Ｄ班 仮想世界による匿名性の心理的背景：仮

想世界上で異性を演じることが，演じ手の心理や

発話内容に与える影響を検討した．実験では，匿

名の男女大学生 18 名が，男性は女性アバターを使

い，女性は男性アバターを作成して会話を行う．

発話内容，気分，アバター外見，現実とアバター

の内気の程度を比較した．その結果，女性が男性

を演じると内気の程度が低下し，主導権を握る発

言が増加した．逆に，男性が女性を演じると，相

手に決定をゆだねる発言が増加し，その人の持つ

ジェンダーステレオタイプに合致した会話が増え

ることが明らかになった． 

 

3. まとめ 

４つの班のプロジェクトは，いずれも仮想空間固

有の人間行動を解明するテーマを設定し，仮想空間

の特質を活かした実験によって，新規性の高い結果

を導くことができた．たとえば 

さらに，最終回の授業評価における 5段階評価

において，仮想空間システムの利用したプロジェ

クトベース学習を「良い」「やや良い」と評価し

た学生の比率は 80%,他の授業に比べて授業参加

熱意が高かったとした学生は 72%,授業満足度が

高いとした比率は 80％，卒業論文の準備に役立っ

たとした比率は 87％であった．また，仮想空間シ

ステムのユーザビリティの評価も，授業の進行に

よって高まった．さらに，授業評価の自由記述で

は，「現実場面ではできない実験ができて楽しか

った」などのコメントが得られた． 

以上の授業実践に基づいて，今後の発展の可能

性として次の二点がある． 

第 1に，４つの班が実施したテーマの展開とし

て，仮想場面を利用したロールプレイによる対人

スキルの訓練と教育をおこなうことである．たと

えば，参加者の自信を高めるようにアバターの服

装を変えたり，また，状況は学校，店頭など参加

者の不安が高い場面で訓練を実施したりすること

が考えられる。第２に，仮想場面を利用した実験

室の応用可能性については，本実践研究では取り

上げなかった経済ゲーム，集団意思決定，協同問

題解決などの教材を作成して実施することである．  
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ピアコメントを書くことと読むことは
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Abstract

In writing an academic essay, one has to read

related documents. In such reading, people often

draw underlines important points and leave com-

ments on them. We believe these activities play

crucial roles in writing better essays. Sharing one’s

underlines and comments with peers may further

enhance students’ writing activities. In order

to facilitate these activities, we have developed a

Web-based support system called EMU (Emotional

and Motivational Underliner). The EMU enables

learners to add annotations on a part of documents

where they are attracted by adding affective tags.

It also enables them to share these annotations and

tags and leave peer comments on each annotation.

In this study, we examined the relationships

between these collaborative activities and the

quality of students’ essays. The results showed

that students who wrote better essays added more

peer comments. In particular, they read and left

more peer comments on the annotations that

expressed negative or skeptical attitude toward the

original documents. Additionally, students who

left more peer comments on the annotation that

expressed negative or skeptical attitude toward the

documents tended to write better essays.

Keywords — Peer comments, Academic

writing, Reading for problematizing,

Computer-supported collaborative learning

1. はじめに
本稿の目的は，学習者に対して直感的・感情的な判

断の外化を促し，外化した判断を学習者間で共有し，
相互にコメントする活動により，主張型レポートの質
がいかに変化するかを検討することである．

近年，大学の教育目標の中に含まれているもののひ
とつとして，大学生のレポートライティング能力の向
上が挙げられる [9]．これは，単に大学における学習
のみに必要とされるものではなく，大学卒業後社会人
として必要な能力のひとつとして，産業界からも求め
られているものである [10]．
著者らは，自ら問題を見つけ，それに対する主張，

論拠を述べる形式でまとめる主張型レポートに注目
する．そして主張型レポートをまとめるプロセスの中
で，実際にレポートを書き始める前の，自ら問題を発
見する段階における学習支援を試みる．つまり，「ど
う書くか」（how to write）よりむしろ「何を書くか」
（what to write）を学習者が考える場面における，学
習者への働きかけを試みるのが著者らの目標である．
主張型レポートをまとめる際の問題発見において，関
連資料を問題構築的に読解することは不可欠である
[3, 11]．この問題構築的読解とは，単に文献の内容を
理解し妥当性を判断するだけでなく，学習者自身の考
えを深めるための読解を指すものである．そして問題
構築的読解を行うための学習環境として，著者らは
EMU（Emotional and Motivational Underliner）を
開発し，実際に大学の授業で利用している（図 1）．
問題構築的読解で必要とされているものは，理性

的・論理的判断の外化の促進よりむしろ感情的・直感
的判断の外化を促す方が主張型レポートをまとめる際
に必要な問題発見につながる可能性が示されている点
が挙げられる [12, 11]．論文やレポートで問う問題を
見つける際，戸田山 [15] は感情的・直感的判断が有効
な場合があることを指摘し，格式張らない 4 つの観点
（2. 節にて後述）に基づく形で行うことを勧めている．
また [6] の三色ボールペンを用いた読解においても，
読み手の主観に基づく書き込みを勧めている点は，戸
田山 [15] と類似している．これらも考慮し，EMU は
感情的・直感的判断を重視した問題構築的読解を行う
システムとして設計されている．
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下線を引く箇所

感情タグ
（選択必須）

コメント（任意）

図 1 EMU のスクリーンショット

しかし，感情的・直感的判断の外化のみでは，学習
者は独善的な発想に基づいたレポートを書く可能性
も残されている．ここで，そのような判断に基づく外
化された意見を他学習者（ピア）と共有し，ピア同士
で相互作用することにより，意見を洗練させることで
より論理性の高い，説得力のあるレポートの作成が可
能になると考えられる．一般に外化やそれに基づく協
調は，反省的思考や説明活動を促進することは，先行
研究により示されている [5, 8]．主張型レポートの作
成において，これらの活動は初期の気づきの根拠を問
うこと，その一貫性を高めること，他の可能性を検討
することに貢献することが期待される．実際，レポー
トライティングの実践研究において，学習者同士で互
いに書いたレポートや論文を読み合い，コメントを行
うピアレビュー・グループレビューが活用されている
事例も多数ある [4, 7, 14]．例えば，白石らの研究 [7]

では，ピアレビューを行うことによりより論理性の高
いレポートが作成可能になることを示唆している．こ
れらは草稿レベルまで仕上がったレポートに対する協
調活動であり，問題構築的読解のプロセスに言及して
いるものではない．だが，一般に協調がもたらす影響
を考慮した場合，同様の効果を草稿を仕上げる前の段
階である問題発見において協調活動が行えるのであれ
ば，学習者にとって大きなメリットになりうる．

2. EMU の機能
領域知識の不十分な学習者が問題構築的読解を行う
には，直感・感情的思考に基づき，文献に下線を引き，
コメントを書き込むことが有効である．一般に文献の
批判的読解において，文献への下線・書き込みは有効
な方略として知られている [1]．また下線・コメント
という形で学習者の気づきを外化することで，気づき
の洗練を行える可能性もある．
これらを踏まえ著者らは，EMU に必要な機能と
して，Web 上のテキストに対する下線・コメント
（マーキング）と感情タグの付与の機能を実装した
[12, 13, 11]．感情タグは EMU のシステムの中で定

図 2 他学習者のマーキングへピアコメントを付与す
るフォーム

義されており，
ここ大事「ここは大事だな」だと思った箇所で選択す

る（黒）．
そうそう「そうそう，その通り」「いいこと言ってるな」

と思った箇所で選択する（青）．
へぇ「へぇそうなんだ，知らなかった」「よくこんなこ

と思いつくな」と思った箇所で選択する（緑）．
ムカッ「おいおい，それは違うだろ！」「これはひどい」

と思った箇所で選択する（赤）．
？？「ん？ 本当か？」「よくわからないな」と思った

箇所で選択する（黒＋「？」マーク）．

の 5 種類（括弧内は下線の色・装飾）からなる．この
感情タグの定義は，戸田山 [15] が提案した文献から
の感情的，直感的判断に基づく問題発見のための手が
かりをもとにしている．この感情タグの利用により，
直感・感情的思考に基づく問題構築的読解を学習者が
行えるシステムとなっている．
さらに，前節の議論を踏まえ，他学習者との相互作

用をオンラインで行えるよう，このマーキングを他学
習者と共有し，他学習者のマーキングに対して図 2 に
示すようにコメントを付与できるようにした．共有に
ついては，任意の 1 名の他学習者のマーキングを閲
覧するモードと，複数の他学習者のマーキングを重ね
合わせて閲覧するモードがある．以下，マーキングに
含まれる方のコメントをセルフコメント，他学習者の
マーキングに付与する方のコメントをピアコメントと
呼ぶ．セルフコメント・ピアコメントとも，テキスト
に引かれた下線をクリックすることで閲覧可能にな
る．本稿では，文献読解とピアコメントの付与を踏ま
えた意見文作成において，このピアコメントを付与す
るマーキングの選択方略や，ピアコメントの量による
意見文の質の違いについて検討した．

3. 分析
3.1 分析対象
都内大学の学部 3 年・4 年の教職課程の学生 26 名

が出席した授業において EMU を利用し，意見文作成
を行った．この授業における EMU の利用状況や意
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見文の内容を分析対象とした．
3.2 手順
学生はまず EMU のマニュアルを受け取り，その

マニュアルを読みながらまず練習用の文章に対して
マーキングを行った．次に，ハーラン [2] から抜粋し
た格差問題に関する資料を読み，マーキングを行っ
た．ハーラン [2] のオリジナルの文章では，前半で格
差社会を肯定する意見を表明している．ただし，前半
の内容には不適切な類推，過剰な一般化，確証バイア
スなどに基づいた強引な議論がいくつか含まれてお
り，後半でそうした議論に対して批判的考察を加えて
いる．本実験ではオリジナルから前半部分のみ資料と
して抜粋・一部改変し，どの程度格差社会を肯定する
意見に対して学生が批判的な見方ができるか検討を試
みた．読解後，学生は 1 週間後の次回の授業までに，
課題として他の学生のマーキングに対して他の学生
1 人あたり最低 1 個のピアコメントを残すように告げ
られた．以上までで約 90 分を要した．そして学生は
次回授業において，テキスト・マーキング・他の学生
からのピアコメントを参照しながら，実験 1 と同様
に意見文を作成した．意見文の作成には約 45 分を要
した．終了後，EMU の活用の意図とともに，ハーラ
ン [2] の後半の内容を含めたオリジナルの文章の説明
も行った．

4. 分析結果
4.1 意見文評定による群の決定

2 名の評定者が，資料の論理構造を分析した上での
まとめになっているか，そして資料にない学生独自に
例示した事実を用いて妥当な論証を試みているか，と
いった判断基準から，各学生の意見文を総合的に 5 件
法（1：悪い–5：良い）で評定した．評定者間の評定
値の Pearson の相関係数は r = .67（t(24) = 4.41，
p < .001）であり，正の強い相関が認められたため，
2 名の評定値の平均を用いることとした．
この意見文評定値について，中央値（3.0）を基準に

学生を上位群（n = 12）・下位群（n = 10）に二分し，
以下意見文評定と呼ぶこととする．この 2 群間の
• セルフコメント閲覧頻度・ピアコメント閲覧頻度
• セルフコメント産出量
• ピアコメント産出量・受取量

の差を検討した．この際，ちょうど中央値の評定値で
あった学生 4 名を分析対象から除外した．
4.2 セルフコメント閲覧頻度・ピアコメント閲覧

頻度
2. 節にて説明したように，感情タグ別に下線は色・

装飾が異なっており，また下線に付与されたセルフコ

ここ大事 そうそう へぇ ムカッ ？？
上位群 (n=12) 下位群 (n=10)

セ
ル
フ
コ
メ
ン
ト
閲
覧
頻
度

0
20

40
60

80
10

0

33.58
(23.52)

15.20
(13.95)

39.83
(19.97)

18.30
(12.14)

54.42
(40.76)

22.20
(20.64)

47.83
(25.11)

23.40
(16.19)

53.83
(35.69)

21.60
(17.90)

*

* *** * ***

*: p < .05 ***: p < .001

図 3 意見文評定別・感情タグ別セルフコメント閲覧頻
度（数値は平均，括弧内の数値は標準偏差）

メントは下線をクリックすることにより閲覧できるよ
うになっている．このクリックに関して，クリックし
た日時・学生・クリックされた下線をログに記録した．
このデータを用い，2 週目の授業の開始前までに，任
意の 1 名の他学習者のマーキングを閲覧するモード
において，クリックされた下線に付与された感情タ
グ別に各学生が下線をクリックした頻度を集計した．
図 3 に意見文評定別・感情タグ別の閲覧頻度の平均・
標準偏差を示す．
図 3 より，全体的に上位群の方が下位群より閲覧頻

度が高いことが読み取れる．また，下位群はどの感情
タグに関しても同程度に閲覧されている傾向があるの
に対し，上位群はへぇ，ムカッ，？？の 3 つの感情タ
グについて，他の 2 つのタグより比較的多めに閲覧
されていることが読み取れる．ここで意見文評定を参
加者間要因，感情タグを参加者内要因として 2 要因分
散分析（分割区画デザイン）を行うと，交互作用が有
意であった（F (4, 80) = 2.60，p < .05）．単純主効果
について各感情タグごとにみると，ここ大事タグ以外
で上位群が下位群より閲覧頻度が有意に多いことが示
され，意見文評定ごとの単純主効果をみると，下位群
は有意でなかった（F (4, 80) = 1.48，n.s.）が上位群
は有意であった（F (4, 80) = 10.82，p < .001）．さら
に上位群に関して各タグごとの閲覧頻度の差を 1 対
ずつ Ryan 法による多重比較で検討すると，へぇ，ム
カッ，？？の 3 つの感情タグについて，ここ大事，そ
うそうの 2 つの感情タグより有意（p < .05）にセル
フコメント閲覧頻度が多かった．以上のことから，
• ここ大事以外のすべての感情タグにおいて，上位
群の方が下位群より有意に多くのセルフコメント
を閲覧しようとしていた．

• 下位群はすべての感情タグについて同程度にセル
フコメントの閲覧をしようとしていたが，上位群
は，へぇ，ムカッ，？？の 3 つの感情タグについ

日本認知科学会第27回大会 O5-4

119



0
2

4
6

8
10

12
14

6.17
(2.55)

5.70
(3.68)

6.83
(3.56)

8.50
(5.02)

セ
ル
フ
コ
メ
ン
ト
産
出
量

賛成 反対

上位群
(n=12)

下位群
(n=10)

図 4 意見文評定別・トーン別セルフコメント産出量
（数値は平均，エラーバー・括弧内の数値は標準偏差）

て，残り 2 つの感情タグと比較して多くのセルフ
コメントを閲覧しようとしていた．

の 2 点が示された．
また，セルフコメントと同じ要領で，クリックした

日時・学生・クリックした下線のログはピアコメント
についても記録されている．このログを用いてピアコ
メント閲覧頻度も集計した．その結果，上位群（M =

259.25，SD = 202.18）より下位群（M = 175.30，
SD = 66.71）の方が高い平均値を示したものの，t 検
定（Welch の方法）の結果，有意な差はみられなかっ
た（t(13.78) = 1.35，n.s.）．
4.3 セルフコメント産出量
分析対象の学生全体で 315 個のセルフコメント付

きのマーキングが付与された．これを 2 名の判定者
の手により，セルフコメントのトーンを以下のカテゴ
リに基づき分類した．
賛成 本文の内容に賛成したり，驚いたりしているもの．
反対 本文の内容に反対したり，疑問を示したりしてい

るもの．

判定者間の判定の一致率は 95% であった．判定が一
致したもののみを分析の対象とした．そしてこの分類
に基づき，セルフコメントの個数に関係なく，セルフ
コメントに含まれる文の個数を数え上げ，その合計を
セルフコメント産出量とした．
群別・トーン別セルフコメント産出量の平均と標準

偏差を図 4 に示す．下位群の「反対」のセルフコメン
ト産出量が若干多いように読み取れる．しかし，セル
フコメント産出量の平均値に関して意見文評定を参加
者間要因，トーンを参加者内要因として 2 要因分散
分析を行ったものの，群の主効果（F (1, 20) = 0.43，
n.s.）・交互作用（F (1, 20) = 0.66，n.s.）とも有意で
はなかった．
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図 5 意見文評定別・トーン別ピアコメント産出量（数
値は平均，エラーバー・括弧内の数値は標準偏差）
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図 6 意見文評定別・トーン別ピアコメント受取量（数
値は平均，エラーバー・括弧内の数値は標準偏差）

4.4 ピアコメント産出量・受取量
分析対象の学生のマーキングに対し，1164 個のピ

アコメントが付された．以下のカテゴリに基づき，
2 名の判定者によりピアコメントのトーンの分類を
行った．
賛成 ピアコメントを付したセルフコメントの内容に賛

成したり，驚いたりしているもの．
反対 ピアコメントを付したセルフコメントの内容に反

対したり，疑問を示したりしているもの．

判定者間の判定の一致率は 90% であった．判定が一
致したもののみを分析の対象とした．
そしてセルフコメントと同様，ピアコメント内の文

の個数を数え上げ，各学生ごとに送信したピアコメン
トの文の個数の合計をピアコメント産出量とした．な
お，ピアコメント当たりの文の個数の平均は 1.61，最
大は 5 であり，2 文以下からなるピアコメントが全体
の 91% を占めた．また，各学生ごとに他の学生から
受信したピアコメントの文の合計をピアコメント受取
量とした．
意見文評定別・トーン別ピアコメント産出量の平

均と標準偏差を図 5 に示す．上位群・下位群を比較
すると，本文の内容に「反対」のセルフコメントに
対して「賛成」の内容のピアコメントの産出量につ
いて，上位群の方が下位群よりはるかに多くなって
いる．ピアコメント産出量の平均値に関して意見文
評定を参加者間要因，セルフコメントのトーン・ピア
コメントのトーンを参加者内要因として 3 要因分散
分析を行ったところ，2 次の交互作用が有意であった
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（F (1, 20) = 12.30，p < .01）．そして「賛成」のピアコ
メントに対する意見文評定・セルフコメントのトーン
の単純交互作用が有意（F (1, 40) = 18.14，p < .001）
で，「反対」のセルフコメントに対する「賛成」のピ
アコメントの単純主効果も有意（F (1, 80) = 24.35，
p < .001）であった．このことから，「反対」のセルフ
コメントに対する「賛成」のピアコメントの産出量に
ついて，上位群の方が下位群より有意に多かったとい
える．
意見文評定別・トーン別ピアコメント受取量の平均

と標準偏差を図 6 に示す．上位群・下位群を比較して
も，特に顕著な傾向の違いは現れていない．実際，ピ
アコメント産出量と同様に 3 要因分散分析を行った
が，意見文評定の主効果（F (1, 20) = 0.34），意見文評
定・セルフコメントのトーンの交互作用（F (1, 20) =

0.45），意見文評定・ピアコメントのトーンの交互作用
（F (1, 20) = 0.07），2次の交互作用（F (1, 20) = 0.74）
いずれも有意ではなかった．
4.5 意見文評定値の再検討

4.4 節にて，「反対」のセルフコメントに対する「賛
成」のピアコメントの産出量について，意見文評定値
の上位群の学生の方が下位群の学生より有意に多かっ
た点に着目した．ここで，このピアコメントの産出量
の中央値 29 を境に，ちょうど中央値であった分析対
象の学生 2 名を分析から除外した上で残りの学生 24

名を上位群（n = 12）・下位群（n = 12）に分け，意
見文評定値をこの 2 群間で比較した．
その結果，上位群（M = 3.62，SD = 0.68）の方が下

位群（M = 2.79，SD = 0.84）より明らかに評定値の
平均が高かった．実際，t検定（Welchの方法）により
両群間の評定値の平均の差をみると，t(21.08) = 2.68

（p < .05）とこの差が有意であることが示された．

5. 考察
以上の結果より，まずセルフコメントの閲覧頻度を

みると，全体的に意見文評定の上位群の学生の方が，
下位群の学生より頻繁にセルフコメントを閲覧してい
ることが示された．中でも，特にへぇ，ムカッ，？？
といった，本文の内容を踏まえて新たに他の学生によ
る情報がセルフコメントに含まれていると予測される
下線が多くクリックされる傾向があるといえる．
しかし，ピアコメントの閲覧頻度については意見文

評定による差はみられなかった．ピアコメントは，ピ
アコメントが付されたセルフコメントがクリックされ
ると自動的に開く仕組みとなっており，クリックの頻
度と実際にピアコメントを閲覧した頻度が一致して
いない可能性がある．操作性を損なわず，かつ大量の

データを統制された環境下で妥当なピアコメントの閲
覧の程度を示すデータを取得するのは困難だが，たと
えばピアコメントを一切読み書きしない環境との比較
や，自身のセルフコメントに寄せられたピアコメント
のみ閲覧可能にするなどといったように，ピアコメン
トの読み書きに制約を設ける形でピアコメントを読む
ことがレポートの質に与える影響を検討することは可
能と考えられる．
また，高く評価される意見文を書いた学習者の方

が，下位群の学習者より文献の内容に否定的・懐疑的
なセルフコメントに対して，同意する内容のピアコメ
ントを多く残していることが示された．これは，セル
フコメントの閲覧頻度の傾向について，上位群の方が
そうしたセルフコメントを頻繁に閲覧しようとする
傾向があることとも関連があると考えられる．また，
文献の内容に否定的・懐疑的なセルフコメントに対し
て，同意する内容のピアコメントを多く残した学習者
は，高く評価される意見文を書く傾向があることも示
唆される．鈴木ほか [12] の実験において，直感的・感
情的な外化を促された学習者は促されなかった学習者
と比べて懐疑的なセルフコメントを多く残し，また質
のよい意見文をまとめられることが示された．この点
を踏まえると，質のよい意見文をまとめられる学習者
は文献の中の否定的・懐疑的な見方に対して外化の段
階で反応が多くなる可能性が考えられる．
ただし，文献の内容次第でこうした傾向の変化も予

想されるため，異なる内容・論じ方の文献に対する問
題構築的読解に関しても検討が必要である．また，今
回はポストホックな分析しか行えていない．特に，前
述のようにピアコメントを読むことの影響について十
分に検討できたといえない．今後は対照実験を行い，
これらの知見を通じて主張型レポートの作成における
問題構築的読解のプロセスを明らかにし，それを踏ま
えたレポートライティングのための学習環境構築の指
針を示す必要がある．
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Abstract 

A social survey was conducted to investigate people’s 

attitudes toward robots and factors influencing them, 

focusing on respondents’ generations, educational 

backgrounds, and experiences of robots. The results of 

analyses for 623 samples suggested that experiences of 

real robots and educational backgrounds of natural 

science and technology negatively influenced negative 

attitudes toward interaction with robots, younger 

people had more negative attitudes toward social 

influences of robots than elder ones, and influences of 

robot experiences into negative attitudes toward social 

influences of and emotional interaction with robots 

were dependent on generation and educational 

backgrounds, respectively. 
 
Keywords ―  Human-Robot Interaction, Social 

Survey, Attitudes toward Robots 

 

1. はじめに 

  人とロボットとの対話において，人がロボット

に対して抱いている態度，特にロボット否定的態

度が対ロボット行動に影響を与えることが，既存

研究において見出されている[2]．また，このロボ

ット否定的態度はロボットの見聞経験によって変

容することも示唆されている[3]．しかし，個人の

どのような背景要因によってロボット否定的態度

が影響を受けるかについては，詳細な検討はなさ

れていない． 

  また，ロボットに対する態度が影響を受ける要

因としては，ロボットに関する見聞経験以外に年

代が考えられる[1,5,6]．また，個人の教育背景も

影響要因として考慮され，実際に人―ロボット対

話実験における統制要因として問題化されている．

そこで，本研究では，年代・教育背景・ロボット

の見聞経験がロボット否定的態度に与える影響に

ついて探索するための社会調査を行った． 

 

2. 手法 

 調査は，2010 年 2 月末にインターネット上で実

施された．回答者は，調査会社への委託により募

集された 20 歳以上の成人 623 名であった．年代

ごとの性別構成は以下の通りである： 

  20 代：男性 70 名，女性 57 名 

  30 代：男性 68 名，女性 52 名 

  40 代：男性 66 名，女性 54 名 

  50 代：男性 75 名，女性 59 名 

  60 代：男性 68 名，女性 54 名 

 

調査票は，以下の項目から構成された： 

1. 教育を受けている・受けてきた分野： 

物理学・機械工学等の理工学系分野，心理学・

経済学等の人文・社会科学系分野，美術・文学

などのその他の分野からの選択 

2. ロボットの見聞経験： 

ロボットを「人間の形で，子供から大人までの

サイズのロボット」と言語定義した上で，「1．

実際に実物を見たことがある」「2．TV や新聞

等で見たことがある」「3．見たことはない」の

3 件法） 

3. ロボット否定的態度尺度： 

表 1 に示すロボット否定的態度尺度（Negative 

Attitudes toward Robots：NARS）[2]の 14 項

目．ロボット対話否定的態度 6 項目，ロボット

社会的影響否定的態度 5 項目，ロボット対話感

情否定的態度 3項目から構成される Lickert型

尺度．各項目 5 件法（1．全くそう思わない，

2．それほどでもない，3．どちらともいえない，

日本認知科学会第27回大会 O6-1

123



4．まあそうだ，5．全くそう思う） 

 

3. 結果 

 教育背景は理工学系・人文社会科学系・その他

（芸術系含む）の 3 水準とした．また，ロボット

の見聞経験に基づいて，「実経験群」「メディア見

聞群」「未見聞群」の 3 水準により回答者群の分

割を行った．年代・教育背景・ロボット見聞経験

による回答者数を表 2 に示す。教育背景×ロボッ

ト見聞経験，ロボット見聞経験×年代，年代×教

育背景のクロス分析において，統計的に有意な関

連は認められなかった（教育背景×ロボット見聞

表 1 ロボット否定的態度尺度（NARS） 

番号 項目内容 下位尺度 

１ もしロボットが本当に感情を持ったら不安だ． S2 

２ ロボットが生き物に近づくと，人間にとってよくないことがありそうな気がする． S2 

３ ロボットと会話すると，とてもリラックスできるだろう．* S3 

４ 就職してロボットを利用するような職場にまわされるかもしれないと考えると，不安になる． S1 

５ ロボットが感情を持ったら，親しくなれるだろう．* S3 

６ 感情的な動きをするロボットを見ると，気分がいやされる．* S3 

７ ロボットと聞いただけで，もうお手上げの気持ちだ． S1 

８ 人が見ている前でロボットを利用すると，恥をかきそうだ． S1 

９ 人工知能とか，ロボットによる判断といった言葉を聞くと不愉快になる． S1 

１０ 私は，ロボットの前に立っただけで，とても緊張してしまうだろう． S1 

１１ ロボットに頼りすぎると，将来，何か良くないことが起こりそうな気がする． S2 

１２ ロボットと会話をすると，とても神経過敏になるだろう． S1 

１３ ロボットが子供の心に悪い影響を与えないか心配だ． S2 

１４ これからの社会は，ロボットによって支配されてしまいそうな気がする． S2 

（S1：ロボット対話否定的態度，S2：ロボット社会的影響否定的態度，S3：ロボット対話感情否定的態

度，*逆転項目） 

表 2 年代・教育背景・ロボット見聞経験による回答者数 

  20代 30代 40代 50代 60代 合計 

実経験群 理工学 14 10 12 7 5 48 

 人文社会 1 8 4 7 3 23 

 その他 2 4 6 1 3 16 

 合計 17 22 22 15 11 87 

メディア見聞群 理工学 30 31 30 30 25 146 

 人文社会 20 21 20 28 25 114 

 その他 12 16 18 26 26 98 

 合計 62 68 68 84 76 358 

未見聞群 理工学 22 11 10 16 8 67 

 人文社会 14 8 13 7 15 57 

 その他 12 11 7 12 12 54 

 合計 48 30 30 35 35 178 
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経験：χ2(4) = 8.400, .05 < p < .1，ロボット見聞

経験×年代：χ2(8) = 14.132, .05 < p < .1，年代×

教育背景：χ2(8) = 12.249, n.s.）． 

 上記 623 サンプルにおける NARS 下位尺度の

Chronback の信頼性係数αは，ロボット対話否定

的態度において.837，ロボット社会的影響否定的

態度において.741，ロボット対話感情否定的態度

において.773 となり，十分な内的整合性が認めら

れた．これら下位尺度得点を，一部逆転処理を含

む対応項目得点の合計として算出した． 

次に，算出された NARS の下位尺度得点に対し

て，教育背景×ロボット見聞経験，ロボット見聞

経験×年代，年代×教育背景の各 2 要因での分散

分析を行った．なお，表 2 に示されるように，3

要因での分析は度数が 1 となるセルが多数存在し

たため不可とした．これら分散分析の結果を表 3

に示す． 

 ロボット対話否定的態度得点において，ロボッ

ト見聞経験と教育背景の主効果が有意となった．

Bonferroni 法による多重比較（α=.05）の結果，

「実経験群」＜「メディア見聞群」＜「未見聞群」

となること，「理工学」＜「その他」となることが

認められた．図 1 に，ロボット見聞経験と教育背

景によるロボット対話否定的態度得点の平均と標

表 3 NARS 下位尺度得点に対する分散分析の結果 

 経験 教育背景 交互作用 

ロボット対話否定的態度 14.053*** 6.780* 1.779  

ロボット社会的影響否定的態度 1.005  2.411† 1.079  

ロボット対話感情否定的態度 1.659  .240  2.232† 

 経験 年代 交互作用 

ロボット対話否定的態度 14.643*** .886  .950  

ロボット社会的影響否定的態度 1.383  3.735** 2.269* 

ロボット対話感情否定的態度 2.965† 2.557* .626  

 年代 教育背景 交互作用 

ロボット対話否定的態度 .427  6.290** 1.919† 

ロボット社会的影響否定的態度 6.137** 3.830* 1.052  

ロボット対話感情否定的態度 3.200* .193  1.498  

(†p < .1, *p < .05, **p < .01, ***p < .001) 
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図 1 ロボット見聞経験と教育背景によるロボット対話否定的態度得点の平均と標準偏差 
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準偏差を示す．年代の主効果は認められず，経験

と他の要因との交互作用も認められなかった．年

代と教育背景の交互作用が有意傾向で認められた

ものの，Bonferroni 法による単純主効果の検定

（α=.05）においては群間に有意な差は認められ

なかった． 

ロボット社会的影響否定的態度得点において年

代の主効果が有意となり，Bonferroni 法による多

重比較（α=.05）の結果，「20 代」＞「40 代」，「50

代」，「60 代」となることが認められた．ロボット

見聞経験の主効果は認められなかったが，年代と

の交互作用が統計的に有意となった．Bonferroni

法による単純主効果の検定（α=.05）により，「30

代」において「実経験群」＜「メディア見聞群」

および「未見聞群」となることが認められた．さ

らに，「実経験群」において「20 代」＞「30 代」，

「メディア見聞群」において「20 代」および「30

代」＞「40 代」および「60 代」となることが認

められた．図 2 に，年代とロボット見聞経験によ

るロボット社会的影響否定的態度得点の平均と標

準偏差を示す．教育背景の主効果に統計的有意性

は認められたものの，多重比較において群間に有

意な差は認められなかった．また，教育背景と他

の要因との交互作用も認められなかった． 

ロボット対話感情否定的態度得点においては，

ロボット見聞経験と教育背景の交互作用が有意傾

向で認められた．Bonferroni 法による単純主効果

の検定（α=.05）により，「理工学」において「実
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図 2 年代とロボット見聞経験によるロボット社会的影響否定的態度得点の平均と標準偏差 
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図 3 教育背景とロボット見聞経験によるロボット対話感情否定的態度得点の平均と標準偏差 
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経験群」＜「メディア見聞群」，「人文社会」にお

いて「メディア見聞群」＞「未見聞群」となるこ

とが認められた．図 3 に，ロボット見聞経験と教

育背景によるロボット対話感情否定的態度得点の

平均と標準偏差を示す．年代の主効果に統計的有

意性は認められたものの，多重比較において群間

に有意な差は認められなかった．また，年代と他

の要因との交互作用も認められなかった． 

 

4. 考察 

上記調査結果は，ロボットに関する経験・個人

の教育背景と年代が対ロボット態度に与える影響

を示唆している． 

まず，ロボット対話否定的態度得点は，実物を

見たことがある回答者群，TV 等のメディアで見

たことのある回答者群，見聞経験のない回答者群

の順番で低いことが見出された．表 1 に示される

ように，ロボット対話否定的態度は対話機能を持

つロボットとの接触に対する否定的姿勢・構えで

あり，今回の調査結果は，実際のロボットとの接

触経験が増すほどこの否定的態度が低下すること

を示唆している．また，年代はロボット対話否定

的態度得点に影響せず，理工学系の教育背景を持

つ回答者は芸術系等の教育背景の回答者よりも得

点が低いことが見出された．このことは，ロボッ

ト対話否定的態度は年代とは関連がなく，むしろ

ロボットと対話する当人の教育背景と経験に依存

することを示唆している． 

一方，ロボット社会的影響否定的態度は，年代

に影響を受けることが示唆された．上記調査結果

は，20 代回答者群は 40 代以上の回答者群よりも

ロボット社会的影響否定的態度得点が低いことを

見出している．さらに，ロボットに関する経験は

年代と交互作用を起こす形で影響している．実際，

30 代回答者群のみで，実際のロボットを経験した

回答者群は他の回答者群よりもこの得点が低いこ

とが見出されている．また，実際のロボットを経

験したことのある回答者群では，30 代回答者群は

20 代回答者群よりも得点が低く，TV 等のメディ

アでの見聞経験のある回答者群においては，20

代・30 代回答者群は 40 代および 60 代回答者群

よりも得点が低いことが見出されている．表 1 に

示されるように，ロボット社会的影響否定的態度

はロボット技術の高度化による人間社会への否定

的影響に関する姿勢・構えであり，今回の調査結

果は，若年世代ほどこの否定的態度が高いこと，

実際のロボットとの接触経験による低減効果は年

代に依存する可能性があることを示唆している．

さらに，教育背景がロボット社会的影響否定的態

度に明確な影響を与えなかったことは，現段階で

の教育内容はロボットの社会的影響に関する人々

の意見を大きく変えるものではないことを示唆し

ている． 

また，ロボット対話感情否定的態度は，交互作

用の形でロボットに関する経験と教育背景の影響

を受けることが示唆された．上記調査結果は，理

工系回答者群においては、実物を見たことがある

回答者群は TV 等のメディアで見たことのある回

答者群よりもロボット対話感情否定的態度得点が

低く，人文社会回答者群においては，TV 等のメ

ディアで見たことのある回答者群は見聞経験のな

い回答者群よりも得点が高いことを見出している．

表 1 に示されるように，ロボット対話感情否定的

態度はロボットとの対話の際にロボット側が感情

表明をすることおよび自身がロボットに感情を感

じることへの否定的姿勢・構えであり，今回の調

査結果は，ロボットの見聞経験がこの否定的態度

に与える影響の仕方が，個人の教育背景によって

異なる可能性を示唆している．また，ロボット対

話否定的態度と同様に、年代はこの否定的態度に

明確な影響を持たないことも示唆している． 

今回の調査では教育背景・年代・経験の間に有

意な関連性が見出されなかったことを含め，これ

らの結果は，今後ロボットが実社会に伝搬し，人々

の対ロボット経験が変化するにつれ，対ロボット

態度が変容していくと同時に，ロボットの社会的

影響や対話の際の感情面などについては，教育背

景と年代でその変容が異なる様相を示す可能性を

含意する． 
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5. 今後の課題 

今回の調査では，「人間の形で，子供から大人ま

でのサイズのロボット」と言語定義したものに限

定して，ロボットの見聞経験の影響を探索してい

る．しかし，回答者が実際に経験した，あるいは

マスメディアで見聞した等身大人型ロボットが機

械的な外見のものか，アンドロイドのように人間

に非常に似た外見のものかまでは考慮していない．

また，ロボットの実体験や見聞内容の詳細につい

ても扱っていない．これらロボットの経験内容と

対ロボット否定的態度の関連については，質問紙

調査と同時に面接法を組み合わせた詳細な検討が

必要である． 

また，今回の調査結果では，若年層ほどロボッ

トの社会的影響について否定的であることが示唆

されているが，海外の既存研究では逆の傾向が見

出されている．Shibata ら[6]は，USA・日本・イ

ギリス・オランダを含む各国で行われたアザラシ

型ロボット”Palo”の展示会の来訪者に対して調査

を行い，20 歳未満の来訪者は 20 歳以上より

も”Palo”に対して好印象を抱く傾向があることを

示唆している．Dautenhahn ら[1]は対ロボット実

験の参加者を対象に調査を行い，若年層参加者

（35 歳未満）は高年層参加者（35 歳以上）と比

べて将来家庭用ロボットを導入することに好意的

であることを報告している．Scopelliti ら[5]がロ

ーマ在住者を対象に行った調査では，若年層（18

～25 歳）は高齢者層（65～75 歳）よりも家庭用

ロボットに対して親和性が高いことが見出されて

いる．一方，Nomura ら[4]が日本での等身大人型

ロボットの展示会の来訪者対象に行った調査では，

40 代の来訪者は 20 代の来訪者よりもロボットに

対して肯定的である傾向が認められており，今回

の調査結果との整合性を示している．このような

日本の独自性を考慮した年代と文化との交互作用

については，複数の国での多年代に渡る大規模調

査が必要である． 

さらに，今回の調査では経験・年代・教育背景

の 3 要因で分析を行うべきところ，サンプル数の

関係で複数の 2 要因による分析に留まっている。

また，ロボット否定的態度の行動への影響につい

て性差が示唆されている[2,3]ことからも，性別を

要因として加えた分析が必要である．これらの問

題については，構造方程式モデリングを想定しつ

つ，より大規模な調査により検討が必要である． 

 

6. まとめ 

 本研究では，年代・教育背景・ロボットの見聞

経験がロボット否定的態度に与える影響について

探索するための社会調査を行った．623 サンプル

を対象とした分析の結果，ロボットの見聞経験が

増すほどロボットの対話に対する否定的態度が低

下すること，理工学系の教育背景を持つほどロボ

ットの対話に対する否定的態度が低いこと，若年

層ほどロボットの社会的影響に対する否定的態度

が高いこと，ロボットの社会的影響および対話時

の感情に関する否定的態度における経験の影響は

年代と教育背景に依存することが示唆された． 

 今後の課題としては，ロボットに関する経験の

詳細と対ロボット態度の関連の検討，年代の影響

に関する国際比較，より多くの要因を考慮したモ

デル構築のための大規模調査が挙げられる． 
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Abstract 

The aim of this paper is to compare the topic ellipsis 

of narration between Japanese learners of Chinese and 

native speakers from the viewpoint of inference. In 

order to compare the difference between learners and 

native speakers, this paper collected data from oral 

Japanese of Chinese learners and those of native 

Japanese by employing oral-retelling the story chosen 

from Little Cat, a story volume for children. 

The results reveal that learners are different from 

native speakers. They tend to use the inference much 

more base on pragmatics implication and also to use 

the more inference clue out of the sentence or the 

context in topic ellipsis. Why the tendency is that the 

learners depend on the context, the scene, or the status 

rather than the sentence.  
 

Keyword―Topic , Topic ellipsis, Inference, Clue 

 

1. はじめに 

 日本語において主題の省略は頻繁に見られるも

のである．但し，話し手であれ，書き手であれ，

なぜ主題を省略したのか，どのような手掛り1によ

りどのような内容を省略したのかについては興味

深い問題となる．話し手や書き手は一般的にある

手掛りをもとにし，主題の省略を行っているが，

具体的に省略された主題とその手掛りとの関係を

どのように見ていくべきなのか，更に主題の省略

の場合に復元された内容とその手掛りとの関係を

推論の観点からどのように見ていくべきなのかに

ついてはまだはっきりしていない．そのため，本

                                                   
1 ここでの「手掛り」は省略された主題が復元す

るまで参照できるものを指し，照応関係における

「先行詞」に近いものである．以下同様． 

研究では省略された内容が前出の文においてすで

に存在している手掛り(言語的･言語外的)との関

連性を推論により，どのように理解するのかに焦

点を当てようとする． 

 日本語では話し言葉は書き言葉と比べて，前出

のものが瞬時に消えてしまうという特性をもつ．

それで，主題の省略を行う際，主題の省略に多く

の影響を与える言語的な手掛りが瞬時に消えてし

まうということになる．その手掛りが完全に消え

てしまうまでに，話し手は脳裏で僅かな時間で手

掛りについての情報を処理し，言語外的な要素を

加えながら，主題の省略を完成するのである．こ

のような脳裏での高度な処理作業は母語話者にと

ってはそれほど難しくないが，学習者にとっては

かなりの難題と言わざるを得ない．実際に，この

難題は学習者にどのような影響を与えているのだ

ろうか．特に学習者によって行われた主題の省略

の手掛りと実際に省略された内容の復元との関係

について推論の観点から考察する場合，母語話者

と比べて，どのような違いが存在しているのだろ

うか． 

本研究は以上の問題点から，主題の省略を行う

前に主題の省略の手掛りと実際に省略された内容

の復元との関係について推論の観点から分析・考

察し，更に中国人日本語学習者(以下は学習者とす

る)と日本語母語話者(以下は母語話者とする)に

おける主題の省略の使用実態を明らかにすること

を目的とする． 
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2. 先行研究との関連及び本研究の対象 

2.1 主題の省略と推論について 

 主題の省略については，三上(1960)の「略題」

をはじめ，久野(1978)の主題の省略に関する視点

制約の「自己同一視化」，畠(1980)の主題の省略に

関する働き，甲斐(1995，1997，1999)の主題の省

略に関する「リンク」などといった構文上の研究

は数多く存在している．省略の復元については，

堀口(1997)の「省略の復元のストラテジー」に関

する研究などが挙げられる．一方，推論に関して

は，山梨(1992：13)の「推論」についての説明か

ら，「推論は言葉の文字通の意味に関わる情報だけ

でなく，その表現の前後関係に関わる文脈情報，

伝達の場面に関わる情報，更に論理的な推論や言

語外の知識を背景とする語用論的な推論によって

誘引される情報という多用な柔軟な情報処理を可

能とする重要な要因の一つである」というように

まとめられる．更に山梨(1992)は「推論」を「意

味的な含意に基づく推論」「文脈独立的な含意に基

づく推論」「語用論的な含意に基づく推論」という

三つのタイプに分けている．他に柴崎(2003:129)

は「物語における推論」について Grasser，Singer 

&Trabasso(1994)の「照応関係」「文法上の格」「原

因を見出す」「主題」など 13 の分類を引用してい

る．高橋他(1989:358)は「あいまいさを含む時間

概念の推論」を「ファジィ推論」「相対関係推論」

「速度と距離との関連」に分けて述べている． 

主題の省略や推論についてそれぞれ研究されて

きているが，推論の観点から主題の省略を取り扱

っている研究は筆者が知る限りで稀である．そこ

で，本研究は主題の省略と推論との関わりに焦点

を絞り，更に話し言葉を研究対象とし，学習者と

母語話者における省略の使用実態を明らかにしよ

うとする． 

前述でも述べたように山梨(1992)では「推論」

を言語的な文脈(文字通の意味，表現の前後の文脈

など)や非言語的な文脈(場面，言語外的情報)に対

する柔軟な情報処理の要因の一つとして扱われう

ると述べられている．また，省略(主題の省略を含

む)の原則としては，久野(1978:8)では「省略され

るべき要素は，言語的，或いは非言語的文脈から，

復元可能(recoverable)でなければならない」と述

べられている．この原則から，省略の復元に関し

て，言語的な文脈と非言語的な文脈の存在の必要

性が示されていると考えられる．このように，主

題の省略の復元に関する言語的・非言語的文脈に

ついては，山梨(1992)により「柔軟な情報処理」

と位置づけられた推論の観点からどのように扱う

べきなのだろうか．ここで，推論から主題の省略

を研究するにあたり，前述の山梨(1992)の推論に

ついての位置づけを参考にし，本研究での主題の

省略の分類について試みる． 

 

2.2 推論に関する主題の省略の分類 

 山梨(1992)では推論のタイプに関して，相対的

に次の三つの種類に分けられると述べている． 

ア「意味的な含意に基づく推論」 

基本的には文脈や言語外の知識があたえられ

なくても，問題の言語表現それ自体の意味的な

性質による推論である． 

イ「文脈独立的な含意に基づく推論」 

次第に文脈から独立して誘引され，次第に意

味的な推論に近い傾向を示す推論である． 

ウ「語用論的な含意に基づく推論」 

文脈や言語外の知識を背景として誘引される

推論である． 

 更に，アとウは一方の極であると位置づけられ，

イはアとウの中間段階にある文脈独立的な推論と

して相対的に位置づけられると述べている． 

 2.1 で主題の省略の復元と推論との関わりにつ

いて述べたが，本節では省略された主題と省略に

必要な手掛りとの関係を考慮しながら，筆者が推

論の観点から主題の省略について次のように分類

する． 

Ａ 主題の省略 A 型（TE-A 型）：意味的な含意に

基づく推論による主題の省略 

 言語表現それ自体の意味という手掛りのみに基

づく推論による主題の省略． 

(1)しろちゃんは非常に悩んでいました．(φしろ

ちゃんは)死ぬほど悩んでいました．(出自を示
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さない場合は筆者の作例である．以下同様) 

 「しろちゃんは悩んでいました」→ 

「(φしろちゃんは)悩んでいました」 

Ｂ 主題の省略 B型(TE-B型)：文脈独立的な含意

に基づく推論による主題の省略 

 文脈から独立し，また意味的な推論による主題

の省略． 

(2)老人は病院で息が止まりました．(φ老人は)

あの世に行きました． 

「老人は息が止まりました」 

→「老人は死にました」 

→「(φ老人は)あの世に行きました」 

Ｃ 主題の省略 C 型(TE-C 型)： 語用論的な含意

に基づく推論による主題の省略 

省略の復元の内容が直前の文と省略を行った文

の意味だけでは決められない，或いは複数の候補

があり，文脈を含む言語外的な要素に基づく推論

により，決められる主題の省略． 

(3)①その白い大きな猫はえっと白い子猫のおう

ちについたのでした．②えっとお母さん猫が出て

きて，「お帰りなさい，お父さん」と言いました．

③そこで（φ白い子猫は)その白い大きな猫がお父

さんであるということに気付きました．(母語話者

の口頭データ2) 

第一段階 ①から，「その白い大きな猫は白い子猫 

と何か関係がある」と分かる． 

第二段階 ②から，「その白い大きな猫はお母さん

猫の子供のお父さんである」と分かる． 

第三段階 ③で，①と②から分かったことに加え

て，更に「白い子猫はお母さん猫の子

供であるため，その白い大きな猫が自

分のお父さんであることに気づいた」

と推論できる．それで，省略された主

題，つまり，省略の復元の内容は「（φ

白い子猫は）」と決められる． 

 ③の「（φ白い子猫は）」は①②③の文の意味と

文脈及びそれ以外の言語外的な要素に基づく推論

                                                   
2 ここのデータは第三章で述べた調査方法で母語

話者と学習者に分けて収集してきた被調査者の口

頭データを指す．以下同様． 

による主題の省略である． 

 

2.3 主題の省略の手掛りの内容について 

主題の省略において，その省略された内容（主

題）を復元する場合，どのような主題が省略され

たのかを決める手掛りを見つけ出さなければなら

ない．しかし，手掛りはどのような性質をもって

いるのかが確定していないし，更に手掛りはすべ

ての省略された部分の前にある文にそのまま顕在

しているものではない．よって，手掛りを見つけ

出す前に，その内容について検討しなければなら

ない．本節ではその主題の省略の手掛りの内容に

ついて検討し，次節では主題の省略の手掛りの在

り方について検討する． 

主題は殆ど名詞句からなり，単語レベル3や節レ

ベル4のものであるが，省略された主題と呼応して

いる省略の手掛りの内容については，必ずしも省

略された主題と同じようなレベルのものであると

は限らない．前出の(1)では，省略された「φしろ

ちゃんは」と省略の手掛りとしての「しろちゃん

は」とは同じ単語レベルのものであるが，次の(4)

のように異なる場合もある． 

(4)しろちゃんは何を見たでしょう．(φしろちゃ

んが見たのは)体がしろちゃんの何倍も大きく真

っ白な猫でした．(学習者の口頭データ) 

(4)では，省略された主題は前の「しろちゃんは」

という単語レベルのものではなく，「しろちゃんは

何を見たでしょう」という文全体を手掛りとして，

「φしろちゃんが見たのは」という形を変えた内

容となっている． 

以上をもって，主題の省略の手掛りの内容につ

いて，言語内と言語外の要素を考慮しながら，そ

の内容の性質により，言語レベルと言語外レベル

に分けて，分析を行うことにしたのである．言語

レベルでは「単語レベル」「節レベル」｢文レベル｣

という下位分類を行い，言語外レベルでは「文脈

レベル」「場面・状況レベル」という下位分類を行

                                                   
3 一つの名詞だけの場合．例えば，「日本は」など． 
4 一つの名詞だけではない場合．例えば，「日本と

韓国は」「嬉しいのは」「見たのは」「好きなのは」

など． 
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った．単語レベルについては，（1）(2)のように省

略の手掛りは前出する単語としてそのまま現れる

場合を指す．同じく，節レベルについては，省略

の手掛りは前出する文の一節として現れる場合を

指す．文レベルについては，(4)のように省略の手

掛りは前出する文として現れる場合を指す．更に，

文を越え，語用論的な視点から観る言語外レベル

に属する文脈レベルについては，(3)のように省略

の手掛りは文脈から読み取れる部分を指し，場

面・状況レベルについては，省略の手掛りはその

限られた場面・状況からしか読み取れない部分を

指す．例えば， 

(5)（テレビでワールドカップの日本とカメルーン

戦を見たあと） 

（φ日本は）初戦勝ったよ，1 対 0 で勝ちました

よ． 

(5)では話し手はそのサッカーの試合の状況や

テレビで試合を見た場面に基づいて，「（φ日本は」

という主題を省略したのである．省略された主題

の手掛りは前文に明確に存在していないが，その

時の状況や場面から読み取れるのである． 

以上で，主題の省略の手掛りの内容について述

べたが，その分類をまとめると，次のようになる． 

言語レベル： 

I 単語レベル，II 節レベル，III 文レベル  

言語外レベル： 

IV 文脈レベル，V場面・状況レベル 

但し，一つの主題の省略は言語レベルに当たる

場合もあれば，言語外レベルにも当たる場合もあ

る．つまり，言語レベルと言語外レベルの複合的

なレベルの手掛りとなりうることがある． 

(6)①しろちゃんは自分と同じ白い体の猫を見て，

嬉しくなりました．②(φしろちゃんは)その大き

な猫に，大きな白い猫についていきました．（母語

話者の口頭データ）  

(6)では①の手掛りとしての「しろちゃんは」に

よる②の「（φしろちゃんは）」の省略であるが，

一見したところ，ただ単語レベルの主題の省略の

手掛りのようだが，実際は，②の「大きな猫につ

いていきました」のは誰かという主題は①の「自

分と同じ白い体の猫を見て，嬉しくなりました」

のは誰かという主題と同じであるという文脈を考

慮せずに，「しろちゃんは」という主題に決めるこ

とができない．つまり，単語レベルの手掛りと文

脈レベルの手掛りを両方とも用いて推論してはじ

めて，省略された主題として「(φしろちゃんは)」

に復元できるのである． 

 

2.4 主題の省略の手掛りの在り方 

主題の省略の手掛りがそのまま省略された主題

の前の文，或いは前の節で明確に提示されるのは

一般的であるが，そうでない場合もある．また，

手掛りはすべて言語的な手掛りのみならず，言語

外的な手掛りも含んでいる．言語的かどうか，明

確に提示されているかどうかにより，手掛りにつ

いて細分化してみると，明確に提示される場合，

部分的に提示される場合，暗示的に提示される場

合と言語的にはまったく提示されていない場合と

いう 4つの場合に分けられる． 

明確に提示される場合は前出の(1)，(2)のよう

に，手掛りが明確に提示されるということから，

本研究ではそれを「明示的な手掛り」と呼ぶこと

にする．一方，(3)，(5)，(6)の文脈レベルの手掛

りの部分は直前の文では言語的な手掛りが提示さ

れておらず，言語外的な手掛りにより推論する場

合を「言語外的な手掛り」と呼ぶことにする．他

に，(4)では手掛りは明確に提示されていないが，

前出の文を手掛りとして，暗示的に提示されてい

る．このような場合を「暗示的な手掛り」と呼ぶ

ことにする．最後に，主題の省略の手掛りは明確

に提示されていないが，その手掛りが部分的に提

示されている場合を「部分的な手掛り」と呼ぶこ

とにする． 

(7)中からお母さん猫が出てきました．(φお母さ

ん猫は)子供たちに言いました． 

 (7)では省略された主題の手掛りは前出の「お母

さん猫」である．この場合，「お母さん猫」と省略

された「(φお母さん猫は)」は内容的には完全に

一致していないが，その大部分が明確に提示され

ている． 
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 以上の主題の省略の手掛りの在り方については，

次のようにまとめられる． 

①明示的な手掛り：省略された主題と同じ場合． 

②部分的な手掛り：省略された主題の大部分 

と同じ場合． 

③暗示的な手掛り：形式の変換により省略された

主題と同じ場合． 

④言語外的な手掛り：言語的な手掛りではなく，

言語外的な手掛り． 

①から③までは言語的な手掛りで，④は言語外

的な手掛りである．一つの主題の省略の場合でも

言語的な手掛りと言語外的な手掛りは同時に現れ

る可能性がある． 

 

3. 調査と分析方法 

 本研究は推論に関する主題の省略の分類，手掛

りの内容，手掛りの在り方という三つの項目から，

主題の省略の手掛りと省略された主題の復元との

関わりを明らかにしようとする．そのために，学

習者(日本語能力試験 1 級)と母語話者のそれぞれ

20 名を被調査者として，13頁の『しろねこしろち

ゃん』というタスクを与え，オーラルナレーショ

ン(口頭物語再構築法)という手法を用いて，調査

データを収集する． 

 収集したデータを学習者と母語話者別に文字化

し，そのデータから見つけ出した主題の省略の例

を日本人母語話者 2 人に確認してもらい，統計作

業を行うことにする．更に，主題の省略の分類，

手掛りの内容と在り方について，筆者以外の 2 人

にも確認してもらう．その統計によって，学習者

と母語話者の主題の省略に関する共通点と相違点

について分析・考察する． 

 

4. 調査結果と考察 

4.1 主題の省略の分類 

主題の省略の分類について，2.2 で述べたよう

に「主題の省略 A 型(TE-A 型)」「主題の省略 B 型

(TE-B 型)」「主題の省略 C 型(TE-C 型)」に分類さ

れる．その分類に従って，学習者と母語話者別に

それぞれ統計した結果は次の表 1である． 

表 1 学習者と母語話者の主題の省略の使用数 

 

次に，学習者と母語話者の主題の省略の分類別

について比べたところ，次の結果が得られた． 

表 2 学習者と母語話者における主題の省略の分

類別の比較 

 

以上の表 1 と表 2 から主題の省略の使用数につ

いて全体的に見ると，学習者は 94回，母語話者は

74 回であり，相互の有意差が見られなかった

(t(38)=1.48，n.s.)．分類別に比べた場合，TE-A

型と TE-B 型については学習者と母語話者の間に

有意差が見られないが，TE-C 型については学習者

と母語話者の間に有意差が見られた(t(38)=2.69，

p<0.05)．以上の結果を踏まえて，具体的には次の

4 点にまとめることができる． 

1)主題の省略を使用するかしないかについて，学

習者と母語話者はかなり近い傾向を示している． 

2)学習者と母語話者は TE-A 型と TE-B 型の使用数

について，似たような傾向を示している． 

3)TE-C型の使用数については，学習者は母語話者

より多く用いていると言える． 

4)学習者の場合，TE-C型は TE-A型や TE-B型より

多く使用している．一方，母語話者の場合，TE-C

型は TE-A 型や TE-B 型より多く使用していると

は言えない． 

主題の省略を選択するかしないかについて，学

習者と母語話者との差異がそれほど目立たないの

は学習者の日本語の主題の省略に対する認識や習

得などが進んでいるからだと言えるだろう．しか

し，主題の省略の使用が適切であるかどうかを知

らない限り，学習者の習得状況がどこまで上達し

ているのかについてはまだ明言できない．また，

学習者は母語話者よりも，TE-C型を多用している．
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更に，三つの分類の中で，TE-C型も最も用いてい

る．なぜなら，学習者は母語話者と比べて，文と

文との関係への理解が不足しているため，主題の

省略を行う場合，直接，文と文とのつながり(意味

的な含意及び文脈独立的な含意)に基づいて推論

するよりも，文外(語用論的な含意)の要素を用い

た推論をよく利用しているからである．このこと

から学習者によって産出された文を理解する際，

読み手や聞き手としては多くの文脈や場面・状況

などの言語外的な要素を加えながら理解した方が

いいということが分かる． 

 

4.2 主題の省略の手掛りの内容 

2.3 で主題の省略の手掛りの内容について次の

ようにまとめている． 

言語レベル： 

I 単語レベル，II 節レベル，III 文レベル  

言語外レベル： 

IV 文脈レベル，V場面・状況レベル 

 学習者と母語話者は主題の省略の手掛りの内容

について，どのようなレベル的な違いをもってい

るのだろうか．本節ではその違いを明らかにしよ

うとする．学習者と母語話者との主題の省略にお

ける手掛りの内容についての統計結果は次の図 1

である(データの中で実際に現れているものだけ

を示す)． 

 

図 1 から，全体的には各レベルの分布について

見ると，学習者と母語話者は IV と I+IV 以外のレ

ベルでは殆ど近い数値を示している．更に，学習

者は母語話者と比べて，II＋IV以外のレベルで主

題の省略を使用している．省略された主題はそも

そも「名詞句＋は」の場合が多いため，学習者で

あれ，母語話者であれ，単語レベルの手掛りの内

容が最も多くなったのである．更に，手掛りの内

容として単語レベルだけでなく，文脈的な要素も

考慮しながら行った主題の省略が少なくない．こ

れは学習者と母語話者が共に単語や文だけの意味

を越えた文外の要素に基づいて推論していると考

えられる．但し，IV 文脈レベル及び I+IV の複合

的なレベルについては，学習者は母語話者より高

い数値を示している．これは 4.1 ですでに述べた

ように，学習者が主題の省略を行う場合は，文脈

レベルの手掛りへの依存度が母語話者より高いこ

とと関わっていると考えられる．その結果として

は，学習者が行った主題の省略の中で，文脈レベ

ルや文脈レベルを含む複合的なレベルの使用が多

く観察できるのである． 

 

4.3 主題の省略の手掛りの在り方 

2.4 で主題の省略の手掛りの在り方について次

のようにまとめている． 

言語的な手掛り: 

①明示的な手掛り：省略された主題と同じ場合．  

②部分的な手掛り：省略された主題の大部分と同

じ場合． 

③暗示的な手掛り：形式の変換により省略された

主題と同じ場合． 

言語外的な手掛り: 

④言語外的な手掛り:言語的な手掛りではなく，

言語外的な手掛り． 

一つの主題の省略の場合でも言語的な手掛りと

言語外的な手掛りが同時に現れる可能性がある． 

本節では学習者と母語話者は主題の省略の手掛

りの在り方についてどのような共通点と相違点を

もっているのかを分析・考察する．学習者と母語

話者のデータをそれぞれ整理し，次の図 2 のよう

な結果が得られた． 
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 図 2から，学習者の場合は，言語的な手掛りが

多いが，言語外的な手掛りや複合的な手掛りも少

なくない．母語話者の場合は，言語的な手掛りが

最も多く，次が複合的な手掛りで，言語外的な手

掛りがそれほど多くない．学習者は母語話者と比

べると，④と②＋④の使用が大幅に母語話者を上

回っている．それは学習者は文脈を含む文外或い

は言語外的な手掛りに基づいて推論しているため，

主題の省略を行った場合，その手掛りの在り方は 

言語外的な手掛りとなりやすいからである． 

 

4.4 結論と分析 

ここまで推論の観点から主題の省略の分類，主

題の省略の手掛りの内容及び手掛りの在り方につ

いて述べてきたが，その結果としては次の 3 点に

まとめることができると考えられる． 

(1)主題の省略の分類について，学習者は母語話

者より言語内的な推論ではなく，言語外的な

含意に基づく推論による主題の省略を多く用

いている． 

(2)主題の省略の手掛りの内容について，学習者

は母語話者より，他のレベルと比べて，文脈

レベル及び文脈レベルを含む言語外レベルの

手掛りの多用が目立っている． 

(3)主題の省略の手掛りの在り方について，学習

者は母語話者と比べて，言語的な手掛りより

も言語外的な手掛りを多用していることが見

られる． 

以上の結果から，学習者は物語について再構築

する場合，母語話者と比べて言語外的，文外レベ

ルの手掛りへの依存度が高いことが示されている．

これは学習者が文と文とのつながり，文そのもの

の意味などへの理解が不足していることに関わっ

ていることが明らかになったと言える．また，こ

のことは学習者によって産出された文が理解しづ

らい原因の一つになっているとも言える．  

学習者が一人でより長い時間をかけて，物語を

再構築する場合は，数多くの要素からの影響をう

まく排除できなければ，主題の省略の回避を行っ

たり，過剰に使用したりする可能性が高い．その

不適切な使用を少なくするためには，学習者にと

って主題の省略の手掛りの構築及びその手掛りに

よる推論が重要である．但し，学習者は文に対す

る自然な理解がないため，文と文のつながりにつ

いての理解不足などにより，主題の省略を行う場

合，自分が想像したもの，その文外に存在してい

るものを手掛りにしている場合が多い．学習者は

その場でその状況でしか理解できない文，数多く

の情報を補充しなければ理解できない文が産出さ

れやすくなってしまうのである．そういう意味で

は，学習者が主題を省略する場合には，言語的で，

より明示的な手掛りの構築とその言語的な手掛り

を活かすことについての理解と意識を高める必要

があると考えられる． 

 

5. まとめと今後の課題 

  今回の調査では，学習者と母語話者を比べるこ

とにより，推論の観点から学習者における主題の

省略の使用実態についての状況を明らかにした．

但し，量的に主題の省略の分類，主題の省略の手

掛りの内容と手掛りの在り方について学習者と母

語話者との違いを分析・考察したが，質的な考察･

分析を行っていない．更に，調査手段や方法の適

切性については今回の調査では触れなかった．更

に，学習者の言語外的な手掛りによって推論し，

文を産出するような傾向に対して，今後どう改善

すべきなのかについてはまた検討の余地がある．

以上の諸問題は今後の課題とする． 

 

参考文献 

[1]甲斐ますみ,(1995)“省略のメカニズム―談話

日本認知科学会第27回大会 O6-2

136



の構造と関連性及び聞き手の推論を中心に”,

岡山大学留学生センター紀要 3,岡山大学 

[2]甲斐ますみ,(1997)“省略にかかわる談話の構

造とリンク”,日本語論説資料,明治書院 

[3]甲斐ますみ,(1999)“主題と省略”,日本語・日

本文化研究第 9 号, 大阪外国語大学 

[4]久野暲,(1978)談話の文法,大修館書店 

[5]柴崎秀子,(2004)“日本語学習者の読解におけ

る推論に関する一考察” ,留学生日本語教育セ

ンター論集 30,東京外国語大学 

[6]高橋勝彦･井上雅夫･井村秀夫,(1989)“あいま

いさを含む時間概念の表現と推論” ,全国大会

講演論文集 第 39 回平成元年後期(1) ,pp. 357 

-358, Information Processing Society of 

Japan (IPSJ) 

[7]畠弘巳,(1980)“文とはなにか―主題の省略と

その働き”,日本語教育 41,日本語教育学会 

[8]堀口純子,(1997)日本語教育と会話分析,くろし

お出版 

[9]三上章,(1960)象は鼻が長い,くろしお出版 

[10]山梨正明,(1992)推論と照応,くろしお出版 

[11]Graesser,A,C.,M.Singer,andT.Trabasso 

(1994) Constructing Inferences During  

Narrative Text Comprehension.  

Psychological Review,Vol.101,No.3 

日本認知科学会第27回大会 O6-2

137



同時性に基づく共有感付与のための頭部動作モデル
Gesture model based on simultaneous behaviors for giving

joint attention

江口奈緒記†，大村廉‡，今井倫太‡，安西祐一郎‡

Naoki Eguchi†, Ren Ohmura‡, Michita Imai‡, Yuichiro Anzai‡

† 慶應義塾大学大学院理工学研究科，‡ 慶應義塾大学理工学部
† Graduate School of Science and Technology, Keio University, ‡ Faculty of Science and Technology, Keio

University

eguchi@ayu.ics.keio.ac.jp

Abstract
This paper proposes a model of simultaneous be-

havior that takes action before a person finishes

his/her action. The simultaneous behavior enhances

human’s feeling that a robot has understood his/her

intention. Actually, many people can share their feel-

ings about surroundings if the opponent is human

and shows the simultaneous behavior. However, how

people behave towards a robot in the same situation,

haven’t been revealed in the field of Human - Robot

Interaction. In this research, we employ a neck robot

named Gyorori and propose a new information pre-

sentation system named Yagamaru which achieves the

simultaneous behavior to induce the feelings of shar-

ing information. Also, we conduct an experiment to

confirm the effect of the simultaneous behavior on hu-

man’s feelings of sharing information. The results of

experiment revealed that the simultaneous behavior

induces a human to have the feeling of sharing in-

formation and that the simultaneous behavior of the

robot ’s eyes is effective in sharing information.

Keywords — Simultaneous behavior, Human-

Robot Interaction, Information presentation

by a robot

1. はじめに
近年家電量販店では，商品の低価格を実現する

ために，販売員の人数を減らし，人件費の削減を
行っている．一方，販売員の削減に伴って顧客は，
商品選択の際に十分な説明を受けづらくなってい
る．本稿では，量販店で商品の説明を行う情報提
示ロボットを開発する．なお，量販店での実用化
を見据え，Fig.1，7に示す，首のみから成るロボッ
トGyororiを開発する．
商品紹介を行うロボットは，説明がどの商品に

関するのかを人間側に対し，正確に伝える必要が
ある．参照物体を人間に伝えるためには，物体が
どれなのかを人間に気づかせる必要がある．

ヒューマノイドロボットを用いた研究で，上記
の問題を扱ったものは多い．特に，人同士が同じ
ものに注視する共同注意 [1]現象の観点から，数
多くの研究がなされている．小嶋らが開発したロ
ボットKeepon[2]は，画像処理で顔の位置・向きを
検出する事でロボットの視線方向を制御し，共同
注視やアイコンタクトがロボットと乳幼児期の子
供のコミュニケーションにおいても重要である事
を示した．今井 [3]は，指差しよりも視線の方が共
同注視が起きやすい事を見つけた．Breazealら [4]

は，表情・姿勢を変える頭部ロボットKismetを用
いて，ある物体が提示されると視線を向け，提示
物体に対する行動と感情を決定する方法について
検討している．杉山 [5]は，人間が0.3秒後に指差し
する対象を予測し，ロボットが視線を向ける事の
効果を検証した．ただし，厳密には，視線の動き
の他に，ロボットがタスクを共有していると人が
理解している事，ロボットの間違いを訂正できる
事を人が理解している事の要因も含めて検証され
ている．
しかしながら，上述の研究の多くは指差しも含

めた効果の検証を行っており，視線だけで共同注
意を効果的に行う方法については検討されていな
い．また，KismetとKeeponは，頭部のみからなる
ロボットではある．しかし，共同注意の成立要因
について明らかにしていない．更に，杉山の研究
では，人間が物体指示の際に指示語を好むように
なるかという観点から，ロボットの視線の効果を
間接的に検証している．しかし，人がロボットの
視覚を意識して行動しているか明らかではない．
物体を参照した説明では，人がロボットの視線を
意識している事が重要であり，人にロボットの視
線を意識させる観点からロボットの視線を制御す
る必要がある．
本稿では，棚の上に設置された首ロボットGy-

ororiを用いて，棚に置かれた商品紹介を行う情報
提示システムYagamaruを提案する．Yagamaruは，
人間にロボットの視線を意識させ，商品にロボット
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も注目している強い感覚(共同注意)を付与するた
め，Gyororiの視線制御に同時性行動を組み込む．
同時性行動 [6]とは，人間がある行動を終了する前
に行動結果をロボットが予測し，人間の行動中に
同時にロボットが適切な動作を示す行動である．
人間の物体指示行動を予測し，Gyororiが同時に視
線を向ける事で，人間がロボットの視覚を意識し
ながら，物体参照する事が期待できる．Yagamaru

で提案する手法は，情報提示ロボットの開発に次
の貢献がある．
1. 首ロボットに限らず，全てのロボットにおける
視線制御に関する知見となる事が期待できる.

2. コンピュータに代わる実世界情報端末として
のロボットの新たな形態の提案になると考え
られる．

本論文の構成は以下の通りである．第2章では，
同時性に基づいたロボットの行動について定義し，
本稿で提案・検証する情報提示システムの構成に
ついて説明する．第3章では，Yagamaruによる同
時性行動の生成方法について説明する．第4章で
は実験方法及び結果について述べ，第5章で実験
に関する考察を行い，第6章ではまとめと今後の
課題について述べる．

Fig.1：Situation of neck robot’s explanation about
electrical appliances to humans

2. 同時性行動と首ロボット
2.1 首ロボットGyororiと情報提示システ

ムYagamaru

本稿ではFig.2に示す首ロボットGyororiを用いて，
情報提示システムYagamaruを実現する．Gyorori

は，じゃばらの中に6自由度を持ち，回転・伸縮が
可能となっている．入力デバイスとしてはGyorori

本体の真下にUSBカメラを設置している．なお，
Gyororiの主な動作は視線を向ける動作であり，上
下左右方向への首振り動作や伸縮の動作を行う事
ができる．量販店での説明用ロボットとしての実
用化を見据え，設置し易く，スペースを取らない

形状として身体部分はなく首のみの形状になって
いる．

Fig.3に，Yagamaruのシステム構成及びGyorori

とのやり取りを示す．Yagamaruは，カメラから人
間の手を肌色領域を元に検出して，人間の手の
カメラ画面上の座標(x′

i, y
′
i)（ただし、iは商品ID）

を，商品毎に最も近い肌色領域の画素位置から取
得し，手の座標の集まり(x′,y′)を作る．取得した
手の座標が棚上の商品の座標(xi, yi)に閾値以上近
づくと，Gyororiを向ける方向の座標 (li,mi, ni)の
情報をGyororiに伝送し，Gyororiを手が触れよう
とする商品の方向に振り向せる．また，振り向い
た後に，対象の商品についての説明の合成音声を
生成し，Gyororiに搭載されたスピーカから商品説
明を流すという仕組みになっている．
以上の説明対象の商品の選択を式で表すと次の

通りになる．

OBJECT − ID = F (x′,y′) (1)

if：|x′
i−xi| < ThresholdXand|y′i−yi| < ThresholdY

但し，ThresholdX, ThresholdY はそれぞれ，説
明対象の商品を決定する際の，手の座標と商品の
座標との間の閾値である．関数Fは，距離が閾値
以下になった商品のID(OBJECT−ID）を返す．閾
値は，カメラ画面上で60.0pixelとしている．この
値は，手と商品の位置がおおよそ8.0cmに近づい
たときに判別されるように設定されている．
首振り動作の方向は，ユーザにとって，Gyorori

が複数の携帯電話の中どの携帯に注視しているか
を判定できる座標にそれぞれ予め設定してある．
更に，発話は首振り動作の直後に行われ，発話内
容は並べられた商品毎に異なる．発話内容の選択
は，選択された商品の種類で決定される．

Fig.2：Neck Robot nemed Gyorori

2.2 首ロボットによる商品紹介

以下では，量販店で実用化された際の人間－ロ
ボット間におけるインタラクションの形態につい
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Fig.3：Yagamaru’s system structure

て具体例を挙げつつ説明する．想定している状況
は，量販店の携帯電話売り場で，客が棚に並んで
いる商品を眺めていた所，棚の真上に設置された
ロボットが客に対して説明を行う場面である．

量販店における人間－ロボット間の対話例：
人間：商品棚の前に立つ

ロボット：(発話)「いらっしゃいませ．」

人間：商品を手に取る/顔を近づける

ロボット：商品の方向へ振り向く

ロボット：(発話)「その商品は○○です．機能と
しては××などがあり，今は大変お買い得です．」

以上の対話を実現するには，ロボット側の説明
対象の物体を，ロボットの視線を通して人間に同
定させる事が重要となる．

2.3 同時性行動

2.2節で挙げた対話例の場合，人間はロボットが
視線を向けた物体を同定する必要がある．本稿で
は，ロボットの同時性行動に注目し，物体の同定
問題を扱う．同時性行動とは，人間がある行動を
終了する前に行動結果をロボットが予測し，人間
の行動中に同時にロボットが適切な動作を示す行
動である．ロボットが同時性行動を示す事により，
ロボットが人間の参照対象を理解している印象を
持つ事が期待できる．
直感的にわかり易い同時性現象の1つにじゃん

けんがある．じゃんけんは，同時に手を出さなけ
ればゲームそのものが成立せず，同時でない場合
は後出しと判定される．同時性における同時と
は，完全な同時刻を意味するのではなく，ある時
間幅を持つ時間領域である．じゃんけんの同時性
の定義を明確にするために，インターネット上で

のコンピュータ同士のじゃんけんについて考察す
る [7]．インターネット上の分散環境でじゃんけん
を行うためには，まず後出しを定義する必要があ
る．手の暗号化及び復号化の時間，そして，通信
の遅延時間が固定であり明らかな場合，Fig.4に示
す形で後出しが定義される(Fig.4の縦軸は時間軸)．
Computer Aが手を暗号化してComputer Bに送り，
Bが復号化してAの手を見た後に自分の手を送り
返す事のできる時刻aを考える事ができる．時刻
aより後に届いた手は，相手の手を見れるので全
て後出しである．一方，時刻aより以前に届いた
相手の手は，原理的に手を読めないので，じゃん
けんが成立する．なお，この時刻が同時性の成立
の分かれ目と考える事ができる．本稿では，片方
が行動を開始してから時刻aまでの時間領域を同
時性領域と呼ぶ．
同時性の時間領域における行動と，情報の共有

について次に考察する．じゃんけんが成立する時
間領域で，常に相手と同じ手を出せるコンピュー
タの存在を仮定してみる．もし，相手と同じ手を
出し続けるコンピュータがあるとしたら，このコ
ンピュータは，じゃんけん相手のコンピュータと同
じじゃんけん選択ルールを持つ必要がある．同時
に同じ手を出し続けるためには，何らかの情報共
有が必要となる．
じゃんけんの規則の共有と同時性行動の考察か

ら，ロボットが同時性行動を示すと，ロボットが
人間と文脈を共有していると人間に感じさせられ
る事が期待できる．人間とロボットのインタラク
ションの同時性モデルを，インターネットじゃんけ
んと同様に考えた場合をFig.5に示す．インタラク
ションにおける行動の同時性は，時間要素と行動
の類似性で定義可能である．つまり，同時性の時
間領域（Fig.5のTime region of simultaneity)で類似
の行動をロボットが示した場合を同時性行動と定
義できる．ここでロボットが同時性行動を取った
場合，ロボットは情報が完全に伝わっていないの
にも関わらず行動が起こせたと言える．人間の視
点から考えると，情報が伝わる前に行動が起こせ
た事は，同様の文脈をロボットが共有していたと
見える可能性が高いと思われる．
杉山 [6]らは同時性行動に相当する行動として人

間の指差しに対する予測行動を導入し，物体指示
の際に指示語の使用を人間が好むようになるかと
いう観点から共有感を検証した．しかしながら，
ロボットの同時性行動によって，人間が，ロボット
の視覚を意識する形で共同注意を行っているのか
明らかではない．本稿では，同時性行動を行うロ
ボットとして首ロボットGyororiを導入し，商品説
明時に人間がロボットの視線を意識するようにな
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るかについて検証を行う．

Fig.4：Internet jyanken

Fig.5：Simultaneity and sharing information

3. 情報提示システム Yagamaru
本稿で提案する情報提示システムYagamaruは，

人間が注目した商品の情報提示をGyororiを用い
て実現する目的で開発した．Fig.7に示す携帯電話
の商品紹介をするシーンを想定して開発されてい
る．Fig.6にYagamaruによる同時性行動の時間の
流れを示す．Yagamaruは人間の行動対象を先読み
し，対象に振り向く行動をGyororiに行わせた後に
発話を行う．具体的には，人間の手の座標(x′,y′)

を取得し（Fig.6のA)，手の座標が棚上の携帯電話
jの座標(xj , yj)に閾値以上近づくと，Gyororiが振
り向く方向を指す座標(lj ,mj , nj)の情報をGyorori

に伝送し（Fig.6のB），Gyororiを電話jの方向に振
り向かせ (Fig.6のC)，手が触れようとした携帯電
話について説明させる(Fig.6のD)という仕組みに
なっている．発話は首振り動作の直後に行われる．
また，2.1節の式(1)で用いる閾値は，Fig.6A-Cの

一連の処理が，人間が携帯電話に触れる前に終了
する値に設定されている．人間が携帯電話に触れ

る前にロボットが首振り動作を終わらせる事から，
Gyororiの行動が，同時性行動としての効果を持つ
と期待できる．

Fig.6：Flow of Gyorori’s similtaneous behavior

4. 評価実験
4.1 実験仮説

本稿では人間が，Gyororiの視線を意識するよう
になるかという観点から情報提示システムYaga-

maruの評価実験を行った．実験の仮説は以下の通
りである．
仮説: 同時性行動を行うGyororiとインタラク

ションする場合は，同時性を行わないGyororiと
インタラクションする場合よりも，人間がGyorori

の視覚を意識しながら，指示対象を参照し，確実
に共同注意が成立する．

4.2 実験環境

実験用のスペースとして，研究室展示の一角，
幅1m×1mのスペースを借りきって，実験を行っ
た．
実験環境をFig.1および7に示す．実験において

被験者はGyororiと正面から1対1のインタラクショ
ンを行う．また，Gyororiの真下には階段形状の陳
列棚が置かれ，その上から2段目に3種類の携帯
電話が並べられている．それぞれの携帯電話には
シールで(左から順に)1から3までの番号が割り振
られている．
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Fig.7：Situation of experiment

4.3 実験条件

仮説の検証のため，同時性行動を行うGyororiの
制御プログラムと，同時性行動をせず，被験者の
動作に追随した行動をする (以下では追随行動と
呼ぶ)Gyororiの制御プログラムとを準備し，インタ
ラクション中の被験者の行動から両者に対する被
験者の行動の違いを比較する．今回，同時性行動
との比較対象になる追随行動の際の人間-Gyorori

間でのインタラクションの流れをFig.8で示す．同
時性行動では，人間が行動を終了する前にロボッ
トが結果を予測して行動を始めたのに対し，追随
行動では，人間が完全に携帯電話に触れ終わった
後に(Fig.8のA)，ロボットは動作や発話を始める。
追従行動は，式 (1)の閾値を5.0pixelとする事で実
現されている．

Fig.8：Flow of Gyorori’s follow behavior

4.4 被験者

実験に参加した被験者は10代から70代までの男
女16名であった．このうち，同時性行動を実装し
たGyororiと接した実験群の被験者，追随行動を実
装したGyororiと接した対照群の被験者をそれぞ
れランダムに8名ずつ選んだ．

4.5 実験手順及び被験者への教示

実験手順は以下の通りである．
まず，研究室展示への来場者に対し，展示中の

研究が将来，携帯電話などの電化製品の機能を説
明するための情報提示ロボットに関する研究だと
説明し，デモを見るという形で実験に参加しても
らった．来場者には終始実験という旨は伝えてい
ない．また，デモの途中で被験者に実験の旨を気
付かれないようにするため，事前に被験者に行っ
た教示は，「1から順に携帯電話を手に取って見て
下さい」というものである．
被験者は左から順に並べられた携帯電話(1～3)

に対し，同様の行為を行うが，対するGyororiは発
話内容と振り向く方向が違うだけであって，それ
以外の行動要素(首振りの速度や振り向き方)は一
切変化しない．次にGyororiの発話の詳細を示す．

Gyororiの発話内容:

1つ目の携帯：「えーと．これは音楽が聴けるよ．」
2つ目の携帯：「えーと．これは写真が撮れるよ．」
3つ目の携帯：「あ．それちょっと僕にも見せて．」

なお，音声はGyororiの右下に設置されたスピー
カによって発話されている．発話のタイミングは，
首振りを行った直後である．したがって，本実験
ではGyororiの発話自体に同時的なタイミングは
加味されていない．
実験では，3つ目の発話時の人間の行動を観察

する．

4.6 予測される実験結果

同時性行動を実装したGyororiとインタラクショ
ンした実験群の被験者の方が対照群の被験者に比
べて，よりGyororiとの空間の共有を感じ，Gyorori

の視線を意識するようになる．よって，Gyororiか
ら「あ．それちょっと僕にも見せて．」と発話され
ると，実験群の被験者の方が，対照群の被験者よ
り多く携帯電話をGyororiにかざす行動を取る事
が期待できる．
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4.7 実験結果

Gyororiとインタラクションする際の被験者の行
動をビデオによって記録し，携帯電話をGyororiに
かざしたかどうかの判定を行った．

Fig.9(Left)に対照群の被験者が取った行動を，
Fig.9(Right)に実験群の被験者が取った行動をそれ
ぞれ示す．Fig.9(Left)の被験者はGyororiが振り向
き，3つ目の発話を始めるとすぐに携帯電話から
手を引くという行動を取った．一方，Fig.9(Right)

の被験者は，Gyororiの発話内容に聞き入り，携帯
電話を手に取ってGyororiの目の前にかざすという
行為を行った．Fig.10に実験結果を示す．実験群15

名中の11名の被験者がGyororiに携帯電話をかざ
す行動を取った．一方，対照群13名の被験者のう
ち，同様の行動を取ったのは3名だった．なお，被験
者行動の評価実験に加え，実験後にインタビュー
を行い，Gyororiの音声は聞き取れたかどうかの伺
いを立てた．結果，対照群の被験者のうち1名が
「最後まで音声が聞き取れなかった」と答えたた
め，Fig.10には含まれていない．
両群のGyororiへの反応者数に対し，カイ二乗検

定を行い， 0.05基準で有意差を調べた．その結果，
実験群と対照群との間で p = 0.0213 < 0.05 となっ
た．この結果より，両群に対して統計的な有意差
(p < 0.05) が見られた．

Fig.9 Experimental scene: (Left) Control-condition,
(Right) Experimental-condition

Fig.10：Degree of subject who felt Gyorori’s eye

5. 考察
実験結果より，両群で携帯電話をGyororiにかざ

した被験者数は同時性行動を用いた実験群の方
が，追随行動を用いた対照群よりも有意に多い事
がわかった．実験群の被験者の行動は，Gyororiが
同時性行動によって能動的に指示対象を共有して
いると感じた結果であると思われる．一方，対照
群の被験者は，自身の取った行動がロボットの行
動のスイッチとして働いたとしての認識しかなく，
ロボットの視覚について意識する事が無かったの
ではないかと思われる．
以上の実験結果と考察より，同時性を持ったGy-

ororiとインタラクションする場合においては，同
時性を持たないGyororiと比べ，人間がGyorori

の視覚を意識しながら，指示対象を参照し，確実
に共同注意が成立していたと言え，4.1節で挙げた
仮説が証明されたと考えられる．この結果から，
同時性行動によって説明対象への共同注意を確実
に成立させる情報提示ロボットの開発が可能であ
るとわかった．また，実験より得られた知見は，実
空間で頭部のジェスチャを行える全てのロボット
に適用可能であると考えられる．

6. まとめと今後の課題
本稿では，人間にロボットの視線を意識させ，共

同注意を付与するための情報提示システムYaga-

maruを提案し，首ロボットGyororiの視線制御に
同時性行動を組み込んだ．また実験より，Gyorori

による同時性行動は，ロボットの視覚を人間に意
識させ，確実な共同注意が成立する事が明らかに
なった．
今回の実験ではGyororiの動作と発話内容に着

目して調査を行った．しかし，同時性行動にある
程度慣れたユーザに情報提示した場合にも，ユー
ザは視線を認識し続けるか調査が必要である．ま
たYagamaruは，人間の手の位置のみを認識して，
一方的に商品説明をするものであった．しかし，
実際の使用状況を考慮すると，ロボットが一方的
に商品説明をするのみではなく，ユーザが必要な
際に情報提示を行える様に今後改良する必要があ
る．更に今後，単純な閾値処理ではなく人間の腕
の位置の予測機構を導入するとともに，棚の商品
配置を検討する事で，本格的な情報提示システム
を構築する予定である．
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Abstract 
This study investigated whether typically 

developing children and autistic children would 
interpret a word is the name of the object part when an 
experimenter pointed at an object part and uttered a 
word (name of the object part) with either looking at 
the object part or looking at the child’s eye. The 
autistic children made more part responses than the 
typically developing children. This study showed that 
the autistic children had difficulty in understanding 
meaning of eye gaze when an adult looked at their face. 
It seems difficult for autistic children to know 
referential intentions by adult’s gaze direction. 
 
Keywords ―autistic children, pointing, gaze 
direction, referential intentions. 

 

1. 目的 

ヒトの語意獲得を説明するための考え方の 1

つに Markman (1989) が提案した制約がある．

制約は，語彙獲得を迅速に行うために子どもが

使うとされる，語と概念を対応されており，事

物全体，事物カテゴリー，相互排他性の仮説が

提示されている．事物全体仮説は「事物が示さ

れ，語が与えられたら，その語はその事物の全

体に関する名称である」という原理である．相

互排他性は「1 つのカテゴリーに 1 つの名称が

付与される」というバイアスであり，それぞれ

のカテゴリーは相互に排他的であることから，

相互排他と呼ばれている．子どもは，この制約

を用いることで事物が意味する語の仮説の数を

絞り，言語を獲得すると考えられている． 

言語獲得を適切に行うために子どもは，様々

な情報から語と環境中の指示対象をつなげ，大

人の発した語の意味を推測することが重要であ

る．事物は様々な環境において，事物の部分が

事物全体に組み込まれるという入れ子構造にな

っているため，大人の指示対象を正しく推測し

なければ，語と環境中の指示対象をつなげるこ

とができない[1]． 

Markman and Wachtel (1988) は，言語的手がか

りを用い，幼児による部分名称獲得を事物全体

バイアスと相互排他性により説明した．実験者

はまず，「これから背びれの絵を見せます」と子

どもに教示し，その後に「魚」の絵を提示した．

事物全体が「背びれ」か，背びれの部分だけが

「背びれ」かを尋ねたところ，子どもは背びれ

の部分だけを正しく「背びれ」という部分名称

と対応させることができた．子どもは日常的事

物である魚という全体名称を知っているので，

まず，事物全体バイアスを適用させ，「魚」に対

応すると仮定し，相互排他性バイアスに基づき，

「背びれ」の部分だけを部分名称に対応させる

ことができたと解釈された．一方，非日常的な

事物では，事物全体の名称を知らないために，

事物全体バイアスを適用し，与えられた部分名

称を事物全体に対応させるため，部分名称と正
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しく捉えることは難しいことを示した．また，

Hansen & Markman (2009)は，事物部分の縁を知

覚的に目立つようになぞったとしても，事物名

称を知らない非日常事物であった場合は，相互

排他性により部分名称を学ぶことができないこ

とを示した． 

Saylor, Baldwin, and Sabbagh (2002) は，並置

提示 (juxtaposition) という提示方法を用いて，

部分名称の獲得は促進されるかを調べた．並置

提示とは言語的な手がかりであり，部分を教え

る際にまず全体名称を提示し，その後に部分名

称を提示することにより，部分名称の獲得を促

進させる方法のことである．3，4 歳児は，全体

名称と部分名称を明確に対比させることにより，

部分と部分名称を対応させることができること

を示した．これらの研究は，言語的な手がかり

において部分名称の受け入れを検証しているの

が主であり，その他の手がかりと部分名称の受

け入れについて検討している研究は少ない． 

Kobayashi (1998，2007) は，部分名称の獲得

を指示動作の観点から説明している．Kobayashi 

(1998) の実験では，非日常的事物であるナット

がはめられたボルトを使い「ナット」という部

分名称を子どもに教えた．ナットの部分に対し

て，実験者がねじる動作を提示することによっ

て部分名称が獲得されることを示した． 

Kobayashi (2007)は，子どもが大人の指示を正し

く理解し，部分名称を推測するかを調べた

(Figure 1)．実験者が事物を見て，事物の部分に

接触しながら指さしを行った時，幼児は部分名

称を正しく推測することができた．この結果か

ら接触指さし自体に部分名称を特定する効果が

あることを Kobayashi は示唆した．しかし，こ

れらの研究では接触指さし等の指示行為を行う

際に実験者は一貫して事物に対して視線を向け

ていたため，この視線を向けるという効果によ

り部分名称の特定を促したとも考えることがで

きる． 

Yasuda & Kobayashi (in press) では，接触指さ

し自体に部分名称を特定する効果があるかを調

べた(Figure 2)．事物に視線を向けて指さしをす

ると 2 歳児でも事物の部分に注意を向けるこ

とが容易となり，部分を特定することができた．

一方，事物に視線を向けないで指さしをすると，

大人でも事物の部分に対して注意が向かず，部

分を特定することが困難であった．子ども・大

人ともに視線方向と指さしを統合的に利用し，

大人の意図を推測したと考えることができる．

視線方向が他者意図を反映するならば，視線か

ら他者意図を理解することが困難である症状を

持つとされ自閉症児は，視線方向と指さしを統

合的に利用し部分名称を正しく推測することが

難しい可能性がある． 

自閉症児と定型発達者に対し，伊藤 (2008)， 
伊藤・田中 (2009) は，指示詞の理解実験を実

施して，その指示対象を特定する際に言語情報

と非言語情報(視線と指さし) をどのように活

用するかを調べた．その結果，言語情報のみで

は，指示詞の指示対象を適切に特定することは

定型発達者も自閉症児も同程度に困難を示した．

しかし，話者である実験者が言語情報とともに

その指示対象に視線を向けることによって，す

べての定型発達者が指示対象を適切に特定する

ことに成功した．これに対して，約半数の自閉

症児は視線を追視しつつも，誤った対象を特定

した．さらに，言語情報と視線に加え，指示対

象への指さしを付加したところ，2 割の自閉症

児は，指さしをも無視して誤った反応を繰り返

した．この結果から自閉症児は，ことばの指示

対象を特定する際に，言語情報と非言語情報を

統合的に利用することに困難を示す者が多く，

とりわけ話者の視線を無視する傾向が強いと考

えられた． 

自閉症児が話者の視線方向を無視し指示対象

を推測するのならば，Yasuda & Kobayashi の定

型発達児のデータとは異なり，視線の情報に関

わらず指さしのみの情報によって部分を特定す

ると予想することができる． 

本研究では，Yasuda & Kobayashi と同様に連

続した指さし(タッピング指さし)を用い，参加
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者と視線を合わせ部分に接触指さしを行う条件

で，定型発達児と自閉症児による語意推測を比

較した． 

 

 
Figure 1 小林(2007)の実験状況 
 Experimental situation of Kobayashi 
 (2007) 
 

 

Figure 2 Yasuda & Kobayashi (in press)の実験状
 況 
 Experimental situation of Yasuda & 
 Kobayashi (in press) 
 

 

２. 方法 

参加者 定型発達児では，埼玉県，東京都内の

2 歳児 17 人(平均月齢 30.9 ヵ月,レンジ 24-39
ヵ月)，4 歳児 17 人(平均月齢 53.3 ヵ月, レン

ジ 49-63 ヵ月)に課題を試行し，無作為に 9 名

のデータを抽出し採用した．自閉症児では，自

閉症と診断され埼玉県内大学病院に併設された

発達支援活動のセッションに通う 8 名（平均年

齢 6 歳，レンジ 4 歳～8 歳）に課題を試行し，

8 名すべてのデータを採用した． 

準 備 定型発達児の調査は保育園内の区切

った部屋を使った．実験用のスペースにはカー

ペットを敷いて木製のテーブルを置き，一般の

家庭の居間に類似させた．参加者の座る位置を

基準とし，ビデオカメラ２台(Sony, HDR-SR12, 
29.97 frame/sec) を参加者の視線や手の動きが

判別できるよう参加者の手前からと，実験の様

子全体が映るように参加者の斜め前方にセット

した．自閉症児の調査は埼玉県内大学病院に併

設された発達支援活動のセッションの一室を使

った．実験は，ミーティング用のテーブル上で

対面になり行った．自閉症児の座る位置を基準

とし，ビデオカメラ２台 (Sony, HDR-SR12, 
29.97 frame/sec) を参加者の視線や手の動きが

判別できるよう手前からと，実験の様子全体が

映るように斜め前方にセットした．また，自閉

症児の親が調査を見学できる椅子を用意した． 
 事物は，Kobayashi(2007)に基づき，皿 2 枚，

ナット・U 字ボルト・I 字ボルト，スプリング・

プレートハンガー・V 字ワイヤー，ポンプ・ス

プレーボトル(小)・スプレーボトル(大)，クリッ

プ・レタースケール・L 字ワイヤーを用意した．

Table 1 に実験で用いた事物を示す．Figure 3 に

実験で用いたナットのセットを示す． 
 

 

 

 

 
トレーニング

Training 
部分独立試行 

Isolated test 
部分移行試行

Transfer test 

Figure 3 ナットのセット 
 Experimental material of nut set 
 
 
Table 1. 実験用事物  
 Experimental material 
部分事物

Part  
練習用事物 

Training object 
部分移行事物

Transfer object 

ナット 

nut  
U 字ボルト 

U-shape bolt  
I字ボルト 

I- shape bolt  

スプリング

spring  
プレートハンガ 

plate-hanger  
V字ワイヤー 

V-shape wire  

ポンプ

pomp  
スプレーボトル 

spray bottle  
スプレー(大) 
large spray  

クリップ

clip 
レタースケール 

letter scale 
L字ワイヤー 

L-shape wire 
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手 順 参加者と視線を合わせた状態で実験開

始とした．トレーニング場面では，テーブルの

上に皿を 1 枚置きナット(部分)がついているＵ

字ボルト(全体)を置いた．教示の際に，実験者

は参加者の顔を見ながら，参加者に対し「こっ

ちを見てね」と言った．実験者は参加者の目に

対し視線を送りながら，ナット(部分)がついて

いるＵ字ボルト(全体)のナット(部分)を指さし

し，「これはナットです」と言いながら指先で部

分に触れタッピング指さしを行った．これを 2

回繰り返し行った．なお，教示時に実験者は参

加者の顔以外は見なかった．トレーニングをし

た後，2 回のテスト質問を行った．1 回目のテス

トは部分が離れた事物(部分独立試行)で行った．

机の上に 2 枚皿を並べ，1 枚の皿にはナット(部

分)を置き，もう一方にＵ字ボルト(全体)を置い

た．「どちらのお皿にナットがあるかな」と聞い

た．2 回目のテストでは，部分が付属された全

体の形状が異なる事物 (部分移行試行)であっ

た．他の事物セットでも同様に行った．  

 

３. 結果 

Figure 4 に部分独立試行と部分移行試行にお

ける部分名称受け入れの平均頻度を示す．t 検

定により定型発達児と自閉症児の部分名称受け

入れ頻度を比較したところ，部分独立試行時の

自閉症児(M= 2.375)では，定型発達児(M= 0.556)

よりも多く実験者が指示した部分を提示した語

の対象であると推測した(t(15)=2.56，p<.05)．部

分移行試行時の自閉症児(M= 2.750)では，定型

発達児(M= 0.667)よりも多く実験者が指示した

部分を提示した語の対象であると推測した

(t(15)= -2.71，p<.05)．Figure 5 は部分独立試行の

各得点数における部分名称を受け入れた人数を

示す．人数を調べたところ, 定型発達児の 9 人

中 7 人(78%)が部分名称をまったく受け入れな

かった． 部分名称をすべて受け入れた幼児(0%)

はいなかった．また，自閉症児においてまった

く部分名称を受け入れなかった人数は 8 人中 2

人(25%)であった．また，8 人中 3 人(38%)が部

分名称をすべて受け入れた．Figure 6 は部分移

行試行の各得点数における部分名称を受け入れ

た人数を示す．人数を調べたところ, 定型発達

児の9人中7人(78%)が部分名称をまったく受け

入れなかった． 部分名称をすべて受け入れた幼

児は 9 人中 1 人(11%)だった．また，自閉症児に

おいてまったく部分名称を受け入れなかった人

数は 8 人中 2 名(25%)であった．また，8 人中 4

人(50%)が部分名称をすべて受け入れた．いずれ

も多くの定型発達児は実験者が部分を指示して

いないと推測したが，多くの自閉症児は実験者

が部分を指示していると推測した． 

 

 

 

 
Figure 4 部分名称受け入れの平均頻度 
 The mean number of part choices 
 

 

 

 

 
Figure 5 各得点数における部分名称を受け入れ
 た人数 （部分独立試行） 
 The number of children who accepted part 
 names in isolated test 
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Figure 6 各得点数における部分名称を受け入れ
 た人数 （部分移行試行） 
 The number of children who accepted part 
 names in transfer test 
 
４. 考察 

参加児の顔を見ながら事物の部分を指示した

場合，定型発達児では実験者が指示したのは事

物の全体であると解釈した．一方，自閉症児で

は実験者が指示したのは事物の部分であると解

釈した．定型発達児は指さしが部分を指示して

いるが，実験者が視線を事物に向けていないと

いう状況を統合的に利用し，部分名称を教えて

はいないという解釈を行ったと考えられる．一

方，自閉症児は視線情報から実験者の指示意図

を特定することが困難であり，指さしだけに注

目した結果，実験者の指さしが部分を指示して

いるという誤った解釈をしたと考えることがで

きる． 

事物全体と部分の認識の違いは，著者らが主

催している発達支援活動のセッションに参加し，

他者理解を促す活動の一環である変身ゲームを

行った際に出現した．変身ゲームというのはあ

る指導者が上着を脱ぐなどした際，その変化に

気付くことができるかをトレーニングするもの

である．指導者が上着を脱ぐという変身ゲーム

を行った際，自閉症児を持つ養育者は指導者が

上着を脱いだことが重要な変化であるというこ

とを理解したが，自閉症児は，上着を脱いだと

発言することはなく，ズボンにボールペンが入

っている等の細かいことを指摘するのみであっ

た．療育現場では，自閉症児は事物の全体を意

識するという傾向は少なく，部分を意識すると

いう傾向があると言われているが，部分名称獲

得という状況ではその影響が顕著に出た可能性

がある． 

 

５. 展望 

自閉症児については，視線方向と指さしの手

がかりを統合的に利用できるような療育プログ

ラムにより，支援する必要があると考えられる．  

そのためには視線方向やタイミングを操作しや

すいビデオ映像やアバターなどを用いて視線の

影響や事物の影響をより詳細に調べることが重

要である． 
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Abstract 

This study investigates the characteristics of the 

quality of life among older adults (over 65 years of 

age) in Aomori prefecture. A questionnaire, 

consisting of ST-QOL scale and a scale measuring 

decision making strategies in terms of the 

systematic and heuristic information processing, 

was sent to 840 randomly sampled respondents 

from the voter lists in Aomori, Hachinohe, and 

Hirosaki city. The relationship between the decision 

making strategies and the QOL were investigated 

based on the responses from 365 respondents who 

completed the questionnaire. The results suggested 

that there were meaningful differences in the 

relationship between the decision making strategies 

and the QOL among the three different age groups, 

the younger (20 to 44), middle (45-64), and older 

(65 and up). The relationship between the age and 

systematic information processing was significant, 

although any evidences for the age having a 

significant effect on the QOL were not found. 
 
Keywords ― decision strategy, older adults, QOL 

 

1. はじめに  意思決定の問題を考察する場合に一般的に用いられる基本的な論理は期待効用理論を基本としている（繁桝，1995）。代表的な期待効用理論には von Neumann & Morgenstern（1944）が提唱した期待効用理論がある。期待効用理論は、人間が現実にどのように行動するかを説明する理論ではなく、もし人間が合理的（規範的）な意思決定をすると仮定した場合にどのように行動するかを評価する理論である。これを規範的理論といい、現実性に欠けるとの批判もあるが、科学的な意思決定研究の出発点としては避けることができない理論でもある。Savage（1954）は、この規範的理論をより現実的な理論に近づけるために主観的期待効用理論を提唱した。

Savage は主観確率を導入し、現実的には確率によって説明できない現象を、個人的信念を確率に置き換えることによって、期待効用理論の応用範囲を広げることに成功した。しかし、Kahneman & Tversky(1981)が、実際の意思決定場面において期待効用理論の公理に反する現象が存在することを報告したことから現実の意思決定には期待効用理論では説明できない部分が多くあることが明らかとなってきた。Kahneman & Tversky(1979)は、期待効用理論の公理に反する現象を説明するために、効用の代わりに利得及び損失のような価値を用いることにより、例外的現象の説明を可能にするプロスペクト理論を提唱した。プロスペクト理論は代替案から予測される結果とその結果に呼応する効用はその個人が持っている価値観に影響されるため、利得と損失に対応する価値が直線的な関係にならないとする立場をとる理論である。一方、期待効用理論は代替案から予測される結果とその結果に呼応する効用は比例関係にあるとするため（すなわち一定量の利得と損失は同一の効用を持つ）、効用のレベルと同等の意思決定反応を示さない現実のデータをうまく説明することができないのである。われわれが意思決定を行う場合に、効用のような一般性の高い概念が中心的な役割を果たすのか、それとも価値のような主観的で個別性の高い概念が意思決定の鍵を握っているのかに関する研究はわれわれの意思決定方略を理解する上で不可欠である。本研究では、高齢者と非高齢者の間にこのような意思決定過程における相違が存在するのかについて、フレーミング効果を対象に検証を行うものである。 
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 一方、われわれは日常生活を営むうえで、上記のような過程を用いた意思決定を常に行っているわけではない。Simon(1957)は、期待効用理論のような規範的理論が前提としている確率論的合理性は人間が保有する心理学的な特性とは根本的に異なるとし、人間は限定された知的能力と限られた時間の中で有効な意思決定をすると仮定する限定合理性の立場を主張した。このような限定合理性を仮定した場合、われわれは最適化の原理に基づいた判断を行うのではなく、自分を満足させる選択の検索を行う満足化の原理に基づいて行動すると考えることができる。実際、われわれの日常生活における選択は、その場に適合すると思われるルール、すなわちヒューリティックスを用いることによって決定される場合が多い。このようなルールにしたがって行われた意思決定はわれわれの認知資源の節約につながるために、毎日数え切れないほどの選択をしているわれわれにとっては必要な意思決定方略である。しかし、われわれが行っている意思決定の中には、われわれの生活に重要な影響を及ぼさない選択から重要な影響を及ぼす選択まで、意思決定の文脈により選択の性質・重要性に相違があり、それぞれの文脈に呼応して意思決定方略が異なるとする理論も存在する。  そこで、意思決定に求められる効率や正確さと認知資源の節約という 2つの相反する観点から意思決定過程を考えるとき、次のような 2つの意思決定方略が提唱されてきた(Chaiken & Trope, 1999)。1 つは、われわれの生活に重要な影響を及ぼすような意思決定場面において、判断に必要な関連情報を十分収集し、その情報を分析・統合することにより意思決定を行う方略である。この意思決定方略は、システマティッ ク 情 報 処 理 （ systematic information processing）と呼ばれている。もう 1つは、意思決定者固有のルールや経験に基づく規則にしたがって意思決定を行う方略で、正確さを多少は犠牲にしながらもなるべく少ない認知資源によって意思決定を行うというものである。この

意思決定方略は、ヒューリスティック情報処理（heuristic information processing）と呼ばれている。Chaiken（1980）はわれわれの意思決定はヒューリティック情報処理とシステマティック情報処理が混在しているのが現状であるとし、われわれの意思決定方略を説明するモデルと し て ２ 重 過 程 モ デ ル (dual-process model)(Chaiken & Trope, 1999)を提唱している。  本研究においては、2 重過程モデルにおける認知資源の使い分けに関して高齢者と非高齢者の間に相違が観察されるか、また、相違が観察されるとすればどのような相違なのかについて検討を加える。  本研究の目的は次の 3つである。 第１の目的は、QOL 調査票の汎用性を再確認することである。本研究では尺度の妥当性及び信頼性が先行研究（澁谷，2002）において確認されている ST簡便 QOL 調査票が用いられたが、本研究ではさらに多母集団（性別、年齢群など）におけるST簡便QOL調査票の妥当性や信頼性に関する情報の詳細について検討を加える。  第 2の目的は、意思決定方略のスタイルをシステマティック情報処理とヒューリスティック情報処理の支配度によって評価する尺度を開発し、その尺度の妥当性及び信頼性を評価することである。意思決定方略のスタイルをシステマティック情報処理とヒューリスティック情報処理によって把握することを目的とする尺度はわれわれが知る限り先行研究には存在しないため、尺度を新たに構築することにした。  第 3 の目的は、QOL と意思決定方略の関係を評価することである。QOL の構造は年齢及び性別により異なることが予測されるが、意思決定方略と QOLとの関係については明らかになっていない点が多い。 
 

2. 方法 2.1 調査対象者 青森市、八戸市、及び弘前市の選挙人名簿から無作為に選ばれた 840 名（各市 280 名）を対
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象に調査依頼書を送り、拒否しなかった 763 名に対して改めて調査票を送付し、返信された396 票を標本とした。調査票の回収率は 51.9％であった。また、項目によっては欠損値があったため、全ての設問に完全に回答した調査票数は 306 票（40.1％）であった。 調査票の全質問項目のうち、ST簡便 QOL 調査票およびメッセージフレーミング関連項目に完全回答した標本を有効標本と考えた。有効標本は 365名で、男性が139名(38.1％)で女性は 226名（61.9％）であった。また、既婚者は 272 名（74.5％）で、未婚者は 93 名（25.5％）であった。標本特性のうち、特に重要であると考えられた年齢は 3 群に分類され、若年群（20-44歳）が 108名（29.6％）、中年群（45-64歳）が 183名（50.1％）、高齢群（65歳以上）が74名(20.3％)であった。  2.2 調査方法 本調査は、「高齢者の意思決定と QOL(生活の質)との関係の研究」（平成 14年度ユニベール財団研究助成）の一環として行われた。使用された調査票は、生活の質に関する要因の重要度（7項目）、ストレス要因（15 項目）、ST 簡便 QOL調査票（25 項目）、メッセージフレーミング関連項目（31項目）で構成され、調査票全体としては 78項目であった。 
 2.3 QOL 尺度 ST簡便 QOL 調査票（25項目）は、Greenley et al.(1997)の QOL 調査票を参考にして、健康な日本人およびわが国の社会の実情に合致するように調査項目を再編し付加を行ったものである。本研究においては澁谷（2002）の考察に基づいて25項目を用いて8因子を推計する改訂調査票を用いた。ST簡便 QOL 調査票の 8因子とそれぞれの因子に寄与する項目は次のとおりである。 （１） 居住環境（項目 3,12,23）:住居空間、プライバシー、及び自由度に関する満足度 

（２） 収入（項目 4,15,24）：収入の額、豊かさ、余暇・趣味のためのお金などに関する満足度 （３） 自由時間・余暇（項目 7,10,21）：余暇、自由時間、リラックスなどに関する満足度 （４） 家族関係（項目 2,11,18）：家族及び自分と家族の関係等に関する満足度 （５） 友人関係（項目 5,14,16）：友人及び友人と過ごす時間などに関する満足度 （６） 健康（項目 6,13,19,25）：自分の健康に関する満足度 （７） 仕事(項目 9,20,22)：仕事内容、仕事の同僚、及び昇進などに関わる満足度 （８） 幸福感（項目 1,8,17）：幸せであると感じるなど（非特異的幸福感）  2.4 意思決定方略に関する尺度 われわれが行っている意思決定のなかには、意思決定が行われる文脈により選択の性質・重要性に相違があり、それぞれの文脈に呼応して意思決定方略が選択されると考えられている。一方、われわれの生活に重要な影響を及ぼすような意思決定場面では、判断に必要な関連情報を十分に収集し、その情報を分析・統合することにより意思決定を行う方略が頻繁に用いられると考えられている。このような意思決定方略は、システマティック情報処理と呼ばれ、ある種のルール（例えば、自分で情報を収集するのではなく、専門家の提供した情報を無条件に正しいとし受け入れる）を自動的に用いることによって意思決定の効率を高めるヒューリスティック情報処理と対比されるものとして考えられることが多い（Chaiken, 1980）。  本研究では、システマティック情報処理とヒューリスティック情報処理の使用状況を推計するために、調査対象者はシナリオを読み、いくつかの意思決定を行う設問に回答した後で、どのようにその意思決定を行ったかについて、新たに開発された「シナリオをよく読んで考えて
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判断した」や「医学の専門雑誌にのっているくらいだから信用できると思って判断した」などの設問に 6 段階評定によって回答した（総項目数７）。 
 

3. 結果 3.1 ST 簡便 QOL 尺度  ST簡便QOL調査票の論理的構造から予測される因子構造と実際のデータとの適合性を評価する最初の分析として因子分析を行った。ST簡便QOL調査票の項目10は否定的な項目なので分析を行う前に項目に対する反応を逆転させた。ST簡便QOL項目（25項目）の内容から論理的に因子構造を予測すると、抽出されるべき因子数は8で、それぞれの因子はある程度独立した因子であると考えられる。因子分析を行うにあたって、QOLデータの因子分析に対する統計学的適性をBartlettのSphericityとKaiser-Mayer-Olkin (KMO) Sampling Adequacyで確認した。その結果、BartlettのSphericityの有意性は十分であり（p = .00）、KMO Sampling Adequacy も.90と非常に高く、QOLデータに対して因子分析を行うことが統計学的に適正であることが確認された。先行研究（Greenley et al.，1997；澁谷, 2002）より因子間の相関はある程度高いことが予想されたため解釈は複雑であるが、斜交解を用いた因子分析を試みた。因子構造の単純化を達成するために、プロマックス回転（κ＝4）を用い、抽出因子数はKaiser criteriaとして固有値が1.00より大きな値を持つ因子の個数とした。抽出された因子数は7因子で、因子の分散寄与率の総計は70.67％であった。また、この25項目で構成されたST簡便QOL尺度の信頼性はCronbachのα係数で.92であった。因子負荷量が.25以下である場合、すなわち因子と項目の分散の共有度（共分散）で換算すると分散共有度が6.25％以下の場合には因子と項目の実質的関係を評価する上で意味がないと考えられるため表から削除した。パターン行列の因子負荷量から評価すると、第1因子は幸福感（項目1、項目8、項目17）と家族関係（項目2、項目

11、項目18）に影響を及ぼしている因子であった。理論上は、幸福感と家族関係は異なる仮説構成概念であるが、澁谷(2002）でも指摘されているようにこの2つの下位尺度は特に関係が緊密であり、標本全体としては独立した2次因子（幸福感・家族関係因子）、または因果関係が存在する2つの関連因子（conjoint factor）が存在する可能性が示唆された。また、項目25（精神的健康）はこの幸福感・家族関係因子からも影響を受けている（因子負荷量は.270）。第2因子は、主に項目4、15、24に影響を及ぼしている因子であるため収入に対する満足感を示す因子である。第3の因子は仕事関係とその影響で成立する因子であり、この因子に属する項目は項目9（.664）、項目20（.797）、項目21（.374）、項目22（.886）、項目25（.351）の5項目である。第4因子は主に項目5（.950）、項目14（.817）、項目16（.771）で構成され、自由時間や余暇に関する因子である。第5因子は主に項目6（.961）、項目13（.844）、項目19（.646）で構築され、身体的健康に関する因子であった。第6因子は主に項目3（.762）、項目12（.769）、項目23（.759）に強く影響を及ぼしている因子であり、影響を受けている項目の内容から考えると居住環境に関する因子であると考えられた。第7因子は主に項目7（.857）、と項目10（.895）に影響を及ぼす因子で自由時間・余暇に関する因子であると判断された。  因子分析では、7 因子が抽出されたが、下位尺度は論理的因子構造にしたがい 8尺度とした。因子分析の結果、抽出された 7因子のうち、第1因子は家族関係（項目 2、項目 11，項目 18）と幸福感（項目 1、項目 8、項目 17）の 2 つの下位尺度に振り分けられた。これらの 6 項目を対象に因子分析を行った結果、抽出された因子は 2 因子で、この 2 因子の分散寄与率は 76.6％であり、項目も論理的構造に完全に一致した振り分けとなった。下位尺度の構造は、上記の 2下位尺度を含め 8 下位尺度とした。下位尺度 3は収入関係で項目 4、項目 15、項目 24、下位尺度 4 は仕事関係で項目 9、項目 20、項目 22、下
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位尺度 5は友人関係で項目 5、項目 14、項目 16、下位尺度6は身体的健康関係で項目6、項目13、項目 19、下位尺度 7 は居住環境で項目 3、項目12、項目 23、最後の下位尺度 8 は自由時間・余暇関係で項目 7、項目 10によって構築されていた。項目 21 の「自由時間を有意義に過ごしている」と項目 25 の「心が健康である」は、標本全体の因子分析ではどの因子に対しても負荷値（.27～.37）が低かったが、非常に重要な内容を含むため、どの下位尺度にも含まれないフリーフロート項目とした。 
 3.2 意思決定方略の尺度 意思決定方略の尺度を構成している7項目の項目平均値は3.32～4.05であり、項目ごとに大きな相違は観察されなかった。項目平均値が最も低かったのは項目2であったが、項目標準偏差は大きかった。標本全体として項目に対する反応に特別なパターンは観察されなかった。全ての項目で負の歪度が観察され、項目5ではやや高めの尖度（1.12）を示したが、分布の対象性の観点から特に今後の分析に問題となるとは考えられなかった。  意思決定方略の尺度は、7 項目のうちシステマティック情報処理項目（項目 1、項目 3、項目5）とヒューリスティック情報処理項目（項目 2、項目 4、項目 6、項目 7）にどのように反応するかに基づいて構築された。先行研究の情報が不十分であったため、尺度構成は項目の論理的内容と得られたデータの計量学的性質によって評価された。尺度構築の仮説は、「システマティック情報処理項目に対する反応は一貫して高いレベルあるいは低いレベルで起こる」及び「ヒューリスティック情報処理項目に対する反応は一貫して高いレベルあるいは低いレベルで起こる」であった。 この仮説を検証するための最初の分析として因子分析を行った。因子分析は因子間に相関があることが予測されたためプロマックス回転（κ=4）をおこない、因子抽出の基準にはKaiser 

criteriaを用いた。また、各項目の因子負荷値が.25以下の場合はQOL尺度の場合と同様に可視性の観点に基づいて表から削除した。結果として抽出された因子は2因子で、分散寄与率は77.77%であった。回転後の項目負荷値は、2因子ともに項目の論理的内容と完全に一致するものであり、それぞれの因子に対する負荷値自体も非常に高かった(Table 1)。 

 意思決定方略の尺度全体(7項目)の信頼性はCronbachのα係数で.88と高く、項目除去相関係数も.50から.78であり、高水準を保っていた。因子（下位尺度）毎の信頼性はシステマティック情報処理尺度で.81、ヒューリスティック情報処理尺度で.92であり、7項目全体よりも改善が見られた。これは、αが内的一貫性に焦点を合わせた指数であることを考慮すると2つの下位尺度の論理的独立性を示す結果であると考えられる。また、システマティック情報処理尺度とヒューリスティック情報処理尺度の相関係数は.51であった。システマティック情報処理尺度とヒューリスティック情報処理尺度はその相関係数、平均値、及び項目平均値から考察すると相反する尺度ではないことが明らかである。すなわち、両方の意思決定過程を同時に使用することもあり得るということである。 
 3.3 意思決定方略に対する年齢の影響  意思決定方略において年齢群の影響を評価す

Table 1. Pattern matrix of the decision making  style items 
 Component Item 

1 2 Q2 (federal research institute) 0.947  Q4 (academic conference) 0.936  Q6 (medical journal) 0.865  Q7 (many people showed approval) 0.833  Q1 (read the scenario carefully)  0.941 Q3 (understanding from the  scenario)  0.853 Q5 (integrated information)  0.723 
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るために、２つの下位尺度毎に年齢群を独立変数として分散分析を行った。Levene のテストによって、年齢群間でシステマティック情報処理尺度及びヒューリスティック情報処理尺度共に分散に有意な差が観察されなかったため、平均値の比較にはＦ検定が用いられた。ヒューリスティック情報処理尺度では異なる年齢群間に有意差は観察されなかったが（F(2, 362)=1.41, p=.24）、システマティック情報処理尺度では平均値に関して年齢群間に有意差が観察された（F(2, 362)=10.21, p=.00）。3つの年齢群を各対で比較するために Dancan と Scheffe で Post hoc test を行った結果、高齢群のシステマティック情報処理項目の得点の平均は他の年齢群と比較して有意に高かった。若年群と中年群に有意差は観察されなかったが、中年群のほうが平均で約.93 点高かった。高齢群のシステマティック情報処理得点は中年群より更に約 1.9 点高かった。年齢と意思決定方略との相関はピアソンの積率相関係数で.07(ヒューリスティック情報処理尺度)及び.23(システマティック情報処理尺度)であり、年齢とシステマティック情報処理尺度の相関は 1％水準で有意であった。また、ヒューリスティック情報処理尺度とシステマティック情報処理尺度の相関は.50 であった。ヒューリスティック情報処理尺度の平均得点は異なる年齢群間で大きな差は見られなかったが、システマティック情報処理尺度の平均得点では年齢が高くなるにつれて高くなる傾向が観察された。ヒューリスティック情報処理尺度とシステマティック情報処理尺度の相関が非常に高いにもかかわらず年齢と意思決定方略との相関がシステマティック情報処理尺度に限定されていることは、シナリオの内容が老化に関することであり、年齢が増加するにつれてトピックに対する関心が高まりシステマティック情報処理過程が生起したとも考えられる。しかし、トピックに対する関心の高さが高齢群でシステマティック情報処理を増大させたとすると、関心レベルの低い若年群ではヒューリスティック情報処

理が増大すると考えられが、結果はそのような現象は観察されなかった。年齢とシステマティック情報処理尺度の関係がどの程度の一般性を持つかについては更に研究を継続する必要がある。  3.4 意思決定方略とQOLとの関係 意思決定方略とQOLとの相関係数はQOLの下位尺度と意思決定方略の下位尺度同士で評価された。意思決定方略とQOLとの相関係数では、家族関係と幸福感においてQOL とヒューリスティック情報処理尺度に有意な関係が観察された例外を除いて、特に関係が深いことを示唆する結果は得られなかった。また、ヒューリスティック情報処理尺度とシステマティック情報処理尺度の相関が.50と非常に高いにもかかわらず年齢と意思決定方略との相関がシステマティック情報処理尺度に限定されていることは、シナリオの内容が老化に関することであり、年齢が増加するにつれてトピックに対する関心が高まりシステマティック情報処理過程が生起したとも考えられる。上記の相関分析は標本全体における分析に基づいた結果であるが、年齢群毎の分析では異なる傾向が見られた。若年群では、標本全体の分析結果と同様の傾向が見られ、ヒューリスティック情報処理が家族関係（.21）、幸福感（.31）及び自由時間（.26）と有意な相関を示すことが明らかにされた。しかし、中年群では、意思決定方略とQOLとの相関係数で有意にゼロ以上の相関を示した対は存在しなかった。また、高齢群では、システマティック情報処理と幸福感（0.27）、家族関係（0.28）、収入（0.34）、友人関係（0.25）、及び居住環境（0.37）の間に有意な相関が見られ、ヒューリスティック情報処理と幸福感（0.23）、収入（0.24）、居住環境（0.27）の間に有意な相関が観察された。本研究で得られた分析結果から示唆される意思決定方略とQOLの関係は主効果ではなく年齢を介した交互作用であると考えられる。 
 

4. 考察 
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 本研究において以下のことが明らかにされた。（1）QOL尺度は8因子から構成される。（2）意思決定方略尺度は2因子から構成される。（3）意思決定方略尺度に対する年齢の影響については、高齢群のシステマティック情報処理項目の得点の平均は他の年齢群と比較して有意に高く、また、年齢とシステマティック情報処理尺度の相関は1％水準で有意、ヒューリスティック情報処理尺度とシステマティック情報処理尺度の相関は.50である。（4）意思決定方略とQOLとの関係は、若年群ではヒューリスティック情報処理と家族関係、幸福感、及び自由時間と有意な相関があり、中年群では、意思決定方略とQOLとの相関係数で有意にゼロ以上の相関があったものはなく、高齢群では、システマティック情報処理と幸福感、家族関係、収入、友人関係、及び居住環境の間に有意な相関が見られ、ヒューリスティック情報処理と幸福感、収入、居住環境の間に有意な相関が観察された。  先行研究及び本研究の分析結果から、高齢者の QOL及び意思決定方略は他の年齢群と比較して根本的に異なることを証明する論拠が明らかとなってきた。具体的にその相違がどの程度の一般性を持つものなのか、また高齢者が他の年齢群とどのように異なるアイデンティティをもつ集団なのかを明らかにすることが今後の研究課題である。  また、フレーミング効果の説明モデルをその1 部に含むプロスペクト理論(Kahneman & 
Tversky, 1979)の拡張を試みる際に、本研究により明らかにされた高齢者群の意思決定方略の特徴をどのようにモデルパラメータとして含めるのかがもう一つの検討課題である。 
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Abstract 

In recent years, argument has been receiving 

increasing attention from educational researchers as 

a means of exploring human interaction. Previous 

studies have focused on how social influences affect 

development of reasoning, regarding argumentation 

facilitates deep understanding and elaborative. 

However, empirical studies about teaching method 

of argument, especially refutation, are scarce. The 

goal of this study was to examine the effect of 

training to develop refutation skills in a curriculum 

of argument education for freshmen with no 

experience of debating. 160 college students 

participated in a series of experiment. Finding 

indicated that how to refer to and paraphrase other 

argument is the important factor which determines 

the quality of refutation skills. 
 
Keywords ―  Refutation, Argument, Teaching 

method, College students 

 

1. はじめに 

近年，認知発達，思考，教授・学習などの領域

において，議論を扱った研究の数が増えている．

これらの研究は主に，話し合いの質を分析する議

論の言語的側面に注目するものと，議論を思考ス

キルや思考過程を捉える枠組として思考的側面に

注目するものの二つが主流である．その中でも，

これまで議論に関する先行研究の多くは，議論に

よって獲得や促進される対象を明らかにしてきた．

一方で，学習者の議論力の低さを報告する研究は

比較的多くあっても，議論のスキルをどのように

身に付けるかを検討する研究の数は少ない

（Kuhn & Pease, 2008）．その中でも，ゴールが

不明確な短期間の実験ではなく，長期的かつ構造

化された議論訓練によってスキルがどのように獲

得されるかについての知見の蓄積は少ないといえ

る．  

中野（2007）では，議論の訓練を目的とした実

践共同体に属する大学生を対象に，初めて訓練に

参加してから約 1 か月間の議論スキルの初期段

階の変化を明らかにした。その後，この研究を基

に議論の初期熟達化モデルを作成し，目的や対象

者に応じた議論教育のカリキュラムを開発して

いる（中野，2009ほか）。その過程で，議論初心

者の学生にとっては議論スキルの中でも特に反

論スキルの学習が最も困難であり，日本人学習者

に適した指導法が求められることがわかった。 

そこで本研究は，（1）正規の大学の授業として

開講された工学部の授業での反論の指導法を紹

介し，（2）特別な議論学習の経験のない大学新一

年生を対象にした反論スキルの訓練効果を明ら

かにすることを目的とする。 

 

2. 方法 

本研究の対象者は，福岡県内の 4年制大学の工

学部に在籍する学生 160 名である。学生は 2009

年 4 月から 2010 年 3 月の間，1 年次通年必修科

目として議論法を学習する授業を受講した。この

授業では，議論に必要な態度や考え方から一通り

ディベートができるまで，段階的にプログラムが

構成されている。この授業の中で反論スキルを扱

うのは，後期第 3 回講義からである。授業では，

反論のパターン（図１）と文章の構成方法を教示

し，多様な主張に対して反論を作成・発表する練

習を行った。受講者全員を対象に，反論の訓練効

果の解明を目的とした調査を反論スキルの講義

開始前（2009 年 10 月：第 3 回講義，N=154）と
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終了時（2010 年 2 月：第 15 回講義，N=150）に

質問紙法と面接法により実施した。本研究では，

喫煙に関する主張（260字）に対して反論を作成

する課題のデータを扱う。回答時間は 10 分程度

であった。 

 

3. 結果と考察 

本節では，（1）反論テキスト数，（2）反論に対

する他者評価，（3）反論コンポーネントの変化，

の三点における学生の変化を以下に示す。 

（1）反論テキスト数の平均 

反論訓練による反論の内容量の変化を見るため，

生成された反論テキスト数の平均を算出した。平

均数は，プレテスト 70.0（SD=57.5）からポスト

テスト 115.0（SD=57.7）と，約 1.6倍に増加して

いた（p<.0001）。 

（2）反論に対する他者評価 

反論訓練による反論の質的変化を見るため，生

成された反論の評価をおこなった。評価者に反論

を読んでもらい，3 段階（1：理解できない，2：

理解できる，3：納得できる）で点数をつけてもら

った。評価者は反論スキルの訓練を受けたことの

ない大学 3 年生 1名である。全体の平均点は，プ

レテスト 1.45（SD=.61）から，ポストテスト 1.96 

（SD=.53）に向上した（t(211)=6.69, p<.0001）。

反論として機能していないデータの数は，訓練を

通して 62%から 16%に減少した。 

（3）反論コンポーネントの変化 

反論の変化を詳細に見るために，「引用」「主張」

「理由」「例・データ」「結論」の 5 つをコーディ

ングスキーマとして設定し，データの数を分析し

た。その結果，5 つのコンポーネントのうち最も

大きな変化が見られたのは「引用」であり，引用

が含まれる反論の数は，プレテストが全体の 6％

だったのに対して，ポストテストでは 45％に増加

していた（r=.54, p<.0001）。さらに「引用」があ

る反論は他者評価が高かった（r=36, p<.0001）。  

本研究の学生は，半年間，議論法に関する授業

を受けているため議論をすることに対して抵抗は

少ないと言える。しかしながら，半年間主張の練

習をしたにもかかわらず，ほとんどの学生が反論

をできなかった。このことから， 議論に慣れたと

しても反論の方法を学ばなければ反論はできない

ことが明らかになった。さらに，反論訓練により

第三者にも納得される反論がより多く生成される

ようになり， その中でも「引用」が反論の質を決

める要因になっていることが示唆される。発表で

は反論訓練の効果を足がかりに，議論教育の課題

と展望について論じたい。 

 

図 1 反論のパターン 
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図的表現からの情報の読み取りに表現と文脈が及ぼす影響の実験
的検討
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Abstract
In this study, we investigated the representation ef-

fect in comprehending diagrams: i.e., the effects of
representations on comprehension from diagrams that
are informationally equivalent but computationally
unequivalent. Many previous studies have confirmed
the representation effect. In Experiment 1, we du-
plicated the representation effect using line graphs.
Participants drew specific information from a line
graph depending on its structure. In Experiments
2 and 3, participants generated a line graph by them-
selves in a specific context for problem solving. They
could not generate an appropriate graph considering
a given context. The information drawn from the
graph was strongly affected by the context, meaning
that it strongly affected the representation effect. On
the other hand, the activities of generating a graph
did not influence the representation effect.
Keywords — 外的表象，情報論的等価，計算論的
等価，文脈，グラフ理解，グラフ生成

1. はじめに
Larkin & Simon [7]は，異なる 2 つの表象の一方

が持つ全ての情報をもう一方の表象から推論可能
であり，その逆も可能であるとき，その 2 つの表
象は情報論的に等価(informationally equivalent) で
あるとしている．また，2 つの表象が情報論的に
等価であり，一方の表象からあらゆる推論の処理
の負荷が，もう一方からの推論の処理負荷と同程
度であるとき，計算論的にも等価(computationally
equivalent) であるとしている．例えば文章的な表
象と図的表象ではそこからの推論の過程が異なる
ため，ほとんどの場合，情報論的に等価であって
も，計算論的には等価ではないと考えられる．こ
の計算論的な不等価によって図的表象の効果が表
れると考えられる．
図的表現は様々な形をとることが可能である．

異なる図的表現においては，情報論的には等価で

あっても計算論的には等価ではないということが
考えられる．本研究では，線グラフを用いて，情
報論的に等価であり，計算論的に等価でない図的
表現の読み取りに関する検討を行う．
本研究の第 1 の目的は，図的表現の違いが情報

の読み取りに及ぼす効果を検討することである．
本研究では，これを「表現効果」と呼ぶ．
先行研究においては，表現の異なるグラフから

情報を読み取る際に，読み取りの速度が違ったり，
読み取りやすい情報が異なったりするということ
が確認されている．棒グラフと線グラフの読み
取りの違いを検討した研究では，棒グラフの読み
取りにおいては離散的な比較が行われ，線グラフ
の読み取りにおいては，傾向の評価が行われやす
いことが確認されている [15][13]．また，Peebles &
Cheng[10]は，グラフの形態の違いにより，特定の
情報の読み取りにかかる時間が異なることを示し
ている．
線グラフ同士の読み取りの違いにおける研究で

は，2つの独立変数と 1つの従属変数からなるデー
タセットから生成された線グラフの読み取りにつ
いて検討が行われ，横軸の変数と縦軸の従属変数
の関係は強く読み取られるが，凡例の変数と縦軸
の従属変数の関係はあまり読み取られないことが
指摘されている [2][11]．これらの研究で確認され
た表現効果は，計算論的不等価の性質から現れる
現象であると考えられる．
第 2 に，図的表現は様々な状況の中で使用され

ることが多い．特にグラフは特定の問題解決の状
況の中で用いられることが多い．本研究ではこの
特定の問題解決の状況を問題解決の文脈と定義
し，その文脈の中における図的表現からの情報の
読み取りを検討する．
特定の文脈の中で読み取りを行う場合，その読

み取りは，表現だけではなく，文脈や文脈が与え
る視点の影響を受けると考えられる．Freedman
& Shah [3]は文章と談話の理解のモデルである
Construction-Integration (CI) model[6] を改変した
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グラフ理解のCI modelを提案した．このモデル
ではグラフの理解は視覚的な刺激からのbottom-
up 的な処理と先行知識などからの top-down的な
処理の相互作用で成り立つとされている．Freed-
man らはグラフの理解に関わる先行知識の代表
的なものとして，domain knowledge, graphical lit-
eracy skills, explanatory skills をあげている．Shah
& Hoeffner[12]では，先行知識とグラフの持つ情報
が対立する場合，グラフの読み取りがうまくいか
ないという研究が示されている．また，Freedman
& Smith[4]においては，先行理論が活性化される
と実際のデータの傾向を過大評価する傾向にある
ことが確かめられている．
しかし，特定の目的の中でグラフの読み取りを

行うときには，文脈が与える視点は持っているが，
実際のデータの傾向についての知識を持っている
わけではないことも多い．本研究の第 2の目的は，
グラフの読み取りの際に問題解決の文脈を与え，
表現効果による読み取りの差異が，特定の文脈を
与えられることによってどのように変化するかを
検討することである．
第 3 に，図的表現は問題解決の文脈の中で解決

者自らが生成するということも多い．自らが生成
した図的表現から読み取りを行う場合，その読み
取りは，表現だけではなく，図を生成するという
活動の影響も受けると考えられる．先行研究にお
いては，問題解決時に，与えられた図を使用する
場合と，自ら図を描いて解決する場合では，解決
者が犯す誤りに質的な違いがあるということが確
かめられている [1]．学習時にも，与えられたイラ
ストを使用して学習する場合よりも，テキストか
らイラストを生成し，生成したイラストと与えら
れたイラストを比較しながら学習した場合のほう
が，学習効果があるということが確かめられてい
る [8]．以上のように他者から与えられた図的表現
を使用して行う問題解決と，自ら生成した図的表
現を使用して行う問題解決では，認知プロセスが
異なっているということが考えられる．本研究の
第 3 の目的は，表現効果 が，その図的表現を自ら
生成することによってどのように変化するかを検
討することである．

2. 実験 1
実験 1 の目的は情報論的に等価な図的表現で

あっても，表現が異なると読み取りやすい情報が
異なるかどうかを検討すること，すなわち先行研
究で指摘されてきた表現効果を再確認することで
あった．実験 1 では，単純主効果の読み取りの観
点から，表現効果 による，特定の情報の読み取り
やすさの違いを検討した．

 
オリジナルグラフ低 高気温書籍の売上げ

（冊） 湿度 低湿度 高
入れ替えグラフ低 高湿度書籍の売上げ

（冊） 気温 低気温 高
図 1 実験 1 で使用したグラフの例

2.1 方法

2.1.1 実験参加者

実験参加者は大学生 42 名であった．実験参加者
の半数は以下で述べるオリジナルグラフの読み取
りを行うオリジナルグラフ条件に，残りの半数は
オリジナルグラフの縦軸の要因と凡例の要因を入
れ替えた，入れ替えグラフの読み取りを行う入れ
替えグラフ条件に配置された．

2.1.2 実験刺激

実験1 で使用した刺激は，2 つの独立変数と 1
つの従属変数からなる 3 変数のデータセットから
生成された線グラフであった．図 1 に実験 1 で使
用したグラフの例を示す．データセットには，2 要
因の交互作用があり，かつオリジナルグラフと入
替えグラフの知覚的特長が同型となるものを用い
た．実験参加者の知識によって読み取りが影響さ
れないようにデータのラベルは，独立変数と従属
変数の間の関連性が推測されにくいと思われる組
み合わせを使用した．

2.1.3 手続き

実験は授業の一環として集団で行われた．参加
者は実験者の指示に従って，自由記述でグラフの
読み取りを行った．制限時間は 7 分であった．実
験シートに書かれた教示文の例を以下に示す．
「問．下記のグラフは，ある書店における気温
と湿度の高・低による書籍の売上げ冊数の変化を
表したものである．このグラフを元に，気温・湿
度が書籍の売上げにどのような影響を与えている
かについて述べなさい．」

2.1.4 コーディング

実験参加者の回答は以下のカテゴリに分類さ
れた．
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1. 横軸に配置された要因の単純主効果について
の記述（横軸単純主効果記述）
　横軸に「気温」が配置されたグラフに対す
る横軸単純主効果記述の例は「湿度が高い時
は気温が高くなるにつれて売上げが多くなり，
湿度が低い時は気温が変化しても売上げは変
わらない」というものである．

2. 凡例に配置された要因の単純主効果について
の記述（凡例単純主効果記述）
　横軸に「気温」が配置されたグラフに対す
る凡例単純主効果記述の例は「気温が高い時
は湿度が高くなるにつれて売上げが多くなり，
気温が低い時は湿度が変化しても売上げは変
わらない」というものである．

2.2 結果と考察

条件ごとに横軸単純主効果記述と凡例単純主効
果記述を行った実験参加者をカウントし，実験参
加者全体に占める割合を算出した．図 2 に結果を
示した．オリジナルグラフ条件，入れ替えグラフ
条件それぞれにおいて横軸単純主効果記述と凡例
単純主効果記述の比率の差を Fisherの直接確率検
定（片側）によって検定したところ，いずれにお
いても横軸単純主効果記述の割合の方が有意に多
かった（オリジナルグラフ：p = .015，入れ替えグ
ラフ：p = .000）．
これらのことは，横軸と凡例の配置を入れ替え

ると読み取られやすい情報が変わるということを
示しており，表現効果 を確認するものである．以
上から，情報論的に等価な図的表現であっても，
表現の差異によって読み取りやすい情報が逆転す
ることがあることが示唆された．以降の実験にお
いては横軸の要因の単純主効果についての読み取
りを，読み取りやすい情報，凡例の単純主効果に
ついての読み取りを読み取りにくい情報として，
情報の読み取りやすさ，および読み取りにくさに
影響を与える要因についての検討を行った．

3. 実験2
実験 1 では，特定の状況を与えられることなく

グラフを与えられたときの表現効果の検討を行っ
たが，図的表現は特定の問題解決の文脈の中で，
自ら生成しその解釈を行うということが多い．例
えば，データの理解をするためにグラフを生成し
そこからデータの傾向を読み取るといったことが
考えられる．
実験 1 では，図的表現が異なると特定の情報の

読み取りやすさが変わるということが確認された
が，では，ある情報の読み取りを要請されるよう

 
0.00.20.4
0.60.81.0

オリジナルグラフ 入れ替えグラフ記述者の割合
横軸単純主効果記述凡例単純主効果記述

図 2 実験 1 における単純主効果記述の分類別の記
述者の割合

な問題解決の文脈が与えられた状況においては，
その状況に適した図的表現，すなわち要請された
情報が読み取りやすいようなグラフが生成される
のであろうか．また，状況に適した図的表現を生
成しなくても，特定の文脈の中で生成した図的表
現からは，適切な情報が読み取られる可能性も考
えられる．続く実験 2 ではこれらの点を踏まえ，
特定の文脈が与えられた状態で自ら生成した図的
表現からの情報の読み取りについて検討を行った．
実験参加者は特定の文脈のなかでグラフを生成

し，そのグラフの読み取りを行った．実験 2 にお
いて使用したグラフは実験 1 で使用したグラフと
同型の交互作用があるデータのグラフで，データ
のラベルは 2 つの独立変数が輸入量（高・低）と
輸出量（高・低），従属変数が純利益であった．
特定の文脈を設定するために，(1) 輸入調整状

況：輸入量を調整して純利益を増やすという文脈，
および (2)輸出調整状況：輸出量を調整して純利益
を増やすという文脈のいずれかが参加者に呈示さ
れた．輸入量を調整するという文脈は「輸出量が
○○の時は輸入量を○○すればよい」という解釈
を促すと考えられ，これは輸入量の単純主効果の
読み取りを促す文脈となっている．反対に輸出量
を調整するという文脈は輸出量の単純主効果の読
み取りを促すと考えられる．実験 1 において，横
軸に置いた要因の単純主効果が読み取りやすいと
いうことが確認されていることから，文脈に沿っ
たグラフを生成することができるならば，調整す
べき要因を横軸においたグラフを生成すると考え
られる．またグラフからの情報の読み取りにおけ
る表現効果に関しては，特定の文脈が与えられる
と，与えられた文脈が促す情報が読み取りにくい
グラフを生成していても，読み取りにくい情報が
読み取られるかどうかという観点に基づいて分析
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を行った．

3.1 方法

3.1.1 実験参加者

実験参加者は大学生 85 名であった．実験参加者
は (a)「輸出量調整」条件，(b)「輸入量調整」条
件，(c) 統制条件の 3 条件のうちいずれかににラ
ンダムに振り分けられ，輸出量調整条件と輸入量
調整条件には 28 名ずつ，統制条件には 29 名配置
された．

3.1.2 課題

課題 1：グラフ生成課題　実験参加者はパーソ
ナルコンピュータを用いて簡単なデータの処理を
行い，その結果を紙上のグラフに描画した．輸入
量（多・少）と輸出量（多・少）と純利益からなる表
形式のデータを与えられ，表計算ソフト Excel を
用いて条件ごとの純利益の平均値を算出した．そ
の後，グラフとその読み取りを記入する実験シー
トが与えられた．実験シートには縦軸に従属変数
として「純利益（万円）」が印刷されたグラフの
フォーマット（図3 参照）が示され，そこにグラフ
を描画した．横軸と凡例は実験参加者が任意で書
き込めるようになっていた．
輸出量調整条件と輸入量調整条件の実験シート

の上部にはそれぞれの条件に沿った教示が書かれ
ていた．輸入量調整条件の教示は以下のとおりで
ある．
「今 Excel で処理したデータはある会社の輸入

量と輸出量と純利益の関係を示したものである．
この会社は輸出先との契約によって，輸出量を自
由に決めることができない．輸出量は時期によっ
て多くなったり少なくなったりと変動する．一方，
輸入量は調整することが可能である．あなたは，
輸出量の変化に合わせて輸入量をどのように調整
すれば純利益を向上させることができるかについ
て説明しなければならない．」
輸出量調整条件の教示は「輸出先」が「輸入元」

に，「輸出量」が「輸入量」に，「輸入量」が「輸出
量」に置き換わったものである．
統制条件の実験シートの上部には以下の教示が

書かれており，文脈は呈示されなかった．「今 Excel
で処理したデータはある会社の輸入量と輸出量と
純利益の関係を示したものである．」
課題 2：グラフ読み取り課題　課題 1 で生成し

たグラフについて読み取りを行った．実験参加者
は「このグラフをもとに，輸入量と輸出量が純利
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図 3実験 2の課題 1で使用したグラフフォーマット

益にどのような影響を与えているかについて述べ
なさい．」という教示に従い，自由記述でグラフの
読み取りを行った．

3.1.3 手続き

実験は授業の一環として集団で行われた．実験
参加者はまず初めに，各条件ごとの純利益の平均
値を表計算ソフトを用いて算出した．その後，各
実験参加者は実験シートの教示に従い，グラフの
生成とその読み取りを行った．

3.1.4 生成されたグラフの分類

生成されたグラフは，横軸に「輸入量」，凡例に
「輸出量」が配置されたグラフは横軸輸入量グラ
フ，横軸に「輸出量」，凡例に「輸入量」が配置され
たグラフは横軸輸出量グラフとして分類された．

3.1.5 コーディング

実験参加者の回答は実験 1 とほぼ同様に分類さ
れた．横軸輸入量グラフを作成した実験参加者の
記述は，輸入量の単純主効果についての記述は横
軸単純主効果記述，輸出量の単純主効果について
の記述は凡例単純主効果として分類された．横軸
輸出量グラフを作成した実験参加者の記述は，輸
出量の単純主効果についての記述は横軸単純主効
果記述，輸入量の単純主効果についての記述は凡
例単純主効果として分類された．
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表 1 実験2 における条件別，生成したグラフの種
類別の人数

横軸輸入量グラフ 横軸輸出量グラフ

輸入視点条件 13 13
輸出視点条件 12 14
統制条件 14 10

(単位：人)

3.2 結果と考察

3.2.1 生成されたグラフ

誤ったグラフを生成した 9 名のデータを除外し
て，生成されたグラフを分類した．条件ごとの結
果を表 1に示した．まず，文脈が与えられていない
状態でのグラフの生成の傾向を検討するために，
統制条件で生成されたグラフについて，Fisherの直
接確率検定（両側）を行ったところ，p = .541(n.s.)
で偏りは有意ではなかった．次に与えられた文脈に
よって生成されるグラフの表現が変わるのかを検
討するために，3（条件）× 2（生成されたグラフ）
の χ 二乗検定を行ったところ， χ2(2)= 0.768(n.s.)
で条件間で偏りの違いに有意差はなかった．これ
らのことから，異なる文脈が与えられても生成さ
れるグラフの表現に違いはなく，文脈に沿ったグ
ラフが多く生成されるわけではないことが確認さ
れた．
次に，与えられた文脈と生成した図的表現が一

致しなくても，適切な情報が読み取られるかを検
討するために，与えられた文脈が促す情報が読み
取りやすいグラフを生成したかどうかによって，
実験参加者の群分けを行った．
順グラフ生成群　与えられた文脈が促す情報が

読み取りやすいグラフを生成した参加者．具体的
には，輸出量調整条件で横軸輸出量グラフを生成
した参加者と輸入量調整条件で横軸輸入量グラフ
を生成した参加者．
逆グラフ生成群　与えられた文脈が促す情報が

読み取りにくいグラフを生成した参加者．具体的
には，輸出量調整条件で横軸輸入量グラフを生成
した参加者と輸入量調整条件で横軸輸出量グラフ
を生成した参加者．

3.2.2 単純主効果の読み取り

横軸単純主効果記述と凡例単純主効果記述を
行った実験参加者をカウントし，参加者全体に占
める割合を算出した．図 4 はその結果である．文
脈が与えられていない統制条件における単純主効
果記述の比率の差を Fisherの直接確率検定（片側）
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順グラフ生成 逆グラフ生成 統制記述者の割合
横軸単純主効果記述凡例単純主効果記述

図 4 実験2 における単純主効果記述の分類別の記
述者の割合

によって検定したところ，横軸単純主効果記述が
凡例単純主効果記述よりも有意に多く（p = .003），
実験 1 と同様の結果となった．
文脈が与えられることによってある特定の情報

の読み取りやすさが変わるのかどうかを検討する
ために各実験条件と統制条件の 1対比較を行った．
まず順グラフ生成群に関して，標準得点(z)によっ
て，2（群：順グラフ群，統制群）× 2（記述カテ
ゴリ：横軸単純主効果記述，凡例単純主効果記述）
の2 要因の比率の差に関する交互作用の検定 [9]を
行ったところ，統制条件との間の交互作用は有意
ではなかった（z = .522, n.s.）．次に逆グラフ生成
群に関して，標準得点 (z) によって 2（群：逆グラ
フ群，統制群）× 2（記述カテゴリ：横軸単純主効
果記述，凡例単純主効果記述）の2 要因の比率の
差に関する交互作用の検定を行ったところ，交互
作用は有意であった（z = 2.93, p < .01)．下位検定
として，記述カテゴリごとに Fisher の直接確率検
定（片側）を行ったところ，凡例単純主効果記述
の割合において，統制条件よりも逆グラフ生成群
の方が有意に高いことが確認された（p = .008）．
横軸単純主効果記述の割合においては，有意差は
見られなかった（p = .159）．
以上の結果は，特定の文脈が，生成した表現か

らは読み取りにくい情報の読み取りを促す場合，
読み取りにくい情報も読み取られるようになると
いうことを示唆している．

4. 実験 3
実験 2 では，自らが生成したグラフの読み取り

における文脈の効果が確認されたが，自分が生成
したものではない，他者から与えられたグラフの
読み取りにおいても，同様の効果があるのかどう
かを確認するために，実験 3 を行った．
実験 3 では，実験 2と同様の文脈と順グラフも

しくは逆グラフをセットで呈示し，その読み取り
を行わせた．統制条件として，文脈が与えられず，
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グラフのみが与えられる条件が設定された．

4.1 方法

4.1.1 実験参加者

実験参加者は大学生 59 名であった．実験計画は
1 要因 3 水準の被験者間計画で，実験条件として，
与えられた文脈に対して順グラフを与えられる順
グラフ条件と与えられた文脈に対して逆グラフを
与えられる逆グラフ条件，統制条件として，文脈
を与えられない条件の 3 条件が設けられた．実験
参加者は 3 条件のうちいずれかにランダムで振り
分けられ，順グラフ条件が 19 名，逆グラフ条件
が 22 名，統制条件が 18 名であった．

4.1.2 課題

課題はグラフからの情報の読み取りであった．
使用されたグラフは実験 2 で使用されたデータを
基として作られた，横軸輸出量グラフと横軸輸入
量グラフであった．
各実験条件には実験シートに書かれた教示に

よって読み取りの文脈が与えられた．各条件の実
験参加者のうち半数には輸出量調整文脈が与えら
れ，残りの半数には輸入量調整文脈が与えられた．
順グラフ条件のうち，輸出量調整文脈を与えら

れた実験参加者には横軸輸出量グラフがセットで
呈示され，輸入量調整文脈を与えられた実験参加
者には横軸輸入量グラフがセットで呈示された．
反対に，逆グラフ条件のうち，輸出量調整文脈を
与えられた実験参加者には横軸輸入量グラフが
セットで呈示され，輸入量調整文脈を与えられた
実験参加者には横軸輸出量グラフがセットで呈示
された．統制条件には文脈教示は与えられず，「下
記のグラフはある会社の輸入量と輸出量と純利
益の関係を示したものである」という教示ととも
に，半数の実験参加者には横軸輸出量グラフが呈
示され，残りの半数には横軸輸入量グラフが呈示
された．
実験参加者は「このグラフをもとに，輸入量と

輸出量が純利益にどのような影響を与えているか
について述べなさい．」という教示に従い，自由記
述でグラフの読み取りを行った．

4.1.3 手続き

実験は授業の一環として集団で行われた．実験
参加者には条件ごとに異なる教示が書かれた実験
シートが配布され，7 分間課題に取り組んだ．

4.1.4 コーディング

実験参加者の回答は実験 2と同様に分類された．

4.2 結果と考察

横軸単純主効果記述と凡例単純主効果記述を
行った実験参加者をカウントし，各条件の参加者
全体に占める割合をそれぞれ算出した．図 5 にそ
の結果を示した．文脈が与えられていない統制条
件における単純主効果記述の比率の差を Fisherの
直接確率検定（片側）によって検定したところ，横
軸単純主効果記述が凡例単純主効果記述よりも多
い傾向が見られ（p = .082），実験 1 とほぼ一貫し
た結果となった．
実験 3 の目的と照らし合わせて，各実験条件

と統制条件の比較を行った．まず，順グラフ条件
に関して，標準得点 (z) による検定によって，2
（条件：順グラフ条件，統制条件）× 2 （記述カ
テゴリ：横軸単純主効果記述，凡例単純主効果記
述）の 2 要因の比率の差に関する交互作用の検定
[9]を行ったところ，交互作用は有意ではなかった
（z = 1.62, n.s.)．次に逆グラフ条件に関して，標準
得点 (z) によって 2（群：逆グラフ条件，統制条件）
× 2 （記述カテゴリ：横軸単純主効果記述，凡例
単純主効果記述）の 2 要因の比率の差に関する交
互作用の検定を行ったところ，交互作用は有意で
あった （z = 2.26, p < .05)．下位検定として，記述
カテゴリごとに Fisher の直接確率検定（片側）を
行ったところ，凡例単純主効果記述の割合におい
て，統制条件よりも逆グラフ条件の方が有意に高
いことが確認された（p = .039）．横軸単純主効果
記述の割合においては，有意差は見られなかった
（p = .200）．
これらの結果から，与えられたグラフの読み取

りにおいても，読み取りにくい情報の読み取りを
促す文脈が与えられると，文脈が与えられない時
よりも，文脈が促す情報の読み取りが多くなるこ
とが確認された．

5. 総合考察
本研究では，グラフの読み取りに対して，図的

表現の差異が与える影響を単純主効果の読み取り
の観点から検討した．その結果，図的表現が変わ
ると特定の情報の読み取りやすさに影響があるこ
とが確かめられた．このことは，先行研究 [11]の
結果と一貫している．Shah ら [13]は，線グラフで
は視覚的なチャンク の影響でグラフの読み取り
が変わるとしているが，本研究においても，線グ
ラフのラインごとに視覚的なチャンクが形成され
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図 5 実験3 における単純主効果記述の分類別の記
述者の割合

ることによって横軸の単純主効果の読み取りに対
する処理負荷が軽くなり，凡例の単純主効果より
も読み取りやすくなったと考えられる．Larkin ら
[7]は計算論的な不等価は，適用される operator の
違いとその operator の速さの違いによるもので
あると述べている．横軸の単純主効果を読み取る
operator は視覚的なチャンクの形成により自動的
に適用され，処理スピードも速いと考えられる．
一方，凡例の単純主効果を読み取る operator は意
識的に適用されなければならない．これらのこと
から，情報論的には等価なオリジナルグラフと入
替えグラフにおいても，横軸と凡例を入れ替える
ことによって，形状が同一であっても，計算論的
に不等価となり，特定の情報の読み取りやすさが
異なる結果となったと考えられる．
グラフ理解の CI モデル [3]では，グラフの理解

は実際のデータと先行知識の相互作用によって構
成されるとしている．Freedman & Smith[4]では実
験参加者がグラフを見る前に自分自身が持ってい
る先行理論を活性化させると，活性化された理論
に依存した知覚が起こることが確認されている．
先行研究における先行知識の多くはデータに特定
の傾向を期待するものであった．一方，本研究に
おいて設定した文脈は，特定の情報の読み取りを
要請するものであったが，そこに特定のデータの
傾向を期待させるものではなかった．その結果，
計算論的に処理負荷が高く読み取りにくい情報で
あっても文脈が与えられることによって読み取ら
れるようになるということが確かめられ，文脈は，
先行知識と同様に図的表現からの情報の読み取り
に影響を与えるということが確かめられた．
実験 2 において，実験参加者は特定の情報の読

み取りを要請する文脈を与えられてグラフを生成
したが，要請された情報が読み取りやすいグラフ
が生成されるということは確認されなかった．こ
のことは表現の違いによって，読み取られやすい
情報が異なることから考えると，注目すべき結果
である．Friel, Curcio, & Bright[5]はグラフの構成，

創造あるいは選択もグラフの理解において重要で
あると述べているが，本研究の結果からは大学生
は適切にグラフを構成することはできないという
ことが確認された．一方で，文脈を与えられると，
文脈に沿わないグラフを生成したとしても，文脈
が促す情報が，文脈がない時よりも多く読み取ら
れるようになっていた．このことは，特定の文脈
のなかで，一見その文脈に合わない形の図的表現
が生成されていたとしても，その生成者には，文
脈に沿った情報が読み取られている可能性を示唆
している．
自分で図的表現を生成して問題解決を行うこと

に関する研究は多いが，与えられた図的表現を使
用した問題解決との比較を行った研究は少ない．
ここでは，自らが生成したグラフから読み取られ
る情報と与えられたグラフから読み取られる情報
が異なるかどうかを検討するために，実験間で横
断した分析を行う．実験 2 の統制条件と実験 3 の
統制条件において，標準得点 (z) によって 2（条
件：実験 2 の統制条件，実験 3 の統制条件）× 2
（記述カテゴリ：横軸単純主効果記述，凡例単純主
効果記述）の 2 要因の比率の差に関する交互作用
の検定を行ったところ，交互作用は有意ではなく
（z = .62, n.s.），自ら生成した図的表現と与えられ
た図的表現からの情報の読み取りの傾向が異なる
ということは確認されなかった．

Stull & Mayer[14]は，生成した図的表現を使用し
て学習することは，図的表現の生成時に不要な認
知負荷がかかるため与えられた図的表現を使用す
るよりも学習が促進されないとしている．本研究
では情報の読み取り時に生成を行ったわけではな
いので，不要な認知負荷がかかることはなく，与
えられた図的表現と生成した図的表現の間に違い
はなかったと考えられる．
一方，Meter ら [8]は与えられたイラストを使用

して学習する場合よりも，テキストからイラスト
を生成し，生成したイラストと与えられたイラス
トを比較しながら学習した場合のほうが，学習効
果があるとしている．これは図的表現を生成する
際にメンタルモデルが構築され，与えられた図的
表現との比較の差異にメンタルモデルの精緻化が
起こるためとしている．本研究で生成された図的
表現は変数間のメンタルモデルが構築されるよう
な課題ではなかったため，生成の効果が得られな
かったと考えられる．
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web 上の協調学習形式での散文理解における比ゆ・類推(II) 
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（大阪経済大学・人間科学部）  

College of Human Sciences, Osaka University of Economics 

Mitsuda@osaka-ue.ac.jp 

This article figured out communicative demands on text reading.  

Keywords:metaphor, analogy,web-based text-comprehension 

問 題：討議内容の構造的拡張は先行する発言内容への配

慮と討議の課題に対応した形での構造化を不十分にする．

光田(2010a,日心’10)に引き続き ,本研究では画面での散

文の閲読後にチャット画面でその内容に関する討議を行

わせ, 閲読の教示と比ゆ理解による閲読文の表象の構造

化を試みる.本研究では, 集団内対人態度(親和性,課題志

向性とリーダーシップ)と上記の閲読内容の構造化を経

た再認成績との相関関係の基礎的な実験を試みる.  

方 法: (ｲ)材料：（a）｢殿と重役｣（ｲｰｽﾄﾌﾟﾚｽ社’91）より｢専

門家集団は監督されないと暴走する｣と述べた箇所 32 文

を書き改め,｢1930年代の日本軍の過激な幹部は政府に無

断で中国を相手に勝手な軍事行動を拡大し戦争を始める.

同時代のソ連スパイのゾルゲは記者,外交官と技術者な

ど多様なメンバーを組織し, 自分の周辺に衛星の様に配

置・統率したが, 組織が崩壊して全員検挙される.幕末の

会津藩は新撰組を登用したが,成員が保守的なテロリス

トと化した責任を問われる.米国レーガン大統領は部下

の盗聴, 裏金と中米での政府転覆工作の責任により失脚.

忠臣蔵の大石内蔵助は多様な意図の浪士に｢吉良殺害｣の

目標を周知させメンバーを 46 人に絞り込んで統制し,合

議制を守って結束を保つ.徳川家康は情報収集と分析に

参謀以外の僧侶や女性と忍者を味方にして知恵と力とを

結集する｣の 32 文とその逐語・推理再認検査を６項,(b) 

閲読と無関係の類推課題, (c)文字系列による推理課題漢

字を用いた過剰類推程度の自己評定, (d) ｢松, 杉,桧,樅

→横｣と木偏の漢字での過剰類推する程度を自己評定,(e) 

閲読中の視点変更程度,登場人物の分類基準理解並びに

歴史の苦手意識,(f)家康の情報網と衛星との類似度,(g) 

登場人物相互間の類似度等について選択反応または５段

階評定値のそれぞれのマウス入力を求めた.上記(c)-(g)

の結果は光田’10(日本心理)で発表済みである.閲読後に

チャット画面での内容討議と再認及びその下位技能の検

査の後,参加者は各自のチャット画面記録を見て集団内

対人態度評定尺度（Bales & Cohen’78）の(h)親和性, (i)

リーダーシップと(j)課題志向性の自己評定値と相互評定

値を計 18 項目のそれぞれについて７点尺度上に入力を

求めた. (k)達成動機, (l)思考動機と(m)集団内で自己像を

明確化する要求(Hill,’87)と(n) 集団内で他人からの

評価への配慮を示す尺度の計 12 項目のそれぞれに７点

尺度上での入力を求めた.(ロ)参加者：大経大２年生 60 名

が実習室の画面で個別に参加.上記の文を１文ずつ参加

者のペースで閲読した.参加者の半数は材料文の閲読後

にチャット画面で 20 分間の内容討議の後に再認と下位

技能の検査, 半数は逆に検査後に上記の内容討議を行っ

た. 各群の 1/3 は閲読文に上記の斜文字で例示する様に

比ゆ的表現と上記の「専門家集団への監督を怠れば・・」

を述べた先行オルグ, １/3 は先行オルグのみ.残る 1/3

は無教示群の 合計 6群に等数ずつ割り当てられた.  

結 果：(ｲ)再認結果が図 1(日心’10 より転載) である. 

逐語・推理再認別にサイン変換後に２要因分散分析（教

示ｘ討議―検査先行）した結果, 逐語・推理再認共に教

示の主効果(1%),推理再認のみ交互作用が有意(5%)とな

る.本報告は上記の再認と対人態度の相関に注目する。 

 

図１．教示と内容討議条件別に見た再認比 

 (ﾛ) （a）逐語再認成績と上記の親和性の相互評定値との

相関係数値を求め, ２要因共分散分析（教示ｘ討議―検

査先行）した結果, 親和性の相互評定評定値に関しては

教示の主効果(5%)が得られたが,これは先行オルグ条件

での親和性の相互評定値の低下に対応する.相関係数値

も同様の教示効果を示し得たが, これは討議先行条件下

で比ゆと先行オルグとの併用条件下及び, 検査先行条件

下では無教示で相関係数値の低下を示す傾向に対応させ

得よう.この結果は,先行オルグによって直接的・指示的

な教示が与えられた条件下での主体的討議の減少と表面
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的な合意, 無教示条件下では比ゆに関する不完全な初期

理解の共有(亀田,’97)と葛藤に対応させ得よう. (b) リ

ーダーシップに関する相互評定値は検査先行条件の主効

果と２要因交互作用(いずれも 5%)が得られたが,この結

果は検査先行条件の討議先行に対する優位と, 討議先行

条件下での比ゆ・先行オルグ併用条件下での低得点に対

応する.上記の具体的・指示的な教示の下では理解の方向

付けに関する発言や提案が得られない反面, これらの具

体的な手掛かりを欠いた条件下では理解の方向付けに関

する発言や提案の機会も多い可能性を想定し得よう. 推

理再認成績と上記のリーダーシップ評定値との相関係数

値も同様の傾向を指摘した.(c)課題志向性の相互評定値

に関しては検査先行＞討議先行の主効果と,この傾向が

先行オルグ条件下で顕在化する傾向が２要因交互作用と

して示された. 検査先行では検査に際しての閲読課題の

表象への志向性向上及び, 討議先行での社会的手抜きを

も想定し得よう．逐語再認成績と課題志向性の相互評定

値との相関係数値に関しては,比ゆと先行オルグとが併

用された条件に関しては討議先行条件下で最高の相関係

数値, 検査先行条件で低い相関が２要因交互作用の形で

示された. 上記の課題志向性の集団内相互評定値と推理

再認成績との相関係数値に関しては, 討議先行＞検査先

行の主効果(5%)および,  比ゆを伴った先行オルグ＞先

行オルグ＞無教示の差異が討議先行条件で極端になる傾

向が教示と討議の２要因交互作用(5%)から示唆された.

以上より閲読後の内容討議では教示と比ゆ理解によって

閲読内容の構造化の方向性が明確化された結果, 推理再

認と課題志向性の相互評定値との相関係数値向上を示唆

し得よう. (d) 集団内で他人からの評価に配慮・同調する

傾向に関する分散分析で教示と討議・検査先行条件の２

要因交互作用が得られた結果に関しては, 討議先行で比

ゆと先行オルグの併用条件下では同調・配慮と推理再認

成績との負の相関関係及び,無教示での正の相関関係を

対比し, 無教示では推理と発言の抑制を指摘し得る.逐

語再認成績と上記の配慮・同調行動の相関関係に関して

も上記の２要因交互作用を指摘し得たが, これらは無教

示と上記の比ゆ・先行オルグ併用条件で正の相関係数値

を示す点で推理再認とは対照的である.逐語では機械的

な想起に準拠した発言との対応付けを想定し得る.(e) 思

考動機と推理再認成績との相関関係に関しては,教授法

と討議・検査先行条件の２要因相互作用が得られた.この

結果は,討議先行では無教示条件＞教示条件の相関係数

値を,検査先行では逆に低い相関係数値を得た結果と対

応する.以上, 思考動機そのものは討議過程での手掛か

り利用が欠けた際には推理再認成績向上を促進するが,

手がかり教示の下では顕在化しない傾向を指摘し得よう． 

 (ﾛ)閲読後に登場人物相互間の類似性評定値を求めてク

ラスタ分析してクラスタ内外の人物相互間の類似性評定

の反応時間を得た結果が図２(日心’10より転載)である.

サイン変換後に分散分析して教授法の主効果を示したほ

か, クラスタ内外の反応時間の相関を求めて２要因(討

議・検査先行, 教示)共分散分析した結果からは教示と討

議・検査先行の交互作用を指摘し得た．図２からは討議

先行条件では教示によって反応時間の変化を生じる傾向

がクラスタ内外で異なる傾向が示唆されたが交互作用は

有意ではない.検査先行条件での先行オルグ条件でのみ

クラスタ内外では高い相関係数,それ以外は全て無相関

となる.以上,比ゆと討議条件では不完全な初期理解の共

有によるクラスタ外の反応時間増加とクラスタ内の体制

化促進とを示したが,これらと集団内対人態度による理

解促進との関連が下記（ハ）以下の課題となる.  

 

図２ クラスタ内外の項目相互間の類似度の評定時間 

(ﾊ) 推理再認検査項目の得点差を規定する要因を検討す

る目的で,教示と討議・検査先行条件の組み合わせ毎に,

推理再認成績をグループ化変数としてその範囲を１－４

点(d’得点)とした後に, 独立変数としては,上記の（ｲ）

方法の項(a)－(f)までの散文理解の下位技能の検査得点

または集団内対人態度の検査項目及び達成動機と思考動

機など(h)-(n) の項目を選んだ判別分析を試みた.計算の

過程で独立変数になり得ないと表示された変数のそれぞ

れを除いて上記の判別分析を反復した結果の概略では,

討議先行・比ゆと先行オルグ併用条件での集団態度とし

て課題志向性とリーダーシップの自己評定値と親和性の

相互評定値が有意(カイ二乗値＝31.29,p<.05)であった．

上記のリーダーシップと親和性得点に関するいずれの正

準判別係数値も負の値である点にも注目した場合,比ゆ

を利用した散文理解と内容討議では他人の発言内容を受

容しても安易な同調や社会的手抜きに陥らない態度が散

文理解とその推理再認を促進する傾向を指摘し得よう. 

考察と結論：結果として（a）図２に示す様に討議先行条

件では教示による類推の促進と比ゆによる写像範囲の限

定がクラスタ内の項目相互間の類似性判断のみを促進し, 

クラスタ外の項目では判断の遅延を生じさせる.(b)これ

らの手がかりは教示と比ゆに規制されたより不完全な初

期理解の共有を生じさせる.(c)本報告で用いた「衛星の

様に」との比ゆは関係性の写像を求めた点で実用性の写

像より非効率的であり,比ゆと類推の主効果を生じさせ

ないと言えよう．類推による多くの関係性に従った推論の

選択（Lee など.2008）及びカテゴリー属性の理解と比ゆ

による写像範囲の限定との均衡が今後の課題となる． 

文献：Lee,H.S., & Holyoak, K.J. 2008.The  role of causal 

models in analogical inference. Journal of Experimental Psychology: 

Learning,  Memory & Cognition,  34,  1111- 1122.     
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Abstract 

Many concept or category studies use category 

judgment or confidence ratings as a dependent 

variable in their transfer tests, whereas some use 

typicality ratings. In this study, we investigated the 

difference between category judgments or confidence 

ratings and typicality ratings given by the participants 

in a category transfer test after they followed the same 

category learning procedures with the same stimuli. 

The results revealed a general tendency of confidence 

ratings to correspond to rule-based category judgment 

and that of typicality ratings to correspond to 

prototype-based category judgment. 
 
Keywords ―  category judgment, confidence 

ratings, typicality ratings 

 

1. はじめに 

概念，カテゴリ研究で用いられる主な実験手続

きは，実験者が作成した人工カテゴリを参加者に

学習させ，その後に学習事例や新奇事例に対して

カテゴリ判断を行わせる，という手法である．学

習後のカテゴリ判断においては，その判断に対す

る確信度を回答させることが多く，分析の際には，

その確信度とカテゴリ選択率が従属変数として扱

われることが多い．一方で，上記の手続きと同様

に人工カテゴリを用いてカテゴリ学習を行った後，

学習事例や新奇事例に対して典型性評定を行わせ，

分析ではその値を従属変数として扱う研究も存在

する．カテゴリ研究では，テスト時に用いる指標

の違い，すなわち分析の際に用いる従属変数が実

験結果に与える影響を厳密に検証したものはない．

そこで，本研究では，同じ刺激，同じカテゴリ学

習の手続きを用い，テスト時に用いる指標のみに

変化を与え，分析の際に扱う従属変数が異なるこ

とにより，実験結果にどのような違いが認められ

るのかを検証した． 

 

2. 方法 

参加者 参加者はカテゴリ判断・確信度群と典型

性評定群の 2 群にランダムに割り当てられ,カテ

ゴリ判断・確信度群が 61 名，典型性評定群が 60

名であった．ただし，記入不備とテストフェーズ

における正答率が著しく低かった者を分析対象外

としたため，カテゴリ判断・確信度群は 58 名，

典型性評定群は 57 名が分析対象者となった． 

手続き 実験は A4 サイズの質問紙を用いて実施

した．質問紙は学習フェーズ，挿入課題，テスト

フェーズから構成された．学習フェーズのページ

では，1 枚の用紙の上方にカテゴリ A の事例とし

て 6 事例，下方にカテゴリ B の事例として 6 事例，

計 12 事例を記載し，1 分間呈示した．その後，挿

入課題を 3 分 30 秒間行い，テストフェーズのペ

ージに進んだ．テストフェーズでは，学習フェー

ズで呈示した 12 事例と 20 の新奇事例を含む 32

事例を呈示した．カテゴリ判断・確信度群では，

各事例に対するカテゴリ判断と，7 段階の確信度

評定（1；全く確信がない～7；とても確信がある）

を記入させた．一方，典型性評定群では，11 段階

の典型性評定値を記入させた（－5；とても A ら

しい～5；とても B らしい，0；どちらとも言えな

い）．テストフェーズでは時間の制限は設けなかっ

た． 

刺激 刺激は，星型の視覚的幾何学図形を用いた．

星型の中心から外側の頂点までの距離は変化させ

ず，中心から内側の頂点までの距離を変化させる

ことで，とがり方が鈍い星型と鋭い星型を作成し
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た．中心から内側の頂点までの距離が大きく，と

がり方が鈍い方をカテゴリ A，中心から内側の頂

点までの距離が小さく，とがり方が鋭い方をカテ

ゴリ B とした．カテゴリ判断・確信度群と典型性

評定群とで用いた刺激は同じで，両群ともに学習

時では各カテゴリ 6 事例，計 12 事例を呈示し，

テストフェーズではこの 12 事例（old）と新奇事

例（new）20 事例（各カテゴリ 10 事例）をラン

ダムに呈示した．カテゴリ構造外略図を図 1 に示

す．なお，図中の数値は，中心から内側の頂点ま

での距離（mm）を示している． 

図1 カテゴリ構造概略（●＝old　○＝new）
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3. 結果と考察 

 各事例で，カテゴリ判断・確信度群の確信度，

典型性評定群の典型性評定値の平均値を算出した

ところ，分散がかなり大きくなり，参加者によっ

て判断のパターンが異なる可能性が示唆されたた

め，各群で階層的クラスター分析を行った．その

結果，2 クラスターに分類すると，両群でほぼ同

様の傾向を示すクラスターが認められた（図 2，3）．

カテゴリ判断・確信度群では，カテゴリ A と B と

を分ける境界付近から学習事例の平均値付近にか

けて確信度が上昇し，その後境界から遠ざかるに

つれて下降するクラスター（C-1）と，境界付近

から学習事例の平均値にかけて確信度が上昇し，

その後境界から離れるにつれて上昇を続け，境界

からかなり遠ざかるとやや下降する，というクラ

スター（C-2）に分類された．また，典型性評定

群では，カテゴリを分ける境界付近から学習事例

の平均値付近にかけて急激に典型性評定値が上昇

し，その後境界から遠ざかるにつれて緩やかに下

降する傾向を示すクラスター（T-1）と，境界付近

から遠ざかるにつれて典型性評定値が上昇するク

ラスター（T-2）に分類された．C-1 は T-1 と同様

の傾向，また，C-2 では境界からかなり遠ざかる

と評定値がやや下降する傾向が認められているが，

T-2 とほぼ同様の傾向と言える．また，カテゴリ

判断・確信度群において C-1 に該当した参加者は

8 名，C-2 は 50 名であったが，典型性評定群にお

いて T-1 に該当した参加者は 46 名，T-2 は 11 名

であった． 

 以上の結果から，用いる刺激，カテゴリ学習の

手続きが同じでも，テスト時に用いる指標が異な

ると，得られやすい回答パターンが異なることが

示された．カテゴリ判断・確信度群では，境界か

ら離れるほど確信度が高くなる，というある種の

ルールのようなものに基づき確信度判断を行う参

加者が多く，一方，典型性評定群では，学習事例

から各カテゴリの典型的な表象，すなわち平均値

的プロトタイプを抽出し，そのプロトタイプとの

距離に基づき典型性評定を行う参加者が多かった，

と考えられる．すなわち，カテゴリ判断を行わせ

るとルールによる判断が，典型性評定を行わせる

とプロトタイプとの比較による判断が行われやす

い，ということが示唆された． 
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説明の産出による理解状態明確化の効果 
―メタ理解の正確さを指標として― 

Explanation improves metacomprehension accuracy 
on immediate generation setting 

 
深谷 達史 

Tatsushi Fukaya 
 

東京大学大学院教育学研究科 
Graduate School of Education, The University of Tokyo 

fuka1026@p.u-tokyo.ac.jp 
 

Abstract 
Anderson & Thiede (2008) and others demonstrated 

metacomprehension accuracy improved by writing 
summaries or keywords of each text, but only when 
summaries or keywords were written after a delay. 
Although this effect is robust and dramatic, the need 
for the delay poses on a constraint of applying the 
findings into the real educational settings. This study 
examined whether the accuracy of metacomprehension 
was improved by explaining texts on immediate 
generation setting. College students read five texts, 
then after reading each text, some wrote an 
explanation of the text, some wrote keywords, whereas 
others did not (the control group). All the students then 
rated their comprehension of each text. Finally, they 
completed a test of the materials. Metacomprehension 
accuracy, defined as the association between ratings of 
comprehension and test performance, was greater for 
the group of students that wrote explanations than for 
the control group or the group that wrote keywords. 
(Meta)cognitive mechanism involved in the process of 
explaining is discussed. 
 
Keywords ―  Explanation Generation, 
Metacomprehension, Learning Text 
 

1. 問題と目的 

学習を効率的かつ効果的に進める上で，自身が

その内容を理解しているかを正確に評価する能力

は不可欠であろう．文章の学習におけるモニタリ

ング(メタ理解)の正確さを検討する手続きとして

しばしば次の方法がとられる．まず，複数の文章

の学習が求められ，次いで，各文章をどの程度理

解できたかを評定させ，最後に，各文章について

テストが実施される．このとき，メタ理解の正確

さは，理解度評定値とテスト成績間の個人内連関

として算出される． 

先行研究におけるメタ分析の結果から，学習者

のメタ理解の正確さは必ずしも高くないことが示

唆される[1]．こうしたメタ理解の低い正確さに対

する有効な介入方法として提案されているのが，

遅延生成活動である[2]．遅延生成とは，文章の学

習後，遅延時間を置いた上で要約やキーワードを

生成する活動を指す．遅延生成が効果を持つのは，

遅延時間を置くことで短期記憶の情報が減衰し，

要約やキーワードを生成する際，長期記憶から情

報が検索されるためだと考えられる．一方，学習

直後に実施される即時生成状況では，参照される

のは短期記憶の情報であるため，理解度評定値が

後で行われるテスト成績を正確に予測せず，メタ

理解の正確さは向上しない． 

遅延生成活動はメタ理解の正確さを向上させる

効果的な方法だといえるが，この介入は学習と生

成活動の間の遅延時間という状況的制約を持つ．

こうした制約を持たない，つまり学習直後の生成

状況であっても効果を持つ，有効な介入法は存在

しないのだろうか．本研究が着目するのは説明の

産出である．説明では，分かりやすく，論理的か

つ一貫した記述が求められるため，キーワードや

要約の生成に比べて，自身の理解状態をより厳し

く問う必要性が生じると考えられる．そこで本研

究は，即時生成場面において説明の産出がメタ理

解の正確さを向上させるという仮説を検証する． 

 

2. 方法 

参加者 大学(院)生39名を説明群，キーワード群，

説明予期群に無作為に配置した． 
手続き フェイスシートへの記入と一連の課題の

説明，練習課題を実施した後，本課題が行われた．

参加者は，一読するのに十分な制限時間のもと，
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ファスナーやシリンダー錠などの日常的な道具や

機械の仕組みを図説した文章を 5 つ学習した(文
章は[3]を改変して作成)．各文章の学習直後に，

説明群とキーワード群はそれぞれ説明とキーワー

ドの産出を行った．説明とキーワード生成にあた

って制限時間は設けなかった．説明の際には，手

元にメモを用意し図を記入させた後，口頭での説

明を求めた．キーワード作成については，重要だ

と感じたモノのパーツの名前や仕組みに関する概

念を 3 つから 5 つ挙げるよう求めた．なお，説明

するつもりで文章を学習する効果と比較するため

設けられた説明予期群では，説明を行うことを教

示したが，実際には説明の産出を求めなかった．

各文章に対し「学習したモノの仕組みをどの程度

理解しているか」について理解度評定(7 件法)を行

った後，テストが実施された．テストでは，制限

時間内にモノの仕組みを説明する図と文章を作成

するよう求めた．また，学習文章に明示的に記さ

れていない情報について問うた推論質問を各文章

1 問ずつ作成し，回答させた．最後に，学習した

モノそれぞれについて，仕組みをもともと知って

いたかを尋ね，実験を終了した． 
 

3. 結果 

3.1 テスト結果のコーディング 

 本研究で学習対象となった複雑なモノの仕組み

は，複数のステップから成っていたため，まず再

生された文章と図，および推論質問への回答から，

それぞれのモノについて，各ステップが正しく記

述されているかを採点した(正解ステップ数)．次

に，学習した文章に書かれている全ステップ数で

正解ステップ数を割った値を算出した．ただし，

全ステップ数は材料ごとに異なっていたため，こ

の値をそのままテスト成績とすると，同じ正解ス

テップ数でも材料によって微妙な値の違いが生ま

れてしまう．よって，その値を 0(まったく理解し

ていない)から 3(完全に理解している)の値にコー

ド化しなおし，この値をテスト成績の指標とした． 
3.2 理解度評定とテスト成績の結果 

各群の理解度評定値とテスト成績それぞれの結

果を Table 1 に示した．群間差を検討したところ，

どちらにおいても有意差は認められなかった(理
解度評定; F (2, 36) = 0.08, ns, テスト成績; F (2, 
36) = 1.09, ns)． 
3.3 メタ理解の正確さ(γ係数の平均)の結果 

 ここではメタ理解の正確さの指標として一般的

に用いられる指標である，Goodman-Kruskal の

順序連関係数(以下γ係数)を用いて分析を行った

[4]．分析の結果，全材料のテスト成績が同一であ

った説明予期群の 1 名を除外した．また，5 つの

学習材のうち，もともと仕組みを知っているモノ

があったと答えた参加者が見られた．そこで，そ

うした参加者に 1 を，それ以外の参加者に 0 を割

り当て，既有知識を表すダミー変数とした．既有

知識を共変量とした共分散分析の結果，既有知識

(F (1, 34) = 10.12, p = .002)，実験条件(F (2, 34) = 
5.48, p = .009)ともに有意であった(Figure 1)．
Bonferroni 法による多重比較の結果，説明群と説

明予期群の差は有意(p = .009)，説明群とキーワー

ド群の差は有意傾向(p = .09)であった． 
 
Table 1 理解度評定とテスト成績(括弧内は SE) 

 
理解度評定 テスト成績

説明
（n =13)

4.72
(0.26)

1.98
(0.13)

キーワード

(n =13)
4.60

(0.26)
1.80

(0.14)

説明予期
(n =13)

4.62
(0.17)

1.71
(0.13)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

説明
(n =13)

キーワード
(n =13)

説明予期
(n =12)

γ
係

数

の

平

均
（

推

定

周

辺

平

均
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure1 γ係数の推定周辺平均(エラーバーは SE) 
 
4. 考察 

本研究の結果より，たとえ学習直後に生成活動

を行う即時生成状況であっても，説明の生成を求

めることで，メタ理解の正確さが向上することが

明らかになった． 

認知科学では説明に関連した学習活動として自

己説明(self-explanation)が知られている[5]．ただ，

自己説明の主な機能が理解表象の構築である一方，

本研究で対象とした説明は，その表象を外化する

ことで，自身が本当に学習内容を理解しているか

を明確化するものであり，自己説明の学習機能と

は異なる．この効果についてはこれまで市川によ
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る主張がなされていたが[6]，実証的検討はなされ

ていなかった．本研究は説明の産出が，理解状態

明確化の効果を生むことを初めて示したといえる． 

では，なぜ説明の産出がメタ理解の正確さを向

上させたのだろう．結果を解釈するにあたり，そ

もそも人がどのように理解度を評定しているかを

考える必要がある．これに関して，自己効力感な

ど学習以前より保持される要因による影響(ヒュ

ーリスティックルート)と，実際の学習を通して得

られた表象による影響(表象ルート)が区別される

[7]．説明予期群では，構築された表象を検索する

ことなく，ヒューリスティックによって理解度が

評定され，正確さが向上しなかったと解釈できる．

一方，キーワードか説明かを問わず何らかの生成

活動を行う場合，学習により構築された表象が検

索される必要があるため，表象ルートを通して理

解度が評定される．ただし，学習直後に生成活動

が行われる即時生成状況では，検索対象となるの

は短期記憶情報であり，理解度評定は長期記憶情

報が反映されるテスト成績を正確には予測しない．

しかし，説明条件では，検索対象となるのが短期

記憶情報であっても，説明生成後，「自分の説明は

論理が通っているか」と，生成された説明を厳し

い基準で問い直す評価機能がより強く働き，メタ

理解の正確さが向上するのだと考えられる． 

次に，本研究では，説明を求めてもテスト成績

の向上は認められなかった．これは，説明をして

自身の理解状態が明確化されたからといって，そ

の内容を理解できるようになるわけではないこと

を表している．それでは，メタ理解の正確さの向

上は実際の学習場面でどのような意味を持つので

あろうか．メタ理解が正確であれば，再学習をす

る際，理解できたものに無駄な学習時間をかけず，

理解できていないものにのみ適切な学習時間を割

り当てることができる．実際，先行研究では再学

習の機会を設けることで，正確なメタ理解がテス

ト成績の向上に寄与することが示されている[8]． 

 残された課題として，説明がメタ理解の正確さ

の向上をもたらす条件のより詳細な解明が挙げら

れる．例えば，説明が効果的であるのは，生成し

た説明を評価基準によって見直すためだと先に考

察したが，適切な基準を持つ学習者と持たない学

習者を対象にすることで，評価基準の働きを直接

検討できると考えられる．本実験では課題を説明

する際，すべての参加者にどのような基準で理解

度評定を行うかを明示的に教示していたため，評

価基準の働きを検討することが難しかった．従っ

て，そうした教示を与えない状況で，説明の効果

における個人差を検討することが今後求められる． 
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における動機づけ的側面の分析 
Integrating Multiple Contexts in IT Education  

and an Analysis of Student Motivation 
 

高垣 マユミ†，三島 一洋2 

Mayumi Takagaki, Kazuhiro Mishima 

 
†実践女子大学，２鎌倉女子大学中等部 

Jissen Women’s University, Junior High School Attached To Kamakura Women's University 

 

Abstract 

We developed an IT education teaching plan or use in 

an information and computers unit of 9th grade (3rd 

year Junior High) Industrial Arts & Home Economics 

that introduces topics from multiple contexts and 

incorporates learning content that increases learner 

motivation and can be tied to other contexts with clear 

objectives for application. Quantitative analysis of the 

effects of this teaching approach on student motivation 

showed that motivation scores were high for the three 

scale items of occurrence of cognitive conflict ，
stimulation of intellectual curiosity, and degree of 

association in the contexts of Math, Science, and 

Social Studies. Analysis of differences between 

contexts showed that scores for stimulation of 

intellectual curiosity were higher in Science compared 

to Math and Social Studies. Qualitative analysis 

suggests that students experienced a deeper 

understanding of subject matter in the process of 

entering data and generating graphs on their own to 

answer a specific question rather than simply 

interpreting finished graphs and distribution maps as 

they would in a standard class.  

Keywords ―  IT education, interdisciplinary, 

motivation  

1. はじめに 

平成 20 年 3 月に中学校学習指導要領（以下，

文部科学省，2008）「総則・第 4 指導計画の作成

等に当たって配慮すべき事項」には，「各教科等の

指導にあたっては，生徒が情報モラルを身に付け，

コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報

手段を適切かつ主体的，積極的に活用できるよう

にするための学習活動を充実するとともに，これ

ら情報手段に加え視聴覚教材や教育機器などの教

材・教具の適切な活用を図ること」と示されてい

る．こうした流れの中，情報教育の実情は，殆ど

の時間が情報機器の操作やソフトウェア利用の指

導に充てられており，情報教育がさまざまな教科

の学習の中で有効活用されてはいないことが指摘

されている（e.g.,杉江・大崎,2007）．    

こうした現状において，子どもたちは現在の情

報教育の授業には満足しておらず，コンピュータ

を使いこなすスキルを身につけることは必要だと

思っている反面，使いこなして何をしたいのか，

何をするために使いこなせるようになりたいのか，

という目的意識が希薄であることが明らかにされ

ている（e.g.,永野,1998）． 

以上の現状を踏まえると，現在の情報教育には，

①学習者の動機づけを高める学習内容の工夫，②

情報活用の教育目的をもったさまざまな教科との

関連づけ，という２つの視点が必要であることが

考えられる．そこで本研究では，この２つの視点

から，中学３年生を対象とした，中学校技術・家

庭科の「情報とコンピュータ」の単元において，

情報教育の授業に，数学・理科・社会の複数の教

科の文脈を導入した授業を設計する．その上で，

授業を実施した結果，学習者の動機づけ的側面に

いかなる変化がもたらされるのかを実証的に検討

することを目的とする．  

2. 方法 

調査対象： 神奈川県内の私立中学校 3 年生の 1

クラス 14 名． 

調査時期・方法： 中学校技術・家庭科「情報と

コンピュータ」の単元延べ 6 時間．授業実施後の

動機づけの変化について検討を行うため，動機づ

け尺度については，情報教育に導入した数学，理

科，社会の各教科において「認知的葛藤の生起」，

「知的好奇心の活性化」，「関連付けの程度」の 3

項目 を扱い， 5 件法により回答を求めた．併せ
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て，授業後の感想を自由形式で記述させた． 

複数の教科の文脈を導入した授業：第 1 時，第 2

時，第 3 時は，表計算ソフトにおける基本操作（各

部名称，Sheet の挿入・削除・移動・表題の変更，

行と列の挿入・削除・幅の変更，フォント，セル

の色，文字の配置・改行）の授業を行った． 第 4

時は，グラフ作成機能（2-D 折れ線グラフ）を用

いた「数学」の文脈（時間に伴う水槽に貯まる容

量の変化），第 5 時は，グラフ作成機能（レーダー

チャート適用）を用いた「理科」の文脈（地球と

太陽との距離），第 6 時は，グラフ作成機能（散布

図適用）を用いた「社会」の文脈（USGS（アメ

リカ地質調査所）の震源地の分布）の課題に取り

組ませた． 

具体的な事例(Figure 1)として，第 5 時は，平

成 20 年 理科年表 暦部における地球と太陽との

距離（月別）データを引用し，表計算ソフトにあ

るグラフ作成機能（レーダーチャート適用）を用

いて，「地球の軌道についてグラフを作成しなさ

い」とう問題を提示した．作成したグラフから，

太陽の軌跡については，常に一定の距離を保つわ

けではなく，既存の概念に反して，夏における地

球と太陽の距離は遠く，冬における地球と太陽の

距離は近くなるといったことを体験を通して読み

取ることができる．  

3. 結果と考察 

  情報教育に導入した数学・理科・社会の各教科

における，授業前後の動機づけの得点の結果を

TABLE 1 に示す．各質問項目の「認知的葛藤の生

起」，「知的好奇心の活性化」，「関連づけの程度」

のいずれにおいても，数学・理科・社会の各教科

における動機づけの得点は高かった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 要因分散分析による教科間の比較を行った結

果，「認知的葛藤の生起」，「関連づけの程度」にお

いては，教科間に主効果は見られなかったが，「知

的好奇心の活性化」においては主効果がみられ（F

（2，39）= 0.01，p< 0.05），下位検定（有意水準

5%の Ryan 法による）の結果，理科における得点

は数学や社会よりも高かった． 

そこで，理科の内容を組み込んだ授業後アンケ

ートの記述を分析した結果，「地球は太陽の周りを

一定の距離で公転していると思っていましたが，

地球と太陽との距離を表す地図をつくることで，

夏至が遠いということが分かって，その理由を調

べてみたいと思いました」,「月別の太陽と地球と

の距離の値を自分で打ち込むと，グラフで表現さ

れるので，目で見て分かりやすく楽しく学ぶこと

ができました」という記述が見出された．完成さ

れたグラフや分布図を読みとる活動とは異なり，

学習者が目的をもってデータを入力してグラフを

作成する楽しさを実感し，データを分析してから

得られた結果を理科の知識として受容し，さらに

発展させてみたいと考えることができたことから，

知的好奇心が活性化されたものと推測される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 月 日 距離

1 1 1 0.98332
2 1 3 0.98328
3 1 7 0.98331
4 1 11 0.98341
5 1 15 0.98357
6 1 19 0.98381
7 1 23 0.98414
8 1 27 0.98457

55 8 2 1.01487
56 8 6 1.0143
57 8 10 1.01366
58 8 14 1.01295
59 8 18 1.0122
60 8 22 1.01142
61 8 26 1.01059
62 8 30 1.0097
63 9 3 1.00874
64 9 7 1.00773

～～

Figure 1  Cobweb Chart(Science) 

Occurance of Cognitive Conflict 3.58 (0.78) 3.93 (1.05) 4.02 (1.01) 3.82 (0.98)

Stimulation of Intellecutal Curiosity 3.88 (0.89) 4.16 (0.63) 3.77 (0.73) 4.01 (0.81)

Association of concept of probability  3.36 (0.73) 3.56 (0.48) 3.44 (0.69) 3.43 (0.65)

Mathematics Science Social Studies

Subjects Introduced
Questions Total

Table1  Average Scores for Motivation ( Figures in parentheses are standard deviations) 
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Abstract 
Personal epistemology refers individuals’ beliefs 

about the nature of knowledge and knowing. Each 
group of specific beliefs is called as epistemic beliefs. 
The present study aims to reveal the differences in 
epistemic beliefs between high-school and 
undergraduate students. 198 (88 male and 110 female) 
high-school students and 201 (122 male and 79 female 
undergraduate students were administrated a 
paper-and-pencil test. The results demonstrated that 
mean score of epistemic beliefs about absolutism were 
higher for high-school students than that for 
undergraduate students. While, epistemic beliefs about 
condition to use knowledge showed opposite pattern. 
Limitation of the current study and future directions 
were discussed. 
 
Keywords ―  personal epistemology, epistemic 
beliefs, views of class, high school students 

 

1. 問題と目的 

個人の認識論（personal epistemology）とは，

各人が暗黙に持っている“知識（knowledge）”や

“知ること（knowing）”についての信念のことで

ある。また，個人の認識論における具体的な個々

の信念は，認識的信念と呼ばれている[1]。1970

年代以降，教育心理学では，教授学習過程に影響

する要因として，学び手や教え手がそれぞれに持

っている個人の認識論について関心が持たれるよ

うになってきている[2]。 

Olafson と Schraw [3]によれば，教師がどのよ

うな認識論を持っているかは，教育観やカリキュ

ラム観だけではなく，授業場面において教師や児

童・生徒がとるべき役割という教師観，児童・生

徒観にも影響するという。たとえば，客観的な知

識があり，それを教師が児童・生徒に伝達すると

考える教師は，児童・生徒を教師の働きかけによ

ってはじめて学習できる受動的な存在として捉え

る。それに対して，知識は変化しうるものであり，

協同的な活動を通して獲得されると考える教師は，

児童・生徒を教師と一緒になって積極的に協同活

動を行う存在として捉える。このような捉え方の

違いは，授業中の即興的な判断や評価のしかたの

違いにもつながるという[3]。教師の認識論に対し

て，児童・生徒の認識論は，授業やテストをどの

ように捉えるかに影響するという（Hofer, 2004a）。

そのため，たとえ同じ授業に参加していても，授

業を通して達成すべきだと考える目標には児童・

生徒によって違いが見られる。 

Hofer と Pintrich[4]によれば，高校生は権威に

よって認められている正しい知識があると想定す

る二項対立主義に近い考え方をしているのに対し，

大学生になると知識は相対的なもので，その妥当

性が比較・検討されるべきものだという相対主義

に近い考え方をするものが多くなるという。小学

校から高校までは，知識伝達型の一斉授業が行わ

れることが多い。高校生が二項対立主義的な認識

論を持つのはこのためだという。しかし，大学生

であっても，入学して 2 年ごろまでは教養科目と

して講義形式で一斉授業が行われることは多い。

そのため，高校生までに獲得してきた個人の認識

論を変容させない場合も考えられる。そこで，本

研究では，個人の認識論は高校生と大学生との間

で異なるか否かを検討する。 

1990 年代以降，個人の認識論に複数の側面（次

元）を想定し，それらを質問紙法によって測定し

ようとする研究が多く行われてきている [5]。お

およそ共通理解が得られている認識論の側面とし
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ては，知識に関する「確かさ」「単純さ」，知るこ

とに関する「情報源」「正当化」があるという[4]。

これについて野村と丸野[6]は，次元が一般的な知

識についての信念を尋ねるものであり，“使うもの

としての知識（利用知識）”についての信念は扱わ

れていないことを指摘した。 

これを踏まえ，本研究では，一般的な知識だけ

ではなく，利用知識についての信念も併せて測定

する尺度を開発し，検討を行う。 

 

2.方法 

調査参加者 回答に不備のない 399名を分析対

象とした。内訳は，高校生 198（男性 88，女性 110）

名，大学生 201（男性 122，女性 79）名であった。 

質問項目 まず，理論的な想定に基づき，知識

の方向性（一般的な知識・利用知識），認識的信念

の次元（相対的で複雑な知識観・経験や権威によ

る正当化）の 4 側面について，それぞれ 6 項目，

合計 24 項目からなる尺度を作成した。測定では，

すべて 6 件尺度を用いた。 

手続き ほとんどの高校生に対しては，担任教

員がホームルームなどの時間を利用して実施した。

一部の高校生に対しては，K 大学のオープンキャ

ンパスにおいて調査者が実施した。大学生に対し

ては，教育心理学や基礎教養科目の授業中に調査

者が実施した。ほとんどが 1，2 年生であった。 

 

3.結果 

因子分析 高校生と大学生のすべてのデータを

用い，24 項目について重みづけのない最小 2 乗法

（プロマックス回転）を用いて因子分析を行った。

スクリープロットの傾きから 4 因子を抽出するの

が妥当であると判断した。負荷量が小さい項目や

2 因子に負荷量が大きい項目を取り除いた。 

第 1 因子は，獲得知識についての認識的信念が

1 つの因子にまとまっていた。これを“客観的に

正当化された知識の絶対性（絶対性）”と命名した

（7項目，α=.69）。第 2因子から第 4因子までは，

利用知識についての認識的信念が 3 つの因子に分

かれたものであった。第 2 因子は，知識が使われ

ることによって，その適切さが正当化されること

に関する因子であると解釈できることから，“経験

によって正当化された知識の妥当性（妥当性）”と

命名した（3 項目，α=.79）。第 3 因子は，授業以

外の場面も含め，知識が多様な場面や状況に適用

できることに関する因子であると解釈できること

から“知識の広い適用可能性（適用可能性）”と命

名した（3 項目，α=.69）。第 4 因子は，知識はい

つも同じように使えるわけではなく，知識を適用

できる条件があるということに関する因子である

と解釈できることから“知識の適用における条件

性（条件性）”と命名した（4 項目，α=.64）。 

高校生と大学生との比較 高校生と大学生との

間で認識的信念尺度の得点を比較するために， t
検定を行った。その結果，“絶対性” の得点は大

学生よりも高校生の方が高かった（t (397) = 7.00, 

p < .001）。一方，“条件性”の得点は高校生より

も大学生の方が高かった（t (397) = -4.29, p 
< .001）。なお，“妥当性”，“適用可能性”につい

ては有意な差は見られなかった。 

 
4.考察 

一般的な知識と利用知識との関係 理論的な想

定に反して，一般的な知識についての信念は，1

つの因子にまとまり，利用知識についての信念は，

3 つの因子に分かれた。まず，獲得知識について，

授業で学ぶ内容には，自分の生活空間にはないこ

とがらや自分自身では体験しえない現象が含まれ

ている。そのため，基本的には，教師や専門家集

団が正しいとすることを信じるほかない。つまり，

認識論的依存と呼ばれるこのような状況がしばし

ば起こる学校教育を経験してきた高校生・大学生

にとっては，絶対的な知識があるという見方とそ

のような知識が専門家によって客観的に検証され

ているのだという考え方とは，不可分・非分離の

こととして捉えられている可能性がある。 

利用知識は，次の 2 点で一般的な知識とは異な

る。第一に，知識の範囲は，主体の生活世界に限

られる。そのため，利用知識の情報源は他ならぬ

自分自身である。そして，自分自身の経験を根拠
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として，利用知識の正しさ（妥当性）の「正当化」

がなされる。それゆえ，利用知識では，その認識

的信念として，全知の権威者がいると認めるか否

かという「情報源」の側面は問題とされず，自己

の経験を通した「正当化」が重要になる。第二に，

状況との兼ね合いで正しさ（妥当性）が決まるた

めに，知識自体を明確に「真か偽か」を判断する

ことはできない。したがって，認識的信念として，

知識の「確かさ」「単純さ（複雑さ）」に対応する

「知識の適用範囲」や「適用する際の条件性（知

識を使う状況を考慮するか否か）」，「知識が適用で

きる確率的な見積もり（知識はいつでも使えると

考えるか否か）」といった側面が考えられる。その

ため，知識の“妥当性”，“適用範囲”，“条件性”

は別個の側面を反映するものとして分かれた可能

性がある。 

尺度の信頼性係数は実用上許容できる範囲であ

ったが，いずれの下位尺度でも十分に高いとは言

い難い。とくに“条件性”についてはもっとも低

かった。今後は項目数を増やすなどして尺度の信

頼性を高めていく必要がある。 

高校生と大学生との比較 高校生と大学生との

間には“絶対性”と“条件性”の得点で有意な差

がみられた。獲得知識についての“客観的に正当

化された知識の絶対性”の平均値が，大学生より

も高校生で高かったことは，Hofer と Pintrich[4]

指摘とも一致する。一方，利用知識については，

“知識の適用における条件性”の平均点が，高校

生よりも大学生で高かったものの，それ以外の因

子では差がみられなかった。これは，大学生にな

ると，知識を使う状況のバラエティが広がること

で，知識を適用する際の条件をより複雑に捉えざ

るを得ない機会が多くなるためかもしれない。 

本研究において調査対象になった大学生は，1，

2年生が中心であった。もし，Hofer とPintrich[4]

が指摘するように，大学での講義を受けることで

個人の認識論が変容していくのであれば，大学 3，

4 年生や大学院生ではより際立った差が見出され

る可能性がある。これは，今後検討していく必要

があるだろう。また，今回の調査は集団での平均

値を問題とした。本来，認識論の個人差を問題と

するのであれば，横断的な研究だけではなく，今

後は縦断研究も必要であろう。 

個人の認識論が重要視されるのは，同じ授業を

受けていたとしても，認識論によって授業の捉え

方が異なると考えられるからである。そのため，

今後は認識論による教授学習過程での目標設定の

違いやその結果もたらされる授業に対する満足度

についても検討していく必要があるだろう。 
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Abstract 
The importance of environmental education 
has been growing to keep a sustainable 
environment. We focused on the process of 
enhancing motivation to comprehend 
environmental materials. In our 
psychological experiment, participants were 
required to glance over 44 environmental 
materials that were used in some 
environmental events or in advertisements for 
environmentally-related products, and to 
evaluate whether and why they wanted to 
look through the materials in detail. A 
classification analysis for the reasons 
gathered found three factors to enhance 
motivation: understandability, cost-saving 
benefit, and instant communication of 
environmental goodness. 
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1. 問題と目的 

環境問題が重視される社会的状況の中で、環境

教育の重要性が高まっている。その中で本研究は、

企業活動の一貫としての環境教育に着目する。環

境教育は学校教育によってのみ行われるのではな

く、日常生活全体で行われることが望ましいこと

は言うまでもない。昨今では、多くの企業が環境

性を訴求している。その主なねらいは、環境商品

の利点を説明することにあるが、社会貢献活動と

しての側面もある。つまり、環境への関心を高め

るという環境教育の一環としてとらえることもで

きる。近年では、環境イベントなど、商品説明と

いうよりも、環境教育を重視する試みも、企業の

手によって行われている。 

環境教育充実のための方策は、認知科学研究に

おける様々な観点から提案できる。その中で本研

究は、環境理解への動機づけに着目する。情報化

社会がますます進む現代においては、情報を理解

しやすくするという観点だけでは不十分である。

それ以前の段階として、情報を理解しようと思う

こと、すなわち動機づけを高めるという観点があ

る。動機づけが高まらなければ、理解が阻害され

る。そこで本研究は、環境理解への動機づけを高

める要因を明らかにすることを目的とする。 

以上から本研究は、企業による環境教育の具体

的材料として環境展示パネルに着目し、その動機

づけ効果を検討することを目的とする。環境展示

パネルとは、環境イベントでしばしば利用される

展示パネルを指す。心理実験により、環境展示パ

ネルに用いられている訴求表現を分析し、動機づ

けを高める要因を明らかにする。 

 

２．「動機づけ」と「理解行動」の認知モデル 

 島田・北島(2009)は、教材の理解には「動機づ

け段階」と「精緻化段階」があることを指摘して

いる。動機づけ段階とは、教材の内容にほとんど

関わらない状態で、レイアウト、絵図、5 程度の

単語などから、読解に動機づけられるかどうかが

決定される段階である。精緻化段階とは、教材の

内容を理解していく段階である。 

 環境展示パネルにおいても、同様のモデルが想

定できる。本研究では、「動機づけ」と「理解行動」

の 2 つがあると仮定した。後者を「理解行動」と

したのは、環境教育が単なる理解に留まらず、具

体的行動を起こすことも重要であると考えたから

である。従来の広告研究において利用されている

AIDMA モデルと対応させれば、「動機づけ」が
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図１：材料の例 

AI、「理解行動」が DMA に概ね当てはまる。 

 環境展示パネルの特性を、従来研究対象とされ

てきた教材や説明文の理解と比較して考えると、

イベントでは短時間で展示物の興味を評価し、興

味が高い展示物に時間がかけられると考えられる。

つまり、「動機づけ」の段階の重要性が高い。そこ

で本研究は、「動機づけ」の段階に着目し、島田・

北島(2009)の心理実験手続きに準じた手法により、

環境展示パネルに求められる要因を探索的に探る。 

 

３. 方法 

(1)材料 

事例として、東京ガスの環境商品（エネファー

ム、エコジョーズ）を扱った。それらの商品を紹

介する展示パネル、ホームページ、カタログなど

から、実際に利用されている表現素材を 44 種収

集した。これら 44 種の表現素材を、A4 サイズの

カードに印刷した。カードには、環境性を示すタ

イトルとそれを説明する図や写真、文字を記述し

ている。材料例を図１に示す。 

(2)実験参加者 

 一般成人 100 名（35～64 歳、男性 50 名、女性

50 名）が参加した。 

(3)手続き 

個人実験で行った。カードを 2 秒間提示し、そ

のカードを見たいと思うか思わないかの 2 択によ

る選択を求めた。44 種のカードについて、一定の

順序で行った。その後、全体を通して見たい／見

たくないと判断した理由と、その理由がどのカー

ドに特徴的であったかを述べることを求めた。 

 

４．結果と考察 

44 種のカードのうち、「見たいと思う」と回答

したスコアが全体平均を有意に上回る（5%水準）

もの、「見たいと思わない」と回答したスコアが全

体平均を有意に下回るものを選び、「見たいと思

う」、「見たいと思わない」の 2 つのカテゴリーに

分類した。また、それぞれのカテゴリーにおいて、

選ばれたカードと述べられた理由を分析した。分

析手順は、(1)回答の文節単位の分割、(2)出現頻度

の高い言葉のキーワード化、(3)キーワードの出現

数のカウント、とした。 

 ｢見たいと思う」判断基準上位（10%以上） （％）
計 男性 女性

絵・図・写真がわかりやすいもの／大きい 28 12 44
お得な情報・節約情報が載っている 23 18 28
環境によいことがわかりやすい 22 24 20
具体的な数字・金額がある 19 24 14
字が少ない／短い 16 16 16
グラフがわかりやすい 15 12 18
機器の構造・しくみがある／わかりやすい 10 18 2

｢見たいと思わない」判断基準上位（10%以上） （％）
計 男性 女性

字が多い／細かい／長文 50 46 54
図が細かい／複雑 19 14 24
写真だけ 14 20 8
意味が分かりにくい 14 20 8
難しい表現／専門的すぎる 13 8 18
色づかいがよくない 12 8 16

表１：判断理由 
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２つのカテゴリーにおいて、それぞれ述べられ

た理由の上位（10%以上の回答）を表１に示す。

性別によって異なる傾向がみられたので、性別ご

とに集計した。また、２つのカテゴリーにおける

特徴的な判断理由を図２に示した。 

「見たいと思う」カテゴリーに特徴的であった

理由として、「分かりやすい説明」、「お得節約情報」、

「環境性の瞬時伝達」という 3 つの要素を抽出で

きた。これらの効果は、次の 2 つに分類できる。 

一つは、「分かりやすい説明」である。これは、

これらのカードが理解できそうだという自己効力

感に関係した期待の効果であると考えられる。特

に今回は、家の絵が描いてあるカードが多く選ば

れた。身近な家の絵など、既有知識に関連が大き

い要素が「この内容は理解しやすそうだ」という

理解への期待を高め、動機づけを高めるというプ

ロセスが考えられる。 

もう一つは、「お得節約情報」と「環境性の瞬時

伝達」である。これらは、理解そのものへの期待

というよりも、理解が実現できた場合のメリット

に関する期待を高め、動機づけを高めると考えら

れる。環境性を訴求するためには、これら 2 つの

要素が重要であると考えられる。 

 「見たいと思わない」カテゴリーでは、「見にく

い／読みにくい」、「字が細かい」など、内容では

なく、レイアウトに関する理由が多かった。この

結果は、内容の理解の以前に、内容とは関係ない

形態的要素による評価が行われ、動機づけに影響

していることを示唆していると考えられる。 

以上から、環境展示パネルをはじめとした環境

性を訴求する表現物においては、「見にくい／読み

にくい」、「字が細かい」というレイアウトに関す

る要素に加え、「分かりやすい説明」という既有知

識に関連が大きく理解への期待を高める要素、「お

得節約情報」、「環境性の瞬時伝達」という実現で

きた場合のメリットが一目で分かる要素が重要で

あることが明らかになった。 

本研究では、環境イベントのような多くの自治

体や企業による訴求が行われる場面で、特定の環

境展示パネルに興味を持たせるために求められる

要因を抽出した。｢見たいと思わない｣カテゴリー

の理由に挙がったレイアウトの問題については、

動機づけに影響することが既知であったが、「見た

いと思う」カテゴリーの理由に挙がった３つの要

素「既有知識に関連が大きい分かりやすい内容」

「お得節約情報」「環境性の瞬時伝達」については、

環境性訴求というテーマにおいて特に重要である

ことを示すことができた。これらは、一般生活者

図２：カテゴリー別の特徴的な判断理由 

分かり
やすい

「お得」
「節約」
情報

瞬時に
分かる
環境性

見たいと思う(75%以上） 見たいと思わない(50%以上）

意味が
分かり
にくい

見にくい
読みにくい

難しい
苦手

（82%）

（80%）

（76%）（82%）

（81%）（79%）

（80%） （79%）

（75%）

（77%）

（86%） （79%）

（60%）

（68%）

（60%）

（59%）

（58%）

（54%） （53%）

（51%）

＊全体平均に対し75%以上が有意 ＊全体平均に対し50%以上が有意
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に環境行動を推進するために必要な要素であると

考えられる。 

最後に、今後の課題として、提示物の形態を指

摘しておく。本研究では、環境展示パネルそのも

のの提示ではなく、パネルに用いる訴求表現を抽

出し、Ａ４サイズのカードにして提示した。環境

イベントだけでなく、広報誌等の様々な媒体で結

果が活用できると考えたからである。しかしなが

ら、環境イベントにおいてはさらに大きなパネル

が使われることが多く、結果が異なる可能性があ

る。また、実験手続きにおいて、４４種のカード

をランダマイズしなかった点を含め、今後の課題

として残される。 
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Abstract 

To understand the scientific lecture well, we provided 

visualized structural cue of the scientific lecture for 

college to graduate level novices. Participants were 

guided to use the cues to take notes while listening to 

lectures, which led them to (1) understand the lecture 

contents better, and (2) be more active in generating 

research-related inquiries, than those who took notes 

without the cues. 
 
Keywords ― Lecture comprehension, Visualizing 

the structure, Scaffolding 

 

1. はじめに 

 近年、学習内容をただ受容するだけでなく、そ

の妥当性や信頼性判断や自身の既有知識との関連

を考えるといった批判吟味的な学習が推奨されて

いる。このような活動は学習者のメタ方略の一種

として取り扱われがちであり、Toulmin[1]の論証

モデルの獲得や学習科学の分野においても

Reciprocal Teaching[2]におけるメタ認知トレー

ニングのように実施されている。一方、Miyake & 

Norman [3]では、初学者が専門的な解説を読む時

に生成できる疑問量は知識のあるものが同じ文章

を読んだ場合より少ないことから、知識がなけれ

ば生成できない疑問があることを示しており、ま

た、分かることが次の分からないこという発問に

続くといった現象のように、学習者が対象につい

て持っている知識や理解の質がその人がどれほど

批判吟味的になれるかに関わっている。このよう

に考えると、批判吟味スキルを獲得していたとし

ても、その分野への理解をサポートしないと、質

問を出すことは出来るがその内容がキーワードや

事例の単純な聞き返しになってしまい学習効果は

薄いだろう。このように、批判吟味思考において

も学習者の理解を促進することに重要性はあるだ

ろう。では、批判吟味思考に必要とされる理解と

はどのようなものだろうか。それは授業に含まれ

る個々の内容を一覧的に取り上げ、それぞれの内

容の意義を、内容間の関連性を吟味しながら作り

上げていくという構造的な理解であろう。本研究

はこの構造的理解を促進することと、それによっ

て質問の量と質を上げることを目的とする。 

 その場合、テキストの理解に比べ、講義など口

頭の話はそのような構造面を理解するための視覚

的手がかりが非常に少ない。メモを取っても次々

に流れてくる話の内容を記録するだけでは、各内

容にどのような構造的意義があるかを記録できる

保障は少ない。そのため、講義の構造を可視化し

二次元レイアウトを聴講のサポートとして与える。

このようなレイアウトを基に、講義に含まれる各

話を部品として二次元配置活動をさせることで、

学生の能動的な構造的理解活動を促進できるだろ

う。 

 二次元レイアウトをガイドとして提供する条件

（Note-Taking with Guide：NTG 条件）と、フ

リーフォーマットのノート取り条件（free 

Note-Taking：NT 条件）とを比較した結果、NTG

条件で講義についての構造的な理解が促進され、

講義内容に関連した発展的質問や講義の構造面に

ついての質問が増え、支援の有効性が示唆された。 

 

2. 実験方法 

放送大学の番組「学習科学」（2004）から「熟

達化としての発達」、「若者の科学離れを考える」

（2004）から「科学教育の出発点」というビデオ

を取り上げ、意味単位ごとに 12 個のクリップに

カットしたものを、2、3 人のグループで視聴させ
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た。二次元レイアウトを用い視聴する条件（以下

「NTG（熟達）条件と呼ぶ）に学部生 9 名、白紙

メモを使いながら視聴する条件（以下「NT（熟達）

条件」）に学部生 24 名を割り当てた。また、講義

素材の違いによる影響を調べるために、放送大学

の番組「若者の科学離れを考える」（2004）から

「科学教育の出発点」というビデオ（15 個のクリ

ップにカット）を、二次元レイアウトを用い視聴

する条件（以下「NTG（科学）条件」）に院生・

学部生 8 名を割り当てた。 

講義の構造的理解は、学生が講義に含まれる

個々の話を部品として扱い、それぞれの構造的な

意味合いを、他の部品との関連を考慮しながら構

築していくことで達成されると考えられる。その

ため NTG 条件には、話の部品として各クリップ

の内容を要約したカードを与え、それを元にビデ

オを視聴しながら、授業の構造について二次元配

置し考えていく。その部品の構造的意味を考える

ヒントとして図 1、2 の“テーマ”や“現状の問

題”といった話の構成要素（メタラベル）が書か

れた枠組みを二次元レイアウトに提示し、また、

枠組み同士は矢印でつながれており、カード配置

時に必然的に他のカードとの関連性を考えさせる

よう狙った。 

このような構造を可視化した 2 種類のフレーム

ワークシートを与えた。図 1 フレームワークシー

ト A にはリンク付けられた 3 つの枠があり、テー

マと現状の問題の枠を例示として既に埋めた。図

2 フレームワークシート B には 3 つのトライアン

グル状の枠を用意し、解法（結論）には図 1 と図

2 で同じカードを入れ、図 2 下部でより詳細に吟

味する構造とした。参加者はビデオを見ながらこ

のシートにカードを二次元配置し、見終わった後

に再配置した。テーマと問題に対応した解法に講

義のどの話が入るか探索し、更にその解法と事例

と解釈の間の関連性について考えていきながらカ

ードを配置していくことを期待した。 

このようにレイアウト設計したのは、科学議論

は多くの場合、このような構造になっており、特

に主張部分は事実としてのデータ部分とその解釈

から支えられていると考えられるからである。 

 

図 1 フレームワークシート A 

 

図 2 フレームワークシート B 

 

 統制群の NT 条件では白紙のメモ用紙にビデオ

を見ながら自由にメモし、見終わった後に再編集

させた。 

全条件とも、ビデオ視聴後の評価テストとして、

それぞれ個人作業で、それまでに利用したノート

を参考にしながら講義についての質問を出させ、

その後、ノート無しで講義全体の要約をさせた。 

 

3. 結果と解釈 

 支援が上手くいくならば、NTG 条件において、

1. 講義の構造的な理解が促進されること。具体的

には講義内容の意義付け（メタラベリング）、クリ

ップ間の関連付け（つなぎ）、カバーするクリップ

内容（クリップ網羅率）が上昇するはずである。

そしてその状態から構造可視化ツールの支援もあ

り、2. 質問が増えることやその内容がより話の構
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造面に関わったものになることが考えられる。そ

して、3. 構造面だけでなく内容面についても促進

されるか検証した。 

 

3.1 講義の構造的理解 

 被験者の構造的理解の度合いを要約から分析し

た。要約中に出現する構造に関するメタラベル

（“テーマ”、“主張”など）、支援ツールにヒント

として現れなかったが被験者が独自に作り出した

と思われるラベルを「独自ラベル」（NT（熟達）

条件は支援ツールのサポートが無かったため、出

現したラベルは全て独自ラベルとしてカウントし

た）、講義のクリップの間をつなぐ言葉（“なので”、

“としては”）や記号（矢印など）を被験者一人あ

たりの平均件数をカウントし、また同時に、どれ

ほど多くビデオクリップの内容に言及出来ていた

かを図 3 に示す。 
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図 3 構造的理解 

NT（熟達）条件と NTG（熟達）条件を比較す

ると、微妙ではあるが NTG（熟達）条件が勝って

おり、特に NTG（科学）条件は構造的理解度が非

常に高い。また、クリップ間のどれほど自然な関

連付けを出来ているかを測るために、つなぎの言

葉に“よって”“しかし”などといった接続語を利

用している数を計測したところ（表 1）、NTG（科

学）条件は非常に高く、自然な関連付けが出来て

おり、高度な構造的理解をしていることがわかる。 

 

 

表 1 つなぎ語の質 

 NT（熟達） NTG（熟達） NTG（科学） 

接続語つなぎ 0.17 0.00 1.88 

 

3.2 質問の量とその観点 

次に、講義についての質問をどれくらい出せて

いるか総数を計測した。 
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図 4 質問の量 

 NTG（科学）条件が他の 2条件と比べて高いが、

NTG（熟達）条件は統制群である NT（熟達）条

件よりも低かった。しかし、どのようなポイント

について質問しているか分析したところ（図 5）、 

0.0

0.2

0.4
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1.2

1.4

NT（熟達） NTG（熟達） NTG（科学）

構造面

事例個別

 

図 5 質問の観点 

NT（熟達）条件と NTG（熟達）条件を比較する

と、NT（熟達）条件は「事例や個別のキーワード」

についての質問が多く、NTG（熟達）条件は「ま

とめや最終結論の是非」や「話の構造・流れ」に

注目した構造面についての質問が多い。NT（熟達）

条件は焦点が狭く「個々の話の伝わりにくさ」に

ついて言及しているのに対し、NTG（熟達）条件

はもう一つ視点の高い、話の構造的側面について
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質問できている。 

 以上の結果から、構造的な理解度合いに応じて

質問の質も変化していることが分かる。 

 

3.3 内容面についての質問 

 より内容具体的で、学生が自分の研究テーマや

アイデアにつながりそうな発展的な質問は今回の

支援やそこから構築される構造的な理解状態によ

って支援されるのだろうか。発展的な質問の 1 つ

の指標として、講義の内容面にどれくらいに触れ

られているかを分析した。 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

NT（熟達） NTG（熟達） NTG（科学）
 

図 6 内容面についての質問 

内容面についての質問は NTG（科学）条件が非

常に高い。その例として“素朴科学から直感科学

に具体的にどうシフトしていくのか？”などとい

った講義の重要点について言及する質問が見られ

た。 

NTG（科学）条件は図 3 から構造的理解度が非

常に高いと言えることから、そのような講義につ

いての高度な構造的理解が、そのまま抽象的な構

造的観点についての着想につながるだけでなく、

よく具体的な内容面についてのアイデアにつなが

ることが示唆された。 

 

4. 考察 

 以上から、可視化された構造の手がかりの中で、

条件付きではあるが能動的に講義の構造的理解を

構築していくことが可能になり、それがまた発展

的な質問につながることが示唆された。 

 

 

参考文献 

[1] Toulmin, S. E. (1958) The Uses of Argument. 

Cambridge University Press. 

[2] Palincsar, A. S., & Brown, A. L. (1984) 

“Reciprocal teaching of comprehension 

monitoring activities”, Cognition and 

Instruction, 1, 117-175. 

[3] Miyake, N., & Norman, D. (1979) “To ask a 

question, one must know enough to know 

what is not known.”, Journal of Verbal 

Learning and Verbal Behavior, 18, 357-364 

 

日本認知科学会第27回大会 P1-9

187
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Abstract 
In the present study, we discuss how people form 

adaptive knowledge from theoretical perspective. We 
modeled two processes of knowledge formation. One 
of them is knowledge formation by individual learning, 
in which people form knowledge by themselves. The 
other model is knowledge formation by individual 
learning and communication. In this process, people 
form knowledge by the individual learning and simple 
communication with others. We compared these two 
processes of knowledge formation in terms of effec-
tiveness of knowledge for inferences. Results of com-
puter simulation suggested that simple communication 
with others produces adaptive knowledge more suc-
cessfully than individual learning. We also found that 
when individuals in a small group communicate with 
others, biased, inaccurate knowledge can be produced.  
 
Keywords ― adaptive knowledge, individual 
learning, communication 

 

1. はじめに 
  認知科学分野における推論研究では，我々が行

う推論の適応的性質について様々な視点から議論

が行われてきた。本研究では特に適応的推論を行

うために必要な知識はどのように獲得されうるの

か，計算機シミュレーションに基づいて議論を行

う。 

  人間の認知機能は制約を有する。代表的なもの

は計算能力，また記憶能力に関する制約である。

判断・推論・意思決定研究では，人間はこれらの

制約のために複雑な計算を行わず，単純な計算方

略であるヒューリスティックを用いるために，結

果として様々なバイアスを含む判断・推論・意思

決定を行うことが示されてきた（e.g., Kahneman & 

Tversky, 2000）。 

一方で近年，ヒューリスティックの適応的性質

について議論が行われている。Gigerenzer, Todd, 

and The ABC Research Group (1999)は人間が遂

行可能と思われる様々なヒューリスティックを

提案して，その適応的性質について議論を行っ

ている。Gigerenzer らは，単純な推論方略は，

非常に優れた推論を生み出すと主張している。 

Gigerenzer らが議論している推論問題は，例

えば「ベルリンとフランクフルトで人口が多い

のはどちらか？」といった二者択一の推論問題

であり，二つの選択肢の内，どちらの方が基準

に関して高い値を示しているかを推論する問題

である。Gigerenzer らは，表１にあるような，

知識を我々は持ち，この知識を用いて推論が行

われていることを仮定している。 

各対象の知識は「+」，あるいは「-」の離散値

を持つ 9 つの cue によって表現されると仮定さ

れている。cue は例えば，「サッカーチームを持

っている」，「国の首都である」などの項目であ

り，もし「+」であればその都市がその属性を“有

する”という知識，「-」であれば“有さない”とい

う知識，「？」であれば“知らない”，あるいは“分

からない”という知識を意味している。このよう

な知識を持つ時，Gigerenzer らは Take the best 

Heuristic (TTB)を用いることによって適応的な

推論が行うことができると主張している。TTB

は表 2 のようなアルゴリズムで記述されるヒュ

ーリスティックであり，推論する上で最も妥当

性の高い cue から順に検索し，2 つの対象を区

別できる所で検索を終了して推論行うという単

純なアルゴリズムである。このような単純さに

も関わらず，TTB は回帰分析等の数学的に洗練
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されたモデルに優るとも劣らない推論を示すこ

とが示されている。また実験的にも人間は TTB

に従うような推論を行っているということも

様々な研究で示されている（Bergert & Nosofsky, 

2007；Rieskamp & Otto, 2006）。この Gigerenzer

らの研究の興味深い点は，認知制約を仮定した

場合でも遂行できるような単純な推論アルゴリ

ズムを用いても適応的推論を行うことが可能に

なっている点にあるといえる。 

今挙げたように，Gigerenzer らの議論は計算

アルゴリズムに焦点をあてた研究と考えること

が出来る。一方で，これらの一連の研究の中で

TTB を適用する知識に関しては所与のものと

して考えら，知識形成に焦点をあてた研究はほ

とんど行われてこなかった。 

表 1. Gigerenzer and Goldstein (1996)で仮定さ

れている知識構造 

city Cue1 Cue2 Cue3 … Cue9

A + - + … ? 

B + ? + … + 

C + ? - … - 

D - - + … - 

E - ? + + - 

… … … … … … 

表 2. Take the best heuristic の推論プロセス 

1 
推論を行う上で，妥当性の高い cue

を見る 

2 

もし２都市の cue（+，-）であれば，

+を持つ都市が推論基準に関して高

い値を持っていると考える 

3 
（+，-）以外の場合，次に妥当性の高

い cue を見る 

4 以下，1・2・3 の繰り返し 

2. 知識形成プロセス：個人学習・コミュ

ニケーション 
 それでは知識形成にはどのようなプロセスが

考えられるであろうか。本研究では個人学習・

コミュニケーション，２つのプロセスについて

考えてみたい。 

我々の知識形成においてまず考えられること

は各個人が学習を行うことで知識を形成してい

くことである。個人学習は知識形成において，

一番基礎になるとも言える。都市の知識を例と

して挙げれば，自分が住んでいる場所に関する

知識は詳細に幅広い知識を持つことが出来る。 

但し，個人での学習は限界が存在すると考え

られる。例えば，ほとんど関わりない地域につ

いては，特別な理由がない限り知識が身に着く

ことはない場合が多い。また，false memory の

ような人間の記憶の性質を考えると（ e.g., 

Roedinger & McDermott, 1995），例え正確な知識

を身につけたとしても時間経過とともに知識内

容に変容が生じて，学習時とは全く異なる知識

を持ってしまう可能性も否定できない。このよ

うに，個人学習は知識形成において一番基礎的

な役割を果たしているとも考えられる一方で，

様々な問題も同時に孕んでいる。 

我々の知識形成プロセスの２つ目として，他

者とのコミュニケーションが考えられる。この

プロセスでは，他者と知識の交換を行うことに

よって，自分が知らない知識をコミュニケーシ

ョンパートナーが知っていれば自分の知識にす

ることができる。またパートナーと自分の知識

が異なれば，自分の間違いに気がつくことがで

きるかも知れない。よって個人学習が孕む問題

はコミュニケーションを行うことによって解消

できる可能性が考えられる。 

 しかしながらコミュニケーションにも以下に

挙げるような２つの問題点が考えられる。まず，

コミュニケーションパートナーから正しい知識

が得られるとは限らない。もしパートナーが誤

った知識を持っている場合，自分が知識を持た

ない場合は誤った知識を持ってしまい，また自

分が正しい知識を持っている場合は，パートナ

ーと異なる知識を持つことが原因となって正し

い知識を誤った方向へ修正してしまうかも知れ

ない。そして２点目として考えられるのが，情

報伝達が必ずしも正確になるとは限らない点で

ある。例えパートナーが正しい知識を持ってい

る場合においても，コミュニケーションプロセ
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スにおいて何らかのミスが生じ，誤った知識が

伝達されてしまう可能性が考えられる。 

 このように，知識形成の基礎をなす個人学習

には知識形成上の限界が考えられ，またコミュ

ニケーションはこの問題点を解消する役目を果

たしていると考えられる一方，コミュニケーシ

ョン自体にも知識獲得プロセスにおいて問題点

を孕んでいる。 

3. 本研究の目的 
 本研究では，適応的推論を行うための知識は

どのように形成されうるのか，個人学習・コミ

ュニケーション，2 つの知識獲得プロセスに焦

点をあてて，計算機シミュレーションに基づい

て検討を行う。 

4. 計算機シミュレーションの概要 
 以下で本研究が実施した計算機シミュレーシ

ョンのアルゴリズムについて説明を行う。 

4.1 学習状況 
 Gigerenzer and Goldstein (1996)が用いている

ドイツの 83 都市に関する知識の学習を学習状

況として用いた。各都市は表 1 で示されている

ような形式で 9 つの cue から表現されている実

在のデータである。よって各個人は計 747

（83×9）の知識を学習していくことになる。な

お各個人は全く知識を持っていない状況，即ち

表１がすべて「？」の状況から学習を始めるも

のとした。 

4.2 知識形成プロセス 

 知識形成プロセスについて以下で示す個人の

みでの学習，個人での学習+コミュニケーショ

ン，２つの学習プロセスを仮定して，計算機シ

ミュレーションを実施した。この 2 つのプロセ

スの概要については表 2 に示す。 
4.2.1 個人のみでの学習 

 この知識形成ロセスでは，基本的に個人のみ

で獲得が進むという仮定を置いた。 
まず第 1 ステージにおいて，各個人は知識を

持たないもの（i.e., 表 1 における「？」）につ

いて知識を獲得する段階とした。ここでの仮定

は，①個人 i は知らないことをβi(0<βi<1)の割

合で学習する，なおβi～N(0.1, 0.025)とする，

②確認する知識を 99％で正しく認識し，1％で

誤った認識をする（e.g., 表１で実際には「+」
の部分を「-」という知識を身につける）ものと

した。  
このようにして確認された知識を基づいて，

各個人は第２ステージで個人による知識の修正

が行われるものとした。獲得された知識は常に

固定されるわけではない。特に，自分が持って

いる知識の誤りに気がつけば，通常は我々はそ

れを修正する。第 2 ステージではこのような修

正が起こりうることを仮定した。具体的には，

各個人は現在持っている知識の 10％（10％条

件），あるいは 20％（20％条件）の知識にアク

セスし，もしこの中に実際のデータと異なる知

識があった場合，実際のデータと一致するよう

に修正するものとした。 
そして第３ステージでは人間の記憶が持つ性

質を踏まえ，第１・２ステージで形成された知

識が変容，忘却する段階とした。まず知識の変

容であるが，747 の知識のうち，1％の知識がラ

ンダムに選択され，もし「+」または「-」の知

識を持っている場合，その知識は逆の知識（i.e., 
「+」から「-」，あるいは「-」から「+」）に変

容するものとした。知識の忘却であるが，747
の知識のうち，5％の知識がランダムに選択さ

れ，その知識が「？」になるものとした。 
4.2.2 個人とコミュニケーションによる 

表 2. 本研究で仮定した 1 ピリオドの知識形成プロセス 
知識形成プロセス 第 1 ステージ  第２ステージ  第３ステージ 

個人のみでの知識形成 個人学習 ⇒ 個人による知識の修正 ⇒ 変容・忘却 

個人とコミュニケーション

による知識形成 
個人学習 ⇒ コミュニケーション ⇒ 変容・忘却 
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知識形成 

 このプロセスでは，個人での知識形成に合わ

せ，コミュニケーションが知識形成プロセスに

関わることを仮定している。 
 個人のみでの知識形成との違いは第 2 ステー

ジである。第 2 ステージでは，各個人がコミュ

ニケーションによって知識の交換を行い，知識

の修正が行われるものとした。特に今回は以下

のような形でコミュニケーションが進むものと

した。個人は複数人からなる社会に属し，その

社会に属する別の個人と知識についてコミュニ

ケーションが行い，自身が持つ知識とコミュニ

ケーションパートナーが持つ知識から確信度が

算出する。そして確信度に基づいて知識の修正

が行われるものと仮定した。具体的なアルゴリ

ズムは以下のようなものである。まず 747 の知

識のうちコミュニケーションが行われる知識が

ランダムに決定される。知識は 0 から 1 の間で

表現され，「+」の知識を持つ場合は 1 を取り，

「-」の知識を持つ場合は 0，「？」場合は 0.5
とした。次に社会の成員２名がランダムに決定

される。コミュニケーションを行う２名を i, j，
コミュニケーションを行う知識を K とし，i, j
が Kについて持つ知識を Ki, Kjとするとコミュ

ニケーション後に i, j それぞれが知識 K に対し

て持つ確信度 CiK，CjKは以下のように算出され

た。 

j
t

ii
t

iik KKC iKiK 11.011.0 )1( ++ +−= αα     (1) 

j
t

jj
t

jjk KKC jKjK 11.011.0 )1( ++ +−= αα  (2) 

ここでαi, αjは0から1の値をとる個人ごとに

設定された学習率を示し，α～N(0.5, 0.1)とし

た。また tiK, tjKは i, j が知識 K に関してそれま

でに行ったコミュニケーション回数を示し，初

期値は 0 をとる。そして一回のコミュニケーシ

ョンが行われるごとに 1 ずつ加算される。よっ

て，コミュニケーションの回数が増えれば増え

るほど確信度の算出においてパートナーの影響

は小さくなる。 

 そして算出された確信度に基づいて確率的に

知識の更新が行われた。知識が「+」，「-」，「？」

になる確率をそれぞれPplus, Pminus, Pmissingとす

ると，それぞれの知識に更新される確率は表 3
に従い算出された。知識の更新は，1）確信度

が 0.5 より大きい場合は確信度の値に応じて確

率的に「+」，あるいは「？」を取る，2）確信

度が 0.5 の場合は「？」を取る，3）確信度が

0.5 より小さい場合は確信度の大きさに応じて

「？」，あるいは「-」を取るという規則に従っ

ている。 
 またコミュニケーション時には一定の低い確

率で情報伝達ミスが生じることを仮定した。具

体的には，99％の確率で上記のような確信度に

基づく知識更新が行われ，1％の確率で知識更

新は確信度とは関係なしにランダムに更新され

た。この時，50％の確率で「？」，「+」・「-」に

それぞれ 25％の確率で更新された。 
表 3.確信度に基づく知識の更新規則 

C Pplus Pmissing Pminus

C>0.5 C 1-C 0 

C=0.5 0 1 0 

C<0.5 0 C 1-C 

4.2.4 知識形成ピリオド・社会のグループサ

イズ 

 表２の一連のプロセスを 1 ピリオドとし，計

100 ピリオドのシミュレーションを行った。個

人のみによる知識形成では 1 ピリオドでは

4.2.1 で述べたプロセスによって知識が形成さ

れた。個人とコミュニケーションによる知識形

成では，社会の成員数 n に基づいてコミュニケ

ーションの回数が決定され，4.2.2 で述べたコミ

ュニケーションが計 n×747×0.5 回行われた。

なお社会のグループサイズは，10 人あるいは

50 人とした。 
4.3 形成された知識に基づく推論 

各ピリオド終了後，各個人が持つ知識を用い

て推論に関するシミュレーションを行った。こ
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こで用いた推論問題は人口推定であり，二都市

が呈示され，どちらの都市より実際に多くの人

口を持つかの推論が TTB によりシミュレート

した。TTB を用いた推論は，先行研究における

標準的な手法に基づいて以下のように行った。

まず，83 都市のうち，40 都市を学習セットと

して，cue の妥当性について学習が行われる。

そしてこの学習に基づいて残りの 43 都市の考

えるうるすべてのペアに関して人口推定を行い，

その正答率を推論成績とした。 

 

 

 

図 1. 形成された知識の性質。上から正確知識，不明知識，不正確知識の割合を示している。 
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5 結果・考察 

以下では各条件に関して，計 200 名分の知識

形成，また推論の結果について議論を行う。な

お 10人社会に属する個人については計 20社会

のシミュレーション結果，50 人社会に属する個

人については 4 社会のシミュレーション結果か

ら選出された 200 名である。 
5.1 形成された知識の性質 

図 1 に形成された知識について記す。上から

実際のデータと一致している知識（以下正確知

識）の割合，「？」知識の割合（以下不明知識），

実際のデータと不一致の知識（以下不正確知識）

の割合を示している。 
まず正確知識の割合を見てみるとコミュニケ

ーションを行うことで，8 割強，正確知識が得

られ，一方で個人のみで学習した場合，6 割弱

に留まった。次に不明知識の割合であるが，コ

ミュニケーションを行った場合，2 割弱に減少

した一方，個人のみでの学習では 4 割近く不明

知識が残った。この結果は知識形成の第２ステ

ージに起因すると考えられる。第２ステージに

おいて個人学習では自身が持っている知識につ

いての修正を行うのみである。対照的に，コミ

ュニケーションを行う場合，不明知識に関して

コミュニケーションの結果として何らかの知識

を持つ可能性が高い。自分の知らない知識をコ

ミュニケーションを通じて共有できるという，

という点は一般的に認識されているコミュニケ

ーションの効果的側面と考えられるが，シミュ

レーション結果はこの認識と一致する結果にな

っていると言えるだろう。 
最後に不正確知識であるが，個人のみで学習

する場合の 20％条件が最も不正確知識を生み

出さなかったが，50 人社会のコミュニケーショ

ン条件とほぼ同じ割合であった。本研究で仮定

したアルゴリズムでは，コミュニケーションパ

ートナーが誤った知識を持っていた場合，その

方向へ知識が修正される可能性，また伝達ミス

によって誤った知識を持ってしまう可能性があ

り得るが，コミュニケーションの効果的側面が

コミュニケーションの負の側面によって損なわ

れるわけではないことが示された。つまり，不

明知識に関する知識を，誤った知識を増やすこ

となく獲得していくことができるということで

ある。但し 10 人社会のコミュニケーション条

件が最も高い割合で不正確知識が生み出してい

る点は留意すべきである。この結果は多様な人

間とのコミュニケーションが行われることによ

って不正確な知識が生み出されにくくなること

を意味しており，逆に少数人数でコミュニケー

ションが行われる場合は，誤った知識が伝搬し

やすいことを意味している。よってコミュニケ

ーションが持つ問題点は多様な個人とのコミュ

ニケーションによって解消されうる可能性を示

している言える。 
以上，個人学習とコミュニケーションが行わ

れた場合では形成される知識に大きな違いが見

られることが明らかになった。特に，多人数で

コミュニケーションを行いならが知識を形成し

ていくことは正確な知識を獲得していく上で大

変効果的である可能性が示された。 
5.2 推論内容 

 図２に各ピリオド終了後に行われた人口推定

課題に関して，各条件 200 名の平均正答率を示

す。すべての条件において，全く知識がない状

況スタートして，知識を獲得していくのに合わ

せて推論成績は上昇していったが，推論成績は

コミュニケーションの２条件が個人学習の２条

件を上回った。これはコミュニケーション条件

が正確知識をより多く獲得して，不明知識の割

合が少なかったことから生まれた差であると考

えられる。またコミュニケーション２条件間で

推論成績に差が見られ，50 人社会のコミュニケ

ーション条件のほうがよい成績であった。1 ピ

リオドに各個人が持つ 747それぞれの知識でコ

ミュニケーションが行われる回数の期待値は両

条件で変わりない。それにも関わらず推論成績

に違いが見られるというのは，多様な人物との

コミュニケーションが行われることによって，
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より適応的な知識を身につけることができる可

能性を示していると考えられる。 
 以上，コミュニケーションによって形成され

た知識は，個人学習によって形成された知識よ

りも適応的な性質を持つことが示された。 

5 総合討論 

 本研究では適応的な知識はどのように形成さ

れるのか，という問いに関して，個人学習・コ

ミュニケーション２つの知識獲得プロセスに焦

点をあて，計算機シミュレーションに基づいて

検討を行った。結果として，グループサイズが

十分に大きい社会においてその成員が単純なコ

ミュニケーションを行うことによって適応的な

知識を獲得できることが明らかになった。 
 本研究では各都市に対して持つ知識は「+」，

「-」，「？」といったように離散的な変数を仮定

して検討を行ったが，今後は Hogarth and Kare-

laia (2005)が用いているように，連続的な変数と

して知識状態を表現し，本研究の知見をより一

般化させていく必要があると考えられる。 
 また本研究が仮定した社会構造では，社会内

のどの成員ともコミュニケーションが行える構

造となっていたが，現実的にこのような状況は

あまりないと考えられる（増田・今野, 2005）。
よって今後は社会構造を含めた上で，コミュニ

ケーションによって社会の成員がどのような知

識を成熟させることが可能であるか，検討も進

めていきたい。 
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Abstract
The present research examined whether categori-

cal knowledge is represented by a single notion or
multiple, possibly diverse, notions using an empirical
study. Using a category structure with multiple valid
categorization strategies, we found that some partici-
pants who learned to pay attention to only one single
feature dimension at the end of learning could cor-
rectly categorize stimuli using another dimension that
was not at all attended at the end of learning trail.
This results suggested the possibility that categorical
knowledge is represented by multiple notions, invali-
dating many computational models of category learn-
ing that employ a vectorial representation of knowl-
edge
Keywords — category, concept formation

1. はじめに
本研究では、学習の結果として獲得する概念の

性質と概念学習の認知プロセスについて、行動実
験を実施して検討を行った。特に、様々な学習に
まつわる先行研究で示されているように、学習さ
れた概念も多様な性質を持つのか、もしくは、多
くの認知モデルが仮定しているように学習は単一
的に表象されているのか検証した。

2. 実験方法
実施した課題は症状と病気の関係に関する学

習課題、そしてカテゴリー判断課題であり、コン
ピュータを用いて遂行された。学習課題では、表
1に示されている４種類の病気（カテゴリー）と
症状（次元で特徴付けられる）の関係を学習する
ことが求められた。表 1において、カテゴリーは
各事例が属するカテゴリー、D（Dominant）、R
（Recessive）、U1（Unrelated 1）、U2（Unrelated 2）
は各事例の持つ特徴次元を示している。このカテ
ゴリー構造の特徴は、次元D、または次元Rを見
ることによってカテゴリーを完全に識別できるよ
うな構造になっていることである。
学習はMatsuka & Corter (2008)が用いていたも

のと同様の Information Board（以後 IB）を用いて

実施された。IBでは、各部位の症状がボックスに
より隠されており、カーソルをボックス上に合わ
せ、マウスボタンを押し続けることによって、ボッ
クスが開き、症状を確認できるようになっており、
コンピュータ上にはボックスが開かれていた時間
と、順序が計測された。本研究ではボックスが開
かれている時間が、その特徴へ向けられた選択的
注意とし見なした。

表 1 実験に用いたカテゴリー刺激の構造

Category D R U1 U2
A 1 1 3 4
A 1 1 4 1
A 1 1 1 2
B 2 2 2 1
B 2 2 3 2
B 2 2 4 3
C 3 3 1 3
C 3 3 2 4
C 3 3 3 1
D 4 4 4 2
D 4 4 1 3
D 4 4 2 4
　

2.1 手続き

　学習課題では、表１に示されている12事例の
学習を１ブロックとし、計8ブロック、合計96試行
が行われた。なお各ブロックにおいて12事例の呈
示順は実験参加者ごとランダムに決定された。学
習課題終了後、カテゴリー判断課題に移行した。
カテゴリー判断課題では、まず表１にある12事例
（以下、完全事例とする）と、次元D,または次元R
を「？」とした24事例（以下、不完全事例とする）
に対するカテゴリー判断、計36事例に対するカテ
ゴリー判断が求められた。まず実験参加者は完全
事例である12事例に対する判断を行い学習が正し
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く行われたか確認し、続いて不完全事例である24
事例に対する判断を行った。なお完全事例12事例
の呈示順、また不完全事例24事例の呈示順は実験
参加者ごとランダムに決定された。
大学学部生42名が実験に参加した。

3. 結果
3.1 結果: 全体データの分析

学習課題の最終ブロックにおいて、正答率50％以
下であった7名のデータは除外した上で分析をおこ
なった。また、以下で学習時に向けられた次元への
注意を議論する際、本研究では Information Board
で測定された、ボックスが開かれた相対的な時間
によって操作的に注意を定義するものとする。例
えば、ある試行において次元D, R, U1, U2のボック
スが開かれた時間がそれぞれ500ms, 300ms, 100ms,
100msであった場合、各次元に対する相対的な注
意は0.5, 0.3, 0.1, 0.1であると定義する。
学習の特徴として言えることは、学習当初は各

次元に対する注意配分はほぼ同等であるのに対し
て、学習が進むにつれて、病気を判別するのに有
用である次元D, Rに対する注意が高くなっている
ことから、実験参加者はカテゴリー判別力が高い
次元にほとんどの注意を向けるようになるという
ことである。但し、病気の識別力としては全く同
等である次元D, R両方に対して注意を向けている
わけではなく、次元Dにより注意が向けられるよ
うになり、また次元Rへ対する注意は減少してい
る。この点はMatsuka ら (2008)で観察された注意
配分パターンと一致おり、実験参加者ができるだ
け単純なカテゴリー知識、つまりD次元を見るこ
とによってカテゴリー判断ができるという知識が
獲得されていることを示唆する。また、図3にあ
るように、個々のデータを見てみると、35名中15
名が70％を超える選択的注意を次元Dへ集中させ
ていたが示されている。これらの実験参加者の学
習目的は誤分類と知識の複雑度を同時に最小化で
あったと推論できる。
次にカテゴリー判断課題時の傾向について示し

ていく。図1にカテゴリー判断の正答率、また４次
元に対する注意配分について示す。図1では、学習
課題の最終ブロック、カテゴリー判断課題の完全
事例呈示時、カテゴリー判断課題の不完全事例呈
示時ごとにデータをまとめたものを示している。
不完全事例呈示時のカテゴリー判断であるが、学
習時に観察された注意配分のパターンから考え
ると、以下のような予測が成り立つ。上述のよう
に、学習時に次元Dに多くの注意を向けていたこ
とから、次元Dの情報が得られない場合のほうが、

次元Rの情報が得られない場合の時よりも正答率
が下がることが予想される。正答率を比較したと
ころ、次元Dの情報が得られない場合の正答率は
0.672であり、一方次元Rの情報が得られない場合
の正答率0.898であり、有意に前者の場合のほうが
正答率は低かった（t(34)=4.11, p¡.0001）。よって学
習時の注意配分パターンから予想されるように、
実験参加者がカテゴリー判断を行う際、次元Dが
大きな決定要因になっていた可能性を示している。
しかしながら、無作為な推論が行われた時の正答
率を0.25と仮定した時に、次元Dの情報が得られ
ない場合の正答率はこの値を有意に上回っていた
（t(34)=9.27, p¡.0001）
次元Dの情報が得られない時の注意配分を見て

みると、次元Rに最も多くの注意が向けられてい
た。これらの結果は、学習時にはあまり注意が向
けられていなかったものの、次元Rの持つカテゴ
リー識別力を実験参加者は理解しており、次元D
の情報が使えない場合は次元Rの情報を使ってい
た可能性が考えられる。一方で、無作為な推論よ
り有意に高い正答率は、先に述べた誤分類の最小
化を目的として実験参加者によるものとも考えら
れ、誤分類と複雑度の最小化を目的とした考えら
れる実験参加者は次元Rの有用性を理解していな
い可能性もある。　　　我々の仮説である、次元
Dによってカテゴリー判断ができる、という単一
のカテゴリー知識を実験参加者が持っているわけ
ではなく、次元Dの情報が得られない時も有意に
正答に至れるようなカテゴリー知識を持っている
ことを検証するために、次章では個々のデータを
より詳しく解析する。
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図 1 実験結果（全データ）：学習終了時、完全事
例、不完全事例呈示時における各次元に対する選
択的注意と正答率
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3.2 結果: 個人データの分析

ここでは、学習・汎化に見られる個人差につい
て分析を行う。Matsuka ら (2008)は、学習時の正
答率と注意配分パターンを個人ごとに分析して
みると、大きな個人差が観察されることを示して
おり、学習プロセスは個人ごとに大きく異なる可
能性が考えられる。全体データの分析で明らかに
なったことは、次元Rに対しては学習の終盤にお
いてほとんど注意が向けられていないにも関わら
ず、次元Rのカテゴリー判別力を理解している可
能性が示された。しかしながらこの結果は、次元
D, R、それぞれへ学習終盤まで注意を向けていた
実験参加者が次元Rのカテゴリー判別力を理解し
ていたことを示していただけであり、学習終盤で
は次元Dのみに注意を向けていた実験参加者は次
元Rのカテゴリー判別力については理解していな
かった可能性も考えられる。そこで、学習の最終
ブロックにおいて、次元Dに全ての注意を向けて
いた実験参加者と次元D以外に対しても注意を向
けていた実験参加者間で獲得されたカテゴリー知
識の差について、カテゴリー判断課題における反
応から検討を行う。
獲得されたカテゴリー知識の個人差について、

学習課題の最終ブロックで次元Dのみに注意を向
けていた実験参加者（9名、Group1）とそれ以外
の次元にも注意を向けていた実験参加者（26名、
以下Group2）でカテゴリー判断の比較を行う。グ
ループ（実験参加者間）、事例（実験参加者内）を
要因とした分散分析を行った所、事例要因の主効
果のみ有意となり（F(1, 33)=17.46, p¡.001）、グルー
プ要因（F(1, 33)=0.13, p=.71）、また２要因の交互
作用（F(1, 33)=2.15, p=.15）は有意ではなかった。
よって次元Dの情報が得られない時のカテゴリー
判断は他の場合よりも成績が落ちることが示され
た。この結果はグループに関係なく、カテゴリー
判断を行う際、次元Dの情報が最も影響を与えた
いたことを示している。
より注目すべき点としては、Group1の次元Dの

情報が得られない場合の成績である。Group1は学
習の最終ブロックにおいて、次元Dのみに注意を
向けていた実験参加者群である。次元に向けてい
た注意から考えると、このグループはカテゴリー
判断を行う際、次元Dによってカテゴリーが判別
できる、というカテゴリー知識を獲得していた可
能性が考えられる。よって、次元Dの情報が得ら
れない場合、正しいカテゴリー判断ができなくな
ることも考えられるが、次元Dの情報が得られな
い時のカテゴリー判断の正答率は0.62であり、ラ
ンダムな判断の正答率を0.25と仮定したとき、こ

の値よりも有意に高かった（t(8)=3.97, p¡.01）。よっ
て、Group1の実験参加者は次元Dによってカテゴ
リーが判別できる、といった単一の知識を持って
いるわけではなく、学習終盤において全く注目し
ていない次元Rもカテゴリー判別力があることを
理解していると考えられる。
この点は各次元にむけている注意からも示され

ている。図2にGroup1のカテゴリー判断時におけ
る４次元に対する相対的な注意を示している。図
から解るように、次元Dの情報を使用できるとき
はこの情報にほとんどの注意を向けているが、次
元Dの情報が使用できない時は、次元Rに最も注
意を向けており、次元Rのカテゴリー判別力があ
ることを理解していた可能性を示している。また
Group2の注意配分パターンと比較してみても、完
全事例呈示時、また次元Rの情報が使えない時の
注意配分は２つのグループでかなり異なるが、次
元Dの情報が使えない時の注意配分パターンが非
常に類似している点は注目すべきである。
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図 2 最終ブロックで次元Dのみに選択的注意を向
けた実験参加者のカテゴリー判断課題時における
４次元に対する相対的注意量

本研究では、獲得された概念と行動がone-to-one
のマッピングではなく、many-to-many もしくは知
識の加工を介したone-to-manyであり、獲得された
概念が引き起こす認知行動は多様的であり、状況
に応じた適応的であるということが示された。こ
のような現象は既存の多くの認知モデルが適用し
てる、ベクトルによる知識の表記を否定し、あら
なた理論が必要であると示唆している。
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Abstract
In this study, we search for symmetry in causal in-

duction. Introducing a new index of causal induction
which assumes symmetry, three experiments and a
meta-analysis were executed. The index, pARIs rule,
is compared with other normative and descriptive in-
dices. The validity of pARIs is ascertained and more
direct evidences of the symmetry of the human causal
induction than the existing ones are obtained.
Keywords — Rarity Assumption, Equiproba-
bilty Hypothesis, Symmetry Bias

近年、ヒトの認知の対称性が様々な分野で明らか
になってきている。Sidmanの刺激等価性の研究に
端を発した広義の対称性の研究によれば、この対
称性の傾向はヒトにほぼ完全に固有である [1]。ヒ
トのコミュニケーションにおいても互酬性などの
対称性はみられるが、最も研究が進展しているの
は推論と判断の分野である。服部 [2]が示している
通り、演繹推論や仮説検証・意思決定（Wason選択
課題）、仮説検証課題（2 − 4 − 6課題）といった課
題における対称性の存在とその適応的意味につい
ては既に明確な議論がある。
そこで本研究では、共変情報からの因果関係の

推論、すなわち因果帰納における対称性を扱う。
因果帰納の実験の最も基本的な設定では、被験者
は、結果事象Eとその原因の候補と考えられる事
象Cがあるときに、CとEが共に起こった回数(こ
れをaとする)、Cが起こりEが起こらなかった回
数 (b)、Cが起こらずEが起こった回数 (c)、CとE

がどちらも起こらなかった回数(d)、という4種の
刺激をそれぞれ何度か、決まった回数・ランダム
な順序で提示され、そこからCがEの原因である
と感じる程度を評価する。因果帰納の対称性につ
いても、やはり服部が対称性を仮定したヒューリ
スティクスHを提案した [3]。いくつかの実験とメ
タアナリシスやシミュレーションの結果、Hが幾
多のモデルの中で最も優れたデータとのフィット
を示し、また適応的な意義を持つこと、すなわち
その適応的合理性が示されている [4]。しかしなが
ら、他の推論や判断の研究に比べ、因果帰納の研

P(C) P(E)

P(C,E)

標本空間

P(C,E) P(C,E)
確証的

反証的
P(C,E)

中立的 
(時に僅かに確証的)

反証的

図 1 pARIsルールのベン図表現、グレー領域が稀少。

究で主張されている対称性はいくぶん間接的であ
る。そこで我々は、より直接的に対称性を扱う3つ
の実験を行い、またより単純に対称性を実装した
新しい指標を提案する。ここで、因果帰納におけ
る対称性は、原因と結果の交換可能性を意味し、
本論で扱う共変情報においてはbとcの値の交換可
能性である。

pARIsルール 我々の指標は、rarity assumption
[5, 4]により稀少であると仮定される事例の比
率 (pARIs: proportion of Assumed-to-be Rare In-
stances)として定義される:

pARIs :=
P (CかつE)

P (CまたはE)
=

a

a + b + c
. (1)

原因候補Cと結果Eが同時に生起した頻度aが肯
定的、CまたはEのみが生起した頻度であるbとc

が否定的、どちらも生起しないdはやや肯定的で
あるがdの数え方に非常に高い恣意性があるため
中立的と考える(図1)。
服部 [4]は、extreme rarityの表現として、dの値

を∞に発散させる極限操作を用いた。それに対し
てここでは、WhiteのpCIルール [6]を基にし、数え
方に依存するだけでなく一般に数え難いdの値を
信頼できないものとして、その重みを0とし、無
視しているといえるが、Goodの確率論的因果性
の指標 [7, 8]とその逆(bとcを交換したもの)の調和
平均に対する limd→∞の適用によっても導かれる。
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メタアナリシス pARIsの有効性を確かめるた
め文献 [4]のメタアナリシスを行った (表1)。列が
それぞれ因果帰納の実験に対応し、値は決定係数
(r2)である。[4]同様、平均の計算にはz変換を用
い、またモデルの予測と被験者の実際の平均評価
値との誤差を評価するため、人間の評価値と、モ
デル値の100倍との誤差の2乗の平均を示す。[4]で
は服部のH指標(dual-factor heursitic)が他の41のモ
デルの中で最も優れたモデルであると示されたが
pARIsはさらに実験結果との相関のばらつきが小
さく(最低でr2 = 0.79)、また誤差が小さい。

表 1 メタアナリシス [4]の結果
AS95 BCC03.1 BCC03.3 H03 H06

∆P .77 .85 .71 .00 .50
H .90 .94 .90 .96 .92

pARIs .88 .96 .94 .98 .94

LS00 W03.2 W03.6 平均 誤差
∆P .76 .08 — .83 8.87
H .79 .72 .81 .95 8.09

pARIs .79 .81 .88 .95 7.18

実験 因果帰納における対称性すなわちb-c交換
可能性を確かめるため、3つの実験を行った。

実験 1 因果帰納実験で、被験者にある刺激
(a, b, c, d)を提示した後、通常通り原因から結果へ
の関係の強さを尋ねてから(順評価)、結果から原
因への関係の強さを0から100の101段階で尋ねた
(逆評価)。刺激はランダムな順序でディスプレイ
上の画像(の組)として呈示され、刺激内のa, b, c, d

の出現順序もランダム化された。この実験では、
b− c交換可能性をテストするのにbとcの大小関係
がアンバランスである方が望ましいという事情と
、結果の重要性、追試の価値から、[3]と [4]で扱わ
れた実験刺激(刺激数9)が採用された。被験者は60
人の大学生である。

実験2 実験2では、実験1のbセルの値とcセルの
値を入れ替えた刺激で、全く同じ形式での実験を
行った。被験者は31人の大学生である。

実験3 実験3の刺激は、P (E|C)とP (C|E)の推定
値が全く相関を持たないようにより慎重にデザイ
ンされた4つであり、(a, b, c, d)の値の組はそれぞれ
(1, 9, 1, 9), (9, 1, 1, 1), (9, 9, 1, 1), (9, 1, 9, 1) である。ま
た、実験1と2において被験者が毎回順評価と逆評
価を行ったのに対し、実験3では被験者は、4つの
刺激のうち、最初の3つについては順評価のみお
こない、最後の1つについてのみ、初めて、逆評価
を行った。最後の逆を尋ねる一つの刺激が4種類

あるため、計77人の被験者は最後に逆評価を行う
刺激1, 2, 3, 4毎にそれぞれ20, 18, 20, 19人の4つのグ
ループに分けられた。

結果と考察
実験 1, 2, 3で与えられた順評価値と逆評価値の
pARIsとの相関係数を表に示す。pARIsの実験結

表 2 実験の順・逆評価値と指標の相関係数(r)

1順 1逆 2順 2逆 3順 3逆
∆P .13 .85 .84 .03 .84 -.07
H .94 .97 .97 .97 .92 .87

pARIs .96 .99 .99 .98 .96 .93

果との相関係数は、LS[9]やHS[10]を含めた計40
以上の因果帰納モデルの中で最も高かった。また
、実験それぞれの順・逆評価値同士の相関係数(r)
は、それぞれ .985, .989, .995であった。
この高い相関が順評価と逆評価の混同に依るか

どうかが問題であるが、実験1では、9刺激全てに
対して、順評価値>逆評価値が成立した。他方、
実験2では、ほぼ完全に逆の順評価値>逆評価値
が成立した。また、順評価と逆評価で、多くの被
験者に評価方法の明らかな違い(dが中立的、僅か
に確証的、または無視)が見られた。そのため、こ
の結果は自明ではなく、因果帰納のある種の論理
構造が明らかになりつつあると言えるのではない
だろうか。さらに、最も慎重に行われた実験3で
は、かなり正確な
　　　(順評価値− 45)/2 ≈逆評価値

という関係が見られている。この関係の含意と原
因については、平均への回帰のような自明な現象
ではない事を今後検証する必要がある。また、因
果帰納において重要なrarity assumptionと対称性/
等確率性仮説 [4]の関係は未だ明らかでなく、因果
帰納の対称性の理論的な分析のためにこの点につ
いても更なる研究が必要である [10]。

参考文献
[1] Yamazaki, Y, (2004) Jpn. Psychol. Res., 46, 3, 195–
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[2] 服部雅史, (2008) 認知科学, 15(3), 408–427.
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765-814 (2007)
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Abstract
People often conduct preprocessing to simplify pri-

mary processing. Usually, there is a trade-off between

the costs of performing preprocessing and primary

processing. Therefore, the utility of preprocessing

differs depending on the task complexity. We con-

ducted three experiments to find out whether people

could adaptively estimate the utility of preprocess-

ing and take rational action. The overall result was

that in performing a high complexity task, almost all

the participants made a rational choice. However,

for a low complexity task, the participants gradually

learned to conduct preprocessing despite it not being

effective. These results were explained based on the-

oretical perspectives proposed in previous studies.

Keywords — Strategy selection, Task environ-

ment, Cost, Time, Preprocessing

1. はじめに
前処理行動は，人間が日常的にとる行動の一つ

である．課題を行う前に，予め前処理を行うこと
で，後の主処理を容易にすることができる．例と
して，予め資料にインデックスを作成しておくこ
とで，後に必要な資料を容易に見つけることがで
きる．更に，予めマクロを組んでおくことで，後に
データ処理を容易に行うことができる．[1]は，こ
のような前処理行動をComplementary actionとし
て説明している．更に，[2]は，予め前処理を行い，
その後に主処理を行うプロセスをAdaptive pattern

として実験的な検討を行っている．本研究では，こ
れらの先行研究では扱われていない前処理と主処
理のコストにおけるトレードオフの問題を扱う．
前処理を行った場合，主処理のコストは軽減さ

れる．一方，前処理自体にコストが生じるため，前
処理を行うコストと主処理を行うコストはトレー
ドオフの関係にある．このような状況における前
処理を行う有効性は，課題の複雑性に依存して異
なると考えられる．ある課題を前処理なしで行う
場合，課題の複雑性が増すごとに課題遂行時間は

増すと考えられる．一方，一定の時間をかけて前
処理を行った場合，前処理と主処理を合わせた課
題遂行時間の増加は，前処理なしの課題遂行時間
の増加に比して緩やかに抑えることが可能になる
と予測される．図1は，課題の複雑性に沿った前処
理の有効性を示した概念図である．図1に示され
るように，課題の複雑性(処理量)がある閾値を越
えた時点で，前処理を行うことの効果が現れる．
課題の複雑性によって，前処理の有効性が異なる
のであれば，前処理の実行は状況に応じて判定さ
れる必要がある．
本研究の目的は，前処理と主処理の間に上述の

ようなトレードオフの関係がある時に，人間は前
処理の有効性を適切に判断し，合理的な行動を行
うことが可能か検討をすることである．

課題の複雑性(処理量)
時間

前処理あり：前処理時間前処理あり：課題遂行時間(前処理時間＋主処理時間)前処理なし：課題遂行時間(主処理時間)
前処理無効 前処理有効

課題の複雑性(処理量)
時間

前処理あり：前処理時間前処理あり：課題遂行時間(前処理時間＋主処理時間)前処理なし：課題遂行時間(主処理時間)
前処理無効 前処理有効

課題の複雑性(処理量)
時間

前処理あり：前処理時間前処理あり：課題遂行時間(前処理時間＋主処理時間)前処理なし：課題遂行時間(主処理時間)
前処理無効 前処理有効前処理無効 前処理有効前処理無効 前処理有効

図 1 概念図

2. 実験課題
実験では，50枚の解答用紙に記載された点数を

1枚の集計用紙に転記する作業を課題として用い
た．我々は，学籍番号の照合方法を操作し，課題
の複雑性が高い状況と低い状況を設定した(図2)．
この課題での前処理は，予め学籍番号に従って解
答用紙を並べ替えておく作業である．一方，この
課題での主処理は，解答用紙に記載された学籍番
号の変換を行い，集計用紙に記載された学籍番号
と照合をして，解答用紙の点数を集計用紙に転記
する作業である．前処理を行うことによって，主
処理における学籍番号の変換回数を削減できる．
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図 2 学籍番号の変換　課題の複雑性が高い状況で
は，以下の計算規則により変換を行う．(1)学部番
号とコース番号を足す(24 + 19 = 43)．(2) (1)の結
果を一桁ずつ掛ける(4× 3 = 12)．(3) (1)の結果か
ら(2)の結果を引く(43−12 = 31)．課題の複雑性が
低い状況では，対応表により変換を行う．

3. 実験1

3.1 目的
前処理あり／なしにおける課題の複雑性と解決

時間，およびエラー生起数の関係性について検討
を行う．

3.2 方法
3.2.1 実験参加者

大学生46名が実験に参加した．

3.2.2 材料

解答用紙はA4用紙で作成し，1回の課題につき
50枚を用意した．A3用紙で作成した集計用紙に
は，2学年，2学部，5コースの各コースに20名の
生徒が在籍していることを想定し，合計400名の
学籍番号と点数転記用の空欄を記載した．前処理
を行う机のスペースとして，10枚のA4用紙が配置
可能な机を使用した．また，点数転記を行う机も
同様のものを使用した．

3.2.3 要因計画

2(複雑性要因：高／低：参加者間)×2(前処理要
因：あり／なし：参加者間)×3(回数要因：参加者
内)の混合要因計画である．

3.2.4 手順

前処理あり条件では，解答用紙の並び替え方法
は，参加者に決定させ，試行毎同じ方法で解答用
紙の並び替えを行うよう教示した．一方，前処理
なし条件では，前処理なしで課題を行うよう教示
した．また，各試行の課題遂行前に，前の試行で
の課題遂行時間とエラー数のフィードバックを参
加者に与えた．

3.3 結果
3.3.1 課題遂行時間

課題遂行時間に関して2(複雑性要因：高／低)×
2(前処理要因：あり／なし)×3(回数要因)の混合要
因の分散分析を実施した．その結果，複雑性要因
と前処理要因と回数要因の2次の交互作用はみら

れなかった(F (2, 72) = 2.17, n.s.）．1次の交互作用に
関しては，複雑性要因と前処理要因の交互作用が
みられた(F (1, 36) = 9.80, p < .005）．複雑性要因と
回数要因の交互作用はみられなかった (F (2, 72) =

1.83, n.s.）．前処理要因と回数要因の交互作用はみ
られなかった(F (2, 72) = .46, n.s.）．
図3は，各条件における3回の課題遂行時間の平

均を本研究の概念図に沿って示したものである．
図3において，前処理の作業時間は，前処理を行う
机のスペースに解答用紙を接地させた時点から，
点数転記分の解答用紙を持ち上げるまでの時間を
計測したものである．
次に，複雑性要因と前処理要因に関して単純主

効果の検定を実施した．その結果，複雑性要因ごと
でみると，複雑性高では，前処理ありが前処理なし
よりも課題遂行時間が速い傾向にあることが示さ
れた(F (1, 36) = 3.19, p < .10)．一方，複雑性低では，
前処理なしが前処理ありよりも課題遂行時間が有
意に速いことが示された(F (1, 36) = 6.98, p < .05)．
なお，回数要因の主効果がみられた (F (2, 72) =

95.38, p < .001)．更に，複雑性要因の主効果がみら
れた（F (1, 36) = 22.71, p < .001）．前処理要因の主
効果はみられなかった（F (1, 36) = .37, n.s.）．

0200400600800100012001400

複雑性 低 複雑性 高
時 間 （ 秒
 ）

前処理あり：前処理時間前処理あり：課題遂行時間　(前処理時間 ＋ 主処理時間)前処理なし：課題遂行時間　(主処理時間)

図 3 課題遂行時間

3.3.2 エラー数

転記のエラーは，解答用紙の点数を集計用紙の
正しい箇所に正しく転記できていないものをエ
ラーとした．
転記のエラー数に関して，2(複雑性要因：高／

低)×2(前処理要因：あり／なし)×3(回数要因)の
混合要因の分散分析を実施した．その結果，複雑
性要因と前処理要因と回数要因の2次の交互作用
はみられなかった(F (2, 72) = .61, n.s.)．1次の交互
作用に関しては，複雑性要因と前処理要因の交互
作用がみられた (F (1, 36) = 4.37, p < .05)．複雑性
要因と回数要因の交互作用に有意傾向がみられた
(F (2, 72) = 2.56, p < .10)．前処理要因と回数要因
の交互作用はみられなかった(F (2, 72) = 1.98, n.s.)．
次に，複雑性要因と前処理要因に関して単純主
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効果の検定を実施した．その結果，複雑性要因ご
とでみると，複雑性高では，前処理ありが前処理
なしよりもエラー数が有意に少ないことが示され
た（F (1, 36) = 11.12, p < .005）．一方，複雑性低で
は，前処理ありと前処理なしに有意な差はみられ
なかった（F (1, 36) = .14, n.s.）．
なお，回数要因の主効果がみられた (F (2, 72) =

7.75, p < .001)．また，複雑性要因の主効果がみら
れた（F (1, 36) = 12.94, p < .001）．更に，前処理要
因の主効果がみられた(F (1, 36) = 6.89, p < .05)．

3.4 考察
実験の結果から，課題の複雑性が高い状況では，

前処理を行うことにより，課題遂行時間は速くな
り，かつエラー数が削減されることが明らかとなっ
た．一方，課題の複雑性が低い状況では，前処理
を行わない方が課題遂行時間は速くなる．また，
前処理ありとなしで，エラー数には差はないこと
が明らかとなった．このことから，課題の複雑性
が高い状況では，前処理の実行が有効であり，課
題の複雑性が低い状況では，前処理なしが有効で
あるといえる．これらの結果より，本点数転記課
題は，課題の複雑性に対する異なる前処理の有効
性，すなわち，前処理と主処理のトレードオフを
再現したといえる．
この課題を用いて，実験2では，課題の複雑性

に適した前処理実行の判断を行うことが可能か検
討を行う．

4. 実験2

4.1 目的
点数転記課題を用いて，課題の複雑性に適した

前処理実行の判断を行うことが可能か検討を行う．

4.2 方法
4.2.1 実験参加者

大学生27名が実験に参加した．

4.2.2 材料

実験1と同様のものを使用した．

4.2.3 要因計画

2(複雑性要因：高／低：参加者間)×3(回数要因：
参加者内)の混合要因計画である．

4.2.4 手順

実験1と同様の手順である．実験2では，解答用
紙の並び替えを行うことが可能であるが，必ずし
も並び替えを行う必要はないと教示した．また，
解答用紙の並び替え方法は，試行毎に参加者に決
定させた．

4.3 結果
4.3.1 前処理実行率

実験2では，条件ごとに，全参加者に対して，前
処理を実行した参加者の割合を算出した．図4は，
前処理実行率を示したものである．前処理実行率
に関して，複雑性低では，前処理が行われる方へ
移行した．一方，複雑性高では，最初から前処理
が行われた．

1回目 2回目 3回目複雑性 高

前処理実行率

00.20.40.60.81

1回目 2回目 3回目複雑性 低
割合

図 4 実験2における前処理実行率

4.4 考察
実験の結果から，前処理の実行を自由に選択し

た際，課題の複雑性が低い状況では，前処理の実
行が有効ではないにも関わらず，前処理が行われ
る方へ移行した．
このような結果が得られた疑義として，参加者

は，正しく前処理を行わない方が課題遂行時間は
速いと判断していたにも関わらず，並べ替えを行
う課題をルーチン化し，課題遂行時の疲労を抑制
していた可能性が考えられる．また，正しく前処
理を行わない方が課題遂行時間は速いと判断して
いたにも関わらず，時間がかかっても，エラーが
少ない方略として前処理が行われた可能性も考え
られる．そこで実験3では，各試行前に，前処理あ
りとなしのどちらが速いか，または正確かをアン
ケートにより直接的に質問を行った．これにより，
上記2つの可能性について検討を行う．また，実
験2では，毎回の課題後に課題遂行時間とエラー
数のフィードバックを参加者に与えていた．とこ
ろが，課題を3回繰り返すことにより，学習効果
により課題遂行時間は徐々に減少する．そのため，
フィードバックの影響により，前処理の有効性が
高く見積もられた可能性が考えられるため，実験
3では，フィードバックなしで実験を行った．なお，
実験3では，課題の複雑性が低い状況のみが設定
された．

5. 実験3

5.1 目的
課題の複雑性が低い状況で，状況に適した前処

理実行の判断を行うことが可能か追試を行う．
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5.2 方法

5.2.1 実験参加者

大学生15名が実験に参加した．

5.2.2 材料

実験1，2と同様のものを使用した．

5.2.3 手順

基本的に実験2と同様の手順である．実験3では，
各試行の課題遂行前に，課題遂行時間とエラー数
に関して，前処理の有効性についてのアンケート
を行った．具体的には，以下のどちらの方法が速
く／正確に作業を行うことができると思いますか
という各質問に，4つの選択肢(前処理なし／前処
理あり／同程度／わからない)から1つを選択させ
た．なお，それぞれの実測値を実験者からフィー
ドバックすることはしなかった．

5.3 結果
5.3.1 前処理実行率

図5は，前処理実行率を示したものである．前
処理実行率に関して，前処理が行われる方へ移行
した．

00.20.40.60.81

1回目 2回目 3回目複雑性 低
割合

前処理実行率

図 5 実験3における前処理実行率

5.3.2 前処理の有効性見積もり

図6，7は，各試行の課題遂行前に行われたアン
ケート結果を示したものである．課題遂行時間に
関して，前処理ありの方が速く作業できると見積
もられる方へ移行した．エラー数に関しては，前
処理ありの方が正確に作業できる，もしくは，前
処理ありとなしで正確さは同程度であると見積も
られた．

5.4 考察
実験の結果から，前処理の実行を自由に選択し

た際，前処理の実行が有効ではないにも関わらず，
前処理が行われる方へ移行した．これは，実験2と
同様の結果である．このことから，フィードバック
の影響により前処理の有効性が高く見積もられた
可能性は排除された．更に，課題遂行前に実施し

01234
56789
1011121314
15

1回目 2回目 3回目
人数

前処理なし前処理あり同程度わからない

図 6 課題遂行時間に関する前処理の有効性見積
もり

01234
56789
1011121314
15

1回目 2回目 3回目
人数

前処理なし前処理あり同程度わからない

図 7 エラー数に関する前処理の有効性見積もり

たアンケートから，課題遂行時間に関して，前処
理の有効性が高く見積もられた．このことから，
前処理を行わない方が課題遂行時間は速いと判断
していたにも関わらず，疲労しない方略として前
処理が行われた可能性，または時間がかかっても，
エラーを抑制する方略として前処理が行われた可
能性は排除された．また，エラー数に関しても，
前処理の有効性は高く見積もられた．

6. 総合考察
本研究の目的は，課題の複雑性に対して，人間

は前処理の有効性を適切に判断し，合理的な行動
をとることが可能か検討することであった．
実験の結果，課題の複雑性が低い状況で，有効

ではないにも関わらず，前処理が行われた．本課
題において，前処理の実行は，外的資源の利用を
通して行われる．[3][4]は，人間は，環境に存在す
る利用可能な外的資源を積極的に使用する性質を
持つと述べている．また，[5]は，人間は，思考す
ることなしに，まず環境に存在する外的資源を使
用する行動をActivity-centric modelとして説明し
ている．これらの研究で示されてきた外的資源を
積極的に利用しようとする傾向によって，我々の
実験参加者は，前処理を積極的に行ったと考えら
れる．
外的資源を積極的に使用する傾向は，[6]におい

ても確かめられている．彼らは，人間は，Proto-

planにおいて外的資源を積極的に利用することを
実験的に検証した．また，彼らの実験では，外的
資源を使用することで，1つの課題を複数のサブ

日本認知科学会第27回大会 P1-13

204



タスクに分割することが可能であった．課題を分
割することで，サブタスクの完了を視覚的に確認
すると同時に，次のサブタスク遂行の計画を立て
ることができた．一方，本研究では，外的資源を
使用することで，転記課題という1つの課題を並
び替え課題(前処理)と転記課題(主処理)という2つ
の異なる課題に分割することが可能であった．課
題を分割することで，前処理での結果を利用して，
その後に続く主処理を円滑に，かつ容易に，行う
ことができた．これらのことから，前処理の見積
もりに影響を与えた要因として，課題分割の効果
が考えられる．
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Abstract
We examined the effect of goal specificity on a

search in two problem spaces: a hypothesis space

and an instance space. Two hypotheses were con-

sidered: 1) a nonspecific goal facilitates a search in a

hypothesis space more than a specific goal, and 2) as

a hypothesis space is searched more, the performance

in discovering the target rule improves. We also de-

fined an initial hypothesis space consisting of initially

considered hypotheses, and investigated the effect of

this initial hypothesis space on the goal specificity ef-

fect. The results of three experiments indicated that

when an initial hypothesis space was offered, the goal

specificity effect was observed. A nonspecific goal ac-

tually facilitated a search in the hypothesis space.

When, however, no initial hypothesis space was of-

fered, the goal specificity effect was not confirmed.

We also found that the facilitation of the hypothesis

space search improved performance in discovering the

target rule.

Keywords — discovery, rule induction, goal,

hypothesis testing

1. はじめに
1.1 先行研究

人間の行うルール推論や発見はdual space search

theoryに基づいて説明される([1], [2])．仮説の生成
を行うd仮説空間cの探索と，事例の収集を行うd
事例空間cの探索のインタラクションにより推論
や発見が起こるとされている．
その中でも，仮説空間の探索はルールの発見に

重要だと考えられる．しかし，特定の目標を追求
していると，仮説空間の探索が抑制される場合が
ある．これは，明確なゴールを設定することは，
不明確なゴールを設定するよりも，学習を妨害す
るというゴールの明確性の効果として指摘されて
きた([3])．Burns & Vollmeyer (2002) [4]は不明確な
ゴールを設定するほうが，仮説空間の探索が促進

されるため，課題の構造を学習できたと主張した．

1.2 本研究

人間は大量の仮説を一度に検討することはでき
ない. そのため，仮説空間を注目する要因ごとに
分割して，探索を行っている．本研究では，その
中でも規則発見の際，初期段階で探索を開始する
空間をd初期仮説空間c，発見すべき規則が含まれ
る空間をdターゲット仮説空間cとする．
先行研究においては，考慮すべき要因が与えら

れ，かつ，発見すべき規則はその要因により描写
された．つまり，実験者から与えられる初期仮説
空間と，参加者が発見すべきターゲット仮説空間
が同一であった．本研究は図1に示すように，ター
ゲット仮説空間を参加者自らが発見しなければな
らない2つの状況を設定し，ゴールの明確性の効
果を確認する．図1(a)に示した初期仮説空間あり
条件においては，はじめに，考慮すべき要因(初期
仮説空間)が示されるが，発見すべき規則はその
中に含まれていない．そのため，探索する空間を

発見すべき規則

探索空間のシフト

初期仮説空間 ターゲット仮説空間

初期仮説

(a) 初期空間あり条件

発見すべき規則

探索空間の決定

?

?
?

?
?

ターゲット仮説空間初期仮説空間なし

(b) 初期空間なし条件

図 1 本研究で設定された2つの状況

日本認知科学会第27回大会 P1-14

206



発見すべきルールの含まれるターゲット仮説空間
にシフトする必要がある．図1(b)に示した初期仮
説空間なし条件においては，はじめに，考慮すべ
き要因が示されず，特定の要因に着目していない
状況から始める．探索する空間を見つけ，発見す
べきルールの含まれるターゲット仮説空間にたど
り着く必要がある．
本研究の仮説は以下にまとめられる．

仮説1：ターゲット仮説空間を自ら発見すべき状況
においても，ゴールの明確性は仮説空間の探索に
影響する．ただし，この影響は初期仮説空間の有
無により異なると考えられる．
仮説2：仮説空間の探索を多く行うことにより，規
則の発見が促進される．

2. 実験
ゴールの明確性と，初期仮説空間の有無を操作

した3 つの実験を行った．

2.1 課題

実験には図2に示した課題を用いた．参加者は
矢印ボタンの選択を行い，プレイヤー間でボール
のパスを行った．条件により異なる目標が設定さ
れた(2.1.1 ゴールの明確性要因 参照)．

プレイヤー

審判

ボール

ゴールネット

障害物

(a) SG条件における課題画面

(b) NSG条件における課題画面

図 2 各ゴールの明確性条件における課題画面の例

2.1.1 ゴールの明確性要因

ゴールの明確性は，これまでの先行研究に基づ
き，参加者の行動の自由度で定義した．ゴールの
明確性が高い条件(SG条件)の参加者は図2(a)の画
面を用いた．参加者はプレイヤー間でボールをパ
スし，ゴールネットにボールを入れることを目指
す．そのため，たどるべきパスが一意に設定され，
参加者の行動の自由度は低くなる．できるだけ多
く，ゴールネットにボールを入れることが求めら
れた．一方，ゴールの明確性が低い条件 (NSG条
件)の参加者は図2(b)の画面を用いた．参加者はプ
レイヤー間でボールをパスすることを目指す．実
験者によりパスのルートが一意に決められていな
いため，参加者の行動の自由度が高い状況となっ
ている．できるだけ多く，いろいろな位置のプレ
イヤー間でパスを回すことが求められた．プレイ
ヤーや障害物の位置はゴールにボールを入れたと
き (SG条件)，または，任意のタイミング (NSG条
件)で変更された．

2.1.2 初期仮説空間要因

本課題では，矢印ボタンとボールの軌道の方向
によりボールの射出方向が決定される．初期空間
あり条件(IS条件)では，事前課題においてボール
の射出方向がプレイヤーの顔の向きと関係してい
ると思い込ませた後，実験参加者の行動を測定し
た．一方，初期空間なし条件(NIS条件)では，プレ
イヤーから顔を取り除き，青色の丸と置き換える
ことによって，特定の要因に注目していない状態
での実験参加者の行動を測定した．
なお，連続するパスの射出時間間隔に仮説空間

の探索量が反映されることが確認されているの
で1，時間間隔(以下，パス時間と呼ぶ)を仮説空間
の探索量の指標とした．

2.2 実験1

実験1においては，初期仮説空間を与えた状況，
すなわちIS条件において，ゴールの明確性を操作
した．

2.2.1 参加者

学部生64名が実験に参加した．

1規則を探すよう教示し，仮説空間の探索を促進した条件
のほうが，パスの射出時間間隔が有意に長かった (p < .05)．
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2.2.2 課題と手続き

はじめに，プレイヤーの顔の向き，ボールの軌
道の方向のどちらからも，同様の射出方向が導か
れるように，プレイヤーの顔の向きを操作した事
前課題が行われた．事前課題において，偽りの規
則を発見した後，本課題が行われた．課題時間は，
事前課題が5分，本課題が5分であった．本課題の
後には，規則発見確認のためのゲームが2ゲーム
行われた．分析には本課題の5分のみを用いた．

2.2.3 結果と考察

図3はそれぞれ実験1の本課題における各条件の
パス時間の長さと，規則発見者の割合を示してい
る．図3(a)は実験1の本課題における各条件のパス
時間を示している．各条件のパス時間を比較した
結果，NSG条件においてパス時間が有意に長かっ
た(t(62) = 6.105, p < .001)．しかし，フィッシャーの
正確確率検定の結果，規則発見者の割合には，条
件間の違いは見られなかった(p > .05; 図3(b))．
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(b) 実験1における規則発
見者割合

図 3 実験1におけるパス時間と規則発見者

実験1の結果は，仮説1は支持するが，仮説2は
支持しなかった．これは，ゴールの明確性が仮説
空間の探索量に影響を与えたが，規則の発見が難
しすぎたため，床効果により規則発見者には差が
見られなかったと考えられる．

2.3 実験2

実験2においては，初期仮説空間を与えない状
況，すなわちNIS条件において，ゴールの明確性
を操作した．

2.3.1 参加者

学部生36名が実験に参加した．

2.3.2 課題と手続き

図2の課題画面において，プレイヤーを青い丸，
審判を黒い丸に置き換えた課題を用いた．さらに，
実験1において規則発見者が少なかったため，規則
を発見しやすいようにヒントを追加し，課題時間
を延長した．課題全体は，事前課題がないため，本
課題が7分と，確認のための2ゲームのみであった．

2.3.3 結果と考察

図4はそれぞれ実験2の本課題における各条件の
パス時間の長さと，規則発見者の割合を示してい
る．図4(a)は実験2の本課題における各条件のパ
ス時間を示している．各条件のパス時間を比較し
た結果，ゴールの明確性によるパス時間への影響
は見られなかった(t(34) = 1.151, n.s.)．また，フィッ
シャーの正確確率検定の結果，規則発見者の割合
にも，条件間の違いは見られなかった(p > .05; 図
4(b))．
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図 4 実験2におけるパス時間と規則発見者

実験2の結果は仮説1も仮説2も支持しない．ゴー
ルの明確性は初期仮説空間が与えられていないと
き，仮説空間の探索量に影響を与えないことが示
された．また，ヒントの追加により規則発見者の
増加が期待されたが，発見者は依然少ないままで
あった．これは，課題の経験量が少なかったため
と考え，その点も改善して実験3を行った．
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2.4 実験3

2.4.1 参加者

学部生74名が実験に参加した．

2.4.2 課題と手続き

実験1，実験2の結果を追認するために，実験3

においては，初期仮説空間の有無と，ゴールの明
確性の両要因を操作して，実験を行った．実験2で
は，実験1と課題時間が異なっていた．実験3では，
課題遂行時間を統制するため，IS，NIS条件とも
に，5分間の事前課題を行い，偽りの規則を発見
させた．NIS条件においては，続く本課題でプレ
イヤーから顔を取り除くことにより，強制的に初
期仮説空間を排除した．本課題が7分間，その後，
確認のためのゲームが2ゲーム行われた．ヒント
の量は実験2と同様だが，課題時間増加のため発
見者の増加が期待される．
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図 5 実験3におけるパス時間と規則発見者

2.4.3 結果と考察

図5はそれぞれ実験3の本課題における各条件の
パス時間の長さと，規則発見者の割合を示してい
る．図5(a)は実験3の本課題における各条件のパ
ス時間を示している．分散分析の結果，2つの要
因の交互作用が有意であった(F (1, 70) = 4.989, p <

.05)．下位検定の結果，IS条件においては，NSG条
件において，SG条件よりパス時間が有意に長く
(F (1, 70) = 9.078, p < .005)，NIS条件においては，
ゴールの明確性によるパス時間への影響は見られ
なかった(F (1, 70) = 0.021, n.s.)．
規則発見者の割合に関して，初期仮説空間要因

ごとに，分析を行った(図5(b))．IS条件においては，
NSG条件において，SG条件より規則発見者が有
意に多かった(χ2(1) = 4.502, p < .05)．一方，NIS条
件においては，ゴールの明確性による規則発見者
への影響は見られなかった(χ2(1) = 0.026, n.s.)．

3. 総合考察
3つの実験の結果から，初期仮説空間の有無が，

ゴールの明確性の効果に影響することが明らか
となった．つまり，初期仮説空間を与えられた場
合は，明確なゴールを設定するよりも，不明確な
ゴールを設定するほうが仮説空間探索が促進され
た．しかし，初期仮説空間を与えられなかった場
合は，ゴールの明確性の仮説空間探索量への効果
は見られなかった．これは，仮説空間探索の観点
が不在なために，仮説の基となる事例を収集する
事例空間探索に焦点が当てられているためである
と考えられる. このように，仮説1は，実験者によ
り初期仮説空間が示されている場合のみ支持され
た．さらに，仮説空間探索量の多いNSG条件にお
いて，規則発見者が多かったことから，仮説空間
を多く探索することが，規則の発見を促進すると
いう仮説2が支持された．先行研究と異なり，ゴー
ルの明確性が仮説空間の探索に影響しない場合が
あることを示した．つまり，初期仮説空間が与え
られていない状態では，ゴールの明確性は仮説空
間の探索量に影響しない．
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Abstract
This paper proposes a new algorithm named SIAC for

natural language dialogues between a human and an agent

system, using contextual information. One of the most dif-

ficult problems in constructing conversation robots is the

mutually related constraints between the meaning of the

word and its context; the meaning of the word is deter-

mined depending on the context and the context consists

of the set of the interpreted words. SIAC determines the

both information simultaneously. We employ the method

similar to SLAM algorithm to develop SIAC. We also

show a conversation robot based on SIAC to demonstrate

its ability to solve problems with mutually related con-

straints between the meaning of the word and its contexts.

Keywords — Human Robot Interaction, SLAM, Dia-
logue System, SIAC

1. はじめに
本研究は実世界において人とコミュニケーショ

ンをとりながら人間の活動を支援するロボットの
実現を目指し、k特にロボットと人との間でジェス
チャ動作を含んだ音声対話を工学的に実現するこ
とを目標とする。ヒューマンロボットインタラク
ション（HRI）についての研究は現在まで数多く行
われてきた [2][11][12]。今までのHRI研究の知見か
ら、ヒューマノイドロボットが人間に対しジェス
チャや発話を行いながらコミュニケーションをと
ることの重要性が明らかになりつつある。重要性
の理由として、ジェスチャ・発話といった人間同士
で行う自然なコミュニケーション方法をロボット
が取ることで、ユーザはロボットに対する特別な
知識を持たなくてもロボットとインタラクション
をとれることが挙げられる。
しかしながら、ジェスチャ・発話を用いた対話シ

ステムを構築する際の問題の１つとして、対話に
おける単語と実世界の対象の「参照関係」の問題
が挙げられる。ロボットが対話においてユーザの
発話を解釈するためには、ユーザ発話内の個々の

単語の意味を特定しなければならない。例えば、
ユーザがロボットに対し「本を運ぶ」というタス
クを与えたとする。タスクを解決するためには、
ロボットはユーザから指し示されている「本」が
実空間上にあるどの物体のことを指しているのか
を理解しなければならない。以上の例から単語は
実世界における物体・概念・知識との間で参照関
係を取ることで初めて意味が特定されることがわ
かる。
ユーザ発話における単語の参照関係の問題を

扱った研究として、ユーザ発話解釈の際に環境情
報・ジェスチャ情報を考慮する手法が提案されてい
る [9]。提案手法ではユーザ発話・ジェスチャの解釈
を環境情報を含めて行うことで、発話のみを扱う
手法では解決できない単語の参照関係の特定を可
能にしている。また、テキスト情報を扱う自然言
語処理における照応処理の分野では、文脈情報を
用いて単語と先行詞の関係を特定する研究が多く
行われてきた [5]。実世界とユーザの発話内容を扱
う研究としては、ロボットに対する移動指示解釈
の研究が行われている [6]。先行研究では環境情報
としての地図情報とユーザ発話コーパスを用いる
ことでユーザ命令の解釈を確率的に行っている。
　しかしながら、[9]の手法では環境情報・ジェ

スチャ情報を用いても単語の対象が特定できない
場合、単語の参照関係を解決できない。単語の意
味はジェスチャや環境情報だけでなく対話の文脈
においても変化するため、単語の参照関係を解決
するためには文脈自体を取り扱う必要がある。ま
た、テキスト情報に対する照応処理では実世界の
環境を扱っていないため、単語と実世界の対象に
おける参照関係やジェスチャ情報を扱う必要のあ
るロボット対話システムに適応することはできな
い。[6]の手法ではコーパスを元にユーザ命令の
解釈を確率的に行うことができるが、ユーザとロ
ボットの対話のやり取りを考慮していないため、
対話の流れを含む単語の参照関係の処理を扱うこ
とができない。
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文脈に基づき、ユーザ発話における単語の参照
関係の問題を解決しようとする際の難しい問題と
しては文脈と単語の参照関係の相互依存関係の問
題が存在する。個々の単語の参照関係は文脈情報
に照らし合わせることで初めて決めることが出来
る。しかしながら、文脈はユーザ発話の解釈結果
から構成されるため、正確な文脈を得るためには
ユーザ発話における単語の参照関係が正しく与え
られ、単語の意味を特定してなくてはならない。
したがって、単語の参照関係を求めるためには以
下の相互依存制約を解決する必要がある。

• 単語の参照関係を特定するためには文脈が必
要である

• 文脈を知るためには意味解釈されたユーザ発
話・行動が必要である

そこで本研究では、上記の相互依存関係を解決
するモデルSIAC (Simultaneous Interpretation And Con-

textualizing)を提案する。相互依存関係の解決法と
して、ロボットの自律移動の分野において提案され
ているSLAM(Simultaneous Localization and Mapping)

アルゴリズムを制約充足アルゴリズムとして捉
え、自然言語システムへの応用することで行う。
また、実際のロボット対話システムの構築をSIAC

を適応することで行い、単語の参照関係の問題を
含む対話をSIACが扱うことのできる能力を示す。
本稿の章構成は以下のようになる。まず、第2章

ではSIACアルゴリズムの元となるSLAMアルゴリ
ズムについての説明を行う。次に、第3章では自然
言語対話システムにおいて考慮するべき変数につ
いてあげる。そして第4章では本研究のキーとな
るSIACアルゴリズムについて述べる。第5章にお
いてSIACアルゴリズムを用いた対話システムを
構築について述べ、第6章では構築したロボット
対話システムによる対話の様子について実際の例
を用いて説明を行う。最後に第7章では結論と今
後の課題についてまとめる。

2. SLAMアルゴリズム
SLAM問題は自律移動ロボットが地図作成を行

う際における自己位置の特定をする際にできた課
題であり、現在高い完成度で自己位置を推定でき
るアルゴリズムが提案されている。SLAMアルゴ
リズムの本質は以下の相互依存関係における制約
を解決することである。

• ロボットの自己位置を知るためには地図が必要
• 地図を作成するためにはロボットの位置情報
が必要

ロボットが自己位置を推定するためには、これ
ら双方の制約を同時に満たす形で処理を行う必要
がある。SLAM問題を解決するアルゴリズムでは、

ロボットの行動モデル (例えば、ロボットの車輪が
どのくらいの確率でスリップするか)と計測モデル
(距離センサの計測はどのくらいの誤差をもつの
か)の２つのモデルを駆使することで、地図作成
と自己位置推定の相互依存関係を解決する。この
詳しい手法は後に述べる。
本稿ではSLAMアルゴリズムが2つの制約条件

を同時に扱うことで相互に満たす解を考える点に
ついて着目し、特にロボット自身が移動し動的に
制約を解消する点を注目する。

2.1 SLAMアルゴリズム概要

SLAMアルゴリズムにおける地図とは周囲環境
における目印の位置の関係であると考える。具体
的には、ロボットがセンサにより目印となる物体と
の距離を測定するこで、自身の位置と計測による
方向・距離の関係から地図を作成していく。SLAM

による地図作成の様子を示したのが図1である。

図 1 SLAM問題における要点

図1におけるそれぞれの変数について説明する.

• t:地図測定時における,それぞれの瞬間におけ
る経過時間

• xt :時間tにおけるロボットの絶対座標と方向の
ベクトル

• ut :時間t−1からtにおけるロボットの移動コン
トロールベクトル

• mi :ithの目印の絶対座標ベクトル
• zit :時間 tにおける ithの目印に対する観測値ベ
クトル（ただし、時間tにおいて多数の目印を
観測する場合は目印の特定は重要でないため
以降簡単にztとする）

SLAMにおいて問題となるのはロボットは各変
数要素を具体的に知る事ができない点である。例
えば、コントロールベクトルutは車輪の空転やセ
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ンサによる誤差で正確に値を求めることができな
い。また、目標物との距離ztも同様に距離測定セ
ンサが持つ誤差を含んでいる。さらに、utとztが明
らかでないため両値から求められるロボットの正
確な絶対位置xtもまた、明らかではない。そこで、
SLAMでは行動モデル(移動による誤差を含んだ確
率モデル)と計測モデル (計測による誤差を含んだ
確率モデル)の2つを用いて自己位置xtと地図miを
同時に求めることで、移動距離の測定と対象物と
の距離測定において生じる誤差を修正している。
行動モデル、計測モデルは次の式(1)(2)のように

定義することが出来る。

P(zt |xt ,m) (1)

P(xt |xt−1,ut) (2)

(1)では、ロボットの絶対座標と地図が一度定義
されたものと仮定し、観測値zは絶対座標xと地図
mに対し条件付き独立であることを示している。
また(2)ではxtがxt−1とutのみに依存しているとし、
単純マルコフ仮定が成り立つものと考える。重要
なのは、絶対座標の確率分布を推定する際に観測
値や地図による影響を考えないという点である。

(1)・(2)式に示したモデルを使い、SLAMでは時
間による更新と測定による更新の2段階の更新を
再帰的に行うことで、両制約の相互依存関係の同
時推定を行っている。それぞれの更新を示す式を
3,4に示す。

• 時間による更新　

P(xt ,m|z1:t−1u1:t) =
∫

P(xt |xt−1,ut)

P(xt−1,m|z1:t−1,u1:t−1)dxt−1　
(3)

• 測定による更新　

P(xt ,m|z1:t ,u1:t) =
P(zt |xt ,m)P(xt ,m|z1:t−1,u1:t)

P(zt |z1:t−1,u1:t)

= αP(zt |xt ,m)P(xt ,m|z1:t−1,u1:t)
(4)

(3)、(4)式より以下の5が導出できる。(5)式では、
前回の位置と地図の推定結果P(xt−1,m|z1:t−1,u1:t−1)
に対し具体的な行動モデルと計測モデルを導出す
ることで位置と地図の同時推定を行っていること
を示している。

P(xt ,m|z1:t ,u1:t) = αP(zt |xt ,m)
∫

P(xt |xt−1,ut)

P(xt−1,m|z1:t−1,u1:t−1)dxt−1 (5)

3. 自然言語対話システムにおける各要素
変数

自然言語対話システムの構築時において考慮す
るべき要素には、以下の物が存在する。

• 文脈:ct

• 対話相手のレスポンス (発話、行動):ut

• 人間の発話,行動の解析結果:zt

• ロボットの発話や行動:at

文脈ctは、対話の進行によって情報が付加され
ていく。具体的には対話により語られた実世界の
状況やシステムの発話に対する人間側の解釈（信
念情報として扱う）により構成される。対話相手
のレスポンスutはロボットのセンサにより獲得さ
れた人間の行動や発話である。utはユーザの発話・
行動から得られたセンサ値であり対話で扱うため
には現在の文脈に照らし合わせながら意味解釈を
する必要がある。そのためutは解釈結果であるzt

とは分けて取り扱う必要がある。一方でロボット
の発話・行動結果atの内容は、システム内部におい
て決定される。対話相手のレスポンスに対して、
ロボットの発話・行動の意味はシステム内部で決
定されるため一意に取り扱うことが出来きる。し
たがってatは文脈に照らし合わせることなしに意
味解釈を行う。

4. SIAC
本章ではSLAMの手法を人間とロボットシステ

ムの対話に応用する手法SIACの提案を行う。SIAC

は、SLAMおける各変数要素と自然言語対話にお
ける変数要素の対応を取ることで構築する。SIAC

ではSLAMにおける位置を文脈に対応させる。こ
れは、ロボットが発話や行動を行うことで対話状
況が進展することがロボットの移動により位置情
報が進展していくことに対応していると考えるモ
デルである。また、SLAMのセンサによる計測に
おける地図情報の更新は、人間の発話や行動に対
する解釈の結果によるドメインの更新に対応付け
る。SLAMがロボットの移動距離の計測と周囲環
境のセンシングによって自己位置を進展・修正す
ることに対し、SIACではロボットの発話とユーザ
の発話・行動の解釈の結果、文脈の進展修正を行っ
ていく。この関係を表1にSLAMとSIACの変数の対
応表に挙げる。

表 1 SLAMとSIACの変数の対応表

SLAM SIAC

ロボットの位置xt 文脈 ct

ロボットの行動ut ロボットの発話・行動at

センサによる計測zt 人間の発話・行動の解釈zt

地図m 人間の発話,行動の解釈ドメイン r

表1に挙げたようにSLAMと自然言語対話の対
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応を取ると,SLAMにおける行動モデルと計測モデ
ルは、自然言語対話における発話・行動モデルと
解釈モデルと考えることが出来る。

発話・行動モデル: p(ct |ct−1,at) (6)

解釈モデル： p(zt |ct , r) (7)

ここで、ユーザ発話・行動の解釈ドメインは r =
r1, r2, ..., rnからなる解釈対象（物体・概念・知識、
etc）のセットである。これらの式は式 (1)、(2)に対
応する。式 (5)を式 (6)、(7)で置き換えると式 (8)の
ように表せる。

P(ct , r|z1:t ,a1:t) = αP(zt |ct , r)
∫

P(ct |ct−1,at)

P(ct−1, r|z1:t−1,a1:t−1)dct−1 (8)

式 (8)は次のような意味を持つ。現時点から 1

つ前での文脈 ct−1と解釈ドメイン rの推測結果
p(ct−1, r|z1:t−1,a1:t−1)に対して、発話・行動モデル
と解釈モデルを適応することで修正更新を行い現
在の推測結果としている。また、発話・行動モデ
ルでは文脈がロボットの発話atによって進展する
ことを示す。解釈モデルでは人間からの発話・行
動utに対し、文脈ctと解釈ドメイン rによって最も
確信度の高い解釈結果ztが得られ、解釈結果を元
に推定されていた文脈及び解釈ドメインが修正さ
れる。
実際の計算においては、ロボットの発話・行動

に対する対話相手の解釈結果についてのコーパス
と対話相手の発話に対する対話相手の意図につい
てのコーパスを用いることで、それぞれ発話・行
動モデルと解釈モデルにおける文脈と意味解釈の
確率算出モデルを構築することができる。

5. 対話システム構築
本章ではSIACアルゴリズムを使用したロボット

対話システムにおけるシステムの設計について述
べる。
本対話システムはロボットと対話者の対面環境

において、お互いが指差しと発話を通して対話を
進めていく。両者の間にはRFIDタグを着けた8つ
の物体（本・コップ）を配置し、対話者にはマイ
クとRFITタグを、ロボットにはRFIDタグを装着し
た。対話者は配置された8つの物体のうち1つを任
意で選び、ロボットに欲しいことを対話により伝
える（以降、物体参照タスクとする）。対話者の発
話は対話者に着けたマイクにより取得を行い、指
差しジェスチャはロボットの持つステレオカメラ
による画像として取得した。
図2に本システムのアーキテクチャを示す。
図2において、ユーザ発話・行動の解釈ドメイン

は対話の対象となる概念・対象・対象の属性の３

図 2対話システムアーキテクチャ

つからなり、今回の物体参照タスクに応じたドメ
インの構築を設計者の手により行った。それぞれ
の要素の構成を以下の表2に示す。解釈ドメイン
における概念は対象の属性要素の集合を表し、対
象は実世界の物体・ロボット・人間と1対1で対応
した変数により構成される。また、対象の属性は
概念の具体的な要素を表す。

表 2発話・行動の解釈ドメイン

Concept Category, Color, Location, Name, Qwner,...

Object Book1, Book2,...,Cup1,...,Human1, Robot1

Attribute Book, Cup, White, Black,...,Takahiro,Michita,...

文脈情報は環境情報と信念情報の2つからなり、
環境情報はドメイン情報を元に構築されたセマン
ティック・センサネットワーク [3][4]から取得する。
セマンティック・ネットワーク (以下ＳＳＮ)はセン
サデータとメタデータ（環境記述）をセットで管
理する。具体的にはRFIDタグとタグを取り付けた
対象の関係をデータベースに管理することで環境
の状態を保持することができる。メタデータはド
メインを元に表3に示した2つのクラス（対話者ク
ラス・物体クラス）にしたがって記述され、タグ
を取り付けた対象のクラスごとに属性要素値を対
応付けたインスタンスを生成する。各インスタン
スは物体を示す変数と結び付けられる。
信念情報はユーザの発話・行動の解釈結果によ

る追加・修正とロボット自身の発話・行動結果によ
る更新により進展する。今回のシステムでは信念
情報の要素としてロボットと対話者の間での共同
注意対象の推定結果と対話者が選んだ対象の推定
結果の2つの尤度を持つ。時間 tにおける物体 iの
共同注意対象と対話者が選んだ対象の推定結果の
尤度をそれぞれαti ,βtiとすると、時間 tにおける信
念情報は (αt1,αt2,αt3, ...,αt8)と (βt1,βt2,βt3, ...,βt8)の
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表 3 SSNで示した対話者クラス・物体クラス{}内
は含まれる属性要素値例

Class Concept Attribute element

Dialogist Name {Takahiro,Michita,Robot}
Location {(x,y,z)}

Object Category {Book,Cup}
Color {Red,White,Black}
Owner {Takahiro,Michita}
Location {(x,y,z)}

2つの確率分布からなる。本対話の目的はユーザ
が実際に選んだ対象とロボットがユーザが選んだ
と推定を行った対象が一致し、かつその推定結果
αtiに高い尤度を与えることである。
ユーザの発話・行動解釈部では、まず取得し

たユーザ発話の音声情報を音声認識エンジン
Julius3.2[13]を用いることで文字列に変換する。ま
た、ユーザの指差しジェスチャは取得された画像
に対し簡単な画像認識処理を行うことでユーザが
正面・右方向・左方向のいずれかを指しているかを
識別することができる。獲得した音声・画像の認
識結果はユーザのレスポンスutにあたる。次に、
システムはutに対して解釈ドメイン・文脈を元に
utの意味解釈結果ztを求める。解釈時に発話内の
単語や指差しジェスチャの指差し対象と解釈ドメ
インとの参照関係が複数考えられる場合、解釈モ
デルは文脈に応じてztに対する信頼度P(zt |ct , r)を
決定する。最後にユーザの発話・行動部は解釈結
果ztと信頼度P(zt |xt , r)を元に文脈ctの修正・追加を
行う。
一方、ロボットの発話・決定モデルは返答用の単

語・文法から文脈を元に文字列による返答文を生
成し、返答文を音声合成することで発話を行う。
また、返答文において指し示したい物体が存在す
る場合、ロボットは物体とロボット自身の位置関
係から指差しと視線の方向を決定しジェスチャを
行う。発話とジェスチャの結果、システムはロボッ
トが発話・ジェスチャにより指し示した対象に関
してユーザと共同注意を持ったという信念を持つ
ことができる。共同注意に対する信念は行動・解
釈モデルP(ct+1|at ,ct)を元に更新される.

今回のシステムでは、SIACの動作確認を主とし
て発話・行動モデルと解釈モデルはシステム作成
者の手入力データにより構築を行った。

6. 対話例
本節ではシステムが実際の動作した際における

対話例を示す。対話は図3に示すようにロボット

と対話者が向かい合う対面状況で行い、両者の間
に対話時の対象となる物体の配置を行った。SSN

には環境情報としてそれぞれの物体に対しては種
類・色・所有者の属性情報、対話者・ロボットには
名前の属性情報を与えた。各物体・ロボット・対
話者の位置属性(x,y,z)は、それぞれに着けられた
RFIDタグの位置を検出することで行った。図3内
のLeft,Right,Centerの囲いはそれぞれロボットの指
差し認識の限界であり対話者の指差しに対し、ど
のZoneを指差しているかの認識はできるが、どの
物体を指差しているかまでは認識することができ
ない。指差し対象の認識精度の問題は人間同士の
場合でも生じることであり、様々な対象が存在す
る実空間上では、ロボットの指差し方向の認識の
精度がどれほど上昇したとしても今回と同様の限
界が生じると考えられる。
本実験ではSIACアルゴリズムを用いた対話シ

ステムが動作を行う事の確認を目的とした。対話
者は単語の参照関係の問題を含んだ対話内容のシ
ナリオに沿って発話を行った。以下にSIACを用い
た対話システムにおいて、上記の環境の中で人間
(Ｈ)とロボット(Ｒ)の間で実際に行われた対話例と
対話の様子を図4に示す。

R-1 何を取りましょうか？

H-1 本を取ってください。

R-2 どの本ですか？

H-2 黒いのです。

R-3 これですね？(Book5を指差しながら)

H-3 はい。

R-4 わかりました。

今回の対話条件において、ロボットは対話者の
発話内における「本」「黒いの」という単語に対
しては、同属性の物体がいくつか存在するため単
語の参照関係を一意に決めることはできない。対
話例において、SIACはその文のみでは参照関係
を特定できない単語に対しても、文脈を進めるこ
とで参照関係を求めユーザ意図を特定している。
また、次の対話例は [H-3]において否定された例で
ある。

H-3’ いいえ、こっちです。(左方向への指差し)

R-4’ それでは、こちらですね。(Book2を指差しな
がら)

H-4’ はい。

R-5’ わかりました。

2番目の対話例においても、ロボットは左方向へ
の指差しと「こっち」という単語のみでは、「こっ
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ち」に対し左に位置する３物体のどれが参照関係
をとるかを特定することはできないが、SIACによ
り文脈から確率的に推定を行うことでユーザの指
定する物体を特定することができている。

図 3対話対象物体と配置

図 4対話例

7. 結論と今後の課題
本稿では文脈と単語の参照関係における相互依

存関係を解決するモデルSIACを提案し、実際のロ
ボット対話システム構築することでその動作を確
認した。
今回の研究では実際に設計を行った対話システ

ムでは被験者を募った定量的な評価を行うことが
できなかった。その理由として、今回設計した対
話システムでは対応できる単語の数が少なかった
事が挙げられる。今回扱ったような簡単な対話タ
スクにおいても人間が使う対話表現は幅広い。一
方で、対話システム作成時に扱う単語の範囲は、
今回狭い範囲に絞ったため定量的な測定を行う程
のロバスト性を得ることができなかった。また、

今回扱った文脈は共同注意対象と対話者が選んだ
対象の推定結果の尤度の２つであり、拡張性・柔
軟性が小さい。今後はより文脈が大きく複雑にな
る対話タスクに対しても、SIACの適応を行うこ
とができるように文脈を確率を含んだ意味ネット
ワークで表現する手法を構築を行っていく予定で
ある。
また、今回は解釈モデル・発話行動モデルの計

算を人手の構築により行った。そのため、両モデ
ルの設計にかかるコストが非常に高い。したがっ
て、単語数が多くなり扱う文脈が複雑になると解
釈モデル・発話行動モデルを人手で構築すること
は不可能となる。そこで、今後はジェスチャを含
んだ対話コーパスを構築し、対話コーパスから解
釈モデル・発話行動モデルを自動的に起こす事を
行っていく。
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Abstract
This research aims to explore meta-cognition about

own body by voice. We have developed a system
to record and share consideration data about space
by photography and talking. A recording system
supports externalization about momentary sense and
feelings. A feedback system reproduces photo and
sound depending on location data and motion data.
These system promote externalization and feedbacks
of consideration data about space without intercept
of sense and motion.
Keywords — meta-cognition, voice, external-
ization, feedback

1. はじめに
認知科学では古くから，自分が考えたことを振

り返って言語化する行為を指す“metacognitive re-
flection”という概念がある．従来のリフレクショ
ン研究が言語化の対象としたのが“言語的思考”
のみだったのに対して，諏訪が提唱する身体的メ
タ認知は，身体部位の動き，五感的知覚（五感的
に何を感じているか），自己受容感覚（どんな体
感を得ているか）も対象としている [1]．自己を取
り巻く環境を自己の身体や心理と関連づけて言葉
にするという外化行為と外化内容のフィードバッ
クによって，環境，身体，両者の関係の中から発
見した着眼点や着眼点同士の関係に気づく．この
身体的メタ認知実践によって，メタ認知とスポー
ツや芸術におけるスキル熟達プロセスとの関係が
明らかになってきている [1]．また，他者との着眼
点の受け渡しによって，発見や認知が促進する可
能性が示されている [2]．
これらの研究では，メタ認知を触発する支援環

境の構築が急務であると指摘されている．言語的
思考に比べて，身体運動や体感などの外化や伝達
は難しい．身体的メタ認知を促進するためには，
身体動作や感覚を対象としたメタ認知に適した外
化およびフィードバック方法の検討が課題である．

この課題に対して，コンピュータを用いた身体的
メタ認知支援ツールの研究が行われている [3]．し
かしながら，メモ帳やコンピュータを用いた外化
方法では，身体に向いていた意識を休止し，外化
する行為に意識を向ける必要が生じる問題があ
る．また，認知対象となる出来事から時間が経過
してから振り返りながら外化するのでは，生の体
感や感覚が薄れてしまうことが懸念される．手書
きメモやコンピュータ作業を前提とした方法では
なく，身体動作や感覚を妨げずにその瞬間の動作
や感覚を外化・フィードバックする方法が課題で
ある．この課題に関連して，メタ認知的言語化し
た内容を音楽へと変換し，聴覚情報としてフィー
ドバックする研究が行われている [4]．
本研究では，身体行為を妨げずにその瞬間の動

きや感覚を認知する方法として，声によるメタ認
知手法を提案する．本論文では，声による外化と
記録を行い，移動や感覚を妨げずにフィードバッ
クするツールの実装と実験を通して，身体的メタ
認知を触発する支援環境を模索する．

2. 声を用いたメタ認知支援
筆者らは，身体的メタ認知を促進する方法とし

て，声によるメタ認知手法 [5]を研究している．心
理学で言うプロトコル分析 [6]は，心のなかで生じ
ていることを実況中継させることで，心的内容を
把握することを狙いとしている．語るという外化
行為自体が心的内容を変化させることを無視して
来た．本研究は，語ることが心的内容を変化させ
ることを分析を阻害する要素として捉えるのでは
なく，むしろ，「外化することで思考や知覚，行動
をより進化させる」というメタ認知行為として捉
えている．
筆者らは，散歩とバイク移動において音声メモ

と手書きメモによる外化を行い，環境や出来事に
反応した数等の比較を行った [5]．音声の方が反応
数や変数発見数が多くなることから音声外化を行
う方が環境に対する感受性が高まる可能性が示唆
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図 1 語りカメラ語りプレーヤ使用例

されている．また，音声メモでは，外化内容を時
間の流れや声の変化とともに振り返ることができ
るため，その時の動きや感覚の変化を想起し易い
ことが確認された．
実験を通して，手書きメモがしにくい点，フィー

ルドワークなど観察しながらメモをする機会が多
い点，音声による外化によって環境に対する感受性
が高まる点から，移動運動における外化支援ツー
ルの必要性が確認された．次章では，散歩と写真
撮影という日常的な行為を通した外化・フィード
バックの支援ツールの実装と実験について述べる．

3. 語りカメラ語りプレーヤ
3.1 概要

語りカメラは，撮影対象について物語る声を記
録するシステムである．撮影行為の元となった衝
動や感覚を語ることで，撮影対象に関する着眼点
を意識することを支援する．語る内容を探し出す
必要性があることで撮影対象への能動的な関わり
を生み，語る必要があることで撮影対象に関して
抱いた感覚や体感の認知を促進する．
語りプレーヤは，語りカメラで記録された音声

と写真を再生するシステムである．自分もしくは
他者が過去に記録した語り（声による外化）が，
記録場所の近くを通りがかった時／もしくは立ち
止まった時に再生される．その声を聴くことによっ
て，空間に潜んだ過去の出来事の再体験や追体験
を促進する．
図1に使用例を示す．撮影したい対象を見つけ

たら，対象や自分の感覚を探りながら，気付いた

ことや感じたことを語って撮影する．外化した音
声と写真およびそこに表れる意識のデータは場所
に関連づけて記録される．撮影後や静止状態の時
に，現在位置の近くで自分もしくは他者が過去に
記録した過去に記録した語りを聞く．過去のデー
タを見聞きしてさらに語りたい内容が生まれたら
再度撮影する．
語りカメラにおいて，撮影行為は空間体験にお

ける意識の外化のきっかけという位置づけである．
声による外化をしやすくするために，多くの人が
日常的に行っていて空間探索との相性が良い写真
撮影に注目し，撮影対象について語るという状況
を設定している．語りプレーヤにおいてフィード
バックは基本的に音声を通して行い，移動や空間
への意識を妨げないようにしている．写真は，気
になった音声があり，その対象を特定したい時に
は見るという位置づけである．また，身体行為と
その流れに合わせた直感的なフィードバックを行
い，感覚や体感の共有や追体験を生むために，た
だ近くを通りがかった時にデータを再生するので
はなく，移動方向と同じ方角を向いて撮影された
データのみ提示するなどの判定を行う．

3.2 システム

図2にシステム図を示す．本システムは語りカメ
ラ (記録システム)と語りプレーヤ (再生システム)
によって構成される．本システムはObjective-Cを
用いて iPhoneデバイス上に実装した．
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Database

図 2 システム構成

図 3 左：通常画面　中央：撮影画面　右：地図画面

3.2.1 語りカメラ

語りカメラは，コンピュータとタッチディスプレ
イとフラッシュメモリディスクとカメラとマイク
とデータベースとGPS衛星で構成される．
第一に，位置情報の取得を行う．CoreLocationフ

レームワーク1を用いて，GPS衛星から現在位置情
報を常時取得する．位置判定の精度を高めるため
に以下の処理を行う．位置情報を更新するたびに
取得した緯度経度データの精度を確認し，GPS未
取得時の無効な数値や許容値を超える誤差の場合
は，取得した位置情報データは利用しない設定と
する．GPS未取得時および指定した精度を確保で
きない時は，記録および再生処理をできないよう
にする．指定した回数取得した位置情報の精度を
確認して，その期間の中でより良い精度のデータ
が計測されたら登録し，一番精度の高い位置情報
を利用する．
第二に，音声と写真とメタデータの記録を行う．

タッチディスプレイ上のカメラ起動ボタン(図3左：
通常画面の右下)が押されると，図3中央に示した
撮影画面を表示する．撮影画面左下にある録音ボ
タンが押されるとマイクを通して音声を入力し，
録音の開始と終了を行う．画面中央下にある撮影
ボタンが押されるとカメラを用いて写真を撮影す
る．年月日と時間によって固有のファイル名を設
定し，フラッシュメモリディスクにデータを記録
する．iPhoneデバイスを持つ向きを，加速度セン
サのx,y,zの組み合わせで判別する．このデバイス
の向きによって，地磁気センサの値を360°の方角
データへと自動変換し，撮影方角を記録する．録

1Core Location Framework,
http://developer.apple.com/iphone/library/
documentation/CoreLocation/Reference/
CoreLocation Framework/

図 4 データ再生ルール

音と撮影の両方を終えると，sqlデータベースに対
象ファイル名と緯度経度と記録日時と撮影方角を
入力する．保存したファイルは，コンピュータま
たはサーバー経由でデバイス間で共有する．画面
右下のカメラ停止ボタンが押されると，撮影画面
を隠し，通常画面を表示する．

3.2.2 語りプレーヤ

語りプレーヤは，コンピュータとフラッシュメモ
リディスクとヘッドフォンとタッチディスプレイと
GPS衛星で構成される．
第一に，移動判定を行う．GPS衛星から取得し

た現在の緯度経度と１つ前の緯度経度の間の距離
を計算する．位置情報更新時に，iPhoneデバイス
の３軸加速度センサデータを取得し，現在の加速
度データと１つ前のデータのxとyとzそれぞれの
差分を合計する．移動距離合計と加速度変化合計
のどちらもが閾値を超えた場合に移動状態と判定
する．静止状態判定では，写真を撮る時にデバイ
スを動かす行為が行われるため，移動距離合計と
加速度変化合計のどちらかが閾値以下の時に静止
と判定する．
第二に，データ再生判定を行う．歩行に合わせ

た直感的なフィードバックを行うために以下に示
すアルゴリズムで判定を行う．図4にデータ再生
ルールを示す．四角形は記録されたデータを，四
角の色はあるルールにて再生されるグループを
表す．矢印は記録時にカメラを向けた方向を表す．
以下の設定によって，図4の黒のみが再生される．
撮影後は，撮影方角に応じて再生データを決定す
る．身体は動かさずに首を動かして見える範囲と
して，撮影方角±90°の範囲に過去のデータの撮
影方角が入る場合のみをリストアップする．移動
中は，ユーザが歩いている方角に応じて再生デー
タを決定する．移動状態にある時に，移動前の地
点Aの緯度と経度をL1とB1とし，現在いる地点B
の緯度と経度をL2とB2とし，地点Aからみた地点
Bの方角θ [deg]を(1)式で求める．

θ = atan2(L2 − L1, B2 − B1) × 180 ÷ π (1)
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次に，このままでは得られた数値が真東を0°と
して左周りに増える角度であるため，ソースコー
ド1の処理で地磁気センサの形式と同じ真北を0°
として右周りに増える角度へと変換する．この処
理で算出した移動方角±90°の範囲に過去のデータ
の撮影方角が入るデータのみをリストアップする．

ソースコード 1 方角の変換処理
θ=θ+90;
i f (θ>360) θ=θ−360;
i f (θ<=180) j=180−θ ;
i f (θ>180) j=360−(θ−180);

加えて，撮影方角および移動方角の左右90°ずつ
の範囲で記録されたデータのみを再生する．前述
した式と処理を用いて，現在の地点からみたデー
タが記録された地点Nの方角を求め，移動方角に
対して±90°のデータのみをリストアップする．最
後に，リストアップしたデータからランダムに再
生する対象ファイルを指定する．フラッシュメモリ
ディスクに保存されたデータを読み込み，音声の
再生を開始すると同時に写真画面に写真を表示す
る．移動中は近くで記録された1つのデータを10
秒間流し，静止中は全てのデータを最後まで再生
する．音声ファイルの終わりまで再生すると，写
真画面を隠し，１つ前のデータを対象に設定し，
５秒後に次の音声を再生する．再生途中で移動状
態になると音声を停止し，写真画面を隠し，通常
画面を表示する．
第三に，地図の表示を行う．タッチディスプレイ

上のMAPボタン(図3左：通常画面の左下)が押され
ることで図3右の地図画面を開き，MapKitフレー
ムワーク2を用いて，現在位置を中心とした地図
を表示する．データベースから過去に記録を行っ
た場所の緯度経度を取得して，それぞれの位置に
マークを付ける．BACKボタンが押されると地図
表示を隠し，通常画面を表示する．

3.3 実験

本システムを用いて，空間において撮影の衝動
にかられた対象に対する思いや感情を語って録音
し，近くで記録されたデータを見聞きするという
散歩実験を行った．参加者はメタ認知研究に関わ
る14人の学生または研究員であった．年齢は20代
から30代であった．最初の10分間で本システムの
デモンストレーションおよび使用方法の解説を行
い，続いて50分間散歩をしながらシステムを使用

2MapKit Framework,
http://developer.apple.com/iphone/library/
documentation/MapKit/Reference/
MapKit Framework Reference/

してもらった．実験後には，30分間のヒアリング
を行った．
ヒアリングを通して．以下のことが確認できた．

普段メモを取っている参加者からは，手書きのメ
モとの違いとして，分析的で整理されたかたちで
はなく生の体感や感情が出てきやすいという意見
が得られた．写真撮影という行為に加えて，語る
という能動的な行為が加わることで，積極的に空
間から何かを発見しようという意識が生まれた．
音声で外化することで，語った内容や声を意識し，
それぞれにとって重要な着眼点を探り出して気付
くということが確認された．特に，夢中で話して
いる時の語り内容や普段無意識である話し方につ
いても意識していた．さらに，同じ対象について
複数回語ることで，その対象に惹かれている理由
や惹かれる要素や条件などを認知する効果が見ら
れた．加えて，同じ場所に関する他者のデータが
再生されることで，自分とは違う着眼点の発見や，
いろんな角度から同じ場所を捉えるという行動が
生まれた．

4. おわりに
本論文では，写真撮影時の音声入力と移動状態

や移動方角を元にしたフィードバックを用いて，意
識や行動のデータを共有し，空間体験におけるメ
タ認知を支援するツールの実装と実験について述
べた．今後はこのツールを継続的に使用してメタ
認知実践を行い，意識や行動の観察とその変化の
分析を行うことが課題である．
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Abstract
Inference is fundamental to human intelligence, but

some psychological experiments show that our mental
processing of deductive inference is different from propo-
sitional logic, especially on solving problems which are
linked with the counterposition. The contraposition is the
stable computation in mathematical logic, however, the re-
sult of some important experiments indicates that the solv-
ing pattern of everyday inference is not tautological. This
paper provides that the bias of human thinking processing
is caused by “relevance” of information, and that Compu-
tational Relevance Theory simulates human everyday in-
ference adequately.
Keywords — Inference, Formal Logic, Conditionals,
Counterfactuals, Computational Relevance Theory

1. はじめに
1.1 本稿の目的

推論は認知過程の最も基本的な特質の 1つであ
る。外界の刺激を何らかの知覚的カテゴリーに当
てはめる過程も一種の推論であるし、情報の真偽
に関しても推論が必要となる。こうした推論の最
も強固な基盤は数理論理学に求めることができる
が、「四枚カード問題」[15]に見られるように、人
間という認知主体が用いる論理 (以下、これを「日
常論理」と呼ぶ) は必ずしも数理論理と同一では
言えない。
日常論理が数理論理と食い違う理由として、私

たち認知主体は全ての情報を知ることができると
は限らない限界を持つ存在であるという性質をあ
げなければならないだろう。数理論理学は、全て
の情報の真理値が明確であるという well-formedな
世界を前提として構築されている体系である。そ
れに対し、日常論理は利用できる情報に限界があ
る ill-formed な世界の中で有効に機能しなければ
ならない。私たち認知主体はこの世界に存在する
全ての情報を知ることはできないし、獲得した情
報の正しさも保証されていない。したがって、認
知主体の知識は基本的に不完全である。しかし、
このような不完全で不安定な環境においても、認
知主体の推論機構は部分情報を適切に利用し、可

能な限り情報に一貫性を持たせ、体制化された想
定を持つように設計されているはずである。
関連性理論 [12]は、「関連性のある推論過程」を

全ての認知活動の基盤と考え、限界のある部分情
報からより安定した知識の体制化を行う過程を説
明する興味深いモデルの一つである。本稿では、
この関連性理論における「関連性の認知原理」を
モデル化し、それが認知の基礎であるカテゴリー
形成にどのように関わっているかを論じると共に、
形式意味論の表示から意味論の真理値計算と同時
に、関連性に基づく妥当な語用論計算が行われる
過程について考察する。

1.2 関連性理論について

議論に入る前に、本稿の主要な概念となる関連
性理論について簡単に見ておく。
認知主体は感覚によって取り込まれる外界情報

や長期記憶に貯蔵されている認知主体内部の情報
を持っているが、こうした情報が常に利用可能に
なっているとは限らない。認知主体が記憶にアク
セスしたり、外界に注意を払う (意識的注意か無意
識かは問わない)ことによって、一部の情報がはじ
めて利用可能な「顕在的情報 (manifest information,
想定 (assumption)とも呼ばれる)」となる。
こうした顕在的情報である想定の総体を認知環

境 (cognitive environments) と言う。認知主体は常に
新しい情報を獲得し、また推論によって自主的に
新しい想定を生み出す存在であるため、認知環境
は常に変化し、更新されている。こうした認知環
境の変化の中で、特に認知環境の「改善」をもた
らす作用を認知効果 (cognitive effects)という。認知
効果は i)新しい想定の獲得、ii)不確実な想定の確
定、iii)誤った想定の棄却、ののいずれかによって
もたらされる。この認知効果という点から、関連
性理論の中心概念である関連性が定義される。す
なわち、「不必要なコストを払うことなしに認知
効果をもたらす情報のことを、関連性 (relevance)
を持つ情報」という。
認知主体にとって、この関連性という性質はと

ても重要なものである。人間という認知主体を取
り巻く環境は極めて範囲が広く、かつ常に情報が
流動的に変化している世界である。しかし、認知
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主体の持つ知覚・思考・伝達といった情報処理能
力は、世界に存在する膨大な情報の一部分しか処
理することができない。したがって、常に完全解
が得られるとは限らない。そうした限界の中で、
認知主体が少しでもよりよい解を得るために、部
分情報を手がかりにして「関連する」情報を探索
し、必要と思われる情報を取捨選択し、利用でき
る情報の中で最も安定する optimal な解を出そう
とする。

Sperber & Wilsonは、効率的な処理のために様々
な情報の中から必要な関連情報を取捨選択し、そ
の限られた部分情報を推論によってより豊かな情
報 (より豊かな認知環境)を構築していく能力を、
関連性の認知原理 (cognitive principle of relevance)と
呼んでいる。

(1) 関連性の認知原理：
人間の認知系は自らにとって関連のある情報
に注意を払うようデザインされており、その
情報を元に推論を行う能力を持っている。

関連性の計算は、「フレーム問題」に代表される
ように常に成功するとは限らないし、そもそも万
能ではない認知主体にとって、完全性は最初から
放棄せざるを得ない。しかし、妥当な関連性が計
算できれば、多くの場合、部分情報だけでも適切
な処理を行えるという性質は有限の存在としての
認知主体にとって極めて大切な性質なのである。

1.3 言語能力の基盤としての認知能力

人間という認知主体は様々な推論を行いながら
日常を生きている。例えば、認知過程の最も基本
的な処理である感覚認知も、外界の情報をある認
知カテゴリーに振り分ける推論であると見なすこ
とができる。あるいは「四枚カード問題」に代表
される思考推論のようなより高次の推論過程も存
在する。もちろん、言語の意味理解においても、
語用論計算のような推論が必要不可欠である。本
稿では、こうした様々な推論過程の基盤に、認知
的関連性の計算システムが機能しているという前
提に立つ。
以下の節からは、最初にこの「関連性の認知原

理」を数学的に扱う手法について議論を行い、そ
れがカテゴリー形成や条件文理解といった日常論
理にどのような影響を及ぼしているのかという点
について検討を行う。なお、情報の受け取りが動
的に行われるコミュニケーションでは、関連性の
認知原理と共に、関連性の伝達原理 (communicative
principle of relevance,情報的意図と伝達的意図)も重
要な鍵となるが、本論文では関連性の伝達原理は
取り扱わない (これについては、ゲーム理論を応

用した形式化がある)。

2. 認知的関連性の計算モデル
2.1 離散的カテゴリーとプロトタイプカテゴリー

外界には無限ともいえる多くの情報が存在し、
外界に生じる現象も一回一回ごとに千差万別であ
る。こうした情報や現象を全て個別のものとして
扱ってしまうと、認知主体の知識は何の体系性も
持ちえない。認知主体は、自己に関わりのある情
報を有意義な方法で分類し、その区別によって外
部世界の環境に対処してなければならない。
カテゴリー化は、こうした事物の性質をクラス

分けする認知過程の最も基本的な性質の一つであ
る。カテゴリーについて最初に体系的な研究を行っ
たアリストテレスは、いかなる事物の何か一つの
カテゴリーに属しており、決して他のカテゴリー
に入ることはないと考えた。換言するなら、ある
事物があるカテゴリーに属するかという点につい
て、真偽を明確に決定でき、カテゴリー間の境界
が明確であるということになる。こうした性質を
持つカテゴリーを離散的カテゴリー (古典的カテ
ゴリー)という。これに対し、E. Rosch [8]は、人間
が実際にもつカテゴリーは必要十分条件によって
規定される離散的カテゴリーではなく、典型事例
とそれとの類似性によって特徴づけられることを
実験的に検証した。プロトタイプカテゴリーは、
境界は明確でなく、典型的なメンバーから非典型
的・周辺的なメンバーまでの連続的な分布を形成
するという性質を持つ。すなわち、カテゴリー間
の境界が明確であるか曖昧であるかという点に
ついて、離散的カテゴリーとプロトタイプカテゴ
リーは全く異なる見解を取る。
人間が持っているカテゴリー化の能力が、離散

的カテゴリーに基づくものか、あるいはプロトタ
イプカテゴリーに基づくものなのかについては、
多くの議論が行われてきた。実験では、実験課題
の性質によって、離散的カテゴリーに近い結果が
得られる場合と、プロトタイプカテゴリーの性質
を持つ結果が得られる場合があることが知られて
いる。例えば、音声知覚においては、破裂子音の
知覚は /b/, /d/, /g/ の境界が極めて明瞭であり、音
韻知覚の曖昧性がほとんどないという離散的カ
テゴリーの性質を持つ (categorical perception) のに
対し、母音の知覚は /i/, /e/, /a/ の境界が明確では
なく、音響特性の変化に従って知覚も徐々に変化
していくようなプロトタイプカテゴリーの性質を
持つ (continuous perception) [6] [7]ことが知られてい
る。理論としても、弁別素性のような離散的カテ
ゴリーに基づく生成音韻論は多くの音韻現象を弁

日本認知科学会第27回大会 P1-17

222



別素性の性質に基づいて適切に説明してきたし、
同様にプロトタイプカテゴリーを中心的なテーゼ
に置く認知言語学も多くの言語現象に対し適切な
説明を行ってきた。
こうして見ると、認知過程の基本であるカテゴ

リー化の能力は、離散的カテゴリーかプロトタイ
プカテゴリーのいずれかの性質を持っているとい
うようなものではなく、むしろ両者をダイナミッ
クに生成する計算能力を持っていると見なすのが
一番適切であろう。次節では、まず認知的関連性
の計算手法を定義し、それが離散的カテゴリーと
プロトタイプカテゴリーの特性を動的に生成でき
ることを見る。

2.2 認識過程における対象情報と外部要因の作用

まず、本節と次節で、ある情報 Xが情報 Y (カテ
ゴリー Y) に対してどの程度の関連性を持つのか
を計算する手法について議論を行う。今、あるカ
テゴリーに属する情報 Xの典型量を tとし、その
隣接情報の典型例 (情報 Xにとっての最周辺値)を
fとする。t, fは連続量であっても、真理値のよう
な離散値であってもよい。真理値の場合は真なる
情報を t = 1とし、偽なる情報を t = 0とする。こ
の情報の境界値 µ = (t+ f )/2により、今現在の認識
過程の処理対象となっている情報 Xの情報量 P(x)
を以下のように標準化する。

(2) 情報 Xの標準化情報量 N(x) = (P(x) − µ)/µ

標準化情報量 N(x)は −1 5 N(x) 5 1を満たす。例え
ば、典型情報や真なる情報は N(x) = 1となり、最周
辺情報や偽なる情報は N(x) = −1となる。N(x) = 0
の時はちょうど他のカテゴリーとの境界値や、真
偽の決定が明確にできない未知 (unknown) 情報で
あることを意味する。
外部世界や認知主体の長期記憶内には、認識の

処理対象となっている情報以外にも様々な「顕在
的でない」情報が存在しており、そのうちのいく
つかは認識に影響を与える要因となり得る。こう
した暗黙の情報の中には、対象情報の認識をより
正確に行うための背景情報となるものもあれば、
認識を混乱させるノイズとなる情報も存在する。
このような暗黙の外部要因の存在を変数 E で表
す。実際には、この Eは複数の外部要因 E1～En か
ら成るが、本稿では議論を単純にするために、こ
れら要因を纏めて扱う。E = 1 は対象情報の認識
を助ける促進要因が存在することを、E = −1は対
象情報の認識を妨げる攪乱要因が存在することを
示す。E = 0は関連する外部要因が存在しないか、
あるいは促進要因と攪乱要因が相殺し合っている
ことを意味する。

ここで、認知主体が情報 Xを受理する認知能力
を定義する。今、認知主体が対象情報を認識する
能力の鋭敏さを定数 a, 外部要因が認知主体に与え
る影響の大きさを定数 bで表す。a, bは共に 0 5 a,
0 5 bを満たす実数である。以下では、定数 aを認
識度指数、定数 bを背景情報指数と呼ぶ。この時、
対象情報そのものの認識量は a ·N(x)で、対象情報
の認識を変異させる攪乱量は bEで表せる。なお、
実際には対象情報は複数であってもよく、その場
合は a ·N(x) = a1 ·N(x1)+ a2 ·N(x2)+ · · ·+ an ·N(xn)が
成立する。同様に、外部要因 bE も複数要因を合
成した値 bE = b1E1 + b2E2 + · · · + bnEn である。
次に、認知主体が対象情報 Xを情報 Yと対応さ

せる「推論可能性」の程度を示す指標 V を考える。
対象 Yは心的カテゴリーであってもよいし、情報
Xを前件情報とする推論の後件情報であってもよ
い。対象情報と外部要因は基本的に独立している
見なしてよいので、単純な線形的関係を仮定する
と、推論可能性の指標 V は

(3) V = a · N(x) + bE

として表現できる。言うまでもなく、認識度指数
aが小さい時や攪乱要因 E = −1が存在すれば、認
知主体の推論能力は低下し、認識度指数 aが大き
いかあるいは適切な外部要因 bE が存在すれば認
知主体の推論能力は高くなる。

2.3 推論可能性と情報のエントロピー

この推論可能性の指標 V は、推論の後件情報で
ある情報 Yの性質 (情報のエントロピー)によって
も定義することができる。後件情報 Yに関する判
断の安定度は、肯定情報 Yと否定情報 ¬Yがどの
程度大きく違っているかに対応していると考えら
れる。この肯定情報と否定情報との区別の明確さ
は、両者の相対的な比率 (オッズ比) の情報量 (ロ
ジット)によって表すことができるので、このこと
から推論可能性指標 V は、

(4)
V = log2

P(y)
P(y)

と表現できる。ここで、V に関する 2つの関係式
(3), (4)より、

(5)
log2

P(y)
P(y)

= a · N(x) + bE

すなわち

(6) P(y)
P(y)

= exp(a · N(x) + bE)

が成立する。この式 (6) は、情報 Y の情報価と否

定情報 ¬Yの情報価とのオッズ比
P(y)
P(y)

が、対象情
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報の標準化量 N(x) および外部要因 E と指数関数
的な関係を持つことを意味している。肯定情報
と否定情報は背反的な関係にあるため、式 (6) に
P(y) = 1 − P(y)を代入すると、式 (7)を得る。この
式 (7)は簡潔に式 (8)と表現できる。

(7)
P(y) =

exp(a · N(x) + bE)
1 + exp(a · N(x) + bE)

(8)
P(y) =

1
1 + exp(−a · N(x) − bE)

この式 (8) が、認知的関連性に基づく推論の性質
を表す関係式である。すなわち、認知的関連性は
対象情報の認識度指数と外部要因の背景情報効果
によって定義される。この関連性研鑽に従って、カ
テゴリー化や条件文理解など、様々なタイプの推
論が計算される。次節ではまずカテゴリー化の過
程について見てみよう。

2.4 カテゴリー化に対する認識度指数の影響

本節の要点は、式 (8)における認識度指数が、カ
テゴリーの性質に強い影響を与えるというところ
にある。今、話を単純にするため、外部要因の影響
が存在しないものとしよう (すなわち E = 0)。図 1
は、この外部要因が影響しない状況において、認
識度指数が a = 1, 2, 3, 8の場合に、カテゴリーの分
布がどのように変化するかを示したものである。

図 1　認識度指数がカテゴリー化に与える影響

認識度指数が a = 1の場合はカテゴリー化の能
力が線形的であるが、認識度指数が高くなるにつ
れて、境界の傾斜が急峻になり、プロトタイプカ
テゴリーから離散的カテゴリーに移行していくこ
とがわかる。また、認識度指数が高くなるにつれ
て、真なる情報の確信度はより 1に近づき、典型
事例はより高い帰属度を持つ。同様に、偽情報の
確信度はより 0に近づき、周辺事例の帰属度がよ
り低下する。なお言うまでもないが、認識度指数
が a = 0の場合は、いかなる情報に対しても想定
確信度は 0.5 となり、カテゴリー化や推論は完全
に不可能となる。

このように、情報のカテゴリーがプロトタイプ
の性質を持つか離散的な性質を持つかは、対象情
報に対する認識度に依存して決まるのであり、ど
ちらのカテゴリーが標準的かという問題ではな
い。カテゴリー化は認知主体の認識度指数に応じ
て、動的に生成されるものなのである。

2.5 外部要因の影響

次に外部要因の影響について見てみよう。現実
の世界では、対象情報の真理の認識に影響を与え
る外部要因が何らかの形で存在することが多い。
こうした外部要因が存在すると、言うまでもなく
当該情報の真理値や情報帰属度に影響する。
今、促進的な外部要因が存在する状況 E = 1,あ

るいは外部阻害要因が存在する状況 E = −1 を設
定する。また、この外部要因は認識能力と比較し
て弱い影響力しか持っていない状況であるとし、
認識度指数を a = 3,背景情報指数 bをこれより低
い比重となる b = 2 としよう。この時、入力情報
(真理値や前件情報)と出力値 (カテゴリー帰属度や
後件情報の確信度) は図 2 に示すような対応関係
を持つ。赤で示すラインが外部要因の影響がない
場合、青線が促進的な外部要因が存在する時、黄
色のラインが外部の阻害要因が存在する場合の推
論である。阻害要因が存在すると、真なる前件で
あっても後件の出力値が低くなることが分かる。

図 2　外部要因が推論に与える影響

この阻害要因の影響は、「4枚カード問題[15]」に
おける様々な傾向をうまく説明する。すなわち、後
件肯定を満たすカードが選ばれやすいという (数
理論理上は誤った) 傾向や後件否定が明示的に与
えられた時には (見かけ上)数理論理に合致する選
択が増加する傾向、後件に関するカードの生起確
率が (見かけ上)数理論理に合致する選択に影響す
るという傾向は、我々が与えられたの正誤を判断
する時、認知的関連性の推論に基づき [11]、「外部
の妨害要因が存在するか否か」をチェックしてい
ると考えればうまく説明できる。
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2.6 認識度指数と関連性

こうした傾向は、認識度指数に対する背景情報
指数の比重が高くなればなるほど強くなる。換言
するなら、認識度指数の大きさに比べ、背景度指
数が大きくなれば、それだけ認識対象となってい
る情報の顕在性は低下する。以上の議論をまとめ
て、関連性の認知原理を、次のような性質によっ
て表現することができる。

(9) 認知的関連性に関する計算

a. 入力情報 Xと出力情報 Yの認知的関連性：

P(y) =
1

1 + exp(−a · N(x) − bE)

b. 最低限の関連性とは、認識度指数が a > 0
を満たす推論である。

c. 適切な関連性とは、認識度指数が a > bを
満たす推論である。

d. 認知的関連性指数：rc =
a

b + 1

次節では、この関係式に基づき、演繹推論 (含意
と同値)や条件文の理解における語用論上の計算
について論じる。

3. 条件文の語用論的計算
3.1 命題論理の含意・同値

我々の日常推論は命題論理における含意や同値
とは異なった性質を持つ。こうした日常推論の性
質は、特に「4枚カード選択問題 [15]」や反事実条
件文の解釈 [13] [5]といった分野で深く研究されて
いる。しかし、坂原 [9] [10]は、日常言語の推論理
解は基本的に命題論理の計算と同一であり、両者
の違いは語用論上の効果によって引き起こされる
ものであると述べている。本節では、この坂原の
主張を代数的にモデル化してみたい。
まず、一般的な命題論理学で定義されている含

意と同値 (条件法と双条件法)の性質について見て
おこう。含意は前件が真・後件が偽の場合のみ偽
となり、同値は前件と後件の真理値が食い違う時
に偽となる論理演算である。したがって、この関
係を図 1,図 2のような形で表現すると、真となる
領域は次のように表される。

図 3　含意と同値の真理関係

3.2 含意の語用論的計算

形式意味論では、ある言語表現が持つ意味内容
を述語論理によって明示的に表現し、その真理値
を論理子の機能に基づいて計算する。例えば、[stu-
dent(x)→run(x)]という含意表現を持つ意味表示が
あった場合、この述語論理で表された意味論の計
算は図 3に示した真理関係に基づいて行われる。
これに対し、含意表現を含んだ内容の語用論の計
算は (9)に従って以下のように行われる。

(10) a. 含意表現は推論の一種なので、式 (9a) に
基づき行われる。

b. 適切な関連性を仮定する。

c. 前件情報以外に、外部要因として促進要因
が存在する (あるいは阻害要因が促進要因
より優位になることはない)。

(10a), (10b)については、関連性の認知原理の性質
から見て問題ないであろう。(10c)は、「条件文の
語用論的理解には暗黙の前提情報が必要となる」
という坂原 [10]の主張の数学的な表現である。
ここで、実際に語用論上の解釈空間がどのよう

に設定されるのかを見てみよう。今、認識度指数
を a = 3とすると、適切な関連性により背景情報
指数は 0 5 a < 3となり、かつ外部要因は総合的に
促進要因として存在する (すなわち E = 1であり、
E = −1ではない)ため、“X→Y”の語用論的解釈空
間は以下の図に示す色を付けた範囲となる。

図 4　含意の語用論的解釈空間

情報 X, 情報 Y の付値が真か偽かという二値し
か取らないとした場合、図 3の含意表現と同一の
空間をカバーしている。したがって、式 (9a)は前
件・後件について真理値が二値的である場合に、
命題論理の含意表現と同等の計算を行う式である
といってよい。なお、認識度指数が a = 3よりも大
きな値となる場合を考えると、認識度指数が高く
なるほどカテゴリーの境界が急峻になるため、よ
り論理的な解釈に近づく。
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しかし、語用論的解釈空間の最大の特徴は、真理
値 (情報価)を連続量として見た場合、図 3よりも
狭い範囲の状況しか「真」と見なさないという点
にある。この性質は語用論上、重要な意味を持つ。
例えば図 4に示した○A の空間に注目されたい。

この空間は、含意 (図 3)では「真」と判定されてい
るが、関連性に基づく含意の語用論計算では「偽」
と判定されている部分である。他の空間には存在
せず、この空間のみが持っている特徴は、前件が
偽から真に変化しても、後件の真理値はずっと真
であり続けるという点にある。こうした空間を表
す場合、日本語では「XならY」という表現は普通
用いられず、「XしなくてもY)」という表現が使わ
れる。例えば、前件情報を「努力する」、後件情
報を「成功する」とした場合、努力をした時もし
なかった時も結果に違いはなく、いずれの場合も
なんらかの形で成功するような状況が○A の空間
に相当する。こうした状況であっても、意味論と
しては [struggle(x)→suceed(x)]という論理計算でよ
い。しかし、語用論上は、「努力すれば成功する」
という表現と「努力しなくても成功する」という
表現は区別しなければならない。関連性に基づく
語用論計算は、こうしたより適切な表現が存在す
る空間を排除するのであり、語用論の計算として
適切に機能しているといってよいだろう。

3.3 関連性の効果

さらに、「XならY」という表現において、Xの顕
在性が高く、他の外部要因を圧倒している場合、
すなわち情報 Xの情報 Yに対する関連性が高く見
積もられる場合の解釈空間を考えてみよう。関連
性が高くなるということは、認識度指数 aに比較
して背景情報指数 bの値が非常に小さくなること
を意味する。ここで、a = 3に対し、背景情報指数
が認識度指数の 1/10程度の値しか持たない (すな
わち b の値が最大で b = 0.3) とした時、その解釈
空間は次のようになる。

図 5　関連性が極めて高い場合の解釈空間

この図から、情報間の関連性が高い時に語用論と
して許される解釈は、Xが偽であるなら Yも偽、
Xが真であるなら Yも真という解釈であり、かつ
Xの情報価に連動して Yの情報価も変化するよう
な空間のみとなることが分かる。これは命題論理
でいうなら「同値 (双条件解釈)」にほぼ相当する
計算 (図 3の右図参照) であるといってよい。換言
するなら、同じ意味論の表示 (X→Yという論理表
現)から、関連性の程度にしたがって「含意解釈」
と「同値解釈」のいずれかに極めて近い解釈が、
関連性に基づく語用論計算によって自然に得られ
るのである。

3.4 反事実条件文の解釈

田窪 [14] や郡司 [3] は、日本語の反事実条件文
の特徴として、以下のような性質を挙げている。

(11) a. 前件の偽が明確であること。

b. 「～している」のような状態性の表現がし
ばしば用いられること。

c. 後件に現実世界と対応のつく異なる時空
間を指定する表現 (例えば「いまごろ」、「～
したところだ」など)がしばしば用いられ
ること。

(11b)の性質は、「あの薬を飲んだら死んでしま
う」という「一般的な特性」かあるいは単一の事
態であっても「複数の可能世界を探索する」よう
な一般的な条件文と反事実条件文との違いを明確
に表している。すなわち、「あの時薬を飲んでい
たら、今頃死んでいたところだ」という反事実条
件文は「単一の事態」であり、また「現実と接近
可能な可能世界」を取り出す機能を持つ。
図 4, 図 5 に示した解釈空間は、個別事態の集

合や複数の可能世界の範囲を示したものである。
(11b)の状態性に関する表現は、この範囲の中から
あるポイントを決め、そこから「一本のライン (世
界線)」を選び出す役割を果たす。(11c)の特性は、
この世界線を辿って表現された「反事実の空間」
から対応する「現実の空間」に行き着く指令と見
なすことができる。図式するなら (図 6)、まず「あ
の薬を飲んでいたら、今頃死んでいたところだ」
という条件文から、「今頃死んでいたところ」に
相当するポイント H が決定される。この時点で、
まず外部要因に決して阻害要因がないことが保証
される。なぜなら図 2から分かる通り、阻害要因
が存在する場合、ポイント Hに相当する部分に世
界線が届いていないからである (「今頃死んでい
たかもしれない」という表現なら阻害要因がある
場合も考慮できる)。Lewis [5]で議論されている通
り、反事実条件文の解釈において、後件の実現を
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阻害する現実世界にはあり得ない要因は適切に排
除しなければならない。「ところだ」表現などは
こうした阻害要因を排除する指令であると見なす
ことができる。

図 6　単一状態と世界線の決定

次にこのポイント Hから伸びる世界線を一本選
択し、(11a)より前件の偽が明確であるので、現実
の空間は前件の falseに相当する部分に存在するこ
とになり、その部分まで選んだ世界線を辿る。こ
こでまず、図 6の範囲内で、上のラインに近い世
界線を一本選び取り (図中の黄色の線)、この世界
線を辿るとしよう。この場合、現実空間に入って
も、後件の真理値は「反事実」の真理値とほとん
ど変わらないままである。これは仮想世界と異な
る時空間を辿らせるという (11c) の指令に合わな
い。この結果、反事実条件文の解釈は、図 4の範囲
内にある下のラインに近い世界線を辿る場合が関
連性の高い語用論解釈となる。これはほぼ図 5の
範囲内にある世界線に制限されるということであ
り、前件が偽である現実空間での解釈としては、
後件も偽となる解釈が優位に選択される。また、
図 5の世界は双条件解釈 (同値解釈)が成立する世
界であるため、X →Y が成立するなら、¬X →¬Y
も成立しやすくなり、誘導推論を起こしても問題
のない解釈世界であることも重要である。
誘導推論については、次のような議論も可能で

ある。「薬を飲んでいないので、今も生きている」
という条件文と、「あの時薬を飲んでいたら、死
んでいたところだ」という反事実条件文を比較し
た場合、関連性計算において重大な違いが存在す
る。つまり「薬を飲む」という要因以外に、「死ぬ」
ことをもたらす外部要因がそれほど大きくないの
に対し、「生きている」ことをもたらす要因は対
象情報である「薬を飲んでいない」ということ以
外にも無数の外部要因が挙げられるという違いで
ある。すなわち、「薬を飲んでいないので、今も生
きている」という条件文では、外部要因の価値を
決める背景情報指数が高くなるのに対し、「あの

時薬を飲んでいたら、死んでいたところだ」とい
う反事実条件文では背景情報指数をほぼゼロに押
さえ込める。これは反事実条件文の解釈を図 5の
範囲内に制限する効果を持つと共に、対象情報の
顕在性・関連性を高くする効果も持っている。反
事実条件文がそれに対応する他の条件表現よりも
価値を持つのは、こうした関連性の高さにあると
いってよいだろう。
反事実条件文をこうした語用論計算によって解

釈するメリットは他にもある。Stalnaker [13]は、反
事実条件文の確率値は一般的な条件文の確率値と
同じく条件付き確率 P(y|x)で計算できると述べて
いる。しかし、この確率解釈では Triviality Problem
という大きな問題が生じると共に、現実にはその
事態が生じていないため、0を 0で除算する演算
を行うことになり、確率値自体を決定できない (た
だし、演算不能なのではなく演算不定になる点に
注意されたい)。しかし、本稿のアプローチでは、
解釈空間内の情報量が完全な真や偽 (情報価が 1
や 0)になることはなく、良くて 1や 0に近い値に
収束するだけであるので、反事実条件文であって
も条件付き確率 P(y|x)の計算が完全な形で可能で
ある。また、これによって、反事実条件文自体も
真なる言明として受理し得る。

3.5 知識と想定

関連性の語用論計算において、命題の情報価が
完全に 1や 0になることはなく、1や 0に近い値に
収束するだけであるという性質は哲学的にも意義
を持つ。
プラトンの『テアイテトス』や『メノン』から

現在に至る認識論の歴史において、「認識主体Sが
命題Aを知っている」ということは、「Aが真であ
るということをSが確信しており、Aが実際に真で
あり、Aが真ということをSが確信する当然の理由
がある」ことが基本的条件であると考えられてき
た [1]。簡単に言うと、「知識とは正当化された真
なる想定」ということである。誤っていると分かっ
ていることを信じ続けるのは知識ではないし、自
分で正しいと思いこんでいても、それが正しくな
ければ知識とはいえない。また、あることを信じ
ていて、その内容がたまたま正しいことであった
としても、その正しさが「まぐれ当たり」である
なら、それは知識とはいえない。知識と想定の大
きな違いはこの点にある。偽である何かを信じる
ことはできるが、偽である何かを「知る」ことは
できない。
問題となるのは、どのような条件を満たせば「正

当化された知識」といえるのかという点にある。
古くから、正当化の条件とは、十分な証拠に基づ
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いていることだと考えられていた。しかし、強い
証拠主義に立つと、ほぼ全ての想定が知識とは言
えなくなる。帰納推論は不確実性を持ち、多くの
証拠を集めても次の瞬間に反例が見つかるかもし
れない。演繹推論でも、命題に十分な証拠を求め
続けると、ある命題の証拠となる別の命題を次々
と求めなければならず、直接感覚所与以外の情報
について無限後退に陥る。直接感覚さえも、偶然
のあり得る世界においては正当性が保証されると
は限らない。これはゲティア問題 [2]として知られ
ているもので、例えば、証拠主義に基づくと「私
の前方に多くのロウソクがある」という言明が知
識であるためには、i)私は「私の前方に多くロウ
ソクがある」と確信しており、ii)客観的に私の前
方に多くロウソクが実在しており、iii)私の目は正
常で、確かに目の前に多くのロウソクを見ている
ので、想定 i)は視覚により正当化されている、と
いう検証を行えばよいことになる。しかし、実は
前方に鏡があり、私は背後にある多くのロウソク
の鏡像を見ているのだが、鏡に気づいておらず、
また前方の鏡の裏に全く同じ様でロウソクが立っ
ている (前方にロウソクが実在する)という状況下
でこうした認識を行ったに過ぎない時、「私の前
方に多くのロウソクがある」という言明は知識と
いえそうもない。
哲学的にこの証拠主義の問題点を克服するすた

めには、正当化の条件を認識主体の活動のみに限
定するのではなく、認識主体の外部に求めること
が必要になる。いわゆる認識論の外在主義である。
しかし、関連性に基づく語用論計算を導入すると、
こうした議論とは別の論考も可能である。認知的
関連性に基づく推論では、外界のどのような情報
であっても、認知的に絶対的な真となるものはな
い。いかなる情報であっても、常にわずかながら
偽である可能性を残す。また、式 (9a)は入力と出
力が一対一の関数関係を持っているので、心的情
報から外界の真理値を abduction (仮説推論)によっ
て導出することもできる。すなわち、心的価値が
完全な「真」でなくても、abductionによって外界の
真理値を「真」と判定できることもあるというこ
とになる。こうした推論過程の結果、知識は「真
なる情報」という定義ではなく、「関連性が高く、
真と見なしうる情報」と言い換えることができる
ようになる。

4. 他の論理計算
4.1 連言

命題論理では、連言と否定 (nand)あるいは選言
と否定 (nor)という論理子さえあれば、全ての論理

表現が可能になる。同様に、含意と否定の論理子
を用いても、全ての論理表現が可能である。例え
ば、連言 X ∧ Yは ¬(X→¬Y)として、選言 X ∨ Yは
¬X→ Yとして表現できる。含意の語用論計算が
式 (9a)で可能なので、このトートロジカルな性質
を用いれば、連言や選言の語用論計算も可能とい
うことになる。
まず、否定を P(y) = 1 − P(y)として計算できると

しておこう。この条件の下で、連言の語用論的解
釈空間は次のような範囲に限定される。Aの情報
価値にほぼ連動する形で Bの情報価値が決まって
いる点に注目されたい。すなわち、連言の語用論
計算における解釈では、Aの真理値が完全に偽 (真
理値が 0)であるなら、Bの真理値も完全に偽と判
断されるが、Aに少しでも真である可能性があれ
ば (その可能性が unknownより小さく、偽である可
能性が高い場合であってもかまわない)、Aの可能
性に連動して Bが真である可能性も増加すること
になる。

図 7　連言の語用論的解釈空間

この結果、連言の解釈空間は図 5で見た同値解
釈の語用論的解釈空間と多少似たものとなってい
る。これは、英語の「命令文＋and構文」や「外に
出ると、きれいな景色が見えるよ」といった言明
が条件文に解釈されやすく、かつ法則的解釈を受
けやすいという特性に一致する。
また、X and Yと Y and Xの解釈空間が一致しな

いのも語用論計算の特徴である。これは「彼が帰っ
てきた。そして彼はご飯を食べた」という文が「彼
がご飯を食べた。そして彼は帰ってきた」という文
と一致しないといった現象に対応する。Griceの会
話の公準のうち、適切な順序で話せというマナー
の公準にも関係する性質といってよい。なお、こう
した非対称的な特性は、連言を P(xy) = P(x) ·P(y|x)
として計算する条件付き確率を用いても同様に導
出でき、本アプローチの特徴というより、含意と否
定を基本論理子に用いる体系が持つ特性である。
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4.2 選言

選言の語用論的解釈空間も、連言と同じく含意
と否定を用いた ¬X→Y という論理式から計算で
きる。この場合、¬Xの情報価は P(x) = 1 − P(x)と
して計算も、あるいは T の符号を反転させるだけ
でもかまわない (数学的には等価な結果となる)。
この時、選言の語用論的解釈空間は次のような範
囲を持つ。

図 8　選言の語用論的解釈空間

選言で常に問題になるのは、包含的選言 (inclu-
sive disjunction) と排他的選言 (exclusive disjunction)
との違いである。図 8では、上の世界線が包含的
選言のラインに相当し、下の世界線が排他的選言
のラインに相当すると考えて良い。ただし、数理
論理の計算と違う点は、包含的選言の世界線にお
いても、Xの情報価が高くなるにつれて Yの情報
価が低くなっているというところにある。すなわ
ち、語用論的には、包含的選言であっても、排他
的選言の性質を微妙に持っているということにな
る。この性質は、選言においてしばしば排他的選
言に偏る解釈を生み出す理由と考えられる。
包含的選言と排他的選言の解釈を決定する要因

については、3.2節・3.3節で述べた推論の語用論
的特性と同じことが成立する。まず、包含的選言
に相当する上の世界線は、背景情報指数が認識度
指数に近い数値を取る関連性の低い解釈である。
一方、排他的選言に相当する下の世界線は、背景
情報指数が 0となる場合の解釈であり、対象情報
の顕在性が最も高い、よい関連性を持った解釈と
いえる。すなわち、包含的選言に解釈されるか排
他的選言に解釈されるかという違いは情報の顕在
性に帰着される語用論的な性質であって、意味論
上は区別されていないと考えて良いだろう。

4.3 否定

関連性に基づく語用論計算において最も問題
を含んでいるのが否定の演算である。本稿のアプ
ローチにおいて、否定の計算は次の 2種類が可能

である。

(12) a. 情報価 N(x), E の「±符号」を単に入れ替
える。

b. P(y) = 1−P(y)により分布全体の特性を計算
する。ただし、何らかの文脈情報が設定さ
れている時には、その当該文脈情報の情報
価を掛けることにより、文脈効果を除去す
る。逆に、文脈の拘束が必要な場合にはそ
の当該文脈情報の情報価で割り算を行う。

否定計算において問題となるのはここでも情報
の顕在性、すなわち背景情報指数の効果である。
まず、背景情報指数が 0である時を見てみよう。こ
の時には (12a), (12b)で「最終的に」求められる値
に違いは生じない。以下の図に見るように、どの
ポイントをとっても両者の値は一致する (例とし
て Xが真となる場合の否定値の範囲を示す)。

図 9　顕在性が高い場合の否定解釈空間

一方、外部要因が存在し、背景情報指数が 0より
大きい場合には、どのポイントをとっても両者の
値は食い違う。促進的な外部要因が存在する時に
は、(12b)のほうが小さな否定想定値を持ち、逆に
外部に妨害要因が存在する場合には (12b)は (12a)
よりも大きな否定想定値を持つことになる。

図 10　顕在性が低い場合の否定解釈空間

今仁 [4]は、自然言語における否定には、「スイッ
チ型の否定」と「計算型の否定」があると述べて
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いる。(12a)は対象情報の付値 N(x),外部要因の付
値 E の±符号を単に入れ替えるだけであるので、
スイッチ型の否定に近く、(12b)は分布全体の否定
空間を計算するため、「計算型の否定」に近い演
算と考えられる。その点では語用論計算として意
味のある違いともいえるが、スケールを持つ量化
子の計算などで必ずしも自然言語の解釈と一致し
ない予測も行ってしまうため、この否定の語用論
計算の特性については、今後の課題としたい。

5. まとめ
本稿では関連性の認知原理に基づき、認知的関

連性の計算論的性質を定義し、それが推論をはじ
めとする論理計算にどのような影響を与えるのか
を論じた。議論のポイントは以下のようにまとめ
ることができる。
• 認知過程の基本は関連性を考慮した推論で
ある。
• カテゴリー帰属度の計算も、論理的推論の計
算も全て同一の計算式で実行可能である。
• 情報の顕在度は、対象情報を処理する時にか
かる認識度指数と外部情報を処理する際にか
かる背景情報指数との比重によって決定され、
これが認知的関連性の高さを決定する。
• 述語論理に基づく意味表示から、論理の真理
値計算と平行して、語用論的計算の実行が可
能である。
• 双条件解釈・誘導推論・排他的選言といった
解釈の揺れは、認知的関連性 (情報の顕在性)
の程度、すなわち認識度指数と背景情報指数
との比重によって自動的に導出される特性で
ある。
• 語用論計算では、完全な真あるいは完全な偽
という状態はあり得ない。外界情報が完全に
真なる情報を持っていても、心的情報として
はわずかに偽の可能性を残しながら語用論計
算が行われる。
• こうした特性が、反事実条件文の確率論的解
釈を可能にすると共に、厳密な「真」という
定義に基づく認識論とは違った形で、「知識」
の定義を可能にする。

なお、本稿では関連性に基づく帰納推論・仮説推
論の特性については論じることができなかった。
式 (9a) は、いわゆるロジスティック回帰の特性を
持っているため、帰納推論や仮説推論の実行にも
使える式となっている。この点については、また
稿を改めて論じてみたい。
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Abstract 
This study examined influence of the sentence-final 

particle “kedo” on memory in order to compare the 
effect of sentence-final particle “no” in previous 
studies.  “Kedo” implies that the present utterance is 
unfinished and some reverse situation will be followed.  
“No” implies a speaker’s unsettled intension. The 
difference in the effects of the two particles on 
memory would clarify the function of the “no” in  
local chains of communication.  The result suggested 
that sentence-final particle “no” tacitly tempts 
co-involvement in what the speaker thinks about, 
which promoted memory.   
 

Keywords ―  Sentence-final particle, Sentence 
memory, Discourse 
 
1. はじめに 
本研究では，談話場における相互行為の局所的

連鎖を引き起こす言語指標の中でも文末詞に焦点

をあて，そのメッセージの受け手への影響を解明

することにより，相互行為を成り立たせている文

末詞の働きを理解しようとする．なお，「相互行為」

とは，メッセージの送り手と受け手が同じ「場」

に居合わせ，そこで送り手からのメッセージに対

して，受け手が何らかの応答を行うことを指す

（Goffman, 1981）[1]．「場」は共時共在でなくと

も，SNS（Social Network Service）のようなネット

ワーク上の対話場であってもよい．そのような相

互行為が生起する「場」を本稿では「談話場」と

呼ぶ． 

談話場では「よ」や「ね」に代表される文末詞

が多く使用される．談話場で使用される「よ」や

「ね」については，相互行為の局所的連鎖に与え

る影響や機能が明らかにされてきた．しかし，「よ」

や「ね」に比べて使用される頻度が低い文末詞「の」

については，その局所的相互行為に与える影響は

未だ解明されていない部分がある．また，女性が

使う文末詞として知られているが，なぜ談話場に

おいて女性が使用するかについては，未だ十分な

説明が提供されていない．そこで，本研究では文

末詞「の」に焦点をあてて，談話場における局所

的な相互行為に与える影響を検討した． 

文末詞「の」の代表的な用法は，大辞林第二版

（2006）の終助詞の項を整理すると，以下の 3 種

である[2]． 

1)（下降調のイントネーション）語調をやわら

げつつ聞き手を意識した主観的断定を表す．「私は

これが欲しいの．」 

2)（上昇調のイントネーション）疑問文の末尾

の「か」を略したものとして質問の意を表す．「何

を話しているの．」 

3)（下降調の強いイントネーション）命令の意

を表す．「とにかくすぐに連絡するの．」 

本論で問題とするのは，「の」のみで文末形式が

完了する 1)と 3)の場合である． 

まず，文末詞「よ」と「ね」が談話場でどのよ

うな働きを持つかを概観する．｢よ｣や｢ね｣が話し

言葉の場で使用される現象については，共同注意

の観点から説明が試みられてきた．守屋（2006）

によれば，対話場面では話し手と聞き手が共同注

意体勢にあることが保証されている．そのような

場で話し手がモノ・コトに対する主観的な捉え方

を投げかけたとき，「よ」はその捉え方に聞き手が

注意するように促し，「ね」は主観的対象を共同注

意の対象，すなわち間主観的対象に転換させて共

同注視を促す[3]． 

これらの働きが成り立つ根底には，談話場での
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相互行為は情報内容の正確な伝達のみではなく，

参加者らが互いに馴染み，交流し，動的に変化す

る心情的距離感を確かめつつ筋書きのない相互行

為を楽しむことがある．すなわち談話場には人間

関係を築き，円滑な共生を保ちながら，メッセー

ジの送り手も受け手も相互行為の進行によって変

動する状況に身をおきながら，暗示される心理的

な手がかりを感知して，局所的な連鎖をつなぐ活

力あるコミュニケーションの姿がある[4]．この相

互行為の力動的局所連鎖に，文末詞は重要な役割

を果たす．  

例えば，山森（1997）によれば，「ね」は話し手

が認識していた先行状況の変更を示唆せず，以降

もそれが保たれることを暗示する（①）．「よ」は

現行発話が先行状況と非整合的であるとの送り手

の認識を示し，会話文脈を新たな局面へと展開さ

せる（②）[5]．これらの機能は受け手が状況に関

する送り手の認識や心情を推論し易くし，適応的

な相互行為の生成を可能にする． 

  いつものように正確な作業ですね ① 

  あのー，財布が落ちましたよ．  ② 

  私は赤い色にするの       ③   

一方「の」は現行発話が先行状況を引き継いで

いるか，新たな局面へと展開させようとするかを

曖昧にしたままメッセージを投棄させる（③：「ね」

でも「よ」でも交換可能であり，先行状況との関

係があいまいである）（伊東・永田, 2007）[6]．し

たがって談話場における受け手が共同注意体勢に

あれば，彼らは投棄された曖昧な主観に関与せざ

るを得ないと推察される．なぜなら日常会話の自

然な局所的連鎖は投機的行為を支える行為

（grounding）によって成り立つからである（岡田, 

2001）[7]． 

送り手の認識や心情が曖昧なままメッセージが

投棄される状況を暗示する「の」が受け手に与え

る影響については，先行研究により，日記風文章

の文末に「の」が付加されると，女性の受け手は

送り手に対して親しみを感じること，受け手の性

別に関わらず送り手の「聞いてほしい」「共感して

ほしい」「関わりを持ちたい」「受け手の何らかの

反応を期待している」といった意図が知覚される

ことが示されてきた（伊東・永田, 2007）[6]．こ

の研究結果は，文末詞「の」を使用することによ

り，共同関与を誘う間主観的な心理場が発生する

ことを示唆する．このような働きはメッセージの

処理にも実質的な影響をもたらすと考えられる． 

伊東（2010）は，文末詞「の」の使用がメッセ

ージの送り手の印象形成や意図の感知に影響を与

えるだけではなく，メッセージ内容の記憶を促進

することを報告した[8]．ただし，メッセージ内容

の記憶が促進される現象については，未完のメッ

セージが記憶の緊張を維持する効果，すなわちツ

ァイガルニク効果（Zeigarnik, 1967）[9]である可能

性も考えねばならない．なぜなら文末詞「の」は

現行発話に対するメッセージの送り手のコミット

の仕方が曖昧であり，その意味で完結しない意図

を投棄されるからである． 

ツァイガルニク効果であれば，遅延再生におけ

る記憶低下の緩和が認められるはずである．しか

し，文末詞「の」を付加した場合は直後再生時か

ら記憶成績が優れており，遅延再生時の記憶低下

は宣言文の場合と同様であった．このため，文末

詞「の」の使用による記憶促進効果は局所的に共

同関与を誘う場を生成する働きによるものと推察

されるが，メッセージが未完であることが明確な

文末詞を使用して記憶への影響を調べ，異なる影

響が認められるかを確認する必要がある． 

そこで，本研究では，文末詞「けど」を用いて

記憶実験を行い，記憶への影響を分析した．その

結果と文末詞「の」を使用した場合の結果を比較

することにより，文末詞「の」の記憶への効果が

何に起因するものかを検討することを目的とした．

「けど」はメッセージが未完であることと新たな

展開が続くことを暗示する．「けど」の使用により

遅延再生時の記憶低下が緩和されるならば，その

働きはツァイガルニク効果と考えてよいであろう．

その場合は，文末詞「の」の記憶への影響は，共

同関与を誘う間主観的な心理場によるものと考え

てよいであろう． 

以上を考慮して，新たな展開が未だ述べられて
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いないことを暗示する文末詞「けど」を用いて，

メッセージの記憶への影響を調べる実験を行った． 

  

2．文末詞「けど」を用いた記憶実験 

刺激材料 基本形は「～を・・したい」という短

文である．目的語と動詞が一意に決まりにくい以

下のペアを選び，宣言文と「けど」付加文，各々

20 個，計 40 個を作成した． 

「本を売りたい」「鳥を飼いたい」「飴を作りたい」 

「色を選びたい」「壁を変えたい」「森を走りたい」 

「友を送りたい」「柿を食べたい」「道を知りたい」 

「笛を習いたい」「庭を歩きたい」「里を訪ねたい」 

「店を開きたい」「足を鍛えたい」「靴を買いたい」 

「貝を並べたい」「兄を呼びたい」「窓を飾りたい」 

「海を渡りたい」「夢を与えたい」 

A4 ボール紙中央に MSP ゴシック，黒色，80 ポイ

ントで各刺激文を印刷した． 

参加者 大学生男女 26 名が参加した． 

手続き 演習授業を利用して行い，2 グループ

（13 名×2）が参加した．各刺激文の提示時間は 3

秒，提示時間間隔は 4 秒として，宣言文と「けど」

付加文が混在した 20 個の刺激文を提示した．刺激

文の提示は，刺激用紙を提示しながら読み上げた．

本試行の前に練習試行を行った． 

提示時間間隔の 4 秒は，先行研究の場合（2 秒）

より長い．これは「けど」直後に出現する宣言文

が結論のようになることを避けるためである．ま

た教示についても個々の刺激文の個別性を示すた

め，「これから示す複数の文は，ある女子学生のい

ろいろな願望を表しています．各文を個々の願望

として，文内容を記憶して下さい」とした． 

 刺激文の文末形態の順序と刺激文の配置  

宣言文と「けど」付加文は 2 連を許し，かつ最

初あるいは最後のいずれかが文末詞付加文である

以外は，任意に提示順を決めた．系列の 1 番目が

文末詞付加文であるAタイプと宣言文であるBタ

イプを用いた．各系列位置にどの刺激文を配置す

るかについては，グループ毎にランダマイズした． 

 記憶テスト  

直後自由再生と 1 週間後の遅延自由再生を行っ

た．再生時間は 5 分である．参加者は遅延再生に

ついては知らされていない． 

結果  

本研究では談話の流れの中に埋め込まれたメ

ッセージの記憶を想定している．このため，記

憶実験において認められる系列位置曲線（Ｕ字

曲線）の底辺部に相当する項目を対象として記

憶成績を比較すれば，談話中に文末詞が出現し

た場合の局所的記憶への影響を分析できると考

えた（伊東, 2008）[10]．そこで系列位置曲線に

関する古典的論文である Glanzer & Cunit（1966）

[11]と Glanzer（1972）[12]における複数の実験

について，正再生率が U 字の底辺に相当する範

囲を換算した．この換算に基づき，初頭効果と

新近性効果の影響がない 6 番目から 13 番目を分

析対象とした．なお，この範囲の刺激は各条件

について 4 個ずつ含まれている． 

直後再生：「けど」付加文と宣言文の平均再生

率（SD）は，.31(.22)と.41(.28)であった．t 検定

の結果，宣言文の方が成績が良い傾向が認めら

れた（p=.07）． 

遅延再生：平均再生率（SD）は，.15(.18)

と.19(.23)であり，検定の結果，差は認められな

かった． 

記憶低下率：.16（.08）と 22（.14）であり，t

検定の結果，「けど」付加文の方が記憶低下が緩

和される傾向が認められた（p=.08）． 

 

3．考察 

文末詞「けど」の記憶に与える影響は，先行

研究で認められた文末詞「の」を使用した場合

と異なった．文末詞「けど」では宣言文に比べ

て直後再生では記憶成績が劣る傾向にあったが，

遅延再生時の記憶低下は少ない傾向にあった．

一方，文末詞「の」を使用した場合は，直後再

生の時点でより良く記憶されており，遅延再生

時の記憶低下は文末詞付加文でも宣言文でも同

様であった[8]．文末詞「けど」の効果は記憶内

容の保持に影響を与え，一方，文末詞「の」は，

メッセージ内容を処理するときの注意喚起に影

響を与えることが示唆される． 

守屋（2006）が述べるように，対話場面では

話し手と聞き手は共同注意体勢にある[3]．文末

詞「の」が付加されたメッセージは，送り手の
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関心事を間主観的な対話場に投棄することによ

り，受け手がその関心事に関与することをアフ

ォードし，共同関与状態に誘
いざな

う働きがあると推

察される．事実，伊東・永田（2007）は文末詞

「の」が付加された場合は，男性において宣言

文の場合より話を聞く姿勢になることが報告さ

れている[6]． 

文末詞「の」がメッセージの送り手の関心事

に受け手が関与するよう誘
いざな

う働きがあるとし

ても，その語調は控えめで柔らかい．そのため

受け手に不快感を与えにくい．女性には利用し

やすい文末詞といえよう．またメッセージの送

り手の関心事への関与を誘
いざな

う働きがあるから

こそ，下降調の強い語調での使用は命令として機

能するのであろう．もっとも，この用法は，一種

の待遇表現である．目下の相手や極めて親しい相

手にしか使えない．あるいは動的に変化する相手

との距離感や志向性をとらえた上での使用が求め

られる．このような相手配慮や状況配慮が求めら

れるために[13]，場の雰囲気や相手との状況的な

関係性が把握しやすい談話場でのみ使用されるの

であろう． 

 文末詞「の」の用法を冒頭で説明したが，そ

の中で 1)では語調をやわらげながら聞き手を意

識した主観的断定を表すと記述した．より強く

主張したいのであれば「よ」が用いられるであ

ろう．なぜ「の」なのか．単に女性が語調をや

わらげるためなのか．伊東[6][8][10]による一連

の先行研究と本研究の結果に基づけば，「の」は

メッセージの送り手の関心事に受け手が関与す

るように誘
いざな

い，記憶をも促進する．しかも，語

調はやわらかく不快感を与えにくい．メッセー

ジの送り手が受け手に暗黙のうちに控えめに影

響力を及ぼしたいときには，使い勝手の良い言

語要素である．意図的な修辞表現として使用す

ることも可能であろう． 

 今後は使用例を収集して，文末詞「の」の談

話場における隠された働きと用法をさらに明ら

かにしていきたい． 
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Abstract
This paper presents a quantitative research in which

the gradual process of language acquisition assumed by
the usage-based theory (e.g., [9]) is verified under an
exemplar-based formal model known as Pattern Lattice
Model (PLM). Specifically, using transcribed speech data
produced by three infants included in a corpus[3] in
CHILDES database[8], i) (syntactic) patterns were gen-
erated, ii) productivity of each pattern was computed, and
iii) for each of three infants, the averages of productiv-
ity were compared among the three developmental peri-
ods. As a result, productivity of patterns is found to in-
crease gradually with age, which verifies the assumption
of usage-based view.
Keywords — Pattern Lattice Model (PLM), language
acquisition, productivity, Usage-based Model of lan-
guage

1. はじめに
「用法基盤 (Usage-based)」の習得モデル (e.g., [9])
では幼児は具体的な一語文から始まり徐々に抽象
性・一般性を獲得していく段階的な文法獲得プロ
セスを経ると考えられる．このプロセスは，例え
ばBorensztajnらによる「データ指向構文解析 (Data-
Oriented Parsing, DOP)」(e.g., [1])の枠組みを用いた
CHILDESデータベース [8]内のコーパス分析 [2]な
どで実証的・定量的な検証が行われている．
本稿では，このような検証の一つとして，「パター
ン束モデル (Pattern Lattice Model, PLM)」[4, 6, 7, 10]
を用いた幼児発話の分析を提示する．具体的には，
PLMの定義する「パターン」の生産性を測定し，年
齢を経るに従って生産性が増加することを示す．
本稿の目的は，1)用法基盤の統語発達プロセスの
定量的・統計的検証を強化すること，及び，2)こ
の検証を通してPLMの妥当性を示すことである．

2. パターン束モデル (PLM)
パターン束モデル (PLM)は，[7]によって提案さ
れたヒトの言語知識のモデルである．PLMでは，
ヒトの言語知識は具体的な言語事例とその「索引
(indices)」の集積であると看做され，言語形式に関
する知識 (≈統語知識)は以下で定義するパターン
の体系であると考える．パターンは言語事例に対
する形式的な索引とされる．

PLMでは，具体的な言語事例e (e.g., (1a))の適切
な分節化T (e) (e.g., (1b))に対し単一の分節を変項
Xで変項化したものをパターンと定義し，この変
項化を網羅的に行い得られたパターンのべき集合
(e.g., (1c))を事例eのパターン集合P(e)と定義する
[7, pp. 670-671]．

(1) a. I am a boy.

b. [I, am, a, boy]

c. {(I, am, a, boy), ( , am, a, boy), (I, am, a, ),
(I, am, , boy), (I, , a, boy),( , am, a, ),
( , am, , boy), ( , , a, boy), (I, am, , ),
(I, , a, ), (I, , , boy), ( , am, , ),
( , , a, ), ( , , , boy), (I, , , ),
( , , , ) }

分節化のモデルは独立の基準で評価される必要が
あるが，本稿では，「単語分節 (word-segmentation)」
と同一視する．

P(e)は任意の二つのパターン pi, p j ∈ P(e)におい
て，(2)の関係を満たす場合に [pi is-a p j]となる半
順序集合，「パターン束(Pattern Lattice)」L(e)を構成
する ([7, p. 671], [4, p. 412]):

(2) n個の分節を持つ pi = [si1, si2, . . . , sin]，p j =

[s j1, s j2, . . . , s jn]のk番目の分節をそれぞれ sik,
s jkとして，全てのk (1 ≤ k ≤ n)において，

a. sik = s jk

b. s jk =変項
のいずれかが当てはまる場合
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パターン束の階層rankは非変項=定項の数で定
義される．束の頂点はrank = 0のパターン，底は事
例である．

_

I _ _ am _ _ a _ _ boy

I am _ I _ a _ I _ boy_ am a _ _ am _ boy _ a boy

I am a _ I am _ boy I _ a boy _ am a boy

I am a boy

図 1 e = I am a boyの場合のL(e)
(Pattern Lattice Builder [7]で作成)

n個の事例の集合E = {e1,e2, . . . ,en}に対するL(E)
は個々の事例eiに対するL(ei)を結合したものであ
るが，その際には，長さ=分節数の異なる事例間
のLには互換性がないため，連続する変項を単一
の変項に縮約するという処理を行う.1) このよう
にして得られたパターンの集合から，何らかの尺
度でパターンの「有用性」を測定し，ある閾値を
超えたものを「良いパターン (good patterns)」と認
定する．

_

I _

_ am _

_ a _

_ boy

_ not _

I am _

I _ a _

I _ boy

I _ not _

_ am a _

_ am _ boy

_ am not _

_ am _ a _

_ a boy

_ not a _

_ not _ boy

I am a _

I am _ boy

I am not _

I am _ a _

I _ a boy

I _ not a _

I _ not _ boy

_ am a boy

_ am not _ boy

_ am _ a boy

_ am not a _

_ not a boy

I am a boy

I am not _ boy

I am _ a boy

I am not a _

I _ not a boy

_ am not a boy

I am not a boy

図 2 E ={I am a boy, I am not a boy}の場合のL(E)
(Pattern Lattice Builder [7]で作成)

ここで言うパターンの「良さ (goodness)」とは，
そのパターンの(資源としての)「再利用可能性(re-
cyclability)」のことである．多くの事例に共有され
るパターンは，それだけ i)既に再利用の実績を持
ち，ii)それ故に以後も再利用されるポテンシャル
が高いパターンということになる.2)

1)これは「変項の再帰的単純化 [7, p. 671] (RSV)」と呼ばれる
処理の簡略版である．本来のRSVは，連続する l個の変項列X
と l −1個の変項列X ′に対して [X ′ is-a X ]とする処理である．
RSVは，従って，ラティス上で同一のランク内に is-a関係を持
つパターン対が生じることを許す処理となっている．このこ
とは束論上は問題ない (=問題なく上限と下限を定義できる)
が，パターン束の構造上はやや問題を孕む．このことに理論
的な整合性を付けるには，ラティスに「奥行き」という概念
を導入し，他次元の構造を考える必要が生じる (黒田航, p.c.)

2)ただし，上述の通りPLMは言語記憶の実体は「事例 (ex-
emplars)」であると考えるので，正確にはここでの「再利用可
能性」とはパターンの再利用可能性ではなく，そのパターン

3. 仮説
幼児の言語発達の実態を鑑みると，PLMの想定
から，以下の仮説が導かれる:

(3) a. 幼児の統語発達とは，PLMの定義する「パ
ターン」の発達である．

b. 補足: パターンの発達とは，
i) 利用可能なパターンの総数が増え，

ii) 個々のパターンがより生産的に複数
の表現に流用できるようになる

ことである．

例えば幼児が「一語文 (Holophrases)」など変項を含
まない具体的で短い表現から産出を始めるという
事実は，上に述べた「良いパターン」と認定され
る条件から，よく使われる決まり文句 (e.g., Hello,
I wanna do it)や語彙レベルのパターン (e.g., Phone,
Make)[9]がいち早く流用可能となるということか
ら説明可能である．
この仮説からは，次のことが予測される:

(4) PLMのパターン生成アルゴリズムを用いて幼
児の発話からパターンを生成した場合，その
総数及び生産性は年齢を経る毎に上昇してい
くはずである.

以下で，このことを調査によって検証する．

4. 調査
4.1 データ
データには，Borensztajnら [2]と同様，CHILDES
データ内のBrown コーパス [3]における幼児本人
(Adam, Eve, Sarah)の発話のみから，言い差し・重
複 (“+. . . ,”や“+/.”，及び“+,”でマークされる)や休止
(“#”でマークされる)の含まれる発話を取り除き，
データ量の観点のみから3分割したものを利用し
た.3) 表1に各データの概要を提示する．
この3分割は今述べたようにデータ量が3分の1
ずつになるように行ったものであり，発達の段階
や幼児間の年齢の対応は考慮されていない．

4.2 PLMの適用
3幼児× 3データ計9種類のデータに対し，先に
提示した方法でパターン集合を生成した.4) ただ
を (共)有する事例の再利用可能性を意味する．

3) CHILDESは大人(主に養育者)と幼児との自然な対話のデー
タベースであり，共通のフォーマットで記述された複数の言
語の様々なコーパスが含まれる．中でも [2]や本研究で使用
したBrownコーパス [3]は，データ量及び調査期間の長さの観
点から比較的大きな規模を持つため，様々な研究で利用され
ている．

4)パターンの生成及び集計にはPython (ver. 2.6.5; Windows版)
を用い独自に作成したプログラムを利用した．

日本認知科学会第27回大会 P1-19

236



表 1データ概要 [2, Table1を改変]
Files Age #sent. MLU vocab. t/t

Adam
P1 1-16 2:3-2:11 11,184 1.83-2.90 1,407 .056
P2 17-32 2:11-3:6 11,578 2.44-4.06 2,010 .053
P3 33-48 3:6-4:5 9,071 3.63-4.97 2,006 .055

Eve
P1 1-7 1:6-1:9 3,485 1.53-2.28 669 .102
P2 8-14 1:9-2:0 3,395 2.51-3.22 785 .083
P3 15-20 2:1-2:3 3,535 2.60-3.41 958 .087

Sarah
P1 1-45 2:3-3:2 11,693 1.48-2.70 1,389 .063
P2 46-90 3:2-4:1 8,384 2.23-3.70 1,706 .075
P3 91-135 4:1-5:0 8,525 2.98-4.86 1,944 .071

(Files:ファイルの ID; #sent: 文の数; MLU:ファイル毎の語数の文平均;
vocab: 語の異なり数; t/t:語のタイプ-トークン比)

し，PLMのパターン生成アルゴリズムでは，n個
の分節を持つ事例からはn2個のパターンが生成さ
れるため，分節数が多くなる (≈文が長くなる)と
パターンの数が膨大になり組み合わせ爆発が起こ
る．これを回避するため，以下の調整を行ってい
る [10]:

(5) a. 語数 mが閾値 l(e.g., 7語)を超える文 s =

{w1, w2, . . . , wm}に対して，
b. w1からwl−1の連続の末尾に変項を一つ追
加したパターン Iinit = [w1, w2, . . . , wl−1, ]

を作成する;

c. wm−l+1 か ら wm ま で の 連 続 の 先 頭
に 変 項 を 一 つ 追 加 し た パ タ ー ン
Iend = [ , wm−l+1, wm−l+2, . . . , wm]を作
成する;

d. w2からwm−1の連続に対し，n = l−2となる
n-gramを作成し，その先頭と末尾に変項を
一つずつ追加したパターン (群) Imidを作成
する;

e. Iinit, Imid, Iendそれぞれに対しパターン集合
P(Iinit), P(Imid), P(Iend)を生成する;

f. sのパターン集合 P(s)を P(Iinit), P(Imid),
P(Iend)の和集合= P(Iinit) ∪ P(Imid) ∪ P(Iend)

とする

今回は l = 7に設定した．
得られたパターン集合に対し，頻度=対応する
事例の個数 fが2を上回るものを「良いパターン」
とし，この良いパターンのみを選定した．得られ
たパターン集合をP，良いパターンの集合をPG :=
{p ∈ P| f (p)≥ 2} (ただし f (p)は pの頻度)とする．
さらに，明らかに有用性の無い(かもしくは限り
なく無いに等しい)と言えるパターンを削減する
処理，「パターン削減 (Pattern Reduction)」を二段階
で行った．パターン削減の詳細を以下に記す:

(6) a. 任意のパターン pi ∈ Pに対して，[p j is-a

pi]，つまり [p j < pi]となるようなパターン
p jの集合をP<i := {p j ∈ P| p j < pi}とする;

b. パターン pの rankを r(p)として，[r(pk) =

r(pi)+ 1]となるパターン pk ∈ P<iの集合を
P+1
<i := {pk ∈ P<i| r(pk) = r(pi)+1}とする;

c. 削減1: もし |P+1
<i |= 1ならば，piを削減する;

d. 削減2: もしP+1
<i ⊂ PGならば，piを削減する

(6c)は，事例から分節を一つのみ変項化したような
パターンの一部に当てはまる．もし複数のタイプ
の事例にそのパターンが共有されていなかった場
合，(6c)により削減される．(6d)は，rankの一つ上
のパターンが全て「良いパターン」とされている
場合に起きる削減である．一つrankの上のパター
ンが全て有用であるならば，そのパターンの振る
舞いは一つランクが上のパターンの振る舞いに還
元される．例えば

(7) a. ( , like, )

b. (I, like, ), (you, like, ), ( , like, it), ( , like,
this)

というパターンがあったとして，(7b)の4パターン
全てが「良いパターン」となる場合，(7a)の振る舞
いはこの4者に還元されると看做され，削減され
る (図3参照)．

_

I _

_ like _

_ it

you _

_ this

I like _

I _ it

I _ this

_ like it

you like _

_ like this

you _ it

you _ this

I like it

I like this

you like it

you like this

図 3削減2で削減されうるパターンの階層関係
(Pattern Lattice Builder [7]で作成)

4.3 生産性の算出
選定したパターンそれぞれに対し，生産性を各
変項に対するシャノンのエントロピー (H: 以下，
単にエントロピー)で定義した．変項vのエントロ
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ピーH(v)はvの値の集合{w1, w2, . . . , wm}に対し，そ
れぞれの値wiの全体に占める割合を p(wi)として，

H(v) =−
n

∑
i=1

p(wi) log2 p(wi) (1)

で算出される．
変項が複数ある場合 (e.g., (put, , in, ))は各変項
のエントロピーを合計したものをそのパターンの
エントロピーとした．即ち，パターン pの i番目の
変項をvi，そのエントロピーをH(vi)として，pのエ
ントロピーH(p)を以下のように求めた:

H(p) =
n

∑
i=1

H(vi) (2)

ただし，複数の変項の振る舞いが互いに独立で
なく，共変動が生じている場合，単純なエントロ
ピーの合計値は実際の生産性より高くなるため，
この計算方法ではパターンの生産性を過大評価し
ている恐れがある．これを避けるため以下のよう
な補正を行った:5)

(8) a. n個の変項を持つパターン pの i番目の変項
において，その実現値の値 (典型的には語)
の集合をvi = {wi1, wi2, . . . , wim}とする;

b. n個の変項の値の直積集合を

V ∗(p) = v1 × v2 × . . .× vn =
n

∏
i=1

vi

とする;

c. pにおける j番目の実現値の n組を t j =

(a j1, a j2, . . . , a jn)として，その集合をA(p) =
{t1, t2, . . . , tl}とする;6)

d. pにおける変項間の独立度d(p)を

d(p) =
(
|A(p)∩V ∗(p)|

|V ∗(p)|

) 1
α

とする (ただし |x|は集合xの元の数);

e. pのエントロピーH(p)をd(p)を補正係数と
して以下のよう補正する

H(p) = d(p)
n

∑
i=1

H(vi)

もし複数の変項が完全に独立しているならば，
その値の組み合わせとして可能なものは全て出現
し得ることを意味する．従ってこの場合，上の(8d)

5)この過大評価の問題は査読者の一人にご指摘頂いたこと
であり，また，同じ査読者に (8)に提示した補正方法の原案を
ご提示頂いた．この場を借りて謝意を表したい．

6)例えば p = ( , got, )として，I got itという実例が出現して
いる場合，(I, it)という実現値組が得られる)

で定義した独立度d(p)は1となり，式 (2)の値がそ
のままそのパターンのエントロピーとなる．
しかし，変項の値が独立でなく，共変動がある
場合，その度合いに応じてd(p)が減少する．即ち，
組み合わせに「抜け」が生じる．完全に共変動して
いる場合は，A(p)はV ∗(p)の1/nしかないこととな
り，この比率をそのままd(p)とするならば，H(p)
はn個の各変項のエントロピーの平均値となる．
しかし，このような「抜け」が共変動によるも
のなのか，単に「データの抜け(sparseness)」による
ものなのかは判断できない．ここで，(言語)デー
タには必ず抜けがあるものだとすると，完全に独
立の場合を除き，共変動率を少なく (= 独立度を
多く)見積もるように修正をかける必要が生じる．
(8d)における指数 1

α のαはこの修正度合いを調整
するパラメータである．本調査ではα = 2に設定
した.7)

5. 結果と考察
5.1 結果概要

3幼児× 3データ計9データから得られたパター
ンの総計(P)，「良いパターン」の数(G)，削減1で削減
されたパターン数(R1)，削減2で削減されたパター
ン数 (R2)，最終的に残ったパターン数 (S)をそれぞ
れ以下に提示する．表2から，どの幼児もパター
ンの総数が増加していっていることが分かる．

表 2得られたパターンの総数
P G R1 R2 S

Adam
P1 36795 6606 722 627 5257
P2 145972 21313 1467 3152 16694
P3 195858 21876 1006 2613 18257

Eve
P1 8602 1389 139 60 1190
P2 21785 3379 343 542 2494
P3 43544 4998 302 817 3879

Sarah
P1 24530 5012 594 442 3976
P2 71412 8787 579 1113 7095
P3 117711 13647 884 2432 10331

最終的に残ったパターンに対して算出されたエ
ントロピーの集計結果 (平均，最大値等)を表3に
提示する．表3に見る通り，どの幼児もエントロ
ピーの平均が年齢を経る毎に増大していることが
わかる．
エントロピーの平均の増加が有意なものである
かどうかの検証にあたっては，Wilcoxonの順位和

7)言うまでもなくこの妥当性は独立の基準でたしかめる必
要がある．今後の課題としたい．
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表 3パターンの個数とエントロピー
N h ave h max h min h std

Adam
P1 5257 1.21 7.59 0.16 1.03
P2 16694 1.46 10.15 0.13 0.78
P3 18257 1.52 9.96 0.07 0.70

Eve
P1 1190 1.14 6.69 0.37 0.93
P2 2494 1.38 7.68 0.26 0.81
P3 3879 1.44 8.29 0.55 0.72

Sarah
P1 3976 1.14 9.14 0.44 1.05
P2 7095 1.43 9.36 0.15 0.81
P3 10331 1.48 9.09 0.28 0.76

(N:パターンの個数; h x: エントロピーの平均 (ave),
最大値 (max),最小値 (min),標準偏差 (std))

検定を利用した.8)これはPLMの定義するパターン
の頻度分布が統計的にどのような性質を持ったも
のであるかは今のところ未知であるためである．
表4にWilcoxonの順位和検定の結果 (p値及び統計
量W)を提示する．

表 4エントロピーの平均の差の検定 (Wilcoxon test)

p-value W
Adam
P1-P2 2.57E-117 34759996.5
P2-P3 4.16E-22 143392303.5
P1-P3 2.36E-187 35466067

Eve
P1-P2 7.74E-20 1212357
P2-P3 5.55E-06 4515609.5
P1-P3 9.32E-38 1746898.5

Sarah
P1-P2 8.95E-83 11034700
P2-P3 9.06E-09 34798423
P1-P3 2.02E-129 15237634

表4から明らかなように，全ての幼児の全ての組
において有意差が認められた．また，表5に，Adam
のP1の結果のうち，頻度が上位20位までのパター
ンを例示する．

5.2 考察
以上の結果は，PLMの定義するパターンが統語
知識の何らかの実体を捉えているとすれば，幼児
の統語発達をうまく説明する．ただし，以下の点
には注意が必要である:

(9) 今回パターンの生成に使った入力データは幼
児本人の発話=産出データである

8) Wilcoxonの順位和検定は，統計言語Rの Pythonインター
フェースである “RPy2 (R for Python 2)”モジュールを利用して
行った．

表 5 Adam (P1)の頻度上位20位のパターン
id pattern freq h rank
p3748 (what, ) 609 4.753605972 1
p258 ( , dat) 581 3.353254861 1
p60 ( , it) 413 6.938419458 1
p211 ( , a, ) 360 1.210920686 1
p83 (where, ) 333 6.385406368 1
p51 (I, ) 312 7.592606597 1
p47 (yeah) 304 0 1
p5398 (what, dat) 260 0 2
p81 ( , go) 239 6.094410938 1
p37 ( , dere) 223 5.345826243 1
p71 (no) 223 0 1
p29 (put, ) 216 6.991296312 1
p10 (who, ) 201 1.781998418 1
p119 ( , in, ) 200 1.59391624 1
p42 (Adam, ) 186 6.923208949 1
p591 ( , there) 185 6.348410713 1
p2798 (dat, ) 170 6.78865101 1
p2144 ( , dat, ) 161 1.512231192 1
p594 ( , in, there) 153 6.354518787 2
p1008 ( , it, ) 150 1.517097192 1

これはつまり，今回得られたパターン群 (の諸性
質)が幼児の得た入力データ (≈養育者の発話デー
タ)に基づく模擬的な「学習」の結果ではないとい
うことである．むしろ，本調査で示したのは，幼
児の産出データから「逆算」して，その背後にあ
る言語知識の可能な形態を「再現」したものであ
ると言える.9)

このことを踏まえると，今回の結果の意味する
ところは以下のようなことであると言えよう:

(10) ヒトの統語知識をPLMの規定するパターンの
体系であると看做す限りにおいては，幼児は
年齢を経るに従って，より生産性の高い，数
多くのパターンを使うことで可能となる発話
を行うようになる10) 11)

5.3 エントロピーの高さは何を意味して
いるか

本調査では生産性の指標としてシャノンのエン
トロピーを用いたが，ここで，エントロピー(の高
さ)が一体何を意味しているのか，本当に本調査で
示したかった生産性の尺度となっているのか，と
いうことを改めて考えてみたい．
起こりうる事象がn個ある場合エントロピー(H)
は [H ≤ n]となる．従って，ある変項の実現値の集
合viにおいては [H ≤ |vi|]となるということである．
[H = n]となるのは，各事象の生起確率が完全にラ

9)これはBorensztajnらの研究 [2]でも同じである
10)ただし，今回はパターンの数 (=異なり数)の増加が有意で
あることは示せていない．

11)もちろん，今回入力に用いたデータに見られる発話を可
能にするには「少なくとも本調査で提示したパターンの使用
が必要である」と言っているだけであり，それ以外のパター
ンを知識として持っている可能性は否定されない．
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ンダムで均一な場合である．以上から，変項のエ
ントロピーとは，その変項において現れうる実現
値の数が多ければ多いほど高く，また，その生起
確率が均一であればあるほど高いということに
なる．
この性質は「パターンの生産性」の指標として
適切なものだろうか．すぐに分かるように，変項
の可能な実現値の数が多いということは，その変
項の多様性・流用性の高さを示していると言え，
この点に関しては生産性の高さの指標として申し
分ないと言える．では，各実現値の生起確率が均
一であればあるほど高くなるという性質はどうだ
ろうか．実現値の生起確率が均一であるというこ
とは，どの実現値を用いた場合でも等しく利用可
能であることを意味し，それだけ「自由に」利用
できる表現ということを意味する．従ってこの場
合もやはり流用性の高さを示していると言え，生
産性の指標として妥当であると結論付けられる．
ただし，今回示した年齢経過に伴うパターンの
生産性の上昇は，統語知識の発達の一側面しか捉
えられていない可能性があるということは付け加
えておかねばならない．統語の発達には，明らか
に，個々のパターンの生産性上昇とは別に，知っ
ているパターンの総数=異なり数の増加も影響し
ている．脚注10)でも述べたが，本調査ではパター
ンの異なり数の増加が有意であることは示せてい
ない．それでも表に見るように，明らかに異なり
数は増加傾向を示しており，その点で今述べた問
題は恐らく問題にはならないと思われるが，今後
はパターンの異なり数の変化を取り込んだ (統計)
指標によって，生産性の向上を数値化できるよう
に努める必要があることは言うまでもない.12)

5.4 Borensztajnら[2]との比較
ここで簡単にではあるが，Borensztajnらの研究[2]
との比較を試みる．本研究と[2]との決定的な違い
は，統語知識の表示 (法)である．彼らは「(確率的)
木代入文法 ((Probabilistic) Tree-Substitution Grammar,
TSG)」を理論的背景としており [2, p. 178]，従って
統語知識の表示 (の単位)は大小様々な規模からな
る「木」である．また，明言はされていないが，
論文中に登場するいくつかの木を見るからに，二
股枝分かれしか許されないようである．一方本研
究では，統語知識の表示に「パターン」を用いて
いる．

12)このことも前述の査読者にご指摘頂いた．残念ながらこ
の解決策は見いだせないままになってしまったが，重要な指
摘に感謝したい．

この違いはそれ自体優劣をつけられるような性
質のものではないが，ただ一点，その表示の性質
が故に生じていると考えられる [2]の問題点を指
摘しておきたい．今述べたように，[2]では二股枝
分かれの木のみを表示の単位として認めているた
めに，以下のような，明らかに構文の「深さ」=階
層の数を過大評価しているケースが存在する[2, p.
183]:

(11)
TOP

X

V

put

OBJ↓

DET↓

this

PRO:INDEF↓

one

ADV:LOC

down

この場合もしputとdownを結びつける不連続かつ
三又のノードが許されれば，Xのようなノードは
不要になり，階層も一つ減ることになる．このこ
とが意味するのは軽微ではないように思われる．
また，[2]では定量的な調査は行われており，構
造木の「深さ」(=「階層数」)や「構文 (constructions)」
(=深さが2以上の木)の数，末端・非末端のノード
の数等，様々な項目で年齢による増加が見られた
ことが報告されている[2, pp. 183-184]が，統計的な
検定などは行われていない．行えるにも関わらず
実施していないのか，何らかの要因で原理的に不
可能なため実施していないのかは分からないが，
この点においては (その妥当性は別途検証する必
要があるにせよ)統計的な裏付けのある本研究の
方が優れていると言うことは可能であろう．

6. 結語
本稿では，パターン束モデル (PLM)を用いて，

CHILDES内のコーパスにおける3幼児の産出デー
タを元にパターンを生成し，その変項のエントロ
ピーに基づく生産性の算定を行った．その結果，
3幼児共に年齢を経るごとにパターンの生産性が
有意に増加していることが認められた．この結果
から，統語知識をPLMの定義するパターンの体系
と看做した場合，徐々に生産性を増す統語発達の
プロセスを定量的・統計的に捉えることに成功し
たと言える．
ただし明らかに一つ問題となるのは，今回行っ
たデータの3分割法である．これは発達の段階等
を無視し，人為的に分割を行ったものであり，ま
た，さらに細かく分割した場合に，十分な統計量
が確保できず，今回認められたような有意差が認
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められなくなる可能性があるという問題も挙げら
れる．
このような問題を回避するには，

(12) a. データとして幼児本人の産出データでは
なく，入力となった大人 (主に養育者)の発
話を用いて，

b. 漸増的にデータを与え徐々にパターンを
獲得させるような動的な処理を行い，

c. 本人の産出データとの整合性によりその
評価を行う

のが望ましい．今後はそのような方法論を模索し
つつ，より妥当な統語発達のモデル構築を目指し
たい．
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Abstract 

This study focused on using and understanding 
emotional words in cell-phone text messages between 
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conducted. The results showed that recipients 
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and that estimation of extracted words was different 
between both of them. 
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1. . . . はじめにはじめにはじめにはじめに    

昨今のテキストコミュニケーションでの感情表

現の使用や理解に関する研究では、インターネッ

ト上のホームページやブログなどの電子テキスト

情報から様々な感情表現を抽出し、分析をするも

のも多い。しかしながら、そうしたテキストデー

タの中に出現する感情表現は必ずしも感情を伴っ

た結果として出現しているわけではないものも多

い。そのため、実際に感情が生じた際にその感情

を叙述するための感情表現はどのようなものが多

いのか、そして、そのような感情表現で叙述され

る出来事はどのようなことが多いのかなどを明ら

かにするデータとしては妥当性を欠くという問題

点がある。 

この点に関連して、心理学の実験研究では、実

験参加者に日常よくある出来事に関しての叙述を

行わせたり、あるいは自分が体験した出来事を叙

述させたりして、そこに出現する感情表現を分析

したり類型化するものもある。しかし、それらも

参加者自身が体験した出来事ではなかったり、記

憶の中の出来事であるため、感情が生起した際の

活き活きとした状態に感情表現を用いてその感情

の叙述を行った場合とはかけ離れている可能性が

ある。この問題点を解決するために、例えば参加

者にメモ帳を持たせて、何かを感じたり、感情が

揺さぶられた出来事を逐一メモしてもらうなどの

旧来の日誌法的方法も考えられるが、この方法で

は多くのデータを収集しようとするとデータ入力

の手間がかかってしまうという問題点や、参加者

への教示統制の手間などに問題がある。 

そこで本研究では、様々な感情に関わる日常の

出来事に関するテキストデータ収集に際し、そう

した出来事が起こる度に携帯電話メールでテキス

トデータを送信してもらうという形式の日誌法を

用いた。それにより、感情生起時に近い状態での

感情表現を含むテキストデータを用いたテキスト

コミュニケーションにおける感情表現の使用と理

解について検討した。 

 

2. . . . 実験１実験１実験１実験１    

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 目的目的目的目的 

実験 1では、感情生起状態に近い条件での感情

の逐次叙述データと日記での叙述データを収集し、

日常生活での感情表現使用の傾向などを検討する

とともに、実験 2のためのベースとなるデータ収

集を行った。 

2.2.2.2.2222. . . . 方法方法方法方法    

2.2.2.2.2222.1. .1. .1. .1. 実験参加者実験参加者実験参加者実験参加者 

実験参加者は大学生及び大学院生 45 名（男性

20名、女性 25名）であったが、参加放棄と実験

中断者が一名ずつ出たため、データの分析は 43

名分（男性 18名、女性 25名）となった。 

2.2.2. 実験手続き 

実験参加者は41日間の実験期間中から任意の5
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日以上を実験参加日とした。実験参加者には、各

日に必ず最低限 10通のメールが 30分以上の間隔

を空けて送信されるようにすることが義務付けら

れていた。 

実験参加者には、「実験参加日の起床から就寝前

一時間程度までの間、何か自分自身の感情に影響

するような出来事が起こった際に、できるだけす

ぐにその出来事に関する記述を携帯電話のメール

で作成して送信して下さい。記述量は、一通辺り

概ね 50～100 文字程度とします。送信の際には、

記述内で自分が『この叙述部分に自分の感情が込

められている』と考える叙述を全て抜き出して下

さい。そして、その個々の叙述に対する感情の種

類（心理学における基礎感情 6種類（幸福，驚き，

怒り，悲しみ，嫌悪，恐怖）から一つを強制選択）、

その時の感情強度（0を含めて、＋3～－3の 7段

階）を明記して、逐一携帯電話で送信して下さい。

また、実験参加日の最後には、400 字以上の日記

を書いて送信して下さい。この日記においても、

メールと同様に感情に関する叙述の抽出とそれに

対する感情分類と強度の割り当てを行って下さ

い」という旨の教示を行った。実験実施に関する

詳細については、マニュアルを作成し全参加者に

配布した。 

実験終了後には、全実験参加者に対して、野口

ら（2008）[1]の情動強度尺度 30項目にストレス

コーピング尺度である三次元対処方略尺度

（TAC24）（神村ら 1995）[2]のカタルシスに関

する 3 項目を加えた 33 項目の質問と、実験に関

する 21 項目のアンケートに答えてもらった。こ

れら質問項目とアンケートへの回答は全て携帯電

話メールを通じて行われた。但し、日記データと

終了後の質問紙調査やアンケートについての結果

などは本研究発表では扱わない。 

2.2.2.2.3333. . . . 結果結果結果結果とととと考察考察考察考察    

分析に、ジャストシステム社の TRUSTIAを使

用した。収集したデータの内、フォーマットミス

などを除いた 3795文が使用された。1文辺りの語

句数は、最小 8語、最大 153語、平均 40語であ

った。また 1 文辺りの文字数は、最小 10 文字、

最大 62文字、最大 255文字であった。 

図１は収集したメールデータ全文に対する主題

分類を行った結果のデンドログラム（樹状図）で

ある。主題の分類数は 20 に設定した。デンドロ

グラムは、基本的に似通っているものや関連性の

ある主題同士が近くに並ぶようになっている。例

えば、図１で「家庭教師」と「バイト」という主

題は関連性が高い主題であるが、「電車」と「ご飯」

は関連性の低い主題であると言える。 

図１からも、メールで送られた文の主題の多く

が学生の日常生活に関わるものであることがわか

る。分類名で「何」が突出して文書数が多く、し

かも信頼度が非常に低くなっている。これは基本

的に文の主題が非常に多様であり、一通の文章に

複数の主題が含まれるケースが多かったことから、

多くの分類不能な文がこの主題に分類されたため

図 1. 実験 1 の全データから作成したデンドログラム 
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であると考えられる。 

全般的な傾向としては、「怖い」という言葉が「幸

福」で分類されるように、辞書的な意味とは全く

異なるような感情分類になるケースが散見され、

「やばい」のように「幸福」にもなれば「驚き」

や「恐怖」にもなるような、かなり多義的な感情

表現が存在することが示唆された。また、「狭い」

など、辞書的な意味としては感情語には分類され

ないものが、比較的多く感情語として選択されて

いるケースがあった。これは、実験１での課題状

況においては、言葉そのものによって感情を表現

するというよりは、まさにその場の感情状態に言

葉が彩られるようなことが多かったからではない

かと推察される。 

 

3. . . . 実験２予備実験実験２予備実験実験２予備実験実験２予備実験    

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 目的目的目的目的 

実験２で使用する項目文として妥当な文章を選

択するために、実験１で収集したメール文での感

情表現抽出を分類に関する第三者による評定を行

ことを目的として、予備実験を行った。 

3333....2222. . . . 方法方法方法方法    

3333....2222.1. .1. .1. .1. 実験参加者実験参加者実験参加者実験参加者 

実験参加者は大学生及び大学院生 10名（男性 5

名、女性 5名）であった。全員実験１には参加し

ていなかった。 

3333....2222....2222. . . . 実験実験実験実験刺激刺激刺激刺激    

実験１で収集されたメール文が使用された。基

本的にはメール文は送信されたものをそのまま使

用した。但し、一部感情語抽出と分類等に関して

誤りがあるもので、実験１での送信フォーマット

や規則に照らして事後修正可能であったものは、

修正を施した上で使用した。実験参加者に与えら

れたのは、メール本文だけではなく、各文から抽

出された感情表現とその分類情報も含まれた。 

3.2.3.2.3.2.3.2.3333. . . . 実験実験実験実験手続手続手続手続きききき    

実験用のメール文データは、エクセル形式のフ

ァイルで実験参加者に渡された。実験参加者は、

個々のメール文とそこから抽出された感情表現と

その種類のデータに関して、素直に個々のメール

文を読んだ際に、そこから抽出されている個々の

感情表現とその分類について、それを感情表現と

して抽出したこと、及びその語を感情表現として

認めた場合についての感情分類が、妥当であるか

否かのどちらかに分類するよう求められた。 

3333....3333. . . . 結果結果結果結果    

実験参加者の判断結果から、妥当であるとする

場合は１点として、各文における個々の感情表現

の抽出妥当性とその感情表現の分類妥当性を、0

から 10 までの評定値で評価した。この結果を基

に実験 2本実験で使用する文を選択した。 

 

4. . . . 実験２実験２実験２実験２    

4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 目的目的目的目的 

実験１で得られたメール文データを用いて、第

三者にその各メール文での感情語の抽出、分類、

強度評定をしてもらうことで、感情語の使用と理

解に関して、送信者と受信者との差異を検討する

ことを目的とした。 

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 方法方法方法方法    

4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. 実験実験実験実験参加者参加者参加者参加者 

大学生及び大学院生 100名が参加した（男性 50

名、女性 50名）。全員実験 1及び実験 2の予備実

験には参加していなかった。 

4.2.2. 4.2.2. 4.2.2. 4.2.2. 実験実験実験実験刺激刺激刺激刺激    

実験 2での予備実験結果について、まず抽出妥

当性を分類妥当性のスコア（0～10）に基づき低・

中・高の三段階に分類した（低：0～3；中：4～7；

高：8～10）。実験 2では、受信者の立場からの感

情強度推定率を探るための課題文として、全ての

データ文の中で、「抽出されている感情語が一つだ

け」であり、「抽出妥当性が高い」ものの中から、

分類妥当性が低・中・高ごとに 6種類の感情分類

が全て含まれるように選択した。従って、全部で

18通りの文（分類妥当性 3種×感情分類カテゴリ

ー6種）が本実験での主たる課題文となった。 

また、その他に 80 文を用意した。これらは本

研究発表での目的からはフィラー扱いであった。 

4.2.3. 4.2.3. 4.2.3. 4.2.3. 実験実験実験実験手続手続手続手続きききき    

実験参加者には、質問紙で与えられた各文に対
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して、実験１で参加者が行ったのと同様に感情語

の抽出・分類・強度推定を行うことを求められた。

感情語の抽出については、文章を読み、その後そ

の文章中で書き手の感情が込められていると考え

られる表現全てに下線を引くという形式で行った。 

4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 結果結果結果結果とととと考察考察考察考察    

課題文 18 文に関して、感情語の単純抽出数、

分類一致数、強度一致数、該当部以外の下線数を

求めた。ここで、感情語の抽出については、各文

で感情語として送信者（＝実験１参加者）が指定

した部分と全く同じ箇所を指定する場合のみを認

めるというのでは基準が厳しいため、指定部分を

中心に概ね前後一文節までは、下線がはみ出して

いても、同一箇所を抽出したものとして許容した。 

単純抽出数は、実験 2の参加者がどれだけその

課題文での感情語を抽出したかの人数で計算した。

分類一致数は、その課題文での感情語に対しての

分類が、送信者の分類と一致した人数とした。強

度一致数はその課題文での感情語に対する強度推

定の一致数である。但し、これは感情分類の一致

不一致とは独立して、単純に強度の値が送信者側

の指定した強度と一致している場合に基づいて算

出している。以上の 3種類の指標の値は全て 0か

ら 100までの整数値であった。該当部以外の下線

数というのは、課題文において、実験参加者が送

信者の指定した感情語部分以外に引いた下線の数

を、全参加者分加算した。 

単純抽出数については、ほぼ全てのケースで値

が 80 以上であった。従って、そもそもの課題文

における感情語抽出の妥当性は高かったものと考

えられる。分類一致数は分類妥当性に比例する形

で変化し（妥当性が高いほど一致度も高い傾向）、

強度一致数は分類妥当性や文章の扱う感情の種類

に関係なく全般的に低い傾向となった。最後に、

該当部以外の下線数については、幸福に関わる文

章では比較的低い傾向が見られた。 

全体的な傾向をまとめると、文中に存在する感

情語部分（送信者が感情を込めたという部分）が

受け手に伝わるとしても、その場合の感情の種類

や強度推定は必ずしも一致しないことの方が多い

という傾向であった。ただ、佐藤ら（2009）[3]

の実験結果と同様に、幸福のカテゴリーに分類さ

れるような感情に関わる文章の場合には、送信者

の意図が比較的伝わりやすい傾向があった。 

 

5. . . . ままままととととめめめめ    

二つの実験結果から、日常での感情語使用と理

解について、感情語抽出の点では送り手と受け手

の間の齟齬は比較的小さく、特に幸福に関わる内

容ではその傾向が強いと考えられるが、感情語と

推定される部分に込められている感情の種類の推

定に関しては、感情語がどの程度一般的に受け入

れられるかの度合いが低いと両者間の齟齬は大き

くなる傾向がうかがえた。そして、感情強度の推

定に関しては、そうした感情語の受容度の高低に

関わらず個人差が大きいことも示唆された。 
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Abstract 

This study aims to investigate syntactic production 

by Japanese EFL learners, who were divided into 

upper and lower level students, compared to native 

English speakers based on a syntactic priming 

experiment using picture description tasks. The results 

show that the significant priming effect was only 

found in the case of lower level students. A possible 

explanation is that they had limited grammatical 

knowledge and tended to describe pictures using prime 

sentences as a sample, while other proficiency groups 

were able to create sentences more freely and were 

less susceptible to prime sentences. 

 

Keywords - language production, syntactic priming, 

picture description tasks 

 

1. はじめに 

言語産出する際，直前に処理した文と同じ統語

的パターンを用いる傾向がある．このことを統語

的プライミング (syntactic priming) と言う．本

研究では，絵描写課題 (picture description task) 

を使用した統語的プライミング実験により，日本

人英語学習者の統語産出傾向についての調査を行

った． 

 

2. 先行研究 

Bock (1986) は，英語母語話者を対象とし，与

格動詞を用いた 2 つの構文 [目的語＋前置詞句 

(PO; prepositional object) プライム文と間接目

的語＋直接目的語 (DO; double object) プライム

文] を提示し，これらの文を復唱させた後，絵描

写課題を与えた．その結果，PO プライム文では

PO 構文，DO プライム文では DO 構文をより多

く産出する傾向が見られた． 

本研究での統語的プライミング実験に先立ち，

日本人が好んで使用する構文について調査するた

め，杉浦他 (2009) は，日本人英語学習者約 450

名を対象に，4 種類の統語構造（①PO/DO 構文，

②受動態／能動態，③接続詞，④心理動詞を含む

文）が使用可能であると思われる絵の描写課題に

よる実験を行った．実験参加者は，与えられた絵

を見て，その絵に合う 1文を，辞書を使わず，あ

まり考え込まずに出来るだけ素早く書くように指

示された．その結果，①DO 構文より PO 構文を

多く産出する，②受動態より能動態を多く産出す

る，③接続詞を用いず，単文で描写する，④心理

動詞以外の構文を使用する，などの傾向が見られ

た． 

 

3. 実験 

Bock (1986) と同一手法を用いて，絵描写課題

を使用した統語的プライミング実験を行い，日本

人英語学習者および英語母語話者の統語産出傾向

を比較分析した．  

3. 1 実験協力者 

日本人英語学習者 70 名および英語母語話者 11

名．前者には Oxford Quick Placement Test 

(Oxford University Press, 2004) を受験させ，ス

コアの平均値と中央値がほぼ同じ（約 34 点）で

あったため，34 点から 47 点を上位群（40 名），
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16点から 33点を下位群（30名）に分類した（60

点満点）． 

3. 2 実験素材 

杉浦他 (2009) で使用した 30枚の絵のうち，絵

の理解が容易で各統語構造を産出しやすいと思わ

れた 16枚を使用した．4種類の統語構造をプライ

ム文とする各 4 枚（計 16 枚）およびフィラー12

枚の計 28 枚の絵から成る 2 種類のテストを作成

した．すべての絵はその直前に提示される英文（プ

ライム文）とセットになっており，各テストのプ

ライム文は，2 つの構文のうちいずれかを含んで

いた．例えば，PO/DO 構文の産出傾向を見る場合，

PO プライム文 (The boy brought some flowers 

to the girl.) または DO プライム文 (The boy 

brought the girl some flowers.) の後に，図 1の

ような絵（ターゲット）が提示され，どちらの構

文を産出するかを調査した． 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 PO/DOプライム文の後に提示される絵の一例 

 

3. 3 実験手順 

実験協力者は，調査の目的は，大学生が与えら

れた絵を見て，どのような文を書くのかを調べる

ことであると説明された．①コンピュータ画面上

に提示される英文を音読し，スペースキーを押す，

②次に絵が提示されるので，その絵に合う 1文を

出来るだけ素早く回答用紙に記入し，スペースキ

ーを押す，という手順が説明され，練習問題を 3

問行った後，本実験を開始した．所要時間は約 30

分であった． 

3. 4 分析方法 

本研究と同じく絵描写課題による統語的プライ

ミングを扱っている Branigan, Pickering & 

Cleland (1999) に準じた．  

4. 結果と考察 

4 種類の統語構造のうち，最も高い統語的プラ

イミングが見られた PO/DO プライム文の後に提

示される絵の描写に関する結果を以下に述べる． 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

下位群 上位群 英語母語話者

産
出
比
率

PO プライム文 DOプライム文
 

図 2 プライム文の種類と DO構文の産出比率 

 

2種類のプライム文 (PO/DO) に対するPO/DO

構文の産出比率を求めた．両構文の産出比率は連

動しているので，DO 構文の産出比率を従属変数

とし，プライム文の種類 (PO/DO) を被験者内要

因，習熟度（3 レベル）を被験者間要因として分

散分析（F1：被験者分析と F2：項目分析）を行

ったところ，プライム文の種類の主効果には有意

差  (p< .05) が，習熟度の主効果には有意傾向 

(p= .070) が，それぞれ観察されたが，プライム

文の種類と習熟度の間に交互作用は見られなかっ

た．  

全体として，DO プライム文を提示したときの

方が，PO プライム文のときよりも有意に多くの

DO 構文が産出された．しかしながら，多重比較

の結果，下位群では，DO プライム文を提示した

ときの方が，PO プライム文のときよりも有意に

多くの DO 構文が産出されたが，上位群と英語母

語話者では，プライム文の種類によって差は見ら

れなかった． 

これらのことから，日本人英語学習者では，下

位群のみに，明らかなプライミング効果が見られ

ることが分かった．その理由としては，下位群は，

構文知識が乏しいため，できるだけプライム文を

利用して文を作ろうとするが，上位群は，英語母

日本認知科学会第27回大会 P1-21

247



語話者同様，比較的自由に構文を産出できるため，

プライム文の影響を受けにくいからではないかと

考えられる．  

 

5. 今後の課題 

  本研究では，データ数不足のため，習熟度によ

る統語的プライミングの違いについて，十分な検

証を行うことができなかった．今後，さらにデー

タ数を増やし，調査を進める予定である．また，

動詞毎の特徴など，質的な角度からも分析を行い

たい． 
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標的と妨害刺激の識別性の規定因の母語による相違 

－注意の瞬きへの影響－ 
 

Difference in the Determinants of Discriminability between Targets and 
Distracters due to Native Language: Its Effect on Attentional Blink 

 
水野りか，松井孝雄 

Rika Mizuno, Takao Matsui 
 

中部大学 
Chubu University 

mizunor@isc.chubu.ac.jp 
 

Abstract 
Chun & Potter (1995) found that, with alphabetic 

targets, attentional blink (AB) was smaller when 
distracters were digits than when they were symbols. 
They concluded that symbols were recognized to be 
less similar to target letters than digits because they 
had no phonological codes. Matsui & Mizuno (2008) 
replicated the experiment with Japanese participants 
and found opposite results. They, therefore, suggested 
the possibility that discriminability of the Japanese 
would not be determined by the difference in 
phonological familiarity but by the difference in visual 
familiarity. This study aimed to confirm this 
possibility by using Japanese native letters, Hiraganas, 
as targets. Hiraganas’ visual codes are as familiar as 
digits’, which was expected to bring salient AB. On 
the other hand, symbols’ visual codes are far less 
familiar than Hiraganas’, which was predicted to 
cause almost no AB. The results showed that only digit 
distracters caused AB, indicating that the 
discriminability of the Japanese were determined by 
the difference in visual familiarity as predicted. 

 
Keywords ― attentional blink, familiarity, visual 
codes, phonological codes, discriminability 

  

問題と目的 

 注意の瞬き (AB: attentional blink)とは，高速逐

次視覚呈示される妨害刺激系列中に第１標的 

(T1)と第２標的 (T2)を数 100 ms 以内の間隔で呈

示すると T2 の処理が阻害される現象を指す。 

  Chun & Potter (1995)は，AB は，感覚レベル処理

を行う容量の大きい第１段階ではなく，記憶レベ

ルの処理を行う第２段階の容量が限られているた

めに生じるとする，２段階モデルを提起した。そ

して，T1 と後続の１刺激は第２段階に入力・処理

されうるが，その後続刺激が妨害刺激の場合，T1

と妨害刺激の識別が難しいほど第２段階が占有さ

れる時間が長くなり，それが T2 が呈示されるま

での時間を超えると T2 の処理不全が生じると仮

定した。そして，この考え方を検証するために，

標的をアルファベットとし，すべての妨害刺激を

（実験７），アルファベット標的と同様音韻的親近

性が高く識別性が低い数字にした数字条件と，音

韻的親近性が低く識別性が高い記号にした記号条

件の AB を測定・比較した。その結果，数字条件

では顕著な AB が認められたが，記号条件では AB

が認められなかったことから，識別性が低いほど

AB が大きくなるという先の考え方の妥当性を示

した。 

一方，水野・松井・Bellezza (2007)は，英語母語

者は音韻コードへの依存度が高いが日本語母語者

は低く，むしろ，形態コードへの依存度が高いこ

とを見出していた。そのため松井・水野 (2008), 水

野・松井 (2009a, 2009b)は，日本語母語者場合は

音韻的親近性が識別性に影響する可能性は低いの

ではないかと考えた。そして，日本語母語者と英

語母語者を対象に Chun & Potter (1995)の追試を行

い，日本語母語者では英語母語者とは逆に数字条

件の報告率の方が全般的に有意に高く，数字条件

でも記号条件でもある程度の AB が生じることを

見出した (図１参照)。記号の音韻的符号化が困難

で音韻的親近性が著しく低いことは，日本語母語

者でも同じである。実際，水野・松井 (投稿中)は，

アルファベット，数字，ひらがなに比べて記号の

音読潜時が著しく長いことを見出している。した
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がってこの結果は，日本語母語者の場合は音韻的

親近性は識別性に影響しないことを示唆している

と考えられた。そして水野ら(2007)の知見から考

えて，日本語母語者の場合は，形態的親近性の違

いが識別性を規定しているのではないかと考えら

れた。 

本研究ではこの，日本語母語者の識別性に影響

するのが形態的親近性の違いであるという可能性

を検証するものとした。 

上の研究で用いられた標的はアルファベット

で日本語母語者にとっては非母語文字であるため，

その形態コードの親近性は母語文字とともに用い

る数字よりも低く，記号よりも高く，数字＞アル

ファベット＞記号となっていたと考えられる。そ

の結果，数字とアルファベットの識別性とアルフ

ァベットと記号の識別性が等しくなったと考えれ

ば，数字条件と記号条件で AB が等しかったこと

を合理的に説明することができる。これに対し，

標的が母語文字のひらがなの場合は，その形態的

親近性は数字とほぼ等しく高く差が小さいが，記

号の形態的親近性は著しく低いため差が大きい。

そのため，形態的親近性の差が日本語母語者の識

別性に影響するなら，ひらがなと数字の識別性は

低いために顕著な AB が認められるが，ひらがな

と記号の識別性は高いために AB が認められない

と予想された。 

 
方 法 

参加者 日本語を母語とする大学生 15 名。 

刺  激 アルファベット標的は D, I, O, Q, U, V

を除く 20 種，ひらがな標的は「ゐ」「ゑ」「を」「ん」

を除く 44 種のひらがなで２標的は無連想価分類

表（梅本・森川・伊吹, 1955）から無連想価 20～

75%の２文字を選んだ。数字の妨害刺激は 0, 1 を

除く８種，記号の妨害刺激は Chun & Potter (1995)

に準じ，<，>，=，#，%，?，/，*の８種の記号と

した。１刺激の呈示時間 (lag)は 100 ms。１試行

13 刺激で T1 の呈示位置は２から６，lag は１か

ら６の６種で，数字・記号の各々の総試行数は，

各 lag が 20 試行の計 120 試行とした。 

手続き 個別実験で，参加者 8 名は数字条件か

ら 7 名は記号条件から開始した。120 試行の呈示

順序は参加者毎にランダムにした。参加者は 10

試行の練習の後本試行を行った。各試行では，画

面中央に注視点のアステリスクが 400 ms 呈示さ

れた後，刺激が 100 ms 間隔で１つずつ呈示された。

参加者は１試行 13 個の刺激が呈示され終わった

直後に報告用紙に２標的を記入し，キー押しで次

の試行に進んだ。 

 
結 果 

T1 が正解の時の T2 も正解率を T2 の報告率と

し，Chun & Potter (1995)に忠実に，T1 と T2 を逆

順報告した場合も正答に含めた。 
報告率を妨害刺激の種類×lagの２要因分散分析で

分析した結果，妨害刺激種の主効果 (F (1, 14) = 6.73, p 

< .05) ，Lagの主効果 (F (5, 70) = 8.25, p < .01)，および

交互作用が有意だった (F (5, 70) = 3.52, p < .01)。Lag
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図２ 標的をひらがなとして妨害刺激を数字／記号に
した本研究でのT2 の報告率 
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図１ 標的をアルファベットとして妨害刺激を数字／
記号にした水野・松井 (2009a) でのT2 の報告率 
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の単純主効果は妨害刺激が記号の時は有意でなかっ

たが (F (5, 140) = 1.53, ns)，数字の時は有意で (F (5, 

140) = 10.52, p < .01)，多重比較ではLag 2の報告率が他

の全てよりも (Lag 1, 4, 5, 6, p < .01, HSD = 0.052; Lag 

3, p < .05, HSD = 0.043)，Lag 3の報告率がLag 5 よりも 

(p < .05)，有意に低かった。また，妨害刺激種の単純

主効果は，妨害刺激の種類の単純主効果はLag 1, 4, 5, 6

では有意ではなかったが (この順にF (1, 84) = 1.07, 

0.001, 0.81, 1.34, all ns)，Lag 2 (F (1, 84) = 17.65, p 

< .01)とLag 3 (F (1, 84) = 5.06, p < .05)で有意で，数字

条件の報告率の方が記号条件の報告率よりも低か

った。 

 

                    考 察 
予想通り，ひらがなを標的とした本実験では，

数字条件では Lag 2 で AB が認められたが，記号

条件では AB が生じなかった。この結果は，日本

語母語者の識別性が形態的親近性に左右されるこ

とを示しており，AB の国際比較を行う場合の刺

激の選定に際して識別性の規定因が異なる可能性

に十分留意する必要があることを示唆している。 

残る問題は，ひらがなを標的とした場合には

AB が認められた箇所以外の数字条件と記号条件

の T2 の報告率には差がなかったが，アルファベ

ットを標的とした場合には数字条件と記号条件の

全体的報告率に差があり，数字条件の方が記号条

件より高かった原因が不明なことである。 

考えられる可能性の１つは，妨害刺激の形態的

親近性が高ければ，妨害刺激の棄却処理が容易と

なり，その分認知資源を T2 の保持に投入できる

とことである。もう１つの可能性は，識別性が T1

と妨害刺激の識別に影響しただけでなく(Type 1)

以外にも，妨害刺激系列中の T1 や T2 の検出に影

響した可能性である (Type 2) (Nieuwenstein, Chun, 

van der Lubbe, & Hooge , 2005)。つまり，妨害刺激

の形態的親近性は，妨害刺激の棄却処理と標的と

の識別性を左右し，その結果 T1 や T2 の検出と保

持量に影響した可能性がある。実際，水野ら

(2009a)と本実験でのT1の報告率を調べたところ，

T2 の全体報告率と T1 の報告率の妨害刺激条件間

の差は同じ傾向を示した。 

今後は，1) 識別性の影響には２つのタイプがあ

る，2) 全般的な報告率には妨害刺激の形態的親近

性と標的と妨害刺激の識別性という２つの要因が

影響する，というこれらの考え方を，別の実験事

態で詳しく検討していく所存である。 
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ABSTRACT 
 We investigated whether three types of priming 
(repetition, semantic, and cross-script) occur in letter 
perception under binocular rivalry using frash 
suppression paradigm (Tsuchiya et al., 2006). As result, 
repetition and cross-script priming occurred but 
semantic priming did not. These results suggest that 
unconscious information from the suppressed eye is 
processed on shape level, phonological level but not 
semantic level.  
 
(key words) binocular rivalry, flash suppression, letter 
processing, priming effect  
 
1. 目的 
 本研究では，両眼視野闘争下での文字処理過程について

検討した． 
 両眼間の視覚的競合によって起こる知覚交代現象は，

Wheatstone (1838) によって初めて体系的な研究が行わ
れた．こうした眼間の視覚的競合状態は両眼視野闘争と呼

ばれる．両眼視野闘争下では，両眼それぞれに呈示された

異なった画像が融合されず，どちらか一方が知覚され，時

間の経過によってもう一方が代わりに知覚されるという

知覚交替が繰り返し体験される． 
 一般的に両眼視野闘争の研究では，縞模様や円といった

画像刺激が用いられ，言語刺激を用いた研究は非常に少な

い．この理由として，両眼視野闘争が輝度やコントラスト

などの特徴間の競合によって生じる低次の認知的プロセ

スであると考えられていたことが挙げられる（Weert & 
Levelt, 1976）．また fMRIを用いた実験では，両眼視野闘
争下の抑制側の眼に提示された情報は一次視覚野周辺ま

でしか処理されていないことが示唆されてきた（e.g., 
Buchert et al., 2002; Lumer et al., 1998）． 
 文字刺激は単なる記号としての視覚刺激ではなく，より

高次な意味の処理を要求すると考えられる．Zimba & 

Blake (1983) では，両眼視野闘争下において先行刺激が
優位眼に先行刺激が提示されればターゲットの反応時間

を短縮する意味プライミングという現象が起こるが，抑制

眼に呈示された場合には起こらないことが示された．この

ことから，Zimba & Blake (1983) は両眼視野闘争におけ
る抑制眼由来の情報に対して意味的な処理はされていな

いと主張した． 
 しかしサルを対象とした電気生理学実験ではV1, V2な
どの低次領域で知覚交替と同期して起こる神経活動はわ

ずかであることを明らかにされた（e.g., Logothetis & 
Schall, 1989; Leopold & Logothetis, 1996）．さらにサルの
IT 野では，知覚交替に同期して活動する神経細胞がおよ
そ90%もあることが観察された(Sheinberg & Logothetis, 
1997)．これは，知覚闘争が一次視覚野よりも高次レベル
で起こっていることを示唆している．またMEGを用いた
研究では，後頭葉，側頭葉，頭頂葉，及び前頭葉の全てに

おいて知覚交替に同期した MEG 信号の変化を感知した
（Srinivasan et al., 1999）．fMRIを用いた研究でも，直
行する縞を交互に呈示した時と知覚交替を経験している

時の神経活動はV1, V2, V3, V4のそれぞれで類似した変
化を起こすことが確認されている（Polonsky et al., 2000）．
これらの研究は，両眼視野闘争に脳の低次レベルから高次

レベルにかけた幅広い領域が関与している可能性を示し

ている． 
 また近年の研究では，抑制眼由来の，被験者には知覚出

来ない情報が，扁桃体の活性レベルでは弁別出来ている可

能性が示唆された（e.g., Pasley et al., 2004; William et al., 
2004）．Jiang et al. (2007) はこれらの結果が，抑制眼由
来の情報にもオブジェクトのカテゴリ情報が含まれてい

ることが原因ではないかと考え，抑制状態が解けるまでの

抑制時間を刺激ペアごとに測定した．この結果，非競合条

件ではどの刺激ペアにも刺激の検出時間に有意差は見ら
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れなかったが，両眼視野闘争条件では正立の顔の方が倒立

した顔刺激よりも抑制時間が短く，母語の方が見知らぬ言

語の刺激よりも抑制時間が短かった．このことからJiang 
et al. (2007) は抑制眼由来の情報が意味的なカテゴリ情
報を持っており，高次レベルからのフィードバック効果な

どによって，V1 などの低次視覚野での刺激のゲート処理
が行われているのではないかと結論づけた． 
 しかしJiang et al. (2007) では，文字刺激について競合
を起こすための刺激に顔刺激と同様のランダムなモザイ

ク模様を用いており，非競合状態では文字とモザイク模様

とのテクスチャの違いを検出の際に利用できるため，言語

属性を使わずに判断された可能性がある． 
 さらに文字刺激に関して，複雑図形として認識される非

母語の文字と母語の文字とのカテゴリ情報の違いがある

としても，それがどのように使われているかは明確ではな

い．言い換えれば，両眼視野闘争によって抑制された視覚

情報に対して，どの程度高次の処理がなされているのかは

いまだ分っていない． 
 以上のことから，本研究では，文字と同じテクスチャで

構成された競合刺激を用いて，文字刺激間での処理過程が，

非競合の場合と両眼視野闘争の場合で異なるのかを検討

した． 
 
2. 実験１ 
 文字と同じテクスチャで構成されたフラッシュ刺

激を用いて，Jiang et al. (2007) で示されたような結果
が日本語刺激においても起こるのかを検討した．また，こ

の際，ターゲットとなる文字刺激を非母語ではなく，母語

を倒立させた文字にすることによって，非母語よりカテゴ

リとして近い刺激でも反応時間に差が生じるのかを検討

した． 
 
被験者 
 正常な視力を持ち日本語を母語とする大学生及び大学

院生 19名（男性６名．年齢 19~56歳：平均 24.8歳）．
うち２名（ともに女性）は左右の眼に呈示した注視点が重

ならず，両眼視野闘争を引き起こしていないと考えられた

ため分析から除外した． 
 実験の目的は前もって知らされていなかった．また実験

に際して大阪府立大学の倫理審査委員会による承認を受

けた． 
 
刺激 
 毎日新聞データベースより，単語の出現頻度 10000～

20000 の日本語二文字熟語の中から文字に重複のない 80
語を選出した．この文字刺激は視角2.5°×５°で提示された．
刺激はステレオスコープを通して，前方に配置された

CRTディスプレイ（NANAO Flex Scan 54T）に提示．
モニターと眼球との距離は43cm，モニターの垂直同期周
波数は 75Hz．実験で用いられた刺激の輝度は，白色
105.94cd/㎡，黒色が0.81cd/㎡だった．実験にはApple社
製コンピュータ，Mac mini (1.66Ghz Intel Core Duo)を使
用し，制御には Matlab 及び Psychtoolbox（Brainard, 
1997; Pelli, 1997）を使用した． 
 また競合刺激の作成には継続的フラッシュサプレッシ

ョン（CFS）と呼ばれる手法を用いた．フラッシュサプレ
ッション（FS）は，競合刺激をフラッシュさせることに
よって統制的な競合を引き起こすことが出来る（e.g. 
Wolfe, 1984; Lansing, 1964）．CFSは優位眼に継続的なフ
ラッシュ刺激を提示することによって，FS による統制的
な不可視状態をより強力に持続させることが出来るよう

考案された手法である（Tsuchiya et al., 2006）． 
 フラッシュ刺激は文字刺激に構成要素を類似させるた

めに，直角に交わる二つの線分（└，┌，┐，┘，計４方位）
と楕円の一部の計５種類をランダムに並べて提示した（図

１(a) 参照）．線分の太さ及び長さはランダムに決定された． 
 
手続き 
 実験開始に際して，被験者はチンレストに顎を乗せて頭

を固定され，前方に配置されたステレオスコープを通して

CRT ディスプレイを見た．次に両眼にそれぞれ提示され
た凝視点が視覚的に重なるように視野を調整された． 
 実験では競合要因として両眼視野闘争を引き起こす条

件（競合条件）と引き起こさない条件（非競合条件）を設

けた． 
 実験開始後，モニターにはまず黒色の十字の注視点が左

右ともに現れ，１s後に注視点が赤の点に変わった．注視
点の上下にそれぞれ視角 15°×15°のフラッシュ刺激が提
示された（注視点周囲の視覚１°×15°の範囲にフラッシュ
は提示されない）．このフラッシュ刺激は競合条件では優

位眼側に，非競合条件では両眼に提示された．フラッシュ

は200msごとに一新された．フラッシュ刺激提示開始後，
400ms~1200ms の間でターゲット刺激が注視点の上の
フラッシュか下のフラッシュの位置に提示開始された．タ

ーゲット刺激は１s 間かけてコントラストが０~100％で
上昇し，100％になった後はそのまま提示された．このと
き，競合条件ではターゲット刺激はフラッシュと逆側の抑

制眼にのみ提示され，非競合条件のときは両眼のフラッシ
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ュの中に提示された．また，ターゲット刺激が25s以上反
応できなかった場合は，無反応として記録した． 
 
 被験者はターゲットとなる刺激語が見えたときに刺激

語が注視点より上か下かをキーを押しで答えることを求

められた（図１(b) 参照）．ターゲットは正立であるか上下
に倒立しているかのどちらか一方で提示された．またこの

とき被験者に，文字を読む必要はなく，文字があると思っ

たら反応するよう教示した． 
 試行は１条件につき10試行．計80試行で実施された．
各ターゲットをどの条件に割り当てるのかについて，被験

者間でカウンターバランスをとった． 
 また実験後のインタビューでは，被験者全員が，競合条

件と非競合条件を視覚的に区別できなかったと答えた． 
 
結果 
 条件ごとの反応時間の中央値について 2(競合要因: 眼
間競合 / 非競合) × 2(文字要因: 正立文字 / 倒立文字) × 
2(位置要因: 上提示 / 下提示)の被験者内 3 要因で分散分
析を行った（図２参照）．左右提示眼についての要因につ

いては，実験時にはカウンターバランスを取ったが，予備

調査において有意な主効

果がなかったため分析に

は含めなかった．上下反

応の誤答に関しては，分

析から除外した．ターゲ

ット文字開始後，25s 以
上経っても反応できない

場合（無反応）は25sと
して取り扱い中央値の算

出を行った．無反応が多

くいくつかの条件におい

て中央値が25sとなった
１名（女性）を除外した，

計 16 名が分析対象とな
った． 

 この結果，競合要因と

文字要因において主効果

が見られた（競合要因；

F(1,15)=27.85, p= .0001，
文字要因；F(1,15)=15.64, 
p= .0013）．位置要因には
有意な主効果は見られな

かった（F(1,15)=0.008, p= .929）．競合要因と文字要因の
間で交互作用が見られた（F(1,15)=17.25, p= .0008）．こ
のため下位検定として単純主効果の検定を行った．この結

果，競合条件における文字要因の主効果が見られた

（F(1,30)=32.86, p< .0001）が，非競合条件では文字要因
の主効果が見られなかった（F(1,30)=0.013, p= .910）．こ
れは，視野闘争状態では検出に文字の形態（正立か倒立か）

が関わっていたが，両眼に同じ画像が提示されていた場合

には文字の提示形態が検出時間に影響を及ぼさなかった

ことを示している（図２参照）． 
 条件毎の無反応率についても２×２×２の分散分析を行
った．この結果，競合要因と文字要因において主効果が見

られた（競合要因；F(1,15)=9.474, p= .0008，文字要因；
F(1,15)=4.63, p= .0048）．位置要因には有意な主効果は見
られなかった（F(1,15)=0.059, n.s.）．競合要因と文字要因
の間で交互作用が見られた（F(1,15)=17.25, p= .0008）．
このため下位検定として単純主効果の検定を行った．この

結果，競合条件では文字要因の主効果が見られた（p< .005）
が，非競合条件では文字要因の主効果が見られなかった

（p= 1.00）．これは反応時間の分析と同じ傾向を示してい
ると言える． 

 

図１．実験１提示刺激。(a) 上；競合条件。フラッシュが片眼に提示され、もう一方の眼にはターゲ
ット刺激が提示される。下；非競合条件。両眼に同じ刺激が提示される。刺激はフラッシュとター

ゲットが重なっているが、フラッシュが変化するのに対してターゲッットは変化しないので、ター

ゲットの検出は可能である。(b) 実験の提示スケジュール例（競合条件—下提示—倒立条件）。注視
点提示後、フラッシュストリームが提示。400~1200msec後、ターゲット文字が提示開始され、１
s間かけてコントラストが０~100％に上昇する（100％になった後は、そのまま提示）。被験者はこ
のとき、ターゲット刺激が注視点より上に提示されているか、下に提示されているかをキー押しに

て判断する。 
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 全体の無反応率は3.8%，誤答率は0.3%だった． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
考察 
 実験１の結果から，両眼視野闘争による抑制状態でも，

文字情報は正立のほうが倒立文字よりも早く処理されて

意識化されることが分った．非競合条件において正立文字

と倒立文字の検出時間に差がなかったことから，この反応

時間の差が通常の文字処理過程そのものに起因する訳で

はないと言える．言い換えると，両眼視野闘争下において，

抑制眼側に呈示された場合でも，正立した文字は倒立した

文字に比べて素早く高次領域で処理されて意識化される

ことが示唆される． 
 
3. 実験２ 
 Jiang et al. (2007) は抑制眼情報が文字や顔といった意
味的なカテゴリ情報を持っており，早期視覚野がそれらを

他の視覚刺激と区別して処理していると主張した．実験１

の結果はJiang et al. (2007) の主張を裏付けるものであ
る．  
 しかし正立文字と倒立文字の検出時間の解離は，Jiang 
et al. (2007) で主張されているようなカテゴリ情報によ
るものではなく，単に熟知性の差による可能性が考えられ

る．このため実験２では，抑制された文字情報がどの程度

行動学的な影響を与えうるのかについて検討した． 
 両眼視野闘争下における反復プライミングに関して，

Cave et al. (1998) は画像刺激に対するネーミング課題を
用いて，先行刺激がターゲット刺激と同一であっても反応

時間に有意な差は見られない，つまり反復プライミングは

視野闘争時における抑制下では起こらないことを示した．

Cave et al. (1998) はこのことから，画像を用いたプライ
ミングでは意識的な識別が可能なフルプロセスの場合に

のみプライミングが引き起こされ，その画像が両眼視野闘

争によって早期に抑制されると，プライミングは起こらな

いとした．しかしCave et al. (1998) が実験で設定したプ

ライミングは，全試行の先行刺激を呈示した後，三分間の

インターバルを取ってターゲット語の呈示を行うという

比較的長期のプライミングに関する研究であり，それぞれ

の先行刺激提示後に短時間の間を挟んでそれぞれターゲ

ット語を呈示する即時のプライミングではない．また言語

刺激を用いた場合には閾下の反復プライミングは起こる

ことが確認されている（e. g. McCormick et al., 2008）．こ
のため，Cave et al. (1998) のフルプロセスでのみプライ
ミングが起こるという主張は否定される． 
 このため実験２では，両眼視野闘争下における反復プラ

イミングの効果を測定した． 
 
被験者 
 正常な視力を持ち日本語を母語とする大学生 27名（男
性 11名．年齢 18~36歳：平均 21.5歳）．実験１に参加
した被験者はいなかった．また左右の視軸のずれなどによ

って両眼視野闘争を起こしていないと考えられる被験者

はいなかった． 
 
刺激 
 毎日新聞データベースより出現頻度 10000～20000 の
日本語二文字熟語の中から文字に重複のない96語を選出
した．また重複のない漢字一字をランダムに組み合わせた

二文字の非単語48語を創出した． 
 フラッシュ刺激及び実験器具は実験１と同様（ただし，

注視点周囲の白抜きはなかった）． 
 
手続き 
 実験開始後，左右視野中央に十字の注視点が現れ，１s
後にフラッシュストリームを提示．このフラッシュ刺激は

競合条件では片眼に，非競合条件では両眼に提示された．

フラッシュは 200msごとに一新された．フラッシュ刺激
提示開始後，400ms~1200ms間にプライム語が注視点よ
り半径５°以内でランダム箇所に80ms提示された．プラ
イム語消失より 600ms後，フラッシュが消え，緑色の注
視点を提示した．このとき被験者は，プライム語が読めた

かどうかではなく，プライムが少しでも見えたかどうかを

キー押しで反応した（ [z] or [x] キーを左手で押す）．この
被験者のプライムが見えたかどうかの判断を，実験終了後，

事後的に意識性要因として分類した． 
 プライム語に関する意識性判断が行われた直後，緑色の

注視点は青色に変化．その 500ms後，プライム語と同じ
位置にターゲット刺激が提示され，このターゲット刺激に

対して，語彙判断課題が課せられた（図３参照）．語彙判
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断課題はキー押しで行い，このとき被験者は右腕で [1] or 
[2] のキーを押した．またこのとき，プライム語は，ター
ゲット語と同じの場合（反復プライミング）と，ターゲッ

ト語と異なる無関連語である場合があった．また非単語の

前には，ランダムに選出された二文字熟語がプライムとし

て提示された． 
 試行は１条件につき36試行が行われた（ただし意識性
要因は，被験者の判断よって事後的に条件として分類し

た）．計144試行が実施された．各ターゲットをどの条件
に割り当てるのかについて，被験者間でカウンターバラン

スをとった． 
 
結果 
 まずプライムが意識された割合に関して偏りがなかっ

たかを調査するために，条件毎の反応数について，2(競合
要因: 眼間競合 / 非競合) × 2(反復要因: 反復語 / 無関連
語) × 2(意識性要因: プライム語が見えた / 見えなかった)
の被験者内３要因分散分析を行った（表１参照）．左右提

示眼についての要因については，実験時にはカウンターバ

ランスを取ったが，実験１と同じく分析には含めなかった．

語彙判断課題の誤答に関しては，分析から除外した．また

意識性の判断の結果，各条件で得られた反応数が５以下の

被験者は除外した（３名）．この分析の結果，全ての要因

で有意な主効果はなかった（意識性要因；F(1,23)=2.023, 
p= .168，反復要因；F(1,23)=2.642, p= .118, 競合要因；
F(1,23)=0.129, p= .722）．また意
識要因と競合要因との間で交互

作用が見られた． 
 このため下位検定として単純

主効果の検定を行った．この結果，

意識性がある場合にもない場合

にも，競合要因の主効果が見られ

た（意識性あり；F(1,46)=37.98, 
p< .0001, 意 識 性 な し ；
F(1,92)=37.10, p< .0001）．これ
は，非競合条件はより見えにくく，

競合条件はより見えやすかった

ことを示していると言える．また

プライムが見えたと答えた反応

数は全体の45.6%だった． 
 次に条件ごとの反応時間の平

均値について２×２×２の被験者
内3要因で分散分析を行った（表
２，図４参照）．この分析の結果，

意識性要因と反復要因において主効果が見られた（意識性

要因；F(1,23)=32.77, p< .0001，反復要因；F(1,23)=10.54, 
p< .0003）．競合要因には有意な主効果は見られなかった
（F(1,23)=1.51, p= .232）．反復要因と競合要因の間で交互
作用が見られた（F(1,23)=4.70, p< .004）．また，反復要因，
競合要因，意識性要因の３要因で交互作用が見られた

（F(1,23)=4.73, p< .004）． 
 このため単純交互作用の検定を行ったところ，意識なし

条件のときに競合要因と反復要因の間で交互作用が見ら

れた（F(1,46)=9.42, p< .003）．よって下位検定として，単
純・単純主効果の検定を行った．この結果，意識性あり条

件のときに競合条件，非競合条件ともに，反復要因の主効

果があった（F(1,92)=5.25, p< .024, F(1,92)=5.36 p< .023）．
しかし，意識性なし条件では，競合条件において反復要因

の主効果があったが（F(1,92)=11.03 p< .003），非競合条
件では主効果はなかった,（F(1,92)=0.24 p= .632）．これは，
プライムを被験者が知覚できたときには，両眼視野闘争を

起こしていても，非競合であっても，反復プライミングは

生起したが，プライムを被験者が知覚できなかったときに

は，両眼視野闘争下では反復プライミングは起こったが，

非競合状態では反復プライミングが起きなかったことを

示している． 
 最後に，条件ごとの誤答率についても，反応時間と同様

に 2×2×2 の分散分析を行った．なお非単語の誤答率につ
いては分析から除外した．この結果，全ての要因で有意な

図３．実験２の刺激提示スケジュール例（競合—無関連条件）。注視点提示後、フラッシュ
ストリームが提示。400~1200ms後、プライム（cf. 大人）が80msのあいだ提示された
（その間もフラッシュストリームは提示されている）。プライム刺激提示終了の600ms後、
フラッシュストリームの提示が終了。注視点が赤から緑の点に変化する。被験者はこのと

きフラッシュストリームの提示されていた間に、文字があったかどうか（文字は読める必

要はない）をキー押しで判断。その後、ターゲット語（cf. 国土；無関連語）が提示され、
それに対して被験者は語彙判断課題を行う。 
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主効果はなかった（意識性要因；F(1,23)=0.611, p= .443，
反復要因； F(1,23)=2.244, p= .148, 競合要因；
F(1,23)=0.523, p= .477）．交互作用はなかった．このこと
から，タスクに対する速度と正確性のトレードオフは起こ

っていなかったと言える．全体の誤答率は1.1%だった． 
 

 

 
 
考察 
 実験２の結果から，両眼視野闘争下における抑制眼由来

の言語刺激が反復プライミング効果を生起させる事が明

らかとなった．この結果は，抑制された言語刺激が，意識

されることなく処理されているということを示している．

また，非競合条件下ではプライム刺激が見えなかった場合

に，プライミング効果が生起しなかった．非競合条件では，

プライムとなる言語刺激と，フラッシュストリームが視覚

的に重なっている．意識的に情報が見えなかった場合はト

ップダウン処理がうまく機能しなかったと考えられる．こ

のためボトムアップ処理に際して形態レベルで，フラッシ

ュと文字刺激が重なることによる情報の劣化がプライミ

ング効果を生起させなかったのではないかと推測される． 
 
4. 実験３ 
 反復プライミングでは，プライムとターゲット間で同じ

形態が繰り返されている．このとき刺激の言語的な属性で

はなく，より低次の形態処理のみに依存してプライミング

効果が生起する可能性がある．言い換えると，この非意識

的処理が言語的処理を含むのか，形態的側面だけで成り立

っているのかを，実験２の結果だけでは判断できない．提

示された刺激が言語として処理されているかどうかを検

討するには，より高次な処理について検討しなければなら

ない． 
 Zimba & Blake (1983) は，両眼視野闘争における抑制
側の情報は，意味的プライミングを引き起こさないことを

見出した．しかしCostello et al.(2009) では，プライム語

を視覚提示した後，フラッシュサプレッション下でターゲ

ット刺激が抑制状態から優位状態に変わるまでの検出時

間を測定したところ，プライム語に関連するターゲットで

は検出時間が短くなった．またZimba & Blake (1983) の
実験は，知覚分野を専門とする４名のみが被験者となって

おり，被験者による偏りの可能性を否定できない． 
 実験３では，実験２と同じパラダイムを用いて，プライ

ム語とターゲット語に意味的な関連があった場合にプラ

イミング効果が生起するかを検討した． 
 
被験者 
 正常な視力を持ち日本語を母語とする大学生 28名（男
性9名．年齢18~32歳：平均22.1歳）．また左右の視軸
のずれなどによって両眼視野闘争を起こしていないと考

えられた被験者１名を除外した． 
 
刺激と手続き 
 実験のパラダイム，及び用いた刺激は，プライム語とタ

ーゲット語を除いて，全て実験２と同様． 

 プライム語およびターゲット語は毎日新聞データベー

スより，単語の出現頻度1000～10000の二文字熟語の中か

らターゲット単語及びペアとなる意味的関連語と無関連

語を，ターゲット語‐意味的関連語‐無関連語の一組とし

て90ペアを選出した（e. g. 美術‐絵画‐団子）．この際，

ターゲット語‐意味的関連語‐無関連語の熟語間で同じ

漢字は使われていなかった．それら単語ペアの意味的関連

度を131名の専門学校生に評定してもらい，ターゲット語

‐意味的関連語の評定得点とターゲット語‐無関連語の

評定得点の差が大きいものから順に48 ペアを選定．実験

では 24 語づつが関連ペアと無関連ペアとして用いられた．

また 24 の非単語を常用漢字をランダムに組み合わせて作

成した．非単語の前にはランダムに選出された二文字熟語

がプライムとして提示された．また，競合要因は今回の実

験には含めず，全て両眼視野闘争を起こした状態で実験は

行われた． 

 試行は１条件につき36試行（ただし意識性要因は，被
験者の判断に依存して条件が分岐する）．計72試行で実施
された．各ターゲットをどの条件に割り当てるのかについ

て，被験者間でカウンターバランスをとった． 
 
結果 
 まずプライムが意識された割合に関して偏りがなかっ

たかを調査するために，条件毎の反応数について，2(意味
関連要因: 意味的関連語 / 無関連語) × 2(意識性要因: プ
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ライム語が見えた / 見えなかった)の被験者内２要因分散
分析を行った（表３参照）．左右提示眼についての要因に

ついては，実験時にはカウンターバランスを取ったが，こ

れまでの実験と同じく分析には含めなかった．語彙判断課

題の誤答に関しては，分析から除外した．また意識性の判

断の結果，各条件で得られた反応数が５以下の被験者は除

外した（３名）．この分析の結果，全ての要因で有意な主

効果は見られなかった（意味関連要因；F(1,23)=1.09, 
p= .307 ，意識要因；F(1,23)=1.865, p= .185）．また，交
互作用はみられなかった（F(1,23)=0.395, p= .536）．この
結果から，プライムが見えたかどうかの反応に，条件によ

る偏りはなかったと考えられる．またプライムが見えたと

答えた反応数は全体の47.0%だった． 
 次に条件ごとの反応時間の平均値について２×２の被験
者内２要因で分散分析を行った（表４，図４参照）．この

分析の結果，意味関連要因，意識要因のどちらにも有意な

主効果は見られなかった（意味関連要因；F(1,23)=3.305, 
p= .082 ，意識要因；F(1,23)=3.638, p= .069）．また２要
因の交互作用が見られた（F(1,23)=10.54, p< .0002）．こ
のため下位検定として単純主効果の検定を行った．この結

果，意識あり条件では，意味関連要因の主効果が見られた

が（F(1,46)=16.639, p< .0002），意識なし条件では意味関
連要因の主効果は見られなかった（F(1,46)=1.262, 
p= .267）． 
 更にプライムが見えたかによって有意なプライミング

効果があったかどうかを検討するために，条件毎に片側 t
検定を行った．この結果，意識あり条件では，意味的関連

—無関連条件間で反応時間に有意な差が見られたが
（t(1,23)=4.23, p< .0001），意識なし条件では，意味的関
連—無関連条件間で反応時間に有意な差が見られなかっ
た（t(1,23)=1.57, p= .129）． 
 これは，プライムを被験者が知覚できたときには意味的

プライミングが生起したが，プライムを被験者が知覚でき

なかったときには意味的プライミングが生起しなかった

ことを示している． 
 最後に条件ごとの誤答率についても，反応時間と同様に

2×2の分散分析を行った．なお非単語の誤答率については
分析から除外した．この結果，全ての要因で有意な主効果

はなかった（意識性要因；F(1,23)=0.038, p= .846，意味
関連要因；F(1,23)=1.000, p= .328）．交互作用はなかった
（F(1,23)=1.000, p= .328）．このことから，タスクに対す
る速度と正確性のトレードオフは起こっていなかったと

言える．全体の誤答率は1.48%だった． 
 

 

 
 
考察 
 実験３の結果から，抑制眼由来の言語刺激からは意味的

プライミングが生起しないことが明らかとなった．これは

Zimba & Blake (1983) の結果を裏付けるものである．し
かしこの結果はJiang et al. (2007) が主張するような，抑
制眼由来の視覚情報が何らかのカテゴリ情報を持ってい

るという仮説を直ちに否定できるものではない．単語間の

意味的関連は，言語の処理としては高次レベルであると考

えられる．このため，抑制眼由来の情報が，何らかしらの

言語処理を引き起こしているのかどうかは不明である． 
 
6. 実験４ 
 Forster & Davis (1984) は，小文字のプライム語に対し
て，大文字の同語ターゲットが無関連語よりも反応が早い

ことを明らかにし，ローマ字では書字コードと語彙ユニッ

トがともに活性すると主張した．これに対してHino et al. 
(2003) は日本語を用い，漢字—カタカナといった異なっ
たスクリプト間でのプライミング効果（クロススクリプト

プライミング）が生起することを確認した．日本語におい

て漢字表記とカタカナ表記は，ローマ字の大文字表記と小

文字表記と異なり，スクリプト間で特性に関連がない．漢

字は表意文字であり，カタカナは表音文字である．加えて

漢字の表記文字数とカタカナの表記も字数が異なること

も多い．このことからHino et al. (2003) はマスクプライ
ミング効果が，前語彙的な音韻レベルでも起こることを主

張した． 
 また，Masson et al. (1999) はネーミング課題を用いて
何ら意味的な情報を持たない非単語であっても，音韻によ

るプライミング効果が得られることを明らかにした．この

結果はHino et al. (2003)と同じく，言語刺激が意味と関連
しない音韻レベルの処理によってプライミング効果を生

起させうることを意味している． 
 よって実験４では，実験２，３と同じパラダイムを用い

て，抑制眼由来の言語刺激が音韻レベルでの処理を活性さ

せるかを検討した． 
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被験者 
 正常な視力を持ち日本語を母語とする大学生 29名（男
性9名．年齢18~32歳：平均22.3歳）．また左右の視軸
のずれなどによって両眼視野闘争を起こしていないと考

えられた被験者１名を除外した． 
 
刺激と手続き 
 実験のパラダイム，及び用いた刺激は，プライム語とタ

ーゲット語を除いて，全て実験２，３と同様． 

 プライム語およびターゲット語として，Hino et al. 
(2003)の刺激リストから３モーラの二文字熟語を 48語使
用した．加えてそれらと同程度の頻度の二文字熟語（３モ

ーラ）を毎日新聞データベースより48語，ランダムに選
定した．実験で用いられた熟語のカタカナ表記での頻度は

非常に低かった． 

 試行は１条件につき36試行（ただし意識性要因は，被
験者の判断に依存して条件が分岐する）．非単語は実験で

使用しなかった語を並べ替えて非単語にしたものを使用

した．計 72試行で実施された．各ターゲットをどの条件
に割り当てるのかについて，被験者間でカウンターバラン

スをとった．また，競合要因は実験３と同様に，今回の実

験には含めず，全て両眼視野闘争を起こした状態で実験は

行われた． 
 
結果 
 まずプライムが意識された割合に関して偏りがなかっ

たかを調査するために，条件毎の反応数について，2(クロ
ススクリプト要因: クロススクリプト語 / 無関連語) × 

2(意識性要因: プライム語が見えた / 見えなかった)の被
験者内２要因分散分析を行った（表５参照）．左右提示眼

についての要因については，実験時にはカウンターバラン

スを取ったが，これまでの実験と同じく分析には含めなか

った．語彙判断課題の誤答に関しては，分析から除外した．

また意識性の判断の結果，各条件で得られた反応数が５以

下の被験者は除外した（４名）．この分析の結果，全ての

要因で有意な主効果は見られなかった（クロススクリプト

要因；F(1,23)=1.813, p= .191，意識要因；F(1,23)=1.390, 
p= .250）．また，交互作用はなかった（F(1,23)=3.331, 
p= .081）．この結果から，プライムが見えたかどうかの反
応に，条件による偏りはなかったと考えられる．またプラ

イムが見えたと答えた反応数は全体の47.7%だった． 
 次に条件ごとの反応時間の平均値について２×２の被験
者内２要因で分散分析を行った（表６，図４参照）．この

分析の結果，意識要因では有意な主効果は見られなかった

（F(1,23)=2.11, p= .160）が，クロススクリプト要因では
有意な主効果が見られた（F(1,23)=28.34, p< .0001）．ま
た２要因での交互作用が見られた（F(1,23)=15.66, 
p< .0006）．このため下位検定として単純主効果の検定を
行った．この結果，意識あり条件では，クロススクリプト

要因の主効果が見られたが（F(1,46)=44.00, p< .0001），
意識なし条件ではクロススクリプト要因の主効果は見ら

れなかった（F(1,46)=3.63, p= .063）． 
 更にプライムが見えたかによって有意なプライミング

効果があったかどうかを検討するために，条件毎に片側 t
検定を行った．この結果，意識あり条件でも意識なし条件

でも，意味的関連—無関連条件間で反応時間に有意な差が
見られた（意識あり条件；t(1,23)=2.36, p< .03），意識な

＊ … ５％水準  ＊＊＊ … １％水準 

日本認知科学会第27回大会 P1-23

259



し条件；t(1,23)=6.56, p= .0001）． 
 これは，プライムを被験者が知覚できたときにもできな

かったときにもクロススクリプトプライミングが生起し

たことを示している．ただし，意識要因とクロススクリプ

ト要因で交互作用があることから，意識なし条件でのクロ

ススクリプトプライミングは，意識あり条件でのクロスス

クリプトプライミングよりも効果量が少ないことが示唆

される． 
 最後に条件ごとの誤答率についても，反応時間と同様に

2×2の分散分析を行った．なお非単語の誤答率については
分析から除外した．この結果，全ての要因で有意な主効果

はなかった（意識性要因；F(1,23)=2.794, p= .108，クロ
ススクリプト要因；F(1,23)=0.010, p= .920）．交互作用は
なかった（F(1,23)=1.318, p= .263）．このことから，タス
クに対する速度と正確性のトレードオフは起こっていな

かったと言える．全体の誤答率は5.64%だった． 
 

 

 
 
考察 
 実験４の結果から，両眼視野闘争下の抑制眼由来の言語

刺激によって起こるプライミング効果量は，知覚されなか

った場合のほうが知覚された場合よりも小さかったが，ど

ちらの場合でもクロススクリプトプライミング効果を生

起させる事が明らかとなった．これは両眼視野闘争下で抑

制された情報が，単なる視覚刺激として形態レベルでのみ

処理されているのではなく，言語として音韻レベルでの処

理が行われていることを示唆している． 
 
5. 総合考察 
 本研究で我々は，フラッシュサプレッションを用いて，

両眼視野闘争下において抑制された言語情報が，非意識下

で言語的な処理がなされているのかを検討した． 
 実験１の結果から，フラッシュサプレッション下におい

て，正立した文字と反転した文字では，正立した文字のほ

うが，両眼視野闘争による抑制が解けるまでの時間が早か

った．こうした正立／反転した言語刺激による抑制時間の

差は，より熟知性のある情報のほうが検出されやすい傾向

を示している． 
 次に実験２では，こうした抑制眼由来の言語情報の処理

のメカニズムについてさらに検討するために，抑制眼由来

の言語情報が反復プライミングを引き起こすのかを検討

した．この結果，両眼視野闘争下において抑制された情報

も抑制されなかった場合と同様に反復プライミングを引

き起こすことが分った． 
 更に，こうした反復プライミング効果が，形態レベルで

の処理から起こっているのか，それとも刺激の言語情報を

処理に用いているのかを検討するため，実験３では意味的

プライミングの生起を，実験４ではクロススクリプトプラ

イミングの生起を測定した．この結果，両眼視野闘争下に

おいて抑制された言語情報では，意味的プライミングは起

きなかったが，クロススクリプトプライミングは起きた． 
 実験２~４において，意識されたと答えた場合には，全

てのプライミング効果が生起したにもかかわらず，意味的

プライミング効果は意識されなかったと答えた場合に生

起しなかった．Lau et al. (2007) はメタコントラストマス
キングを用いて，ターゲット単語に対して意味判断をする

のか音韻判断をするのかに関するプライムが意識された

場合と，意識されなかった場合についてのプライミング効

果について測定した．この結果，Lau et al. (2007) はプラ
イムが意識された場合にはターゲット刺激に対するタス

クのプライミングが生起せず，逆にプライムが意識されな

かった場合にはプライミング効果が起こることを示した．

このことからLau et al. (2007) は，プライミングが単一
の知覚による処理によって引き起こされるのではなく，知

覚状態によって異なったプライミング効果が起こる可能

性を主張した．本研究の結果も同様に，知覚状態に依存し

てプライミング効果の生じ方が異なることを示した． 
 また，抑制眼由来の言語情報のプライム提示において，

反復プライミングとクロススクリプトプライミングは生

起したが，意味的プライミング効果は起きなかったことか

ら，プライミング効果そのものが，単一のシステムによっ

て生起するのではなく，複数の処理レベルで生起するので

はないかと考えられる． 
 反復抑制とは，同じ刺激が繰り返されたときに，行動学

的にはプライミング効果によって反応が早くなったり正

確になったりするにもかかわらず，脳の活動量が低減する

現象のことである（e. g. Desimone, 1996; Spector et al., 
2006）．Dehaene (2001) はマスキングを用いた閾下刺激
に対する反復抑制を測定した．この結果，マスク刺激に対

して，外側線条体，紡錘状回，中心前野領域において反復
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抑制が見られた．また反復プライミングを測定した場合に，

紡錘状回と中心前野島ではプライム―ターゲット間の文

字の特異性（大文字／小文字）に依存せず反復抑制が測定

されたが，右の外側線条体では文字の特異性に関連して反

復抑制が起こった（物理プライミング）．両眼視野闘争下

でのプライミング効果は，クロススクリプトでも生起した

ことから，抑制眼由来情報が紡錘状回および中心前野領域

まで処理されている可能性が示唆される． 
 Moutoussis & Zeki (2002) は，左右眼に図と地の色を
反対色で反転させた刺激をフラッシュ提示することで，提

示刺激を知覚させないようにする両眼融合という手法を

用いて，家と顔という異なる刺激を提示した際に，刺激を

意識したかどうかに関わらず，紡錘状回や海馬傍回といっ

たそれぞれ特定の脳領域が活性することをfMRIによる測
定で明らかにした．しかし本研究では，プライムが知覚さ

れなかった場合に意味的プライミングが消失し，クロスス

クリプトプライミングは効果が低減した．Moutoussis & 
Zeki (2002) の結果では，活性する脳領域は知覚の有無に
関わらず同じであったが，活動量の絶対値は知覚された方

が常に大きかった．こうした活動量の差が，本研究で示さ

れたプライミング生起に関する差と関連するのかもしれ

ない． 
 
7. 結論 
 抑制眼由来の情報が，行動学的に測定可能な量のプライ

ミング効果を生み出すことが明らかとなった．また，加え

て，こうしたプライミング効果は，両眼視野闘争下におい

て抑制されることで，意味プライミングは消失し，クロス

スクリプトプライミングは効果量が低減するということ

が示された．このことは，プライミングというメカニズム

が低次から高次レベルにかけた複数の処理ステージで，そ

れぞれ独立して起こる可能性を示唆する． 
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Abstract 
This study investigated the effects of color and form 

of the 3-dimensional stimulus on psychological and 
physiological responses. In experiment 1, twenty 
participants observed 5 colors presented 2- 
dimensionally (2-D), and 4 forms presented 3- 
dimensionally (3-D) while pupillary response was 
measured. Immediately after this, eleven scales of 
semantic-differential (SD) method were rated by the 
participants. In experiment 2, twenty stimuli composed 
by a combination of 5 colors and 4 forms were 
presented for another group of twenty participants, and 
the pupillary response and the SD rating were obtained. 
Results were as follows: In experiment 1, a percent 
constriction of the pupillary response was significantly 
differentiated, not by the form, but by the color, 
suggesting the coordination between the score of 
SD-factor of “activity” and the pupillary response. In 
experiment 2, a percent constriction of the pupillary 
response was changed by the color and the form, 
showing an interaction of these stimulus factors. The 
SD rating of the activity for the color and the pupillary 
response for the form “globe,” and the SD rating of the 
activity for the form and the pupillary response for the 
color “red,” were both appeared to change in parallel. 
Influences of the color and the 3-D form on 
psychological and physiological responses were 
discussed along with the interaction of these stimulus 
factors. 
 
Keywords ― color, form, 3-dimensional stimulus, 
semantic differential (SD) method, pupillary 
response 

 

1. 問題 

我々を取り巻く生活空間に存在するあらゆる物

体は，色彩と形状をもっており，こういった色彩

や形状が人に与える心理的，生理的影響について

は，様々な検討が試みられてきている。これまで

の研究では，色彩についてはマンセル色票を用い

た研究が数多くみられ，形状については 2 次元平

面上における幾何学的な模様に限定された研究が

多い。また，3 次元的な形状を扱った研究におい

ても，その多くはPC画面上に3次元的な画像を“平

面的”に刺激として提示したものである。さらに

最近では，色彩刺激についても PC による CRT 表示

を使用した例が非常に多くなってきている。しか

し，実空間に配置された実物としての 3 次元物体

は，PC 上では完全に再現することが難しい様々な

刺激特性，例えば，奥行き感，質感，肌理，陰影

などを持っている。従って，実空間における 3 次

元物体として提示される刺激の色彩と形状の効果

を調べることは，現実空間における色彩と形状の

影響を精緻に検討するためには必要と考えられる

が，この点を組織的に調べた研究は多くない。 

そこで本研究では，実空間に立体的な 3 次元形

状物体を配置し，これらの物体に色彩を組合せて，

人の心理的，生理的反応に及ぼす影響を検討する

ことを目的とした。実験 1 では，まず 2 次元平面

上に提示する色彩刺激と，3 次元的に提示する立

体形状(灰色)刺激について検討した。実験 2では，

色彩と立体形状とを組み合わせた刺激の影響につ

いて検討した。 

 

2. 実験１ 
 

2.1 方法 

2.1.1 実験参加者 

 矯正を含め視力や色覚が正常な大学生 20 名(う

ち男性 7名，平均年齢 19.3 歳)が参加した。 
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2.1.2 刺激 

平面的に提示する色彩刺激は 5 種類を用意し，

赤(5.1R4.0/14.7)，黄(6.5Y8.8/13)，緑(7G4.2/ 

8.5)，青(7.3PB3.5/15.1)，紫(8.1PB2.5/16.5)と

した。立体形状刺激は，無彩色(灰色)で統一した

立方体，円柱，円錐，球の 4 種を用いた。色彩色

差計(ミノルタ CR-321)による形状刺激の明度は

7.3 であった。 

 

2.1.3 心理的評定値 

大山・瀧本・岩沢[1] による SD 法の 11 尺度(好

きな─嫌いな，良い─悪い，美しい―汚い，明る

い―暗い，軽い―重い，陽気な―陰気な，騒がし

い―静かな，動的な―静的な，派手な―地味な，

緊張した―ゆるんだ，鋭い―鈍い)を用いて，7件

法で回答させた。 

 

2.1.4 生理的反応 

 電子瞳孔計(浜松ホトニクス イリスコーダ

C7364)を用いて，瞳孔反応を計測した。刺激提示

前後の瞳孔反応を，刺激提示前 5 秒間から刺激提

示後15秒間，サンプリング周波数60 Hzで計測し，

刺激提示 1 秒前の瞳孔径値をベースラインとし，

刺激提示後 2 秒以内に生じた縮瞳反応の瞳孔径値

より，瞳孔径の変化率(収縮率)を算出した。 

 

2.1.5 手続 

 実験参加者は，標準光源 D65 により照明された

部屋で，まず瞳孔反応計測用のゴーグルを付け，

刺激提示台の正面約 50cm の位置にリラックスし

た姿勢で座った。10 分間の明順応後，最初に立体

刺激 4 種類をランダムな順に提示し，瞳孔反応を

20 秒間測定した。それぞれの立体刺激は，実験参

加者の視線上，正面の視角 10°×10°の領域に収

まるように配置して提示された。その後，刺激を

見ながら SD 評定を行わせた。立体刺激終了後，色

彩刺激を視角 10°×10°の領域に平面的に提示

し，瞳孔反応を同様に測定した後，SD 評定を行わ

せた。 

 

2.2 結果と考察 

2.2.1 心理的評定値 

因子分析の結果，“活動性”(騒がしい―静かな，

派手な―地味な，陽気な―陰気な，明るい―暗い，

動的な―静的な，軽い―重い)“評価性”(良い─

悪い，好きな─嫌いな，美しい―汚い)“力量性”

(緊張した―ゆるんだ，鋭い―鈍い)の 3 因子が得

られた。各因子に分かれた尺度の平均評定値をそ

れぞれの因子得点として，色彩，形状刺激別に 1

要因分散分析を行った結果，色彩刺激については，

3 因子とも主効果が有意(F(4, 76)=66.45; F(4, 

76)=9.24; (F(4, 76)=12.05, p<.001)であった。

多重比較の結果，活動性では黄＞赤＞緑≒青≒紫，

評価性では青＞黄≒赤≒紫，緑＞紫，力量性では

赤≒黄＞緑≒紫，という結果になった。 

形状刺激についても 3 因子とも主効果が有意

(F(3, 57)=7.17; F(3, 57)=9.10; F(3, 57)=56.13, 

p<.001)であった。多重比較の結果，活動性では円

錐＞立方体≒円柱，球＞円柱，評価性では球＞円

錐≒円柱，力量性では円錐≒立方体＞球≒円柱と

なっていた。 

 

2.2.2 生理的反応 

瞳孔径の計測に不備があったデータを除き，色

彩刺激については 12 名分，立体形状刺激につい

ては 14 名分のデータで以下の解析を行った。収

縮率を角変換後，色彩，形状刺激別に 1 要因分散

分析を行った(図 1，2)。その結果，色彩の主効果

が有意(F(4, 44)=9.64, p<.001)であり，多重比較

の結果，黄＞赤≒青≒緑≒紫となった。立体形状

図１　色彩刺激に対する瞳孔径の平均収縮率
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の主効果は有意とはならなかった。 

以上のことから，色彩刺激に対しては瞳孔の収

縮率が有意に変動し，SD 尺度による活動性因子の

結果と瞳孔収縮率との結果が一致する傾向を示し

たといえる。しかし，立体形状刺激に対しては収

縮率が有意に変化せず，SD法による心理的評定値

とは一致した傾向が認められなかった。  

図2　立体形状刺激に対する瞳孔径の平均収縮率
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３. 実験２ 
 

3.1 方法 

3.1.1 実験参加者 

矯正を含め視力や色覚が正常な，実験 1 とは異

なる大学生 20 名(うち男性 9 名，平均年齢 21.9

歳)が参加した。 

 

3.1.2 刺激 

実験 1 で使用した色彩刺激 5 種と立体形状刺激

4種を組合せ，20 種類の刺激を作成して用いた。 

 

3.1.3 心理的評定値 

実験 1と同様であった。 

 

3.1.4 生理的反応 

実験 1と同様であった。 

 

3.1.5 手続 

 実験 1 に準じた。瞳孔反応計測用ゴーグルを装

着後，標準光源 D65 の下，20 種類の彩色された立

体刺激をランダムな順に提示し，瞳孔反応を 20

秒間測定した。その後，刺激を見ながら SD 評定を

行わせた。 

 

3.2 結果と考察 

3.2.1 心理的評定値 

因子分析の結果，実験 1 と全く同じ“活動性”

“評価性”“力量性”の 3因子が得られた。色彩×

形状の 2 要因分散分析を各因子別に行った結果，

活動性では，色彩の主効果(F(4, 76)=47.47, 

p<.001)，および形状の主効果(F(3, 57)=6.73, 

p<.001)が有意であったが，交互作用は有意傾向

(F(12, 228)=1.66, p<.10)であった。多重比較の

結果，黄≒赤＞紫≒緑≒青，円錐≒球＞立方体≒

円柱となった。評価性では，形状の主効果(F(3, 

57)=3.53, p<.05)のみが有意であり，球＞立方体

であった。力量性では，色彩の主効果(F(4, 76)= 

10.08, p<.001)，および形状の主効果(F(3, 

57)=24.25, p<.001)が有意であった。多重比較の

結果，赤≒黄≒青＞紫＞緑，円錐＞立方体＞円柱

≒球，となっていた。 

 

3.2.2 生理的反応 

瞳孔径の計測に不備があったデータを除き，12

名分のデータで以下の解析を行った。収縮率を角

変換後，色彩×形状の 2要因分散分析を行った(図

3)。その結果，色彩の主効果(F(4, 44)=18.32, 

p<.001)，形状の主効果(F(3, 33)=10.92, p<.001)，

および交互作用(F(12, 132)=3.08, p<.001)のいず

れもが有意であった。下位検定では，全ての形状

について色彩の単純主効果が有意(p<.01)であり，

また，黄(p<.10)を除くすべての色彩において形状

の単純主効果が有意(p<.05)であった。 

 

図3　色彩および形状の組合せ刺激に対する瞳孔径の平均収縮率
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立方体における色彩の多重比較を行ったところ，

黄＞緑＞赤≒紫≒青となった。円柱では，黄≒青

＞緑≒赤≒紫となった。円錐では，黄≒赤≒紫＞

青≒緑となった。球では，黄＞赤≒紫≒緑＞青で

あった。 

赤における形状の多重比較を行ったところ，円

錐≒球＞立方体≒円柱となった。緑における形状

の多重比較を行ったところ，立方体＞球となった。

青における形状の多重比較を行ったところ，円錐

≒円柱＞球であった。紫における形状の多重比較

を行ったところ，円錐＞球≒立方体≒円柱となっ

た。 

実験 1 では形状刺激によって瞳孔の収縮率は有

意に変化しなかったが，実験 2 では黄色に彩色さ

れた形状刺激以外の全てにおいて，収縮率に有意

な差異が認められた。色彩と形状との交互作用が

有意であったことから，瞳孔の収縮率は色彩と形

状との組み合わせにより複雑に変動することが示

唆された。 

心理的評定と瞳孔の収縮率とは，活動性におけ

る色彩の主効果と球における色彩の単純主効果の

結果，および形状の主効果と赤における形状の単

純主効果の結果が最もよく対応していた。 

 

4. 総合考察 

 SD 法による“活動性”については，実験 1と実

験 2 において色彩と形状への評価がほぼ一致して

いたことから，色彩と形状の影響が一貫して認め

られたといえる。“評価性”については，色彩のみ

の刺激，形状のみの刺激では得点が変動したが，

複合刺激は色彩の影響が現れなかった。形状刺激

については，実験 1 と実験 2 の評価がほぼ一致し

ていたことから，形状の影響が一貫して示された

といえる。“力量性”については，実験 1と実験 2

で色彩および形状の評価がやはりほぼ一致してい

たことから，色彩と形状どちらの影響も受けると

考えられる。 

瞳孔反応は，実験 1 では，色彩の影響のみを受

け，実験 2 では，黄色を除き，色彩と形状との組

み合わせで相互作用が生ずることが示された。従

って，形状の違いは単独で瞳孔反応を変動させる

わけではないが，色彩との相互作用によって複雑

に影響を与えることが示唆されたといえる。黄色

については，色彩刺激の中では刺激の輝度が最も

強く，その影響が顕著に現れたことにより，形状

との相互作用効果が明確に得られなかった可能性

が指摘される。 

瞳孔径が変化する要因としては，明度や輝度と

いった刺激の物理的要因と，観察者の主観的要因

などによる自律神経系反応の変化が考えられる

[2]。本研究で用いた色彩刺激と形状刺激の組み合

わせにおいては，同じ色彩でも形状が違う場合に

は瞳孔反応に異なる影響を与えていた。すなわち，

色彩と形状が瞳孔反応に与える影響は，(1)色彩の

単独的な効果，(2)色彩と形状の相互作用，という

2つの側面があると考えられる。 

我々の心理的，生理的反応に影響する現実空間

に存在する刺激属性は様々に考えられるが，刺激

が実体的に 3次元物体として提示された場合と，3

次元物体が PC 画面上に平面的に提示された場合

とでは，その効果が同一であるか否かについては，

議論の余地があろう。本研究では，実空間に実体

的な 3 次元物体を提示したが，リアルな存在とし

ての物体の様々な属性を実験変数として操作する

には至らなかった。従って今後は，実物としての

刺激の質感，陰影や肌理，あるいは奥行き感など

といった様々な属性を実験変数として組織的に操

作し，さらに検討を進める必要があろう。 
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Abstract 
Previous studies have suggested that (1) 

sensory-motor representation can be activated during 
the comprehension of words or sentences, (2) the 
activation depends on the participants’ past 
experiences of interaction with real external objects or 
actual situations, and (3) past experiences can facilitate 
the comprehension of words or sentences. What kinds 
of interaction will facilitate the comprehension, 
however, still remain uncovered. In order to examine 
this, we conducted an experiment in which forty-eight 
Japanese university students were randomly assigned 
to one of the following four groups: (a) participants 
who were asked to enact the sentences, which included 
at least one English indefinite pronoun—the enactment 
group, (b) participants who were asked to observe the 
same enactments as shown by group (a)—the 
observation group, (c) participants who were not asked 
to either enact or observe—the control group, and (d) 
participants who were asked to enact in the same 
manner as conducted by group (a) to group (b), whose 
test scores were not analyzed, since the purpose of this 
group was solely to demonstrate the enactments. In 
order to examine what kinds of interaction will 
facilitate the comprehension of the concept of English 
indefinite pronouns, we set a grammar test designed to 
assess students’ understanding of the concept before 
and after the treatment. The grammar test revealed that 
the enactment group outperformed not only the control 
group but also the observation group. This result 
suggests that the experience of enacting sentences can 
facilitate participants’ comprehension of the concept of 
word meaning—English indefinite pronouns in this 
study—and that the mere observation of enactments 
cannot facilitate this comprehension. 
 
Keywords ― word comprehension, action, 
sensorymotor representation 
 
1.目的 
人の言語理解過程は,認知心理学あるいは認知

科学で大きな研究テーマとされてきた.近年では,

特に言語理解と知覚運動表象との関係が盛んに研

究されている.言語理解と知覚運動表象との関係

を説明する仮説として,知覚的記号システム理論

が提案されている[1].この理論では,ヒトの言語理

解過程について,言語が意味する状況を実際に経

験したときと同じ知覚運動表象が活性化してシミ

ュレーションが行われ,それによって理解がなさ

れると考える.  

文の理解と知覚運動表象の活性化の関係につい

て，大別すると 3 つの知見が得られている．第一

に，文や語の文の理解時に知覚運動表象が活性化

する．例えば,行為文(引き出しを開ける)の有意味

性判断をさせると,その文で示された行為方向(手

前方向)への反応時間が早くなるという文行為一

致効果が示されている[2].また, 2 語(root と

branch など)を上下に同時提示し,関連あるもの

かどうか判断させると，2語の提示位置と,その語

が意味する事物の空間配置の一致によって反応時

間が短くなる[3]．語の意味処理過程においても,

語の意味概念に関する知覚運動表象が活性化する

と考えられている[4]． 

第二に，文や語の理解時に生起する知覚運動表

象の活性化は,過去の外界との相互作用経験によ

ってもたらされる.スポーツに関する文では，その

スポーツの経験者にしか文行為一致効果が見られ

ない[5].語においても,過去の相互作用経験で得た

知覚運動表象が,意味処理時に活性化すると考え

られている[6]. 

第三に,過去の相互作用経験により生起する知

覚運動表象の活性化は,文や語の意味を理解する

程度に影響する． 文章に登場する事物を実際に操

作したり,操作を想像したりすることで,文章の記

憶,事物の空間的配置に関する推論課題の成績が

向上する[7].また英語不定代名詞を含む文が意味

する状況を自ら行為して作らせた行為群と,そう
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した行為を求めなかった統制群を比較すると，行

為群の方が,意味概念の理解が促進される[8]． 

本研究では．他者の行為を観察した経験による

効果と,自らの行為経験そのものによる効果を分

離して検討し，観察経験と行為経験が語の意味概

念の理解に与える影響を比較する.これによって,

過去の相互作用経験と語の理解の関係を明らかに

する.具体的には,英語不定代名詞の意味概念の理

解度について,不定代名詞の意味する状況を自ら

行為して作り出す行為群,他者の行為を観察する

観察群,行為も観察も行わない統制群を比較検討

する.観察群には,他者の行為およびその行為によ

る状況の変化,誤った行為をした場合のフィード

バックもすべて観察させる。二つの理由により,

少なくとも英語不定代名詞に関しては,行為経験

の方が観察経験よりも語の意味概念の理解が促進

されると考えられる. 

第一の理由は, 語の意味概念を処理する際には,

その語が示す事物や概念を用いた行為がシミュレ

ーションされることである[9][10]．行為をシミュレ

ーションするには,行為の方法に関する情報が語

の意味概念そのものにも含まれていると考えられ

る.このような情報は,観察経験よりも行為経験に

よって豊富に得られるであろう. 

第二の理由は,不定代名詞の表記と意味概念の

結合が，行為によって強められると考えられるこ

とである．不定代名詞の意味は, 

another:既に指定されたもの(単数あるいは

複数)に加える一つのもの 

other(s):既に指定されたもの(単数あるい

は複数)に加える複数のもの 

the other(s):複数のもののうち,残ったもの 

とされる[11].つまり英語不定代名詞の意味概念は,

複数の要素に対する行為において,行為対象およ

び行為後に残される要素数を含んでいると考えら

れる.一般にL2の非熟達者は,L2の語からL1の語

を検索し,L1 の語の意味概念を利用して理解する

という処理を行う[12]．具体的な事物の要素数を操

作する行為経験によって,不定代名詞の語の表記

と意味概念との結合が強められる可能性がある. 

2.方法 
2.1 参与者 

女子大学生 48 名．12 名を行為群に,12 名を観察

群に,12 名を統制群に,12 名を観察群のための行

為モデルに無作為に配置した. 

2.2 材料 

事前・事後テスト問題:学習前,学習後の英語不

定代名詞の理解度テストとして,多肢選択による

空欄補充式のテスト問題を作成した.事前,事後テ

ストともに 20 問であり,other(s),another, the 

other(s)のいずれかを正解とする各5問(計15問)

と,フィラー問題 5問から構成した.  

操作対象物:行為群および行為モデルが行為す

る対象物として,縦横 1cm,長さ 3cm の赤色プラス

ティック棒(Mini set plastic Cuisenaire Rods, 

Educational Solutions Ltd.)を用いた.実験時に

は“rod”と呼んだ.  

2.3.手続き 

まず,参与者全員に事前テスト問題を 10 分間で

解かせ,続いて不定代名詞の意味概念について説

明した(概念説明フェイズ).その後,行為群および

行為モデルには,棒を操作した行為を行わせ,観察

群には行為モデルによる行為を観察させた(行

為・観察経験フェイズ).最後に,事後テスト問題を

10 分間で解かせた. 

概念説明フェイズでは,最初に,これから a, the, 

other の説明をすることと,それぞれの基本的な

概念を口頭で説明した.次に,黒板を用いて

another, other(s), the other(s)の違いを,図を

用いて説明した.具体的には,黒板に 6 本の棒を図

示し,始めに棒を取るときには不定代名詞を用い

ずに“I take a rod”であると説明した.このと

き,aは 6本の中からどれでも良い1本に使うこと,

決定されていない 1 本について使うことを説明し

た.次いで,6 本の中からさらに 2 本の棒を取る場

合に other を用い,“I take other rods”となる

ことを説明した.また,“I take others”と省略で

きることも説明した.続いてもう 1 本の棒を取る

ときには“I take another rod”あるいは“I take 

another”であり,anotherはotherに単数を示すa
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の音韻変化である an がつき,一つの単語と化した

ものであると説明した.その後,残った 2 本の棒を

取るときには“I take the other rods”または“I 

take the others”となり,the は他に選びようが

ないものを取るとき,残った棒全てを取るときに

使用することを伝えた.また,この残った 2 本から

1 本を取り,最後に 1 本だけを取る場合には,“I 

take another rod”の後に“I take the other”

と続き,単数のときにはthe otherとなることを説

明した.最後に,黒板に 5 本の棒を書き,“There 

are five rods on the desk. I will take one rod, 

and he will take another, and she will take 

others, and you can take the others.”という

文例を,図で示しながら説明した. 

概念説明フェイズののち,参与者を行為群，統制

群，観察群，行為モデルに無作為に振り分けた. 

行為群と行為モデルの参与者は,棒を使った行

為経験フェイズを行った.最初に実験者が 10 本の

棒を机に置いて，例を実行した.具体的には,机か

ら 1本の棒を取りながら“I take one rod. Now, I 

have one rod.”と発話した.続いて,別の 1本を取

りながら“I take another,”と発話し,さらに 2

本の棒を取って“I take others.”と発話した.

同様に 3本の棒を取って “I take others.”と発

話し,最後に残された全ての棒を取って“I take 

the others.” と発話した. 

次いで， 6 本の棒を机に置いて,行為群および

行為モデルの参与者に,“I take other rods”の

ように不定代名詞を用いた英文を発話し,同時に

その英文の意味する行為を実際に行うよう教示し

た.具体的には,まず,other, another, the other

の全てを使って,6 本の棒を全て取り終わるまで,

行為を続けるよう求めた.これを各参与者が 2 回

繰り返した.次に,各参与者が一回ずつ行為をし,

分担して 6 本の棒を取るように求めた.これも全

参与者が 2 回経験するまで繰り返した.発話した

英文が誤っていた場合と,発話と行為が一致しな

い場合には,その事を告げ,正しい文を教示した.

行為・観察経験フェイズは 15 分程度行われた. 

観察群の参与者は,行為モデルの参与者の行為

を観察したのみで,自ら棒を操作する行為はしな

かった.また,行為モデルの発話と行為が一致しな

い場合には,その間違いに対する実験者の教示も

観察した.統制群の参与者は,行為・観察経験フェ

イズには参加しなかった. 

3.結果 
 フィラー問題に対する回答および行為モデルの

参与者の回答は分析から除外した. 

 事前テストの平均正答率は,行為群(平均 0.34,

標準偏差 0.13),観察群(平均 0.45,標準偏差 

0.09),統制群(平均 0.39,標準偏差 0.14)であっ

た.1 要因の分散分析を行ったところ,主効果は有

意でなかった[F(2,33)=2.39, p=.11, η2=0.13].

つまり,実験以前には不定代名詞の理解の程度に

差がなかった. 

 次いで,参与者ごとに事後テスト正答率から事

前テスト正答率を減じ,正答率の差を求めた

(Fig1).正答率差について 1 要因の分散分析を行

ったところ,群間の主効果が有意であった

[F(2,33)=7.83, p<.01,η2=0.32].シェフェ法によ

り多重比較を行ったところ,行為群と観察群

(p<.01),行為群と統制群(p=.03)に有意差が見ら

れ,観察群と統制群の差は有意でなかった

(p=.56）. 

 

 

Fig1. 事前・事後テストの平均正答率差 

 

実験の結果,参与者が自ら棒を操作した行為群

だけが,観察群および統制群よりも学習前後の正

答率の差が有意に大きかった.観察群と統制群の

間には,有意差がなかった.  

4.考察 
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本研究では,語の意味概念の理解を行為経験が

促進するか検討した.実験の結果,参与者が自ら棒

を操作した行為群だけが,観察群および統制群よ

りも学習前後の正答率の差が有意に大きかった.

観察群と統制群の間には,有意差がなかった. 

本研究の結果から,観察経験は語の意味概念の

理解を促進せず,行為経験が促進することが明ら

かになった. 先行研究では，語の意味概念の処理

時に知覚運動表象が活性化すること[3][4][13],意味

理解時に活性化する知覚運動表象は過去の相互作

用経験によって獲得されること[6]が示されている. 

本研究は,この意味理解時に生起する知覚運動表

象の活性化が,他者の行為を観察した経験によっ

てではなく,自ら行為した経験によってもたらさ

れることを示唆する.外界とのどのような相互作

用経験が語の理解を促進するのかという問題に対

して,自ら行為を経験することの重要性を示唆す

るものである. 

また，本研究で扱った英語不定代名詞は,行為対

象の要素数と,行為の結果残される要素数との関

係という抽象的な意味概念を持つ語であった.し

たがって,行為経験によって抽象的な意味概念を

持つ語の理解が促進されたと言える. 

では,なぜ行為経験が不定代名詞の意味概念の

理解を促進したのだろうか.まず,行為群は行為経

験フェイズで用いた文に関して,より強固な記憶

痕跡を獲得したことが考えられる.本研究におけ

る行為群は,被験者実演課題(SPT),観察群は実験

者実演課題(EPT)を行ったとも言える.SPT と EPT

を比較した研究では, SPT 条件の方が, EPT 条件よ

りも行為文リストの再生成績が良い[14].しかし,

行為群の参与者が経験したのは 6 本の棒を取って

いくという行為のみであった.一方,事前テストに

も事後テストにも棒(rod)を取る(take)という文

はなく,文中で考慮すべき要素数も 6 だけではな

かった.したがって,行為した文そのものの記憶痕

跡が強固であったという理由では,意味概念の理

解が促進されたことを十分に説明できない. 

もう一つの理由として,行為経験によって,文だ

けでなく不定代名詞が意味する状況を記憶したこ

とが考えられる. 行為群の参与者は,ある不定代

名詞を用いたときの行為対象の要素数と残される

要素数を,自らの行為によって経験することがで

きた.これが,行為をした状況つまり行為対象と残

される要素数の記憶を促進した可能性が考えられ

る.この考えは,語の意味概念を外界と相互作用す

るための行為パターン[10]や,状況シミュレーショ

ン[9]と考える説に近い. 

ただし本研究は,行為経験によって語の理解が

促進される理由について検討したものではない.

行為群,統制群,観察群それぞれの問題解決過程を

より詳細に分析することで,語の意味概念の理解

における行為経験の機能が明確になっていくだろ

う.また,英語不定代名詞以外の語を用いて,行為

経験の重要性について一般性を検討することも必

要である. 
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Abstract 
This study reports the comprehension and Stress 

levels of subjects who ran a handling task of a virtual 
machine’s interface using four different formats of 
Manuals.  The results showed that there were some 
significant difference of false alarm rate between the 
highly legible format and the low-legibility format, 
when a subject read a text and handled the interface. 
The heart rate variability indicated that the 
parasympathetic nervous system became more active 
in response to the most legible format compared to the 
other formats when a subject only read a text.  
 
Keywords ―  Character Size, Interline Space, 
Recognition, HRV, LF/HF. 

 

1. はじめに 

  薬の表示や家電等のマニュアルは，誤読される

ことで重篤な結果を招く恐れがあるため，用いら

れる文字や文章の視認性が高いことが重要である．

これまでに文字単体でみればユニバーサルデザイ

ンフォントに代表される視認性が高い書体が浸透

しつつあり，また文章についても現実的な範囲内

で，視認性が良いとされる文字サイズ，行間の組

合せから成る書式の指標が示されてきた[1]．一方，

これらの書体や書式の違いと文章内容の理解度と

の関係については，対象となる書体・書式の違い

や文章が用いられる領域ごとに必ずしも見解が定

まっていない[2][3][4]．視認性に優れた文章を読

むことがその内容をより理解することにつながる

だろうか？ また，情動に影響を与えるだろうか？

本稿はこれらの疑問を家電等の操作マニュアルを

模した枠組みを用いて実験的に検証する． 

2. 方法 

 先行研究から文章書式を構成する要素のうち，

10 ポイント（以下 pt）の文字サイズと 0.6 の（文

字サイズに対する相対的）行間は見やすく，6pt

の文字サイズと行間 0.2 は見にくい，と分類され

ることが明らかになっている．これらの組合せに

よる次の 4 つの書式，(1) 10pt 行間 0.6, (2) 10pt

行間 0.2，(3) 6pt 行間 0.6，(4) 6pt 行間 0.2，でユ

ニバーサルフィントを用いて印刷された文章を素

材として，被験者の理解度を測った．理解度を測

るために，後述する二種類の再認課題（①校正課

題，②手順課題）を用いた．また，書式の違いと

情動との関係を調べる目的で，それぞれの課題の

前後（校正課題では校正前文章を読む前後）に毎

回，開眼安静状態の被験者の心拍を指尖で計測し

た． 

被験者：35 歳~69 歳，24 名の健常な色覚と 0.7

以上の矯正視力を持つ成人が参加した．性別比は

同じだった． 

校正課題 ：被験者は 4 つの書式のいずれかで印

刷された 1200 字程度の説明文（百科全書から引

用された，野菜に関する記述）を VDT 作業に適

した環境下で 5 分間で読み，その後 5 分間で，故

意に改ざんされた先の文章に下線を引くことで校

正する．この一連を 4 回繰り返した． 

手順課題 ：被験者は 4 つの書式のいずれかで印

刷された操作手順文章（図 1 参照）を読みながら

から PC モニタ上のインターフェース操作を行う．
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この操作は図 2 に示すように，3 段階の画面遷移

を行うことで 1 手順が終了するが，被験者は合計

10 手順を 7 分以内に行い，その後，手順文章の内

容を問われる二者択一の再認問題を行う．この一

連を 4 回繰り返した． 

 

   

１： ボタン ボタンをつかってポインタを動かし,
　　　「 日本史上の人物」を選択します。
　　　それぞれの数字は次のものに対応しています。

１：　日本史上の人物
２：　日本の都市
３：　文房具
４：　野菜・果物
５：　動物

選択したら を押してください。

 

図 1 操作手順の例 

   

図 2 手順課題インターフェース 

 

3. 結果 

 校正課題で校正が必要とされる箇所は，地名や

年代等，文章の内容を記憶していなければ見つけ

ることができないものが 6 箇所と，同音異義語，

や語順入替など注意深く読むことで見つけるこ

とができるものが 4 箇所である．このうち記憶

していなければ見つけられない校正箇所の全被

験者の正解数平均と標準偏差を書式ごとにまと

めたものを表 1 に示す．分散分析の結果，書式

の効果は有意であった ( F ( 3,66 ) = 3.17, 

p<0.05 )．10pt 行間 0.6 と 6pt 行間 0.2 の書式 

( p<0.05 )，10pt 行間 0.2 と 6pt 行間 0.2 の書式

( p<0.01 )の間で平均の差は有意であった．記憶が

必要でない校正箇所の正解数平均と，間違って校

正された箇所の平均は書式ごとの差は見られなか

った． 

 

表 1 記憶が必要な校正の正解数平均 

10pt_0.6 10pt_0.2 6pt_0.6 6pt_0.2

正解平均 0.83 0.70 0.96 1.35
SD 0.72 0.76 1.07 1.03  

 

 校正課題において課題文を読んだ直後の心拍間

変動から得られた各被験者の LF/HF 値から，読

む前のLF/HFの値を引いた値の全被験平均を図3

のグラフに示す．各書式の課題前後の LF/HF 値

について一標本の t 検定を行った結果,10pt 行間

0.6 の書式だけが有意であった（両側検定：t  

( 21 ) = -2.61, p<0.05 ）．したがって,10pt 行間

0.6 の書体で課題文を読んだ場合には他の書式と

比較して被験者の副交感神経系の活性度合いが高

いといえる． 

  ‐0.15

‐0.1

‐0.05

0

0.05

0.1

0.15

10_06 10_02 6_06 6_02

 
図 3 校正課題前後の各書式の LF/HF の差 

 

 手順課題では課題の内容に関する再認問題が各

書式につき 10 問出題され，被験者は二者択一で

回答することが求められた．全被験者の再認問題

の各書式における Hit 率，FA 率平均とその標準

偏差を表 2 に示す．分散分析の結果，各書式で

Hit 率に有意差は見られなかったが FA 率では有

意差が見られた( F ( 3,69 )=7.84, p<0.01 )．3 つの

書式の組合せ，10pt 行間 0.6 と 6pt 行間 0.2 の書

式( p<0.01 ), 10pt 行間 0.2 と 6pt 行間 0.2 の書式

( p<0.01 )，10pt 行間 0.2 と 6pt 行間 0.6 の書式

( p<0.05 ) 間で FA 率の平均の差に有意差が見ら

れた． 

書式ごとに手順課題前後の被験者の心拍間変動

における LF/HF 値について 1 標本の t 検定を行
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ったが，各書式とも有意差は見られなかった（図

4 参照）．  

表 2 再認問題における Hit 率と FA 率 

Hit FA Hit FA Hit FA Hit FA
平均 3.29 1.96 3.71 1.58 3.38 1.83 3.58 1.67
SD 1.37 1.27 1.20 1.35 1.01 0.96 1.38 1.27

10pt_0.6 10pt_0.2 6pt_0.6 6pt_0.2
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図 4 校正課題前後の各書式の LF/HF の差 

  

4. 考察 

文章を読むことが主な行為である校正課題では，

直観に反して， も視認性が劣る文章を読んだ時

の方が，記憶が必要な箇所の正答率が高かった．

しかし記憶が必要ない箇所の校正率は書式間で差

が見られず，また課題全体でも差が見られなかっ

た． 

これに対し文章を読む行為に加えて機器操作を

しなければならない手順課題では，虚再認率の低

さの点で， も視認性が劣る 6pt 行間 0.2 の書体

は も視認性で優れる10pt行間0.6の書体よりも

優れていた．10pt 行間 0.2 の書体はさらに 6pt 行

間 0.2 の書体よりも虚再認率が低いことから，虚

再認には文字サイズよりも行間が強く関わってい

る可能性が示唆される．しかし手順課題も校正課

題同様，全体としてみた場合，書式間で成績に明

確な差があるとはいえない． 

 心拍間変動における LF/HF の分析では，校正

課題において， も視認性に優れる 10pt 行間 0.6

の書式で文章を読んだ前後でのみ有意な差が見ら

れたが，手順課題でこの差は見られなかった．し

たがって，視認性にすぐれる書体は文章を読むだ

けの行為であれば精神的にリラックスした気持ち

に関わるとされる副交感神経系を優位に導く活動

に関わっているかもしれない．  

 

5. おわりに 

 本稿では，文章の書式が人の文章理解と情動に

与える影響を，家電等の操作状況を模した実験的

枠組みの中で検証した．その結果，書式が文章の

主観的な視認性の良し悪しの印象に与える程度に

比べ，文章の理解度に与える影響は小さいことが

わかった．さらに，部分的には視認性が劣る書式

でも視認性に優れる書式よりも文章理解に貢献す

る可能性が示された．心拍間変動の計測結果から

は， も視認性に優れる書式が副交感神経系に働

き，文章読者の情動に関係している可能性が得ら

れた． 

 マニュアルにおける理解とはなにか？本来なら

ば文章の意味や統語面に言及しなければならない

だろうが，本稿ではあえて文章の視覚的側面から

接近し，理解 = 記憶と単純化して話を進めた．

今後は理解について別角度からとらえ直し，さら

に書式を含めた文章の視覚的要素と理解の関係を

具体化して探っていきたい． 
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予定実行の前後における展望的記憶の活性状態に関する検討 

Activation of prospective memory before and after plan performing. 
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Abstract  
Goschke and Kuhl (1993) found that response 

latencies are faster for items related to an 
uncompleted intentions as compared with materials 
that have no associated intentionality (intention 
superiority effect).  
In Experiment 1, we investigated whether the 

intention superiority effect could be lasted for a 
week. The effect has disappeared one week later, 
although it was observed immediately after the 
intention was given. 
 Experiment 2 demonstrated that lexical decision 
latencies were shorter for the following scripts as 
compared with neutral words. The result showed 
that people have the tendency to search the tasks 
that they should execute next.  
Key word ― Prospective memory, Intention 
superiority effect 
   
未来の計画や行動に関して形成された意図を

保持し続けることは記憶の重要な機能の一つで

ある。そこで本研究では，人が展望的記憶を保

持することで，内的にどういった変化が起こる

のかについて検討した。Goschke and Kuhl 

(1993)で発見された意図優位性効果は，意図の

保持によって起こる内的な変化を捉えたものと

言える。意図優位性効果とは，「後で実行しなけ

ればならない」という実行意図が付与された項

目は，意図が付与されていない項目よりも速く

処理される，という現象を指す。 

Goschke & Kuhl (1993) は，被験者に，モニ

ター画面上に呈示される５つの単純な行動文か

ら成る行動手順（以下，スクリプトと呼ぶ）を

２つ暗記することを命じ，そのうちの一方を後

ほど実際に実行してもらうよう教示した。そし

てスクリプトの実行直前に，スクリプト内の項

目を含めた再認課題を課したところ，実行を命

じられたスクリプト内の項目に対する反応が，

実行を命じられていないスクリプト内の項目よ

りも速く，かつ正確であったことが示された。 

Marsh, Hicks, and Bink(1998)では，Goschke 

and Kuhl(1993)が用いた再認課題を語彙判断課

題に変更し，かつスクリプトの実行直後にもこ

のタスクを課した。すると， Goschke and 

Kuhl(1993)の結果の再現に加え，スクリプトの

実行直後にすでに実行を終えたスクリプト内の

項目に対する反応が，実行を命じられなかった

スクリプト内の項目よりも遅くなることがわか

った。著者らはこの現象も意図優位性効果の一

側面であるとし，「完了済みの意図に対する抑制

効果と解釈した。 

実験１では，Goschke and Kuhl (1993) で発見

された意図優位性効果が，意図付与からの時間

経過にどの程度頑健であるのかについて，スク

リプトの実行と語彙判断課題の反応時間を用い

て検討した。本研究では，あらゆる予定実行の

成功に，意図が付与された項目に対する反応の

活性化が関わっているならば，たとえ意図の付

与からその実行までが長時間であっても，実行

直前でのその項目の語彙判断に必要とされる反

応時間は意図が付与されていない項目に対する

ものよりも速くなると仮定した。同時に，実行

済みの項目に対する反応の抑制は，意図が付与

されなかった項目に対する反応よりも遅い反応

時間によって測られる，ということも仮定した。

日常場面で見られる長期間の意図の保持に，意

図優位性効果が関与しているのであれば，この

効果は時間の経過に頑健であるはずなので，こ

の点の検討を実験１の目的とした。 
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実験１ 

材料：題名と５つのアクションンフレーズ（例.

緑茶を注ぐ）から成る行動手順（スクリプト）

を２つ作成した。その際，単語頻度が 50 未満の

低頻度語がスクリプトに含まれないよう留意し

た（毎日新聞社, 2001-2007）。１度の語彙判断

課題は，スクリプトに含まれる語（以下，スク

リプト内項目）20 語，それらと頻度が同程度の

スクリプトに含まれない語（以下，スクリプト

外項目）20語，非単語 40 語による計 80 試行で

形成された。１人の被験者につき３度課される

語彙判断課題について，20 語の各スクリプト内

項目は全てに出現したが，スクリプト外項目及

び非単語は３度の語彙判断課題ごとに全く内容

の異なるリストを３つ作成した。そして，３つ

のリストが全被験者を通じて３度の語彙判断課

題に等しく割り当てられるようカウンターバラ

ンスをとった。 

 

手続き：まず実験の冒頭で被験者に対してモニ

ター画面に呈示される２つのスクリプトの暗記

を求め，そのうちの１つを後に実際に実験室内

で実行してもらうことも重ねて述べたが，実行

を要求するスクリプトや，そのタイミングにつ

いては言明しなかった。スクリプトの暗記終了

後，後に実行すべきスクリプトの指定を行った。

その後，半数の被験者には語彙判断課題を（後−

実行群），もう半数の被験者にはスクリプトの

実行を求めた（前−実行群）。 

 １度目の語彙判断課題終了後，５分間のパズ

ル課題が課され，その後引き続き２度目の語彙

判断課題が課された。この語彙判断課題では，

意図優位性効果の変化の途中経過を観察するこ

とがねらいである。 

 スクリプトの実行は，実験室内の机上にて行

わせ，実行に必要な備品は実験者が用意した。

なお，この作業に制限時間は設けなかった。 

 一週間後，後−実行群には３度目の語彙判断課

題の後行動手順の実行を，前−実行群には３度目

の語彙判断課題を課した。さらにその後，被験

者が行動手順の記憶を持って本実験に参加して

いたかを確認するために，40 の語群から 20 語

のスクリプト内項目を検出する再認課題を課し

た。 

 本実験では Marsh, Hicks, and Bink(1998)での

結果の再現に加え，以下の様な結果が期待され

る。後−実行群は一週間後まで，後で実行しな

ければならないという意図を実行項目に対し

て付与していると考えられるため，一週間後

に課した語彙判断課題おいても実行意図の活

性化が見られると予想される。一方，前−実行

群については１週間後においても実行意図完

了の状態なので，意図の抑制効果の観察が期

待される。 

 

結果と考察：語彙判断課題の分析にあたって，

誤答および反応時間が±3SD の範囲を越えた

データは除外した。スクリプトの実行に失敗

した被験者はいなかった。 

 まず，いずれの被験者群についてもスクリプ

ト内項目に対する反応が最も早く，非単語項

目に対する反応が最も遅いという傾向が共通

して観察された。これより，語彙判断課題と

いう認知タスクは活性化の測度として成立し

ていると言える。 

 次に，実行を命じられたスクリプト内項目

（以下，実行項目）と実行を命じられなかっ

た項目（以下，中立的項目）に対する３度の

語彙判断における平均反応時間を，図１及び

図２に示した。図１は後–実行群，図２は前–

実行群についてである。そして，語彙判断課

題の反応時間について，１要因被験者間（実

行位置：後−実行群－前−実行群）２要因被験

者内（時間経過：直後 vs ５分後 vs 一週間

後／スクリプトタイプ：実行項目 vs 中立的

項目）で分散分析を行った結果，時間経過（F(1, 

22) = 41.73, p<.01）とスクリプトタイプ

（F(1,22)=9.17, p<.05）の主効果，及びこれら

２要因間の交互作用が有意であった（F(1,22) 

= 13.42, p<.05）。この交互作用について単純主
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効果検定を行ったところ，“前−実行群におけ

るスクリプトタイプの効果”に有意が認めら

れた（F (1,44)= 9.32, <.05）。 

 この交互作用の更なる検討のために，被験

者群ごとで語彙判断課題の反応時間について

２要因被験者内（時間経過 vs スクリプトタ

イプ）で分散分析を行った。被験者群ごとの

語彙判断課題の平均反応時間をそれぞれ図１，

２に示した。後−実行群については時間経過の

主効果（F(2,22) = 6.54, <.05），前−実行群につ

いては時間経過（F(2,22) = 8.65, <.05）とスク

リプトタイプ（F(1,11) = 6.24, <.05）の主効果

に有意が認められた。 

 なお，再認課題については平均正答率が

97.1%と全被験者を通して非常に高いもので

あった点から，被験者らは確かにスクリプト

の記憶に基づいて本実験に臨んでいた，とい

うことが言える。 

 前−実行群については，実行意図付与の直後

の語彙判断課題において実際に実行した項目

に対する反応が，実行しなかった項目よりも

遅かった点から意図優位性効果の「完了済み

の意図の非活性化」という側面が観察された

と言える。すなわち，人は常に新規のタスク

を求めるために，完了済みの意図及びタスク

にはあまり注意を向けなくなるという傾向を

持つ可能性が示唆された。しかし，この抑制

効果が意図付与から５分後以降は見られなか

った点から，意図優位性効果は実験室実験の

状況下での意図形成後から極めて短時間が経

過した一時点でのみでしか観察できない現象

であるということがわかる。 

 一方，後－実行群においては，「未完了の意

図の活性化」という意図優位性効果のもう一

方の側面の再現ができなかったことを考える

と，本実験の手続きに意図優位性効果の発現

を妨げる要因があったのかもしれない。 

 

実験２ 

 実験１で観察された，完了済みの意図に対す

る抑制効果の発生原因の検討が主な目的であ

る。「人は常に新規のタスクを求める傾向を有

し，注意を新規のタスクの探索に充てるため，

結果的に完了済みの意図に対する反応のパフ

ォーマンスが減衰した」という仮説を立て，

この仮説の検証と共に抑制効果の発生原因を

検討した。そこで実験２では被験者に呈示す

るスクリプトを３つとし，うち２つを，実行

を命じるスクリプトとした。このように２つ

のスクリプトの実行に順序関係を持たすこと

で，１つの予定の実行が完了した時点で“次

に処理すべき予定”として探し求められる課

題を用意した。加えて，意図優位性効果の発

現を妨げると予想される要因を除去した。そ

の要因を本実験では（１）被験者ごとの教示
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の非等質性，（２）スクリプト内項目に対する

反復プライミングの影響，（３）実行スクリプ

トに対する実行意図付与の失敗，の３点と考

え，これらの点を改善し意図優位性効果の再

現を目的とした。（１）については教示に録音

した音声を用いることで改善した。（２）につ

いては，20 語のスクリプト内項目が２度の語

彙判断課題を通して，それぞれ 1 度しか登場

しないよう操作することで解決をねらった。

また，（３）については，スクリプト実行の練

習試行を設けることで解決を図ったが，詳細

は手続き内にて示す。 

 

材料：実験１で用いた２つのスクリプトに加

え，さらにもう１つ，同様の形式で構成され

るスクリプトを作成した。 

 実験２で語彙判断課題は，行動手順実行の

前と後とに２回課された。それぞれの語彙判

断課題は，（１）スクリプト内項目１５語，（２）

スクリプト外項目１５語，（３）非単語項目３

０語，によって構成された。スクリプト内項

目の各単語は２回の語彙判断課題を通して１

度だけ出現した。この操作によって，スクリ

プト内項目に対する反復プライミングを抑止

した。 

 教示に関しては，あらかじめ音声（男性に

よる）を録音し，それを用いた。 

 

手続き：まず被験者に対し録音済み音声によ

る教示を呈示した。この教示の中で，記憶し

てもらう３つの行動手順のうち２つを実際に

実行してもらうことを述べた。語彙判断課題

の練習試行後，スクリプト実行の練習を課し

た。スクリプト実行の練習については，まず

本実験では用いないスクリプトをモニター画

面上に呈示し，それを見ながらスクリプト実

行の練習を行わせた。なお，この練習課題の

目的は「この実験内で実際にスクリプトの実

行を要求される」と被験者に確かな実行意図

を持ってもらうことである。その後，３つの

行動手順を３度ずつ画面上に呈示し，それぞ

れを完全に暗記させた。再生課題による行動

手順の暗記確認後，５分間の妨害課題を課し，

その後実行すべき２つのスクリプトの指定，

およびそれらの実行順序についての教示を行

った。なお本実験内では，初めに実行を命じ

たスクリプトを“第１スクリプト”，及びその

スクリプトに含まれる語を“第１・実行項目”

とし，同様に２番目に実行を命じたスクリプ

トを“第２スクリプト”，及びそのスクリプト

に含まれる語を“第２・実行項目”とする。

実行が命じられなかったスクリプト内の項目

については，実験１と同様に“中立的項目”

とする。 

 また，本実験で用意された２度の語彙判断

課題は，２回のスクリプト実行それぞれの直

前に課した。 

 

結果：図３に，２度の語彙判断課題について

の平均反応時間を示した。語彙判断課題の反

応時間について，２要因被験者内（実行状態：

第１スクリプト実行前 vs 実行後／スクリプ

トタイプ：第１・実行項目 vs 第２・実行項

目 vs 中立的項目）で分散分析を行った。そ

の結果，交互作用のみ有意であった( F(2, 46) 

= 4.46, <.05)。 

 この交互作用の実態を追求するために，２
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度の語彙判断課題ごとに，反応時間について

１要因被験者内（スクリプトタイプ）で分散

分析を行ったところ，第１スクリプト実行前

( F(2, 46) = 2.43, n.s.)，第１スクリプト実行後 

( F(2, 46) = 2.22, n.s.)のいずれの語彙判断課題

についても，スクリプトタイプの主効果に有

意は認められなかった。 

 次に，実行項目に対する促進効果が見られ

たかどうかを検討するために，２回の語彙判

断課題それぞれの中で，第１・実行項目−中立

的項目間，および第２・実行項目−中立的項目

間の反応時間の差について，t 検定で分析した。

すると，第１スクリプト実行前では第１・実

行項目−中立的項目間に( t(23) = 2.15 , <.05)，

第１スクリプト実行後では第２・実行項目−

中立的項目間に有意差が認められた( (t(23) = 

2.35 , <.05)。これらの t 検定の結果から，第１

スクリプト実行前についての「第１･実行項目

が中立的項目よりも反応が早い」という仮説

と，第１スクリプト実行後についての「第２・

実行項目が中立的項目よりも反応が早い」と

いう仮説が支持されたと言える。 

 

考察：本実験では，本試行に入る前にスクリ

プト実行の練習課題を設けることで，被験者

が「本試行でも実際にスクリプトを実行しな

ければならない」という信念を持つよう操作

した。その結果，未完了のスクリプト内の項

目に対する反応が活性化された。これより，

スクリプト実行の練習によって実行意図の付

与がより正確に行われることがわかった。 

 第１スクリプト実行後で第２・実行項目に

対する意図の活性化が観察された点について

も，同様にスクリプト実行についての信念と

いう観点から説明が可能である。 

 一方で，第１スクリプト実行後では，第１･

実行項目に対する完了済みの意図の抑制効果

は観察されなかった。しかし，第１スクリプ

ト実行の前後における２度の語彙判断課題に

渡って，第２･実行項目と中立的項目について

は語彙判断課題に対する練習効果による反応

時間の短縮が観察された一方，第 1・実行項

目のみ，そういった反応時間の短縮が見られ

なかった。このように，第１・実行項目に対

する反応時間だけ語彙判断課題の練習効果に

よる反応時間の短縮が観察されなかったこと

は興味深い事実である。かつ，第１・実行項

目に対しては第１スクリプト実行前の時点で

意図の活性化が観察されていたことを考える

と，意図の実行を完了させることである程度

の意図の非活性化が起こった，という解釈も

可能となる。 

 

総合考察：実験１より，意図優位性効果は実

行意図の付与直後でしか観察できない現象で

あることがわかった。 

 また実験２では，未完了の意図が活性する

ためには，実行すべき項目に対する“実行し

なければならない”という信念が重要である

ことが示された。日常場面においては，何か

実行すべきことがあったということだけを想

起し，その内容の想起を疎かにすることで予

定の実行が失敗に終わるという事例の存在が

示されている。こういった例には予定実行に

ついての信念が関わっているのかもしれない。 

 ただ，本実験で観察された実行項目に対す

る反応の活性化が起こった具体的なプロセス

は不明瞭である。しかし，以下の様な推測が

可能である。 

 一つ目の可能性は，スクリプト暗記時にお

けるスクリプト内項目の語彙表象の活性化か

らの影響である。しかしこの説明のみでは，

スクリプト内項目間でも反応時間に差が見ら

れた実験２の結果を説明できない。すなわち，

語彙表象は展望的記憶と別に存在しているが，

両者の間に何の関連性も無いとは断言できな

い。 

 この推測の延長として，実行意図の付与に

よって活性化拡散が起こったという可能性が

考えられる。すなわち，初期状態として，あ
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らゆる項目とネットワークを形成しうる実行

意図という中心的な概念の存在が仮定される。

そして，教示の中での実行スクリプトの指定

時に実行意図が活性化し，かつ実行を命じら

れたスクリプト内項目の語彙表象が，この中

心的概念とより近接的に関連付けられる。そ

うして，実行意図の活性化が意図とネットワ

ーク内で近接している実行スクリプト内項目

の語彙表象にまで拡散したのかもしれない。

本実験で観察された活性化はいわば，意図を

きっかけに起こったプライミングとも解釈で

きる。 

 一方，実験２では完了済みの意図の抑制効

果を観察することはできなかったが，実行済

みの意図の活性化レベルが統制条件としての

中立的項目と同等となる，という結果が見ら

れた。つまり，未完了の意図として一度活性

化レベルが上がったのにもかかわらず，スク

リプトの実行を完了したことでその活性化が

消失してしまったのである。この傾向より，

実行意図はその実行が実際に完了されること

で，その活性レベルを相殺する程度の非活性

化を受けるということが言える。つまり人間

は，一旦実行を完了させた事象については注

意をほとんど向けなくなる，という傾向を有

している可能性が示唆された。 

 このように，本研究は，展望的記憶を保持

することで起こる人間の内的な変化について 

の検討を目的としたが，その一方で展望的記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

憶のパフォーマンスについては全く取り上げ

ることが出来ていないことが主要な問題点と

言える。展望的記憶の特徴の一つに，予定の 

自発的想起が挙げられるが，本研究内では実

験者がこの想起のタイミングを与えていた。 

この点から本研究は，予定実行の成功を前提 

とした実験パラダイムであったため，展望的

記憶のパフォーマンスの指標となるようなデ

ータが見当たらない。そのため今後は，人間

の内的な意図の活動が展望的記憶のパフォー

マンスにどういった影響を及ぼすか，を検討

できる実験パラダイムを今後考案すべきだろ

う。 
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Abstract 

This study aims to demonstrate the 

difference between spatial representations 

operated by survey perspective and that by 

route perspective. Two experiments of this 

study measured the ability to construct mental 

representation from sentences, mental rotation, 

perspective taking, and the sense of competence 

in searching practical space. We conducted 

analysis of variance about the ability to 

construct spatial representations, and analysis 

of correlations between each condition and 

spatial ability. The result showed a qualitative 

difference between the spatial representation 

by survey and route perspective, and another 

mental ability supports the construction of 

mental representation at two perspectives.  

 

問題 

認知地図以降，空間認知研究は数多くなされて

いる。しかしそれと同時に認知地図の「空間の記

憶は静的なイメージであるとする」という考えで

は解決できないエラーも発見されてきた。それら

のエラーを解決するために空間メンタルモデル

(Spatial Mental Models) [7]が提唱され，空間表

象は認知地図研究で想定されているような静的で

特定の視点に制限を受けるイメージではなく，ど

のような視点からでもとらえることができる抽象

概念であるとされた。そして空間表象のインプッ

ト・アウトプットの方法としてサーベイ視点

(survey perspective) と ル ー ト 視 点 (route 

perspective)という 2 つのパースペクティブを定

義した。サーベイ視点では空間をとらえる際の視

点(viewpoint)の位置が鳥瞰的になっており，それ

に応じて方向を表すために東西南北といった環境

中心参照枠に基づいた参照点や，「ある」・「いる」

といった静的な動詞が使用される[8]。それに対し

てルート視点では空間情報は 1 人称の視点で取り

扱われ，方向を表現するためには前後左右といっ

た自己中心的参照枠に基づいた言葉や，「歩く」・

「見える」といった動的な動詞が用いられる[8]。 

空間認知能力やその方略には大きな個人差があ

ることが明らかになっているにも関わらず，空間

メンタルモデル研究において個人差を考慮した研

究は少ない。例外としてサーベイ視点・ルート視

点による空間表象能力と，心的回転の様な空間視

覚化タスク（物体の動きや形を想像する能力）や，

視点取得課題の様な空間定位タスク（違った角度

から物体の見え方を想像する能力）との関連につ

いて研究し，両方の視点に心的回転と視点取得が

相関しつつも，それぞれの視点での学習・想起を

異なる空間能力が説明している可能性を示唆して

いる研究[3]は存在する。しかしここでは回答に相

対方向判断課題（「あなたは A の所にいて B の方

を向いている。C はどの方向か？」）を利用してい

る。この課題は参照点としての「あなた」を意識

させているという点で視点取得課題に類似してお

り，同様に回答の方法がサーベイ視点よりもルー

ト視点寄りになっている可能性がある。さらにこ

れら 2 つの課題は回答形式も類似しており，この
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方法で純粋なサーベイ視点・ルート視点による空

間表象能力や，単なるテストの形式の類似による

ものではない能力の関連を測定しているのかには

疑問が残る。 

 また空間メンタルモデル研究はほとんどの研究

が英語で行われており，日本語の研究が非常に少

ない[4]。 

 そこで本研究では先行研究[3]の刺激の呈示方

法を動画から文章に変更し，回答方法も文章によ

る正誤問題を用いることとする。それによってサ

ーベイとルートの各視点による空間メンタルモデ

ルの構築と想起に心的回転や視点取得といった他

の空間能力がどのように関連するのかということ

をより正確に明らかにし，そこからサーベイ視点

とルート視点の違いについて検討することを目的

として実験を行った。 

 本実験の予測は次の 3 点である。第 1 に日本語

においてもサーベイ視点の認知コストがルート視

点より小さい，具体的には「サーベイ学習はルー

ト学習より，またサーベイテストはルートテスト

よりも正答率が高く回答時間が短い」ことを示す

ことである（予測 1a）。第 2 に学習時と想起時の

パースペクティブが一致しておらず，学習量が制

限されている場合に切り替えコストが発生する，

すなわち「サーベイ学習サーベイテストよりもサ

ーベイ学習ルートテストで，ルート学習ルートテ

ストよりもルート学習サーベイテストの方で正答

率が低く回答時間が長い」ことを示すことである

（予測 1ｂ）。第 3 に環境中心の参照枠を用いる心

的回転能力はサーベイ視点能力と，自己中心的な

参照枠を用いる視点取得能力はルート視点能力と

関連する，つまり「サーベイ視点での学習・テス

ト時はその成績は心的回転課題と，ルート視点で

の学習・テスト時は視点取得課題と相関する」こ

とを明らかにすることである（予測 2）。 

 

方法 

実験計画 空間表象について，学習時のパース

ペクティブ(サーベイ視点・ルート視点)×学習-テ

スト間の一致不一致(一致・不一致)の 2 要因計画

(ともに被験者内)で，また空間表象以外の宣言的

記憶について，学習時のパースペクティブ(サーベ

イ視点・ルート視点)×学習-テスト間の一致不一

致(一致・不一致)の 2 要因計画(ともに被験者内)

で実験を行った。さらに心的回転，視点取得，質

問紙の測定を行った。 

参加者 大学生 40(男性 20，女性 20)名が実験

に参加した。平均年齢は 21.8 歳(SD = 6.41)であ

った。 

材料 文章刺激，正誤問題，地図描写課題，心

的回転課題，視点取得課題，質問紙を用いた。質

問紙以外の刺激は PC 上で呈示した。 

文章刺激は先行研究[2]で使用された町と展示

場の文章を日本語訳して自動で 1 文ずつ PC 画面

に呈示した。呈示時間は本実験とは別の 8 名の参

加者による予備実験を行い決定した。1 文あたり

の読み時間の平均は 6.21 秒(1.84 秒～11.96 秒，

SD=2.28)であった。予備実験・本実験ともに背景

は白色，文字は MS ゴシックのフォント 24，黒色

で呈示した。環境，パースペクティブ,順序をカウ

ンターバランスした上で参加者は 2 つの文章を読

んだ。また練習試行として 5 文構成の文章を同様

に呈示し，3 問の正誤問題に回答させた。 

 1 つの文章を学習後に正誤問題課題と地図描写

課題を行った。正誤問題課題は 28 問で，その内

訳はサーベイ逐語問題(学習時に同一の文を呈示)，

ルート逐語問題（学習時に同一の文を呈示)，非位

置宣言記憶問題(学習時に同一の文を呈示)，非位

置宣言記憶問題(学習時に呈示した文の語順を変

更)が 4 問ずつ，文章中で直接呈示されなかったサ

ーベイ推論問題，ルート推論問題が 6 問ずつであ

った。それぞれの問題カテゴリのうち 3 問が正し

い記述で，それ以外が誤った記述であった。問題

は参加者が回答を終えるまで表示した。問題の記

述が正しい時はキーボードの C を，誤っている時

には M をなるべく速く，かつ正確に押すように教

示した。問題の順序は参加者ごとにランダム化し

た。位置情報を含むサーベイ・ルート逐語問題で

も学習時と同一のパースペクティブで呈示された

場合は実質的に文の同定判断課題になるため宣言

的記憶の指標とした。宣言的記憶の測定は位置情

報を含む宣言的記憶と含まない宣言的記憶の差異

を調べるために行った。地図描写課題では学習し

た環境を 10分以内にB4の紙に黒のボールペンで
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地図として描くことを求めた。ランドマーク名と

場所の片方しか覚えていない場合はそれを記入す

るように求めた。 

 心的回転課題はで 2 つの物体の同定判断をなる

べく速く，かつ正確に行うというものであった。

試行数は練習試行で 6，本試行で 36 であった。2

つの物体が同じ場合はテンキーの 1 で，違う場合

は 3 で回答するように教示した。練習試行では数

字の 2 を正像と鏡像で，本試行では 3 次元物体を

呈示した。 

 視点取得課題では平面上の 7 つの刺激の中の 1

つの場所から他の物体の方を向いているという前

提で，ターゲットの方向を回答用紙にペンと定規

で回答するよう教示した。回答用紙には B6 の紙

に円とその中心から真上に伸びる矢印（回答時に

「前」を規定）が書かれており，1 問につき 1 枚

使用した。 

 質問紙は方向感覚質問紙簡易版（SDQ-S）[6]

を使用した。この質問紙は 26 項目で実空間内で

の探索行動に対する有能感(例：事前に地図で調べ

ていても初めての場所へ行くことはかなり難し

い)をみるために用いた。 

手続き 実験は空間表象課題，空間能力測定課

題，質問紙の順で行った。空間表象課題では 1 つ

の文章を読んだ後，正誤問題課題と地図描写課題

を行った。呈示された文章の場所及びパースペク

ティブ，2 つの空間表象課題の順序は被験者内で

も被験者間でもカウンターバランスをとった。空

間能力測定課題では心的回転課題と視点取得課題

が行われた。これら 2 つの課題の順序も被験者間

でカウンターバランスをとった。その後質問紙に

回答させ，実験の目的を説明して実験を終了した。

実験は実験室内で個別に行われ，要した時間は約

1 時間であった。 

 

結果 

地図描写課題 地図はランドマーク再生率と相

対方向正答率の 2 つを指標とした。前者は文章中

の 12 のランドマークの名前をどれだけ再生する

ことができたかというスコアであり，宣言的記憶

能力の指標とした。後者は地図から読み取れるラ

ンドマーク間の位置関係がどの程度正確かを表す

指標であり，空間表象能力とした。町(ルート視点)

には 15 の，それ以外には 13 の基準が存在した。

これらの指標はともに 0 から 1 の間の得点となる。

それらのスコアを Table1 に示した。 

 

Table 1 地図描写成績(N = 40) 

  サーベイ学習 ルート学習 

ランドマーク

再生率 
.74(.16) .70(.16) 

相対方向    

正答率 
.44(.27) .35(.23) 

注：カッコ内は SD 
 

 

それぞれの指標で学習パースペクティブについ

て 1 要因の分散分析を行ったところ，ランドマー

ク再生率，相対方向判断ともに非有意(F(1，39) = 

1.197, n.s., ηp2 = .03, F(1,39) = 2.302, n.s., ηp2 

= .06)であった。 

 正誤問題（回答時間） 図 1 に空間表象に関す 

 

図 1 正誤問題課題での平均回答時間 

 

る正誤問題の回答時間を示した。学習パースペク

ティブ×学習－テスト間のパースペクティブの一

致不一致の 2 要因分散分析を行ったところ，学習

パースペクティブの主効果が有意 (F(1,39) = 

4.885, p < .05, ηp2 = .11)でサーベイ学習の方が

ルート学習より回答時間が長かった。また一致不

一致の主効果が有意(F (1,39)= 12.403, p < .01, 

ηp2 = .24)で学習時と想起時のパースペクティブ
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が一致している場合は不一致の場合より回答時間

が短くなった。さらに交互作用が有意(F(1,39) = 

56.693, p < .001, ηp2 = .59)であった。Bonferroni

補正に基づき単純主効果の検定を行ったところ，

サーベイ学習条件で一致条件と不一致条件の間に

有意な差が，ルート学習条件で有意な傾向の差が

見られ（それぞれ F(1,39) = 43.098, p<.001, ηp2 

= .53, F(1,39) = 2.839, p < .10, ηp2 = .07)，サー

ベイ学習では学習時と想起時のパースペクティブ

が一致した場合に回答時間が短く，ルート学習で

はその逆になった。また一致条件，不一致条件と

もに 2 つの学習条件の間に有意な差がみられ（そ

れぞれ F(1,39) = 4.927, p < .05, ηp2 = .11, 

F(1,39) = 30.661, p < .001, ηp2 = .44），一致条件

ではサーベイ学習条件，不一致条件ではルート学

習条件で回答時間が短くなった。 

 また宣言的記憶問題の回答時間も図 1 に示した。

学習パースペクティブ×問題のタイプ（位置問

題・非位置問題）の 2 要因分散分析を行ったとこ

ろ，学習時のパースペクティブについては非有意

(F(1.39) = .009, n.s., ηp2 = .00)で，問題のタイプ

については有意(F(1,39)  = 94.045, p < .001, η

p2 = .71)に位置問題が非位置問題より回答時間が

長くなった。交互作用は 非有意(F(1,39)=2.593, 

n.s., ηp2 = .06)となった。 

正誤問題（正答率） 空間表象に関する正誤問 

 

図 2 正誤問題課題での正答率 

 

題の正答率を図 2 に示した。学習パースペクティ

ブ×一致不一致の 2 要因分散分析を行ったところ，

学習パースペクティブの主効果，一致不一致の主

効果がともに非有意(それぞれ F(1,39) = 0.025, 

n.s., ηp2 = .00, F(1,39) = 0.619, n.s., ηp2 = .02)，

交互作用は有意傾向(F(1,39) = 3.1924, p < .1, η

p2 = .08)であった。Bonferroni 補正に基づき単純

主効果の検定を行ったところ，サーベイ学習条件

では一致条件と不一条件の間に有意な差がみられ

（F(1, 39) = 4.264, p < .05, ηp2 = .10） 一致条件

の方で正答率が高くなったが，ルート学習条件で

は非有意（F(1,39) = 0.338, n.s., ηp2 = .01）とな

った。また一致条件と不一致条件では学習パース

ペクティブの差はともに非有意（それぞれ F(1,39) 

= 1.154 , n.s., ηp2 = .03, F(1,39) = 1.076 , n.s., 

ηp2 = .03）となった。 

 同様に宣言的記憶問題の正答率も図 2 に示した。

学習パースペクティブ×問題のタイプの 2 要因分

散分析を行ったところ，学習時のパースペクティ

ブについては非有意(F(1.39) = .020, n.s., ηp2 

= .00)，問題のタイプについては有意(F(1,39) = 

26.572, p < .001, ηp2 = .40)，で非位置問題の方

が位置問題よりも正答率が高くなった。交互作用

については非有意 (F(1,39)=0.225, n.s., η p2 

= .01)となった。 

正誤問題と空間能力測定課題 さらに心的回転・

視点取得・質問紙と正誤問題の相関分析を行った。

心的回転は 2 つの刺激が同一だった試行で正解し

たときの回答時間の平均を得点とした。視点取得

課題 は先行研究[3]では正しい方向からのズレの

絶対値をそのまま得点としていたが，今回の研究

でズレの絶対値をカテゴライズして用いた。正誤

問題は正しい記述が呈示された試行で正解したと

きの回答時間の平均を指標とした。それぞれの課

題の平均値は心的回転が 8.87 秒（2.98），視点取

得が 1.56 点（1.27），質問紙が 63.63 点（12.95）

であった（カッコ内は SD）。Table2 に示すように

心的回転とサーベイ学習サーベイテスト，サーベ

イ学習ルートテスト，ルート学習サーベイテスト

の間に，また質問紙とルート学習サーベイテスト

の間に相関がみられたが，それ以外の箇所には有

意な相関が見られなかった。

一致 不一致 位置 非位置
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Table 2 空間能力課題と空間表象課題の相関（N = 36～40） 

  空間能力測定課題 サーベイ学習 ルート学習 

  視点取得 質問紙 
サーベイ

テスト 

ルート 

テスト 

サーベイ

テスト 

ルート 

テスト 

心的回転 .01 .23 .41* .46** .46** .26 

視点取得 - .17 .17 .26 .24 .21 

質問紙   - .07 -.01 .33* -.01 

注: ** p < .01, *p < .05, + p < .1 

 

考察  

以下に予測に関して考察を述べる。 

 予測 1a について，予測していたのとは反対方

向への学習パースペクティブの主効果が有意にな

ったものの，条件別の分析ではサーベイ学習条件，

ルート学習条件ともにサーベイテストで高い成績

が確認できた。また不一致条件でのサーベイ学習

における成績はルート学習に比べて低下したもの

の，一致条件でサーベイ学習の方がルート学習よ

りも成績が向上した。これらの結果から学習と想

起でパースペクティブが一致していた場合とテス

トで用いられた場合にはサーベイ視点は認知コス

トが少ないという点で仮説 1a は一部支持された

と考えられる。ただこの傾向は英語での先行研究

には見られないものであり，空間表象の表現にお

ける日本語と英語の差[4]や文化差が影響してい

る可能性もある。 

予測 1b についてはサーベイ学習の場合にのみ，

パースペクティブ切り替えコストが確認された。

このことの原因については以下の 2 つが考えられ

る。第 1 はサーベイ視点での学習，想起がルート

視点でのそれに比べて容易であるという解釈であ

る。サーベイ視点がルート視点よりも認知コスト

が低いという先行研究[1]，[2]ははこの結果を説明

することができる。それに対して第 2 はサーベイ

視点によって学習された空間表象はルート視点で

の表現になじみにくいという可能性である。地図

での空間表象の学習には実際に空間内を移動して

学習するのに比べて方向特異性（整列効果）が存

在するとされている[5] [9]。今回の結果について

もサーベイ視点での学習には整列効果が影響を与

えており，その結果サーベイ学習した空間表象を 

ルート想起するときには改めて「前」方向を定位 

 

することが必要となって負担が増加したが，ルー

ト学習ではその影響がなかったと考えることがで

きる。 

予測 2 に関してサーベイ学習，サーベイテスト

が関係する条件ではそれらの成績と心的回転の結

果に正の相関がみられた。このことは心的回転で

利用される環境中心の参照枠がサーベイ視点での

学習・想起に関連しているという予測を支持する

ものである。それに対して視点取得とルート視点

の相関は心的回転とサーベイ視点の間ほど強くな

らなかった。その理由について以下に 3 つを述べ

る。第 1 の可能性は測定の対象が視点取得テスト

でのみ異なったことである。具体的には視点取得

テストでは時間を統制したうえでの正確さを測定

し，それ以外のテストでは「なるべく早く，なる

べく正確に」という教示の下で回答時間を測定し

ていたということである。第 2 の可能性としてペ

ンと紙で行った視点取得テストの回答時間が誤差

を含みやすかったことがある。そのため視点取得

テストの回答時間に空間能力とは無関連な誤差が

介入し，相関が低くなったと考えられる。第 3 は

視点取得によって説明できるルート視点での空間

表象能力がサーベイ視点における心的回転ほど強

くないということである。ルート視点での学習，

想起には想像上の自分がどのように経路をたどっ

てきたかという一貫性が必要であり，サーベイ視

点でのそれら以上に宣言的記憶や，ワーキングメ

モリ[1]といった空間能力以外の要因が介在して

相関係数が低下させたと考えられる。したがって

心的表象をサーベイ視点で学習・想起する際には

心的回転で使用される環境中心の参照枠が使用さ

れ，ルート学習ルート想起時には自己中心の参照

枠が使用されているものの，ルート視点での学
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習・想起では他の要因がパフォーマンスに大きく

影響を与えているため，空間能力だけで説明でき

る部分はサーベイ視点よりも少なくなった可能性

がある。 

 また位置問題は非位置問題よりも認知コストが

高くなった。これは空間表象が宣言的記憶にはな

い追加の情報をもっていること，すなわち空間表

象は単なるランドマーク名の記憶ではなく，認知

地図研究で言われているような，それらの位置関

係を含んだ表象であることを示しているといえる。

また空間表象とは異なり，宣言的記憶については

学習時のパースペクティブの影響が見られなかっ

たことは，空間表象と宣言的記憶が少なくとも一

部分で互いに独立したシステムで操作されている

ことや，ルート視点の認知コストの高さが単なる

文章の分かりにくさによるものではないことの間

接的な証拠といえる。 

 本研究の新たな発見としては，以下の 3 点が挙

げられる。 

第 1 に学習や想起をサーベイ視点・ルート視点

のどちらで行うかということで回答時間やパース

ペクティブ切り替えコストに違いがみられること

で，日本語による空間表象の構築においてもサー

ベイ視点とルート視点で全く同じ心的表象が形成

されるわけではないことを示すことができた。す

なわち学習・想起の対象が同じでも，少なくとも

学習回数が制限されている場合には[2]，パースペ

クティブによって空間表象が質的，あるいは量的

に異なって形成されるといえる。また日本人を対

象にして日本語で行われた実験でサーベイ視点ル

ート学習の成績が他の条件に比べて低下するとい

う知見は，サーベイ視点で描かれた地図を読んで

ルート視点で移動することが多い実空間内の探索

行動をサポートするためのナビゲーションシステ

ムに活用することができる。 

第 2 にサーベイ視点と心的回転の成績が相関し

たという点である。つまりサーベイ視点で空間表

象を操作する時には心的回転課題で使用される環

境中心的な参照枠を使用しているといえる。サー

ベイ視点での表現では参照点がヒトではなくモノ

であり，視点(viewpoint)を内在化しないためこの

ことは先行研究[8]でも示唆されてきたことでは

あるが，このことを単なる文章の表記ではなく実

際のテストでの成績の相関というデータで新しく

示したことには一定の価値があるといえる。 

 第 3 に日本語の文章に基づく空間表象の心的操

作が英語に基づく空間表象とある程度の共通点を

持つことが分かったこと，すなわち人の空間表象

の心的操作には(少なくとも日本語と英語の間で

は)言語によらず共通する部分がある可能性が示

すことができた。 
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Abstract 
Repeated retrievals make memory improved without 

review, hypermnesia happens. A phenomenon of 
retrieval induced forgetting (RIF) is that repeated 
retrievals induce to forget related-items. The procedure 
of repeated retrieval is common to both phenomenon, 
but results are opposite. This study tried that both RIF 
and hypermnesia happened at the same time. 
34 undergraduates studied pictures, the names and 

categories of pictures, then had 5 cued-recall tests. In 
this study, hypermnesia happened, but RIF did not.  
 
Keywords ―検索誘導性忘却 記憶高進 抑制 

 

1. 目的 
 記憶高進とは，再学習の機会なしに繰り返しテ

ストを行ったときに記憶成績が上昇する現象であ

る(Erdelyi, 1996)．検索誘導性忘却とは，ある項
目について繰り返し検索を行うことにより，関連

する項目の記憶成績が低下することである

(Anderson, Bjork, & Bjork,1994)．この両者は，
繰り返しの検索段階を共通して含んでいるにも関

わらず，記憶成績の上昇と低下という正反対の結

果となっているところが興味深い．両者はこれま

でのところ異なる理論によって説明されているが，

生体の効率性・節約性を考えれば，同一の記憶シ

ステムに基づいて同時に生起する可能性もあろう．

そこで本実験では，両現象が同時生起しうるか検

討することを目的とした．  
 記憶高進の実験パラダイムと検索誘導性忘却の

ものを見比べてみると，一見，共通している繰り

返しの検索段階に大きな相違点がある．記憶高進

の方では，学習段階の項目すべての検索が推奨さ

れるが，検索誘導性忘却においては一部項目のみ

の検索を求められる．このような実験手続き上の

相違から推察して，検索範囲の絞込みが，記憶高

進か検索誘導性忘却か，どちらが生起するかを決

定している可能性がある．検索対象とされた情報

は，必要な情報であると判断されて検索を繰り返

すたびに想起されやすくなるが，検索対象外とな

った情報は，不要な情報であると判断されて，必

要な情報を出来るだけたくさん効率的に検索する

ために，検索を繰り返すたびに検索候補項目とし

て後回しにされ，抑制されるのかもしれない． 
 このことを確かめるため，本研究では，従来の

検索誘導性忘却パラダイムで用意されるRp+語群，
Rp－語群，Nrp語群に加え，カテゴリ内の語をす
べて繰り返し検索させる Hyp 語群をもうけるこ
ととした．学習した項目の検索範囲を絞り込むこ

とによって検索誘導性忘却が生起し，学習項目全

体を検索範囲とすることによって記憶高進が生起

するのであれば，学習カテゴリの半分だけを検索

練習する Rp+語群，Rp－語群においては，正答率
が Rp+語群が最も高く，Nrp 語群より Rp－語群
の方が低くなって検索誘導性忘却が示され，学習

カテゴリ全てを検索対象とする Hyp 語群では検
索を繰り返すたびに正答率が向上し，記憶高進が

生起すると予測される． 
 さらに，両現象が同一記憶システムに基づいて

いるのであれば，繰り返しの検索段階の途中で検

索範囲が学習項目全体を対象とするように変化す

ることによって，検索誘導性忘却の生起後，さら

に記憶高進が生起する可能性も考えられる．そこ

で，本実験では，Rp+語群，Rp－語群，Nrp語群
の全語群への回答を 4回目のテストのみならず５
回目においても，再度繰り返し求めることとした．
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検索範囲が全体であることによって記憶高進が生

起するならば，4 回目よりも 5 回目の方が各語群
の正答率が向上することが予測される． 
 
2. 方法 
被験者：大学生 34名(男性 20名，女性 14名；平
均 19.3歳)． 
実験デザイン：検索誘導性忘却の実験パラダイム

を踏まえ，検索練習を行う Rp+語群，Rp+語群と
同一カテゴリで練習を行わない Rp－語群，Rp群
とは別のカテゴリに属し検索練習を行わないNrp
語群，さらにそれらとは異なるカテゴリに属し，

毎回カテゴリ内の全項目の検索を求める Hyp 語
群を被験者内要因として設けた．それぞれの語群

のテスト回数は，Rp+語群と Hyp 語群が５回，
Rp－語群とNrp語群は 1回目と 4回目，5回目の
みの計３回であった． 
材料：西本・林(1996)の標準化された記憶実験用
Picture刺激 36項目．1カテゴリー6項目で 6カ
テゴリー分用意し，各カテゴリーの平均熟知度が

ほぼ同じになるように配慮した． 
学習用小冊子：絵画分類課題として，記憶実験用

Picture，その名称およびにカテゴリー名(6カテゴ
リー名全てを載せ，該当するカテゴリー名を太字

で表記)を A4 用紙一枚につき２Picture 分ずつ印
刷した．Picture は提示順序が冊子ごとにランダ
ムに異なるよう配慮した．実験参加者一名につき

一部用意した． 
ディストラクター用小冊子：絵探し課題として遠

近感に関する錯視図形５種類をまとめた冊子，同

じ形の図形を探し出す絵画探索課題を 10 種類ま
とめた冊子を各１冊ずつ実験参加者一名分用とし

て用意した． 
テスト用小冊子：Picture のカテゴリー名とその
頭文字１字と文字数分のアンダーバーを，A4用紙
一枚に 36 項目が収まるよう印刷した．項目の提
示順はテスト回ごとに異なるよう配慮した．実験

参加者一名につき５部用意した． 
手続き：実験は集団法で行った．まず，実験参加

者に「これから作業と気分転換の関係に関する実

験を行います」と説明し，絵を見ながら絵の下に

書いてあるその名称を隣のスペースに書き写し，

その絵がどのカテゴリーに分類されているか，太

字で記してあるところに○をつけるよう求めた．

制限時間は３分間としたが，制限時間内では終わ

らなかったため，1 分毎に課題の進み具合を確認
し，５分まで延長した．次に，ディストラクター

課題として絵探し課題を３分間実施した．その後，

テスト用小冊子を用いて，手がかり再生テストを

休憩を挟まず連続３回繰り返した．先ほど名称を

書き写してもらった絵のカテゴリー名とその頭文

字，文字数分のアンダーバーが印刷されているの

で，それをヒントにして絵の名称を思い出し完成

するよう教示した．その後，ディストラクター課

題として絵画探索課題を３分間実施した．それか

ら，同じくテスト用小冊子を用いて，手がかり再

生テストを休憩を挟まずに２回連続繰り返した．

テストの回答時間は，いずれも１回につき３分間

とした．また，思い出すときには，以前のテスト

時に自分が何を答えたかよりも，常に学習時(絵の
名称を書き写した時)のことを思い出すよう求め
た．また，テストが終了するたびにテスト用小冊

子を回収して新しいものを渡すようにした．最後

に内観報告を求めて，終了した． 
 
3. 結果 
 図１には，Rp+語群，Nrp語群，Rp－語群のそ
れぞれにおける正答率を，テスト 4回目と 5回目
別に示した．検索誘導性忘却の生起を確認するた

め，テスト 4 回目と 5 回目における Rp+語群と
Rp－語群，Nrp語群について語群要因と回数要因
との 2要因の分散分析を行ったところ，交互作用
が見られた(F(4,132)=5.70, p<.01)．LSD法による
下位検定の結果，Rp+語群が Rp－語群，Nrp語群
の 両 群 よ り 正 答 数 が 多 か っ た (Mse=.08; 
Mse=.09, p<.05)．Rp－語群と Nrp 語群の間に
統 計 的 に 有 意 な 差は 認 め ら れ なか っ た

(F(4,132)<1, ns)． 
 図２には，Rp+語群とHyp語群のそれぞれにお
ける正答率を，1 回目から 5 回目までのテスト回
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数別に示した．記憶高進現象の生起を確認するた

め，Rp+語群とHyp語群について，語群とテスト
回数との 2要因の分散分析を行ったところ，交互
作用は認められなかった(F(4,112)<1,ns)．テスト
回数の効果が認められ(F(4,112)=16.56, p<.01)，1
回目のテストより 2 回目，2 回目より３回目の方
が得点が高いことが示されたが，3回目，4回目，
5回目の間には得点差は示されなかった(Mse=.02, 
p<.05)． 

 図１ 4回目と 5回目における Rp+語群， 
   Nrp語群，Rp－語群の平均正答率 

 
図 2  テスト回数別の Rp+語群， 

Hyp語群の平均正答率 
 
4. 考察 

本実験の結果，検索誘導性忘却と記憶高進現象

の同時生起は示されなかった．記憶高進の生起は

確認されたが，検索誘導性忘却の生起は確認され

なかった． 
本実験で検索誘導性忘却が示されなかった理由

として，記憶高進現象との同時生起を確認するた

めに，Hyp語群が加えられるなど本実験の手続き
が一般的な検索誘導性忘却パラダイムといくつか

の点で異なっていたせいである可能性が指摘でき

る．鈴木・海保(2003)は，検索誘導性忘却の生起
には実験手続きが重要であることを述べている． 
とりわけ，本実験の 1 回目のテストにおいて，

Rp+語群だけでなく，Rp－語群とNrp語群に関し
ても検索を求めたことが影響している可能性が高

い．1回目のテストにおいては，Rp－語群とNrp
語群の検索は求めないのが一般的である．検索範

囲の絞込みを行うタイミングは，学習した後，最

初の検索時に限るのかもしれない．1 回目のテス
トにおいて，Rp+語群だけ検索を求める追試を実
施する必要があろう．テストの 4回目と 5回目間
において記憶の向上が示されなかったことも、検

索範囲の変更にはタイミングが重要であることを

示唆していると思われる。 
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幼児のテキスト理解における 

言語性ワーキングメモリと視空間ワーキングメモリの影響 
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text comprehension in young children. 
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Abstract 
 This study examined the effects of verbal and 
visuospatial working memory capacity on text 
comprehension in young children. Results of 
correlation analyses among young children (n = 15) 
validated that space task scores correlated significantly 
with distractor scores in a concrete condition, whereas 
listening span scores correlated significantly with 
paraphrase scores in an abstract condition. Findings 
implied that when readers construct representations of 
the characters, events, and actions more easily 
visuospatial working memory plays an important role 
in comprehending the text, and when readers construct 
representations of the text with difficulty verbal 
working memory may affect text comprehension 
strongly. 
 
Keywords ― Text Comprehension, Situation 
Models, Verbal Working Memory, Visuospatial 
Working Memory, Young Children 

 

問題と目的 

テキスト理解に，表層･命題･状況の 3つの理解

レベルを想定した Kintsch（1994）は，テキスト理

解の最終表象は，テキストの情報と読み手の既有

知識などの情報とを統合して得られるものとし，

その最終表象を状況モデルと呼んだ[1]。状況モデ

ルは，知覚的性質を持つと仮定されており，そう

した状況を目にして構築したモデルと本質的には

違いはないと想定されている[2]。そして，状況モ

デルにおける時間，空間，因果，意図，登場人物

といった次元の探索を担うのがワーキングメモリ

である。 

状況モデルの多次元性に関する研究では，特に

空間的次元に焦点を当てたものが多いといえよう。

現在では，空間状況モデル（メンタルモデル）と

言語性ワーキングメモリ及び視空間ワーキングメ

モリとの関連性が検討されている。Friedman & 

Miyake（2000）は，テキスト理解課題とワーキン

グメモリ課題の成績の相関から，空間的理解（空

間配置に関する文章を読み配置図の正誤を判断す

る）を空間ワーキングメモリが，因果的理解を言

語性ワーキングメモリが支えていることを示した

[3]。De Beni, Pazzaglia, Gyselinck, & Meneghetti

（2005）は，二重課題を用いて，言語性ワーキン

グメモリは空間情報の有無にかかわらずテキスト

理解に関連し，空間ワーキングメモリは空間情報

を含む文章の理解においてのみ関連することを明

らかにした[4]。Brunyé & Taylor（2008）は，コン

ベンションセンターや町といった同一の対象につ

いて，鳥瞰的な視点から記述した概観条件か，特

定の個人の視点から記述された道筋条件のどちら

かの文章を読むよう求め，読解中に二重課題が課

された。読解後，被験者は正誤判断課題と地図作

成に取り組んだ。その結果，音韻メカニズムは言

語処理に関連し，視空間ワーキングメモリと中央

実行系は空間メンタルモデルの構築に関連するこ

とを示し，それは道筋条件において顕著であるこ

とを明らかにした[5]。 

以上のように，状況モデルとワーキングメモリ

との関連性を追究する先行研究の多くにおいて，

被験者に対して空間情報を地図のように克明に記

述した課題文を読ませており，そこで構築される

状況モデルは必然的に空間状況モデルに限定され

る。より明快な実験状況にするために必要な手続

きであるが，私たちが日頃接する文章は，空間情
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報を記述したものばかりではない。状況モデルが

知覚的性質を持ち，そうした状況を目にして構築

したモデルと本質的には違いはないのであれば，

特定の主人公が登場し，その主人公の具体的な言

動が記述されている文章を読んだ場合に構築され

る状況モデルも，（ある程度の）知覚的特性を持ち

得るのではないだろうか。そして，その場合に構

築された状況モデルと言語性ワーキングメモリ及

び視空間ワーキングメモリとはどのように関連す

るのであろうか。 

さて，幼児を対象としたテキスト理解に関する

研究においても，テキスト理解を構成的プロセス

ととらえ，テキスト理解の最終的所産として 3種

の表象レベルを想定している。小坂（1999），小坂・

山崎（2000）や由井（2002）の幼児を対象とした

テキスト理解研究では，テキスト理解に影響を及

ぼす要因として，ワーキングメモリ容量とテキス

ト内容を想定して実験を行い，主として再認方法

を用いてテキスト理解レベルを検証している

[6][7][8]。 

本研究では，幼児を対象に，言語性ワーキング

メモリ課題と視空間ワーキングメモリ課題を実施

し，テキスト理解との関連性を検討する。実験材

料においては，物の配置ではなく描写の具体性を

操作し，通常のテキスト理解により近い課題状況

を目指す。 

 

方  法 

被験児：幼稚園年長児 15 名（男児 6 名，女児 9

名）を対象に個別実験を行った。平均年齢は 6歳

5か月であった。 

材料：言語作動記憶課題としてリスニングスパン

テスト（小坂，1999を改作）を，視空間作動記憶

課題として空間課題とパターン課題（川原，2004

を幼児対象に改作）[9]を実施し，文章理解課題と

して文章検証課題と推論問題（小坂，1999）を実

施した。問題文 8文につき再認質問文 9文（ダミ

ー文 1文を含む）と推論問題 4題を設定した。大

局的推論問題と局所的推論問題のそれぞれに正し

い推論と誤った推論とを 1題ずつ設けた。問題文

は空間作動記憶への負荷の加減を想定し，具体性

が高い文章（「どうぞのいす」）と具体性が低い文

章（「空き缶のリサイクル」）を用意した。「どうぞ

のいす」の最初の 3文は「うさぎさんが，小さな

椅子を作りました。うさぎさんが作った印に，椅

子にしっぽをつけました。うさぎさんは『このい

す，どこへ置こうかな』」であり，「空き缶のリサ

イクル」の最初の 3文は「○○くん（ちゃん）は，

空き缶を，ぽいっと投げました。空き缶は，ひと

りぼっちで転がっています。ぽいっと投げた空き

缶は，もう使えません。」であった。 

 

結果と考察 

 リスニングスパンテストの成績について，齊

藤・三宅（2000）を参考に，言語性ワーキングメ

モリスパン得点（LST1）と，正答できたセットを

全て合計した得点（LST2）を算出した[10]。同様

に，空間課題スパン得点（ST1）と空間課題合計

得点（ST2），パターン課題スパン得点（PT1）と

パターン課題合計得点（PT2）を算出した（表 1）。

各課題得点間の相関係数を算出した結果，以下の

点が明らかとなった。まず，言語性ワーキングメ

モリ課題と視空間ワーキングメモリ課題 2種の得

点間に相関は得られず，幼児においては両資源の

活用に関連性は認められなかった。これは，

Friedman & Miyake（2000）の結果と同様である。

次に，テキスト理解とワーキングメモリとの関連

性である。具体性が高い条件では，空間課題スパ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体性高D具体性低P 具体性低G

LST1 0.26      0.56＊     -0.02
LST2 0.06 0.50     -0.20
ST1 　  0.57＊     -0.06 0.41
ST2 0.38 0.07 0.34
PT1 0.50 0.11 0.46
PT2 0.17 0.47      0.54＊

＊p < .05
D：ディストラクタ　P：パラフレーズ　G：大局推論
LST1：言語性ワーキングメモリスパン得点
LST2：言語性ワーキングメモリ合計得点
ST1：空間課題スパン得点
ST2：空間課題合計得点
PT1：パターン課題スパン得点
PT2：パターン課題合計得点

表 1 各課題得点間の相関係数 
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ン得点（ST1）とディストラクタ質問文（正答に

深い理解を必要とする）との間に正の相関（r = .57, 

p<.05）が認められた。具体性が低い条件では，言

語性ワーキングメモリスパン得点（LST1）とパラ

フレーズ質問文（意味的な理解を必要とする）と

の間に正の相関（r = .56, p<.05）が，パターン課題

合計得点（PT2）と大局推論問題（正答に深い理

解を必要とする）との間に正の相関（r = .54, p<.05）

が認められた。 

 具体性が高い条件の課題文では，比較的理解し

やすい語句が使用されており，登場人物の言動も

明確で，表層レベル，テキストベースレベルでの

理解に躓きが生じる可能性が少なく，引いては状

況モデルレベルの理解においても，言語性ワーキ

ングメモリの大きさの影響が比較的小さかったの

ではないかと推測される。一方で，状況モデルの

構築に際して，視空間ワーキングメモリの大きさ

がより影響してくるという結果が得られた。言語

的な負荷がより少ない条件では，言語処理よりも

視空間処理の方が，表象形成においてより大きく

影響してくるようだ。 

 具体性が低い条件の課題文では，馴染みのない

語句も登場し，表層レベル，テキストベースレベ

ルでの理解から，言語性ワーキングメモリをより

必要とする作業が課されたため，言語性ワーキン

グメモリの容量が理解の達成を左右したのではな

いかと推測される。 

 本研究の結果から，課題文描写が具体的であり，

表層レベル，テキストベースレベルでの理解が比

較的容易な場合は，状況モデル構築に視空間ワー

キングメモリの大きさが影響し，課題文描写の具

体性が低く，表層レベル，テキストベースレベル

での理解が比較的困難な場合は，そのレベルの理

解から言語性ワーキングメモリの大きさが影響す

ることが示された。 

 本研究には多くの課題も残されており，特に以

下の 2点には早急に取り組む必要がある。まず，

材料の厳選と統制である。本研究では，「具体性の

高い文章」と「具体性の低い文章」とを設けて条

件としたが，実際は「比較的理解しやすい文章」

と「比較的理解しにくい文章」という条件となっ

ていた可能性がある。つまり，条件と課題設定と

の整合性が確保されていなかったということであ

る。次に，幼児の状況モデルの内実についてであ

る。本研究で紹介した先行研究は成人を対象とし

たものがほとんどである。本研究では，成人のテ

キスト理解研究において得られた成果に基づき，

幼児においても 3種の表象レベルが存在するであ

ろうと仮定して実験を行った。その結果，幼児に

おいても，状況モデルレベルに相当すると考えら

れる表象形成が確認されたが，しかしそれは，成

人の状況モデルと幼児の状況モデルとが全く同質

であることを示すものではない。幼児の言語的な

経験，言語以外の知覚的な経験は，成人に比べて

明らかに少ないということもある。現段階におい

ては，幼児を含め子どもの状況モデルに関する研

究においては，成人を対象に得られた知見を援用

しながら明らかにするしか方法がなく，必然的に

「成人と何がどこまで同じか」という視点から研

究に取り組むことになる。しかし今後は，子ども

の状況モデル構築について「成人と何がどこまで

同じで，何がどのように違うのか」について，特

に「何がどのように違うのか」という点を，積極

的に明らかにしようとする意欲を持った研究が必

要となるであろう。 
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Abstract 

In traditional linguistics, the relationship between 

meanings and sounds of the words is only an arbitrary. 

However, there are many research which show the 

correspondence relationship between auditory 

information and visual informaiton. (Ramachandran & 

Hubbard (2001) , Tamori &Schourup(1999) etc). 

The goals of this research are to reveal (1) whether 

there is universally sound-texture correspondence 

(Experiment1) and (2) whether sound symbolism for 

texture modifies young children’s interpretation of 

novel nouns (Experiment2). 

In Experiment1, we found 2-year-old Japanese 

children and English-speaking adults were able to 

detect the texture-sound correspondence, even though 

they received no visual information. In Experiment2, 

Japanese 3-year-olds projected the meaning on the 

texture when the sound of the label matched the 

texture. Nevertheless, they did not show this tendency 

as the sound and texture of the object did not match.  

In summary, this research extended previous research 

in showing that 2-year-olds are sensitive to sound 

symbolism not only visual domain, but touch modality. 

We further demonstrated that sound symbolism is the 

key for the inference of novel word meanings for 

young children.  

 
 
Keywords ― sound symbolism, word learning 

 

1．背景 

 従来の言語学では、語の意味と音には意味的な

関連はなく、恣意的なラベル付けのみがあるとさ

れている[1]。しかし結果的に実際の多くの言語は、

音と意味に必然的な繋がりを持つ語を多く所有し

ている。日本語や韓国語など、オノマトペ(擬態語

と擬音語の総称)のようなクラスターを持つ言語

はアジア・アフリカ圏に多く、そのようなクラス

ターを持たないとされているインド・ヨーロッパ

言語でも、語を構成する音素と語の意味の間に必

然的な関連があるものも多いとされている(e.g., 

bump, thump, plump/ slide, slip, slick)[2]。この

ように、語の音が語の意味の一部を表象する現象

を音象徴と呼ぶ。言語の音象徴性を巡っては、そ

の言語普遍性が盛んに論じられている。代表的な

例は図形の形状と言語音に関する研究であり、尖

っている図形に対しては kiki、丸みを帯びている

図形に対してはboubaという音を当てることが自

然であると、多くの言語話者が感じていることが

確認されている[3]。また、26 か月の幼児を対象

とした同様の調査でも、幼児が図形の形状と言語

音に関する対応関係の音象徴を成人と同じように

感じていることが報告されている[4]。これらの結

果から、特定の言語の言語経験がなくても音象徴

は感じることが出来ることが予想される。また、

別の先行研究では人間の移動動作(歩く/走る)を表

現した動画と日本語ベースの新奇擬態語の組み合

わせを課題とし、動作に関する音象徴においても

言語経験を越えた普遍的な認知があることを示し

た[5]。英語話者の成人や 24 カ月の幼児が、日本

語話者の成人と同様に、音を手掛かりとして動画

を選択することが報告された。これらの先行研究

は、音という聴覚情報が、図形の形状、または動

作という視覚情報の特徴を表象することが出来る

ことを示している。 

しかし、音象徴を持つ語は視覚情報だけでなく、

他の感覚モダリティを表象する語も多い。たとえ

ば日本語では触覚(ふわふわ)、嗅覚(つーん)などの
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擬態語が挙げられる。このような感覚モダリティ

は直接的に聴覚情報と関連を持ち、音象徴を持つ

のだろうか。それとも視覚情報を介して聴覚情報

と関連を持っているのだろうか。音象徴の感覚モ

ダリティにおける普遍性を調査することは非常に

重要である。しかし多くの実験心理学では視覚情

報の音象徴性のみに着眼しており、他の感覚モダ

リティの音象徴性を扱った研究はほとんど存在し

ない。 

  

2．目的 

本研究は、語の音が持つイメージが幼児や他国

語話者の物認識へ与える影響を調査することを目

的とする。そこで本研究では、二つの実験を設置

する。まず、視覚以外の感覚機能として触覚を挙

げ、触覚情報と語の音が直接的に関連性を持って

いるのか調査する(実験１)。また、触覚の持つ音

象徴性が幼児の物認識にどのような影響を与える

のか、そしてそれはどの程度なのか調査する(実験

２)。実験 1 では触覚情報と聴覚情報のみを呈示し、

幼児や他国語話者が日本語話者の成人と同傾向の

音象徴を感じるかを調査する。実験 2 では物の名

前の音とその手触り(素材)が合っているとき、幼

児はその音象徴を手がかりとして、当てられた名

前が素材を指すものであると認識するのかを調査

する。また、物の名前の音が物の手触り、もしく

は形状と関係のない名前である場合とはどのよう

に認知が異なるのだろうか。先行研究より、幼児

は、呈示された新奇な名前を命名対象と形状が同

じ対象に汎用する傾向が強いことが報告されてお

り、これを形状バイアスという[6]。この形状バイ

アスは、形状が複雑であればあるほど強くなるこ

とも報告されており[7]、今回の調査では形状の複

雑度と素材に纏わる音象徴の関連についても言及

したい。 

実験 1 では触覚情報と聴覚情報の対応関係に対

して幼児、他国語話者が、日本語話者の成人と同

様の傾向を持つことが予想される。振動覚と音の

対応関係においては視覚情報がなくてもその関連

性を感じることが出来ることが報告されている

[8]。今回は振動覚ではなく圧触覚を扱うが、振動

覚と同じように聴覚への直結のリンクがあり、音

象徴性に関しても普遍性を持つことが考えられる。

もし実験 1 において、触覚の音象徴が言語経験を

伴わない普遍的な認知によって生じることが検証

されるとしたら、実験 2 において音象徴を手掛か

りに物を認知する可能性が高いと考えられる。 

 

3. 実験 

＜実験 1＞ 

1．実験概要 

 まず 2 つの異なる手触りをした表面を持つ木片

をそれぞれ異なる箱に入れ、木片の外見が見えな

いような環境を設定する。それぞれを触覚呈示し、

1 つの名前を聴覚呈示する。呈示された名前を指

している木片を被験者に選択させる課題を行った。 

2．被験者 

日本語話者の成人(n=20, Female=10, Male=10, 

mean=22.1years , range=19-27years)、日本語話

者の 2 歳前半児 (n=20, Female=10, Male=10,  

mean=26.1month , range=24-29month)、3 歳児

(n=22, Female=13, Male=9, mean=42.4month, 

range=36-47month)、5 歳児(n=24, Female=14, 

Male=10, mean=65month, range=60-71month)、

英語話者の成人 (n= 19, Female=10, Male=9, 

mean=19years, range=18-21years)の計 5 群の

105 名を被験者とした。全ての日本語話者はモノ

リンガルであることが確認されている。また英語

話者においても日本への滞在がなく、日本語への

露出や知識がほとんどないことが確認されている。 

3．実験刺激 

刺激となる木片の表面を覆う素材は、幼児が誤

って口にしても危険がないものを中心に、様々な

手触りをしている 20 種を用意した。そしてそれ

ぞれを中身の見えない箱に入れ、硬さ、なめらか

さ、軽さ、規則性、弾力性、強さ、心地よさの 7

項目に対して 7 段階の評定課題を、20 名の日本語

話者の成人を対象に行った。 

刺激語は、刺激物として選定した素材(20 種)の

手触りに対し、既存の擬態語を日本語話者の成人
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20 名に産出してもらい、それらを基に作成された

2 モーラの新奇音象徴語である(e.g.ザザ)。素材に

よっては評定課題や産出課題で被験者間での差が

大きい、または産出される擬態語の種類が多すぎ

るものもあった。それら 8 種の刺激を本実験で使

用することを避け、全 12 セットの刺激物・刺激

語を刺激とした。それぞれの素材(12 種)と新奇語

の組み合わせは、日本語話者の成人を対象にした

評定課題によって一致度が高いことが示されてい

る。英語話者に対しての実験では、日本語母語話

者が発音した刺激語の音声を英語話者である実験

者に聞かせ、日本語のイントネーション、アクセ

ントをそのままに聴覚呈示をしてもらった。 

12 種の素材から 10 試行の選択課題を作成した。

10 試行の組み合わせは評定課題の主成分分析の

プロット(図 1)から距離の遠い素材同士を組み合

わせ、試行とした。 

 

 

 

4．実験手続き 

2 つの中身の見えない箱の中にそれぞれ刺激を

入れ、視覚情報を遮断した状態を設置する。そし

て被験者に箱の中に手を入れてもらい、人さし指

でそれぞれの木片の表面を触ってもらう。そして

どちらかの刺激の手触りに対して音象徴のある名

前(e.g.ザザ)を聴覚呈示し、どちらの刺激物がその

名前が指すかを被験者に選ばせる課題を 10 試行

行った。ただし日本語話者の 2 歳前半児のみ全 6

試行となっている。（プレ実験の段階で、2 歳前半

児に 10 試行行わせることは幼児に対して負担で

あると判断したからである。）幼児たちは本試行の

前に選択課題をすることが可能であるかを確かめ

るウォームアップ試行を 4 試行行っており、すべ

ての試行で正しく行うことが出来た幼児のみを被

験者としている。刺激の呈示順は 4 つのコンディ

ションを用意し、呈示する刺激の配置の左右差な

どもカウンターバランスをとった。 

5．実験結果 

結果、日本語話者の 5 歳児、3 歳児、2 歳前半

児は日本語話者の成人と同様に、手触りと語の音

が合っているものを対応付けて選択した。また、

英語話者の成人についても同様の結果が得られた

(図 2)。それぞれの被験者群の手触りと音が合って

いる木片を選んだ割合は 2 歳前半児 68.3％、3 歳

児 70.9％、5 歳児 83.3％、成人 96.5％、英語話者

成人 77.5％であった。 

それぞれの被験者群の結果はチャンスレベルに

対して有意に異なった (2 歳前半児；F(1,38), 

t=6.91, p<0.001, 3 歳児；F(1,42), t=6.14, p<0.001, 

5 歳児；F(1,46), t=10.53, p<0.001, 成人；F(1,38), 

t=35.42, p<0.001, 英語話者成人；F(1,30), t=8.88, 

p<0.001)。実験 1 の結果により、日本語ベースで

作られた音象徴語と触覚の対応関係は、日本語と

いう特定の言語の経験とは関係なく獲得されてい

るものであることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実験 2＞ 

 

1．実験概要 

まず、スタンダードとなる物体を視覚・触覚呈

図 2. 各被験者群が音象徴と合った刺激を選んだ割合(%) 

エラーバーは標準偏差を表している。青は日本人、赤は英

国人 

図 1. 各刺激物における主成分分析のプロット 

日本認知科学会第27回大会 P1-31

296



示し、物体の名前を聴覚呈示する。その後、スタ

ンダードと同じ素材で出来た形状の異なる物体と、

同じ形状だが素材が異なる物体を呈示し、どちら

の物体がさきほど教えられた名前を指すかを被験

者に選択させる課題を行った。 

2．被験者 

 素材に対して音象徴のある名前を物体に付ける

群(以下、音象徴群)と、素材、また形状とは関連

のない名前を物体に付ける群(以下、コントロール

群)を 3 歳、5 歳の各グループに設置する。日本語

話者の 3 歳(音象徴群：n=20, Female=7, Male=13, 

mean=42.2month, range=37-47month コントロ

ー ル 群 ： n=20, Female=8, Male=12, 

mean=41.6month, range=36-47month)、5 歳(音

象 徴 群 ： n=22, Female=13, Male=9, 

mean=63.7month, range=60-69month コントロ

ー ル 群 ： n=22, Female=9, Male=13, 

mean=65.3month, range=60-71month)を被験者

とした。全ての被験者が日本語のモノリンガルで

あることが確認されている。 

3．実験刺激 

 音象徴群に関して刺激語はそのまま利用した。

コントロール群の刺激語は、2 モーラの新奇語を

ランダムに作成し、評定課題により素材、また形

状に対して関連性がないとされたものを使用した。

刺激物は、実験 1 で使用した素材で物体を覆った

ものとする。全 10 試行のうち、5 試行が複雑な形

状の物体を標準とし、残り 5 試行が単純な形状の

物体を標準としている。複雑な形状とは、機能性

があり道具らしい形状のものを指し、その中でも

見慣れない形状のものを選んだ(e.g.輸入物のペッ

トボトルホルダー)。単純な形状とは機能性が低い

ものを指し、なるべく先行研究[7]での形状を参考

にした(e.g.U 字型を模ったスポンジ) (以下図 3

参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．実験手続き 

 スタンダードとなる刺激に刺激語を名前として

付け、被験者に呈示する。その際、音象徴群、コ

ントロール群ともに、視覚だけでなく物体の手触

りを確認してもらう。被験者が物体とその名前を

覚えたことを確認してから、同じ素材で出来た形

状の異なる物体と、同じ形状だが素材が異なる物

体を呈示する。そしてどちらが覚えた名前の物体

を指すのかを選択させた。幼児たちは本試行の前

に選択課題が出来るかどうかのウォームアップ試

行を 4 試行行っており、正しく出来た幼児のみを

被験者としている。刺激の呈示順は 4 つのコンデ

ィションを用意し、呈示する刺激の配置の左右差

などもカウンターバランスをとった。 

 

5．実験結果 

5－1.音象徴に対する敏感性 

3 歳児、5 歳児の音象徴群(手触りと名前の音が

合っている場合)では、素材が同じで形状が異なる

ものを選択する傾向が強く、チャンスレベルとの

差が有意であった(p<0.001)。その一方で、どちら

の年齢でもコントロール群(手触りと名前の音に

関連性がない場合)では、その傾向が薄まることが

わかった(図 3)。それぞれの被験者群が標準刺激と

手触りが合っている刺激を選んだ割合は 3 歳児音

象徴群 81.5％、3 歳児コントロール 53.5％、5 歳

児音象徴群 89.1％、5 歳児コントロール群 62.7％

であった。コントロール群においては形状が同じ

もの/素材が同じものを選択する割合がほぼ同じ

であるのにも関わらず、幼児は名称が素材に対し

図 3. 実験 2 実験刺激の例 

複雑な形状の刺激：左側)ペットボトルホルダー 

単純な形状の刺激：右側) U 字型を模ったスポンジ 
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て合っている場合は名称を素材に対してマッピン

グすることが明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5－2.形状の複雑度と判断の関連性 

次に、複雑な形状を持つ物をスタンダードとす

る場合と単純な形状を持つ物をスタンダードだと

する場合を比較する。するとどちらの年齢、また

どちらの群(音象徴/コントロール)においても、形

状バイアスが働き、形状が同じで素材が異なる物

を選択する傾向があった。しかしこの場合でも手

触りと名前の音が音象徴的に合っているときは、

手触りの音象徴を形状よりも優先的に手がかりと

して用いていることがわかった(図 4)。それぞれの

被験者群が、手触りが標準刺激と合っている刺激

を選んだ割合は 3 歳児の場合、音象徴群

complex77％、音象徴群 simple86％、コントロー

ル群 complex49％、コントロール群 simple58%で

あった。5 歳児は音象徴群 complex85.5％、音象

徴 群 simple92.7 ％ 、 コ ン ト ロ ー ル 群

complex55.5％、コントロール群 simple70%であ

った。 

スタンダード刺激の形状の複雑さという観点か

ら分析すると、形状バイアスの存在は大きいが、

今回の調査においては手触りの音象徴がある場合、

形状バイアスを超えて、幼児はことばの音と手触

りの対応関係を優先させていることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 考察 

4.1 触覚情報の音象徴 

 実験 1 では、視覚情報が遮断された環境で、触

覚-聴覚間における音象徴が存在することが明ら

かになった。またその音象徴は 2 歳前半児、英語

話者においても普遍性があることがわかった。そ

して、日本語話者の幼児は既存の擬態語(e.g.ザラ

ザラ)の学習によって音と意味の関連性について

知識を増やし、その結果、年齢を追うごとに成人

と近い判断をする傾向がみられると考えられる。

これはことばの学習において、語に含まれる音象

徴性を獲得していくことを表しているが、今回の

調査では、ある特定の言語経験がなくとも共通の

音象徴性を触覚情報においてある程度持っている

ことが明らかになった。 

また、刺激語の日本語の体系をベースとした

CVCV(子音＋母音＋子音＋母音)の 2 モーラの新

奇名詞は、イントネーションやリズムの情報を統

図 3. 各被験者群が「素材が同じで形状が異なる刺激」を選

んだ割合(%) 

エラーバーは標準偏差を表している。 

 

 

図 4－1. 3 歳児が「素材が同じで形状が異なる刺激」

を選んだ割合(%) 

エラーバーは標準偏差を表している。 

図 4－2. 5 歳児が「素材が同じで形状が異なる刺激」

を選んだ割合(%) 
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一した。日本語体系への接触がない英語話者にお

いても共通の認知をもたらしていることから、新

奇名詞を構成している音素が触覚情報についての

言語を超えて感じられる音象徴性を持っているこ

とを示すことができた。 

 

4.2 音象徴と形状バイアス 

 実験 2 では幼児がどのような事柄を手掛かりに

物を認識するのかを、触覚の音象徴と形状バイア

スにおいて検証した。物体に当てられた名前に触

覚についての音象徴がなく、物体の形状が複雑で

ある場合、名前を形状だと認識する幼児と素材で

あると認識する幼児はほぼ半々であることがわか

る。しかし、名前に触覚についての音象徴がある

場合、物体の形状の複雑性に関係なく、名前を素

材であると判断する傾向があることが 3 歳児、5

歳児ともに確認された。 

今回の調査でも先行研究と同じく、形状の複雑

性において幼児の認知が変化するという特徴がみ

られた。しかしそれ以上に、音象徴性が幼児の判

断に対して与える影響の大きさが顕著であった。

本研究は、音象徴性が幼児の持つ形状バイアスを

修正するほど、幼児の新奇物への推論に対して非

常に大きい影響を持つ可能性があることを強く示

唆した。 

英語話者の幼児が日本語話者の幼児よりも形状

バイアスを持っていることが報告されている[7]。

英語話者の幼児においても今回の調査(実験 2)を

行っており、現在データを採取中である。形状バ

イアスの影響をより受けやすい英語話者の幼児に

おいても音象徴が物を認知する手掛かりとなるの

か。そしてそれは形状バイアスを超える手掛かり

となるのだろうか。 

 

5. 結論 

実験１の結果から、触覚という視覚以外の感覚

機能においても音と意味の関連性が直接的に存在

しており、日本人 2 歳前半児や英語話者の成人に

おいても、その音象徴性は普遍的に感じられる可

能性が高いことがわかった。そして実験 2 の結果

から、触覚の音象徴が幼児の物認識へ大きな影響

を与えており、幼児が触覚の音象徴を手がかりに

物を理解する傾向が強いことがわかった。つまり

本研究では、触覚に対してことばの音が持つイメ

ージが、幼児の新奇な名前の推論へ大きな影響を

与え、その際に大きな手がかりとなっていること、

そして物を理解する際の大きなヒントとなってい

ることを明らかにした。 
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Abstract 
 This research is study on Visual Effect of Body 

Movement in Jazz Impromptu. 

In this research, we considered, by using the motion 

capture data, about what influence the interception of 

the visual information of other members'  body 

movement bring the performance operation.  

As a result of the analysis, some features were 

found for how to take the tempo and the rhythm. 

Keywords – Body Movements, Jazz impromptu, 

 

1. はじめに 

クラシックなどの音楽では、指揮者を中心に、

どのような表現を、どのようなタイミングで行う

か、予め決めることによって演奏者間で表現を共

有しているといえる。しかし、ジャズの即興演奏

においては、コード進行や曲の構成など必要最低

限の事柄のみを決め、演奏を開始する。したがっ

て、各演奏者は互いに他の演奏者の表現をリアル

タイムに汲みとり、それに応え、また、同調する

ことが必要となってくる。 

 筆者である私自身がジャズ演奏を経験している

こともあり、ジャズの即興演奏の際に、各演奏者

は演奏音のみから情報を汲み取っているのではな

く、身体動作からも何らかの情報を得ているので

はないかという考えに至った。 

近年、音楽研究において、たとえば協調行為と

しての指揮者の身振りや、演奏家の身振りと表現

の関係など、演奏における身体に注目をした研究

が行われるようになってきた（ Davidoson,1994・

丸山，2004・丸山，2007・河瀬・中村,2007 等）。

このような演奏における身体の問題については、

音楽が身体によって創出され、発信されることを

考えれば、重要な問題であるといえる。本研究は、

この経験に基づいて理解されてきた事柄を、自然

科学的な手法で実証しようと試みるものである。 

  本研究では、Jazz バンドの即興演奏を取り上げ、

身体動作という視覚情報が互いに遮断されること

が演奏にどのような影響を与えるのかについて、

３次元動作解析装置（以降モーションキャプチャ）

により得られたデータと演奏者自身による自由記

述式アンケートの結果にもとづき考察を行う。 

 

2. 方法 

2.1 モーションキャプチャによる身体動作の計測 

ギター・ベース・ドラム各一人・計 3 人（全員

ジャズ暦 3 年以上の経験者）に、ジャズのスタン

ダードナンバーである『Take the A train』を演

奏させた。その際、3 人の演奏者を三角形の頂点

上に配置し、それぞれマーカー13 点を装着させた

状態で、「全員外向き（お互いに視認できない）」

「全員内向き（お互いに視認できる）」の 2パター

ンで、それぞれ 1 回ずつ続けて演奏させ、データ

を取得すると同時に、演奏状況を録画した。 

2.2 自由記述式アンケート調査 

録画した映像を演奏者に呈示し、演奏中にお互いの

姿が視認できるか否かによって演奏にどのような違

いが生じるのかについて自由に記述させた。 
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 アンケート調査で得られた演奏者の記述内容と、

モーションキャプチャによって得られたデータを

照合しつつ、身体動作という視覚情報が遮断され

た時の演奏について、考察を加えた。 

 

3. 分析 

一般に音楽の表現性を身体動作という観点から捉

えたときに、頭の動きが重要であると指摘されてい

る（Davidoson,1994）。したがって本稿では、自由

記述の中から、視覚情報が制限された演奏に対して

発せられた、ドラムとベース奏者による「４分ノリ

してしまう」及び「全体を通して変化が少ない」と

いう指摘に注目し、頭の動きに関連する3点（頭・首・

腰）のモーションキャプチャデータを取り上げて考

察した。 

図1は、演奏を大きく方向づけるテーマの冒頭４小

節部分の、頭＜rear.head＞・首＜offset＞・腰＜

V.sacral＞のマーカー3点をこの順で結ぶ２線分の

挟角θの時間的変化をドラムについて示したもので、

同様に、図2は、全体を通じて変化が少ないという指

摘に対して、θの時間的変化をベースについて表し

たものである。 

また、「全体を通して変化が少ない」という記述に

対しての考察が、有意に差があるものかを検討する

ため、分散の差の検定を行った。 

 なお、４分ノリとは、あえて簡単に言えば、４分

音符の頭に強拍が置かれる演奏スタイルであって、

一般にジャズ演奏において好まれない。 

 

４. 結果と考察 

テーマ冒頭 4 小節において、図 1 に示すように

視覚情報が制限された場合、ギター・ドラム・ベ

ース３者ともリズムどおりに動いている点から、

体を使ってリズムをいわば規則正しく刻もうとし

ていることが分かる。一方、視覚情報の制限のな

い演奏では、規則正しい動きは見られず、リズム

に縛られていないことが分かる。 

 このことから、視覚情報が制限された演奏では「４

分ノリしてしまう」という指摘は、ギター・ドラム・

ベースの身体動作にも現れているといえる。 

 また、全体を通した変化を見たときに、視覚情報

が制限された演奏では、ベース・ドラムともに頭の

動きが一定なのに対し、視覚情報の制限のない演奏

では動きの幅が広く、ある程度不規則で自由な動き

になっている。 

 つまり、視覚情報が制限された演奏の方が、制限

のない演奏より、頭の動きが小さくなっていること

が伺える。 

そして、視覚情報が制限の有無により、全体を通

した頭の角度の分散に差があるかを明らかにするた

め、F検定を行った。その結果、分散に有意が見られ

た（1％有意水準）。 

 

 
図１ θの時間変化（テーマ冒頭 4小節） 

 

 

 1    2       3     4  小節 

度 
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図２ θの時間変化（演奏全体） 

 つまり、視覚情報が制限された演奏の方が、制限

のない演奏より、有意に頭の動きが小さくなってい

ることが分かる。 

5. おわりに 

当然のことながら、音楽演奏において、音が発信

する情報が主となっていることは言うまでもない。

しかし、視覚情報としての「演奏者の身体動作」を

制限し、聴覚情報としての「音」のみによる演奏で

は、表現が乏しくなると考えられる。 

ジャズの演奏において、リズムの揺らぎやためは

重要な要素であり、あまりにリズムが拍どおりだと

硬い演奏になってしまう。この拍どおりという傾向

は、他の演奏者が視認できない状況において見られ

るので、視覚的な身体情報を得ることにより、揺ら

ぎやため
・ ・

といった表現が生まれるのではないだろう

か。 

また、他の演奏者を視認できる状況において、全

体を通して動きの幅が広くなり、ある程度不規則に

なっていることから、他の演奏者の身体動作という

視覚情報を得ることで相互に影響を与え、演奏に変

化が生まれやすくなり、表現の幅も広がるのではな

いだろうか。 

このように、視覚情報が制限された演奏では、身

体を用いて自らリズムを刻んだり、身体動作が一定

になるなどの影響が見られた。これは、音響情報生

成における視覚情報としての身体動作に関する河

瀬・中村（2008）の研究結果を肯定するものである。 

 

今回の議論は、バンドによる即興演奏において、

メンバーの身体動作が互いに視認できないときに、

演奏者がどのように対応しようとするのかを身体動

作から確認するにとどまり、筆者らの本来の研究テ

ーマである「音楽の表現性における身体動作の視覚

的役割」を議論するには、依然多くの課題が残され

たままである。また、今回は視覚情報の制限の有無

の各状況において、演奏を録音した。しかし、演奏

タイミング等の詳細な分析を行うためには、楽器ご

との音情報を収集することが必要となる。演奏タイ

ミング等の検討は「音楽の表現性における身体動作

の視覚的役割」を議論するうえで重要なものである

ので、今後の課題として取り組んでいきたい。 

今回実験で演奏の対象としたのは、各楽器1人の

みであり、演奏曲目も1曲であった。しかし、演奏

者や曲目、ジャンルの違いが影響を与えることも考

えられる。そのため対象者や対象曲目を増やしてい

くことで、より普遍化した議論が可能となるといえ

る。今回、「音楽の表現性における身体動作の視覚的

役割」を探るための基礎研究として、即興演奏にお

ける身体動作という視覚情報が制限されることの影

響を見るために、ジャズの定番であり、教則本でも

用いられる『Take the Atrain』を選択した。ただ、

基礎的ともいえるこの楽曲で、視覚情報の制限の有

無により有意な差が得られたということは、より自

由度の高い楽曲、モダンジャズ・フリージャズなど

では、より鮮明に差が表れることが考えられる。 

今回得られたデータの精緻な分析を含めて、より

客観的な議論が可能となるよう、今後更に研究を進

めていきたい。 
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人は音によって素材を弁別できるのか？ 

－電子移動補助具K SONARを用いた素材カテゴリー同定実験から－i

植阪友理（日本学術振興会・東京工業大学）

 
ii

  
・小齊香織（横浜訓盲院） 

【要約】K SONAR とは，聴覚情報を利用して視覚障害者の歩行を支援する電子移動補助具である。

マニュアルには素材の弁別（具体的には，「表面が滑らかなもの」であるのか「表面が柔らかく凹凸

があるもの」であるのかの弁別）が可能であるとされているが，実証的データが見られなかったため，

検討を行った。実験 1 では，10 種類の素材の感覚尺度を測定し，因子分析に基づいて「つるつる群」

「すかすか群」「ざらざら群」「その他」に分類した。実験 2 では，K SONAR を素材に照射した音を

聞かせ，素材を識別させる実験を行った。この結果，「つるつる群」「すかすか群」「ざらざら群」で

は，素材カテゴリーを識別できることが示された。この結果から，学習セッションを設けなくても，

K SONAR の照射音を用いて，素材カテゴリーの弁別が可能であることが明らかとなった。また，照

射音を利用することによってマニュアルに示された以上に，詳細な弁別を行える可能性も示唆された。 
 

【問題と目的】 

視覚障害者にとって困難なものの 1 つに，移動

が挙げられる。Farmer & Smith (1997)によると，

視覚障害者が独立して移動するのに利用できる

方法には，手引き，盲導犬，白杖，電子移動補助

具（ETA：Electronic Travel Aids）の 4 つがある

という。近年，視覚障害者の歩行を支援するため

の様々な ETA が開発されている。ETA はエネル

ギー波を照射し，その反射によって周囲の情報を

得るものである。 
Roentgen, Gelderblom, Soede, & de Witte (2009)

によると，ETA の使用は障害物やランドマークの

発見に影響し，より安全でストレスの軽減された

歩行につながることが示されている。近年では，

聴覚を通じてより多くの情報を得ることを目指

した新たな技術が提案されており，本研究で取り

あげる K SONAR もその一つである。K SONAR
とは，コウモリが周囲の環境に関する豊かな空間

情報を収集して自分の位置を認知したり，対象物

までの距離・大きさ・方向などを測る能力を応用

した超音波機能（KASPA テクノロジー）を用い

た ETA であり，Dr. Leslie Kay によって開発され

ている（図 1，図 2）。 
K SONAR はすべての視覚障害者が利用できる

デバイスであるが，特に早期失明者に関しては視

覚以外の器官の可塑性が高く，聴覚に対する支援

を行うことによって，より効果的に歩行できるよ

うになる可能性がある。こうした観点からも K 
SONAR のように聴覚を利用した移動補助具に関

する研究を行うことには高い価値があると考え

られる。 
一方，K SONAR の利用法に関する研究にはい

くつかの課題がみられる。その 1 つとして，人間

が K SONAR を利用した場合の実証的データの

少なさが挙げられる。例えば，K SONAR のマニ

ュアルには音の高低によって距離を，音の有無に

よって方向を，音色によって物体の素材を同定す

ることができるとされている。素材に関しては，

「表面が滑らかなものは，キンキンとした硬い音

が，柔らかい凹凸のあるものは，ザワザワした柔

らかい音」が得られるとされている。しかし，マ

ニュアルにはこれらを裏付ける実証的なデータ

は示されていない。また，K SONAR の具体的な

使用方法が示されている ‘K’ SONAR: The 
Handbook（2009）には，数多くのエクササイズ

が掲載されており，言語的なフィードバックを伴

ったトレーニングを行うことによって，素材の識

別が可能になるといったことは示唆されるもの
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の，こうした練習フェーズを経ずに，人間が音だ

けから素材を弁別できるのかどうは明らかでは

ない。そこで，本研究では，K SONAR の機能の

中でも，「音色によって素材が識別できる」とい

う部分に着目し，言語的なフィードバックを行わ

ない状況であっても，K SONAR の音から人は素

材を弁別すること 
ができるのかを検証した。この際，特徴の似た素

材に対して同じような反応ができることを，「識

別している」と判断する基準とした。なぜならば，

K SONAR のマニュアルにもある通り，この ETA
が識別できるのは，「表面が滑らかなもの」や「表

面が柔らかく凹凸のあるもの」といったレベルの

ことである。そこで，厳密に素材の種類を同定で

きなかったとしても，同じカテゴリーと判断され

た素材を正しく同定した場合には，識別できてい

ると判断した。 
以上を踏まえ，本研究では 2つの実験によって，

「K SONAR を物体に照射したときに得られる音

の音色から（学習を行わなくても）人は素材のカ

テゴリーを同定できる」という仮説を検証した。

実験 1 では，今回用いた 10 種類の素材の音色を

聞かせて評定させ，因子分析を行うことによって

素材をいくつかのカテゴリーに分類した。実験 2
では，音色を聞かせた後に素材を触らせて判別さ

せる実験を行い，正しく素材のカテゴリーを同定

できるかを検証した。 
 

【実験１】 

参加者 成人男女 15 名（聴力に問題はない） 
素材 基準素材として鋼板，比較素材としてガ

ラス，アクリル板，スポンジ，ゴム版，発砲材，

レンガ，タイル，カーペット，枯れ草束の 9 種

類の計 10 種類の素材を用いた。器具を用いて K 
SONAR を 30 ㎝の位置に固定して照射し，音色

を発生させた（付録 1，2 参照）。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

手続き 参加者はアイマスクをした状態でヘッ

ドフォンによって K SONAR の音を聞かせた。

事前に「キンキンした音」の例として表面が滑

らかな木の机と，「ザワザワした音」の例として

表面に凹凸のある毛糸の音を提示した。この際

に音量を調節した。次に，鋼板の音を聞かせて，

基準とした。基準となる鋼板の音色を 100 とし

た時に，キンキンした音により近ければ 100 以

上を，ザワザワした音により近ければ 100 以下

を回答するように求めた。音は 1 素材につき 5
秒間とした。基準素材を提示した後に，続けて

それぞれの素材をランダムな順序で提示した。

計 18（9 種類×2 回）試行を行った。 
 
 

図１ K SONAR 

図 2 K SONAR使用例 

（Kay, 2009より） 

K SONAR 
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結果 評定値を用いて因子分析を行った結果，9
つの素材はつるつる群（アクリル板，ガラス），

すかすか群（スポンジ，枯れ草束），ざらざら群

（発砲材，レンガ），その他（ゴム板，タイル，

カーペット）の 4 つに分類された（表 3 参照）。

群ごとに 1 要因分散分析を行って評定平均値を

比較したところ有意な差がみられた（F（3，42）

＝21.215，ｐ＜.001）。多重比較を行ったところ，

図 2 に示すように，つるつる群＞ざらざら群＞

すかすか群の順に評定値が高いことが示された

（ｐ＜.05; 図 4 参照）。 
 

表 3 素材の音色の心理評定の因子分析結果 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 素材グループごとの心理評定 

 

考察 9 つの実験素材が，4 つの群に分けられる

ことが示された。また，評定値に有意な違いが

見られ，「表面が滑らかなものは，キンキンとし

た硬い音が，柔らかい凹凸のあるものは，ザワ

ザワした柔らかい音」というマニュアルの記述

と一致する結果が得られた。 

 

【実験 2】 

目的 素材に K SONAR を照射した時の音色を

聞かせ，素材を特定させる実験を行う。事前に

練習を行わない場合であっても，実験 1 で明ら

かとなった素材のカテゴリーを同定できるのか

を検証した。 
参加者 成人男女 15 名（聴力に問題はない） 
手続き アイマスクをさせ，10 種類のうちいず

れかの素材の音色を聞かせ，どの素材かを判断

させた。音を聞いた後は，自由に素材の表面を

触ることを許可した。20 試行（10 種類×2 回）

を行った。 
結果 実験1を踏まえて素材を4群に分けた（実

験 1 において基準素材であった鋼板はつるつる

群に分類した）。素材グループごとに，回答を分

類した。この結果，図 5 の示すように，つるつ

る群に属する素材の音色を聞かせた場合にはつ

るつる群以外の素材を聞かせた場合に比べて，

つるつる群に属する素材（ガラス，アクリル板，

鋼板）であるであると回答した割合が有意に高

くなっていた（F（1，14）＝7.66，ｐ＜.05）。この

結果は，素材グループを正しく同定できている

ことを示している。同様に，すかすか群とざら

ざら群においても，素材のグループを正しく同

定できていたことが示された（すかすか群，F（1，

14）＝12.23，ｐ＜.005；ざらざら群，F（1，14）＝

4.79，ｐ＜.05;図 6,7）。一方，その他の群では回

答傾向の違いは見られなかった（F（1，14）＝7.66, 
n.s.; 図 8）。 
考察 つるつる群，すかすか群，ざらざら群に

ついては，同じ素材グループであることを同定

できていることが示された。これは，人が学習

を行わなくても，K SONAR から得られる音色

によって素材カテゴリーを正しく同定できてい

ることを示すものである。 
 
 

 因子
1 2 3 4

アクリル板 1.01    
ガラス 0.74   0.12
スポンジ  1.00  -0.20
枯れ草束 -0.13 0.63 -0.12 0.33
ゴム版  -0.22 0.96  
タイル  0.38 0.77  

カーペット 0.39 0.19 -0.40  
発泡材    0.99
レンガ  0.28 0.11 0.43

0

20

40

60

80

100

120

つるつる群 ざらざら群 すかすか群 その他

カテゴリー

感
覚
尺
度

（
点

）

＊＊＊＊：ｐ＜.001

＊＊＊＊

＊＊＊＊

＊＊＊＊

＊＊＊＊

日本認知科学会第27回大会 P1-33

305



 
 

 
 
 
 
 
 

図 5 つるつる群の素材の音色を聴かせた時と

それ以外の素材の音色を聞かせた場合に分けて

みた，つるつる群（ガラス，アクリル板，鋼板）

と回答した割合 

 

 
 
 
 
 
 
 

図 6 すかすか群の素材の音色を聞かせた時

とそれ以外の素材の音色を聞かせた時に分け

てみた，すかすか群（スポンジ，枯れ草束）と

回答した割合 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

図 7 ざらざら群の素材の音色を聞かせた時

とそれ以外の素材の音色を聞かせた時に分け

てみた，ざらざら群（発砲材，レンガ）と回答

した割合 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

図 8 その他群の素材の音色を聞かせた時と

それ以外の素材の音色を聞かせた時に分けて

みた，その他群（ゴム板，タイル，カーペッ

ト）と回答した割合 

 

【総合考察】 

実験１では，K SONAR から得られる音色を

心理評定させた値を分析した結果，素材の音色

がいくつかのグループに分かれることが示され

た。実験 2 では，K SONAR から得られる音色

を基に素材を弁別させる実験を行った結果，カ

テゴリーレベルで識別できることが示された。

この結果は，K SONAR のマニュアルにおいて，

素材が識別できるという結果を支持し，実証的

な根拠を与えるものである。なお，マニュアル

には，「表面が滑らかなもの」と「表面が柔らか

く凹凸のあるもの」の区別というように，2 種

類のカテゴリーの識別のみが記載されている。

一方，本研究では 4 つのカテゴリーが得られ，

そのうち 3 つのカテゴリーについては弁別可能

であった。このことから，K SONAR はマニュ

アルに示された以上の詳細な弁別ができる可能

性も示唆されたと言える。 
K SONAR は，コウモリが用いている対象物

までの距離・大きさ・方向などを測る能力を応

用した機器である。こうした機器によって生み

出される音色から，人間は（学習を伴わなくて

も）素材を識別できることが示された。識別す

るために学習が必要な場合，機器を活用した歩

行のためには訓練セッションが必要となる。こ
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のため，視覚障害者が使いこなせるようになる

までに時間がかかることを意味している。一方，

学習を伴わなくても素材が識別できるというこ

とは，この機器を利用する前に（すくなくとも

素材弁別に関しては）訓練セッションを設ける

必要がないことを意味している。学習を伴わず

に識別できるという本研究の結果は，K SONAR
の利用可能性の高さを示すものである。 
ただし，「その他」の群の存在など，本研究の

結果だけでは，素材弁別のメカニズムを十分に

明らかにしたとは言えない。素材弁別のメカニ

ズムをより詳細に明らかにすることや，得られ

た知見を視覚障害者の支援に生かす方法を検討

することなどが今後の課題である。  
 

【引用文献】 

Farmer, L. W. & Smith, D. L. (1997). Adaptive 
technology.  In B. B. Blasch, W. R. Wiener, 
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orientation and mobility ,231-259. New York: 
AFB Press. 

Kay, L. (2009). ‘K’ SONAR: The Handbook. 
http://www.batforblind.co.nz/manual.pdf
（2010 年 1 月 29 日参照） 

Roentgen, U. R., Gelderblom, G. J., Soede, M., & de 

Witte L. P. (2009). The Impact of electronic 

mobility devices for persons who are visually 

impaired: A systematic review of effects and 

effectiveness. Journal of Visual Impairment & 
Blindness, 743-753. 

 

 

 

 

 

 

 

 

【付録 1】 

K SONAR を素材に固定した状態 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【付録 2】 

実験で用いた素材（幅×奥行き×厚さ (cm)） 
・鋼板    30×30×0.3 
・ガラス   14×14.5×8 
・アクリル板 30×30×0.3 
・スポンジ  10×10×2    天然ゴム 
・枯れ草束  40×30×10   枯れ笹 
・発泡材   20×10×5 
・レンガ   20×10×6 
・ゴム板   10×10×0.3 
・タイル   20×20×2.0    石 
・カーペット 30×30×0.3  ポリプロピレン 
 
・以下の図 1-図 10 は素材の表面である。 
 
 
 
 

図 1 鋼板       図 2 ガラス 

 
 
 
 

図 3 アクリル板    図 4 スポンジ 
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図 5 枯れ草束     図 6 発泡材 
      
 
 
 

図 7 レンガ       図 8 ゴム板 

 
 
 
 
図 9 タイル         図 10 カーペット 
 
 
                                                   
i 本研究の詳細な結果は，以下の論文を参照され

たい。小齊香織（2010）K SONAR による素材弁

別の可能性 国立障害者リハビリテーションセ

ンター学院 視覚障害学科 第 19 期生 卒業研

究論文集 pp.25-39.  
ii 本論文に関してのお問い合わせは，以下までお

願いします。

yuri.uesaka@08.alumni.u-tokyo.ac.jp 
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オノマトペから感じる印象を表現するための 

適切な属性に関する検討 
Investigation of attribution vector of onomatopoeic expression which 

could reflect users’ intuitive impressions about onomatopoeic 
expressions 

 
秋山 広美†，清河 幸子‡，小松 孝徳† 

Hiromi Akiyama, Sachiko Kiyokawa, and Takanori Komatsu 
†
信州大学，

‡
中部大学， 

Shinshu University, Chubu University 
f09a701@shinshu-u.ac.jp 

 
Abstract 
It is said that ones who cannot well describe certain 
phenomenon literally tend to use onomatopoeic 
expressions to express their intuitive impressions. We 
then proposed the attribution vectors that can express 
one’s such intuitive impressions. So far, we proposed 
two types of attribution vectors; one was set by our 
subjective impressions and the other was set based on 
the results of questionnaire investigation. This paper 
presented the comparison with the former attribution 
vector with the later one. 
 
Keyword ― onomatopoeias, attribution vector, 
users’ intuitive impression 

 

1. はじめに 

  オノマトペとは物体の音の響きやその状態を感

覚的に表現した言葉であるため，一般語彙と比べ

臨場感に溢れ，繊細な表現を可能とするという特

長を持つ．このオノマトペに関して，「物事を言語

化して表現できない人は，その表現できない印象

をオノマトペで表現してしまう」という興味深い

使用方法が挙げられる．つまりオノマトペには「表

現したくても，しきれない曖昧な印象」が込めら

れていると考えられる．そこで，筆者らは，オノ

マトペに含まれる印象を数値化することで，ユー

ザの表現活動を支援するようなシステムの提案を

行ってきた．本論文では，これまで筆者らが提案

したオノマトペの印象を表現する 2 種類の属性の

うちどちらがユーザにとって適切な属性であるか

を調査した． 

 

2. 2種類の属性 

これまで，オノマトペの印象を表現する属性とし

て筆者らは，以下の2種類の手法を提案してきた． 
■文献を基に主観的に定めた8次元の属性(硬さ，強

さ,湿度，滑らかさ，丸さ，弾性，速さ，温かさ) [1]  
■音に関する43対の形容詞対に関するアンケートを

採取し，得られたデータに対して因子分析を行う

ことで得られた4次元の属性（キレ・俊敏さ，滑ら

かさ・丸み，躍動感，大きさ・安定感）[2] 

そして，これらの属性を用いて日本語の音を構

成する要素(母音・子音)の印象を数値化し，そ

れらを足し合わせることでオノマトペ全体の印

象の数値化してきた．具体的には，「カサカサ」

と い う オ ノ マ ト ペ の 場 合 は ， こ れ を

[K][A][S][A][K][A][S][A]のような各要素に分解し，

各要素が持つ印象を足し合わせることで全体の印

象を表現した．このように，オノマトペを構成す

る要素ごとに分解することで，その印象を単純な

音の組み合わせによって表現可能となり，これま

でにない新規なオノマトペの印象であっても表現

できることがこの数値化方法の狙いである． 

 

3. 調査内容 

これまで提案してきた 2 種類の属性のうち，オ

ノマトペの印象を表現するのに適切な属性がどち

らであるかを調査した．そこで，各要素とオノマ

トペに対する印象を上記 2 種類の属性で表現した

値を評価対象として，これを棒グラフ（図 1）に

て表現し，実験参加者に提示した．そして，その

印象が実験参加者にとって適切であるか否かを評

価し，その評価を 7 段階のリッカートスケールに
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よって回答することを求めた（選択肢は，1 の評

価が最も低く，4 の評価が中間で，7 の評価が最

も高い）．なお，評価対象のオノマトペには辞書

に記載されているような既存のオノマトペ（うね

うね・かちかち・きしきし・せかせか・なよなよ・

のろのろ・へなへな・もそもそ・ゆるゆる・よち

よち）と，筆者が独自に考案した新規なオノマト

ペ（あひあひ・きめきめ・くけくけ・さたさた・

すとすと・たさたさ・たしたし・のすのす・むほ

むほ・もきもき）のそれぞれ 10 種類を用意した．

新規オノマトペを用いた理由は，実験参加者のオ

ノマトペに対する言語的な印象除き，音から受け

る印象のみで評価をしてもらうためである．なお，

被験者間のカウンタバランスを取るために，実験

参加者は 4 次元の後に 8 次元を評価するグループ

とその逆の順番のグループに分けられた．本実験

への参加者数は 30 名（男性:17 名，女性:13 名，

年齢:18~22 歳，4 次元の後に 8 次元:17 名，8 次

元の後に 4 次元:13 名)であった． 

 
 
 
 

 
 

図１．提示画面例 

 
4. 結果 

全ての評価対象における評価の平均値は 4 点よ

りも高く，適切である側に寄っていた（表 1）． 

表 1．評価の平均値 

 音 既存 新規 
4 因子 4.7 5.0 4.4 
8 因子 4.5 4.9 4.4 

 

なお，得られたデータに対し，2×2（因子数要因(水

準：4 次元/8 次元)，評加対象要因(水準：音/実

在オノマトペ/新規オノマトペ)）の被験者内計画

の分散分析を行った結果，交互作用（F(2,58)=0.1，
n.s）と因子数要因（F(1,29)=2.32，n.s）に有意差

は観察されず，評価対象要因（F(2,58)=22.00，

p<0.01,**）には 1％水準で有意差が確認された． 

よって，2 種類の属性のうちどちらが音やオノマ

トペの印象表現に適しているかは言及できなかっ

たが，評価対象間には有意差が観察された． 

 
5. 考察 

 属性の違いに差が出なかった要因として，8 次

元の項目中に 4 次元の項目と同等なイメージを表

現する項目が存在すると考えた．具体的には， 

1. キレ・俊敏さ⇔速さ 

2. 柔らかさ・丸み⇔硬さ，滑らかさ，丸さ 

3. 躍動感⇔弾性，速さ 

4. 大きさ・安定感⇔強さ 

このように項目間が対応しているようにも捉えら

れる．そして，これに含まれない項目（湿度・温

かさ）が印象の表現に影響を持たない可能性があ

ると考えた．なお，評価対象間に有意差が観察さ

れた要因としては，オノマトペが音や形状を模倣

する言葉であるため[3]，対象を提示せず，オノ

マトペのみを提示された参加者が，新規オノマト

ペに対する印象を捉えに辛かったとも考えられた． 

  

6. おわりに 

本実験では，属性の違いによる評価の差は観察

されなかったが，これらの間に有意差がないので

あれば，因子分析に基づいて得られた 4 次元の属

性を用いることが有効であると考える．なお，本

実験において新規オノマトペに対する評価が最も

低かったことは今後の課題である．また今後，要

素の組み合わせ方法や提示方法についての検討を

行う必要があると考えられる． 

 

参考文献 

[1]黒川伊保子, (2004) “怪獣の名はなぜガギグゲ

ゴなのか” 
[2]小松孝徳・清河幸子・秋山広美, (2009) “オノマ

トペか感じる印象を表現する属性とその客観

的数値化”, HAI シンポジウム 2009, 2B-4 
[3]田守育啓・ローレンス・スコウラップ，(1999) 
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バーチャルエージェントへのユーザの振る舞いは「登場するメディ

ア」の影響を受けるか？ 
Are Users' Behaviors to On-screen Agents influenced by Different 

Media ? 
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Abstract 
We experimentally investigated users’ reactions 

toward an on-screen agent appearing on three different 
types of media: a 42-inch television (120 cm away 
from participants), 17-inch display (80 cm), and 
4.5-inch mobile PC (40 cm). Specifically, we observed 
whether the users accepted the agent’s invitation to a 
Shiritori game while they were engaged in given tasks. 
The results showed that most participants who 
received the invitation from the on-screen agent 
appearing on a 4.5-inch mobile PC accepted the 
agent’s invitation, while most participants did not 
accept the invitation from the agent appearing on the 
other two formats. We then investigated their reactions 
toward the agent appearing on 42-inch television (80 
cm away), 17-inch display (40 cm) and 4.5-inch 
mobile PC (80 cm). Eventually, the results showed that 
the on-screen agent appearing on the 4.5-inch mobile 
PC from 40 cm away seems to be a most appropriate 
media for an on-screen agent that is required for 
interaction with users. 
  

 
Keywords ― Human-Agent Interaction (HAI), 
On-screen Agent, Different media, Shiritori game 

 

1. はじめに 

 日常生活におけるユーザの様々なタスクを支援

するため，人工エージェントの研究・開発および，

それらがユーザに与える心理的影響に関する研究

が数多く行われており，これらの研究の多くでは，

ロボットエージェントの方がバーチャルエージェ

ントよりもユーザに良い印象を抱かれると報告さ

れている[1]．しかし近年になって，ユーザとバー

チャルエージェントの間にも良好なインタラクシ

ョンが構築可能であると報告され始め[2][3]，また

様々な情報端末の普及に伴い，それらの端末にバ

ーチャルエージェントを登場させ，あらゆる場面

でユーザを支援できるインタラクションの構築が

期待されている． 

 しかし，バーチャルエージェントの登場するメ

ディア自体の違いが，ユーザの抱く印象や行動に

与える影響は今まで考慮されてこなかったといえ

る．そこで本研究では，一般家庭に普及している

と考えられる，大型テレビ，PC モニタ，モバイ

ル端末の三種類のメディアに注目し，これらのメ

ディアに現れたバーチャルエージェントとインタ

ラクションを行うユーザの行動が，メディアの違

いにどう影響を受けるのかを実験的に調査した． 

 

2. 実験 1 
2.1. 実験設定 

 本実験では，NEC 社製のソフトウェアプラット

フォーム RoboStudio に搭載された PaPeRo ロボ

ットシミュレータをバーチャルエージェントとし

て使用した(以下，CGPaPeRo)． 

 CGPaPeRo とインタラクションを行う実験参

加者の行動を観察するために，二重課題法に基づ

いた実験環境を設定した．まず実験者は，実験室

に入室した実験参加者に「この実験はピクロスゲ

ーム中のマウスの動作軌跡を調べるものです」と

本実験の真の目的を伏した上で教唆した．加えて

「実験者が監督することの影響を除くため，エー

ジェントが実験の指示を出します」と教唆して実

験者は退室した．そして CGPaPeRo の実験開始

の発話に実験参加者が「準備ができた」と答える

ことで，ピクロスゲームを開始した．ピクロスゲ

ームは実験参加者の正面に設置した 46 インチ大
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型液晶モニタに投影された(図 1)．実験開始から 1

分後，CGPaPeRo が実験参加者を「暇だなぁ，ね

ぇねぇ，しりとりしない？」としりとりゲームに

誘い，実験参加者が「いいよ」などの誘いに応じ

る回答をした場合，実際にしりとりゲームを行っ

た．しりとりゲームは実験者が Wizard of OZ 方

式で CGPaPeRo の発話を制御することで行った．

実験参加者が誘いに応じない場合，実験時間が終

了するか誘いに応じるまで，一定の間隔でしりと

りゲームに誘い続けた．具体的には 5 回目まで 30

秒間隔，それ以降 1 分間隔とした．ピクロスゲー

ム開始から 10 分後，CGPaPeRo がゲーム終了の

指示を出し，実験を終了した． 

 
図 1 実験設定 

 

2.2. 実験参加者 

 実験には大学生 30 人(19-24 歳の男性 15 人，女

性 15 人)が参加し，以下の 3 つの実験群に 10 人

ずつ無作為に配置された．実験に使用したメディ

アを図 2 に示す． 

 Group1：実験参加者の前方左側約 120cm の

位置に設置された 42 インチ大型プラズマテ

レビ(Sony 製：FWD-42PX2)に CGPaPeRo

が登場した． 画面上の CGPaPeRo の大きさ

は約 38cm で，800x600[pixels]の解像度で表

示された． 

 Group2：実験参加者の前方左側約 80cm の位

置に設置された 17 インチ PC モニタ(Eizo

製：FlexScan S1701)に CGPaPeRo が登場し

た．画面上の CGPaPeRo の大きさは約

14.5cm で，800x600[pixels]の解像度で表示

された． 

 Group3：実験参加者の前方左側約 40cm の位

置に設置された 4.5インチモバイルPC(Sony

製：VAIO type UVGN-UX90S)に CGPaPeRo

が登場した．画面上の CGPaPeRo の大きさ

は約 4.5cm で，1024x600[pixels]の解像度で

表示された． 

 メディアと実験参加者との間に設定された距離

は，それらメディアを使用する際に自然と思われ

る距離を採用した．なお，実験参加者はピクロス

ゲームの画面と CGPaPeRo とを同時に見ること

は出来ない．また，CGPaPeRo の音声はどの実験

群においても，実験参加者の頭部付近で 50dB に

統一した． 実験の風景を図 3 に示す． 

 
図 2 使用したメディア 

(中央：42 インチ大型プラズマテレビ，右下：17

インチ PC)モニタ，左下：4.5 インチモバイル PC) 

 

 
図 3 実験風景(Group2) 

 

2.3. 実験結果 

 本実験では，CGPaPeRo からのしりとりゲーム

の誘いに応じた実験参加者の人数に注目した．実
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験の結果，Group1 で 10 人中 2 人，Group2 で 10

人中 3 人，Group3 で 10 人中 8 人が CGPaPeRo

からのしりとりゲームの誘いに応じていた．フィ

ッシャーの正確確率検定により，各実験群の間で

しりとりゲームの誘いに応じた人数を統計的に比

較した結果，Group1 と Group3 の間(片側検定：

p=0.012<0.05(*))および Group2 と Group3(片側

検定：p=0.035<0.05(*))に有意差が観察された(図

4)．この結果から，バーチャルエージェントの登

場するメディア自体の差異はユーザの行動に影響

を与えることが明らかになった．またユーザの行

動に影響を与える具体的な要因には「メディアの

種類」および「メディアと実験参加者の距離」の

2 つが考えられた．しかしこれら 2 つの要因が実

験参加者の行動に対してどのように影響を与えて

いるのか明言出来ないため，メディアを設置する

位置を変化させて追実験を行った． 

 

図 4 実験 1結果 

 

3. 実験 2 
3.1. 実験参加者 

 追実験には大学生 30 人(19-22 歳の男性：15
人，女性 15 人)が参加し，以下の 3 つの実験群

に無作為に配置された．これらの実験参加者は

実験 1 には参加していない． 
 Group4：実験参加者の前方左側約 80cm の位

置に設置された 42 インチ大型プラズマテレ

ビ(Sony 製：FWD-42PX2)に CGPaPeRo が登

場する．画面上の CGPaPeRo の大きさと

CGPaPeRo の解像度は Group1 と同様である． 

  Group5：実験参加者の前方左側約 40cm の

位置に設置された 17 インチ PC モニタ(Eizo

製：FlexScan S1701)に CGPaPeRo が登場す

る ． 画 面 上 の CGPaPeRo の 大 き さ と

CGPaPeRo の解像度は Group2 と同様である． 

 Group6：実験参加者の前方左側約 80cm の位

置に設置された 4.5 インチモバイル PC(Sony

製：VAIO type U VGN-UX90S)に CGPaPeRo

が登場する． 画面上の CGPaPeRo の大きさ

とCGPaPeRoの解像度はGroup3と同様であ

る． 

 

3.2. 実験結果 
 Group4～6 の実験参加者 10 人中何人がしりと

りゲームの誘いに応じたかを図 5 に示す．追実験

の結果，大型テレビの距離を 120cm から 80cm に

縮めた Group4 では，10 人中 3 人，PC モニタの

距離を 80cm から 40cm に縮めた Group5 では 10

人中 6 人，モバイル PC の距離を 40cm から 80cm

に離した Group6 では 10 人中 5 人が CGPaPeRo

からのしりとりゲームの誘いに応じていた． 

 「メディアの種類」の影響を調べるため，「メデ

ィアと実験参加者の距離」が同じで「メディアの

種類」が異なる Group2，Group4，Group6 の 3

条件間にて，および「メディアと実験参加者の距

離」の影響を調べるため，「メディアの種類」が同

じで「メディアと実験参加者の距離」が異なる

Group1 と Group4，Group2 と Group5，Group3

と Group6 の 2 条件間にて，それぞれフィッシャ

ーの正確確率検定により各条件の間でしりとりゲ

ームの誘いに応じた人数を統計的に比較した．し

かしいずれの条件間においても有意差は観察され

なかった(図 5)． 

 2 つの実験結果より，「メディアの種類」と「メ

ディアと実験参加者との距離」という 2 つの要因

を両方含むGroup1とGroup3，Group2とGroup3

の間に有意差が観察され，どちらか一方の要因の

みの場合は有意差が観察されなかったことから，

ユーザとの良好なインタラクションの構築には

「メディアの種類」と「メディアと実験参加者と

の距離」両方の要因が必要であると考えられた．

すなわち，メディアの種類によって良好なインタ
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ラクションが構築できる距離が存在するとの示唆

を得ることができた．また大型テレビを用いた

Group1 と Group4 は「メディアと実験参加者の

距離」に関わらずしりとりゲームの誘いに応じた

人数が少なかったことから，大型メディアはユー

ザとの良好なインタラクションの構築に，必ずし

も有効ではないことが示唆された． 

 

図 5 実験 2 結果 

 

4. おわりに 

本研究の目的は，バーチャルエージェントの登

場するメディア自体の差異が，ユーザとのインタ

ラクションに与える影響を実験的に調査すること

である．具体的には実験参加者の前方左側 120cm

の位置に設置した大型テレビ，80cm の位置に設

置した PC モニタ，40cm の位置に設置したモバ

イルPCの画面上に登場するCGPaPeRoからのし

りとりゲームの誘いに，既に別のタスクに従事し

ている実験参加者が応じるかを観察した．実験の

結果，40cm の位置に設置したモバイル PC に

CGPaPeRo が登場した場合，しりとりゲームの誘

いに応じた人数が最も多くなった．実験結果から，

メディア自体の差異としてユーザの行動に影響を

与える要因に「メディアの種類」と「メディアと

実験参加者の距離」の 2 つが考えられた．そこで

2 つの要因の影響を調査するため，メディアを設

置する位置を変化させて追実験を行った．その結

果「メディアの種類」と「メディアと実験参加者

の距離」どちらの要因にも統計的な有意差は観察

されなかったが，PC モニタとモバイル PC は実験

参加者との距離が近くなるほどしりとりゲームに

応じた人数が多くなった．従って「メディアの種

類」と「メディアと実験参加者との距離」という

2 つの要因両方がユーザの行動に影響を与えてい

ると考えられ，メディアの種類に応じて，適切な

距離が存在するとの示唆を得ることが出来た． 

他に本研究において興味深い点が幾つかある．

1 つ目は，しりとりゲームの誘いに応じた実験参

加者のほとんどが，1 度目の誘いで応じていたこ

とである．これは誘いに応じた実験参加者が，

CGPaPeRo を良好なインタラクションが構築可

能な対象であると判断していた可能性が示唆され

る．2 つ目は，実験参加者は実験中に GPaPeRo

の方をほとんど見ていなかった点である．このこ

とから，実験参加者は CGPaPeRo の音声情報で

しりとりゲームの誘いに応じるかどうかを判断し

ている可能性が示唆される．従って，メディアの

位置とは異なる場所にスピーカを設置したり，実

験参加者にヘッドホンを装着してもらった上で実

験を行うことで，音源の位置によるユーザの行動

への影響を調査する必要があると言える． 
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ロボットと「ふと」目が合うことがユーザに与える印象の調査 
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Abstract 
We assumed that the following two phenomena, e.g., 

joint attention and eye-contact, would play important 
roles for establishing intimate interactions between 
users and robotic agents required for coexisting with 
them. In this study, we proposed an experimental 
setting to make users establish eye-contact with a 
robot by chance, and conducted an experiment to 
investigate whether the established eye-contact would 
induce users’ intimate feeling for the robot or not. The 
results showed that most users reported that they 
succeeded in establishing eye-contact with a robot. 
However, this experimental setting failed to show that 
the established eye-contact could not induce the users’ 
intimate feeling for the robot clearly. 
 
Keywords ― joint attention, eye-contact, LIKING 
scale 

 

1. はじめに 

  日常生活において我々は，ある人と「ふと」目

があったときにその人と心が通い合ったと感じる

ことが多い．このような現象には「共同注視」と

「アイコンタクト」が大きな役割を果たしている

ことが人間同士のコミュニケーションに関する先

行研究にて示唆されている．ここで，共同注視と

は「相手の視線を追って相手の見ている対象を見

ること」，そしてアイコンタクトとは「相手と目を

合わせること」である．現在我々は，将来的に人

と共存することが期待されている家庭用ロボット

と人とが円滑なコミュニケーションを実現するた

めの一つの方法論として，二者間における「共同

注視」と「アイコンタクト」という二つの現象を

活用することを検討している．これまでにも，人

の視線行動を利用した上でロボットやエージェン

トがユーザとのコミュニケーション成立を目指し

た研究が数多く行われているが，それらの実験環

境ではロボットとユーザが対面状態をとっている

ものがほとんどである．[1],[2]このようなユーザ

とロボットとの対面状態では，ユーザがロボット

に対して何らかの動作を行うことを予期してしま

うため，もしロボットと目が合ってもそのアイコ

ンタクトは予定調和的なものとなってしまい，「ふ

と」目が合うことで生じる現象を観察するには不

適切な環境であるといえる．そこで本研究では，

ロボットとユーザの間で非対面状態での共同注視

が成立しているときに，ユーザとロボットとが「ふ

と」したアイコンタクトを実現できるような状況

を設定し，ユーザがロボットに対して愛着を抱く

のか否かを調査することとした． 

 

2. 実験 

2.1. 実験システム 

 実験には以下の装置，ロボットを用いた． 

・アイトラッカ 

本実験では，実験参加者の視線運動に同期して

ロボットを動作させたいので，視線方向を推定

できる tobii 製アイトラッカ（T60）を用いる．

これはアイカメラが内蔵されたディスプレイで，

アイカメラが実験参加者の両目の瞳の向きから

ディスプレイ内のどの位置を見ているかを推定

する装置であり，右目と左目が見ている座標の

中間点を被験者の注視点として処理する．また，

画面の解像度は 1280×1080 である． 

・ロボット 

本実験では腕や頭によって何らかのジェスチャ

を表出でき，音声出力が可能なロボットが必要

になるため，IWAYA 製 IP Robot Phone を用
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いる[3]．このロボットは頭部と両腕にそれぞれ

2 自由度，合計 6 自由度を有しており，USB 接

続されたパソコンから C++でのプログラムで

動作を制御できる．また，このロボットはスピ

ーカーを有しており接続したパソコンから音声

出力が可能である． 

以下，構築した実験システムについて記す． 

1．アイトラッカは内蔵されたアイカメラから実験

参加者の画面上における注視点の座標を 1 フレ

ーム（約 30[msec]毎）ごとに取り込む．そして，

その座標を接続された PC に対してパケット送

信する． 

2．PC はアイトラッカから送信されたパケットを

受信する．パケットの受信を開始すると同時に

ロボットを起動し，ロボットはディスプレイ方

向に 0.7[rad]の角度だけ首を動かす． 

3．本システムでは，ロボットは実験参加者の左側

に配置されるので，視線が画面の左寄りにある

かが判断できれば良い．よって視線が左寄りに

あるかを判定するために，視線の水平方向の座

標（x 座標）が-1280‹x≦200 で 2 フレーム経過

したときに，視線が左寄りにあると判断し，ロ

ボットに動作許可を出す．そして動作許可が出

ているときに x 座標が 200 以下で 8 フレーム以

上経過したときに，ロボットに実験参加者の方

向に 1.4[rad]の角度だけ首を動かすように動作

指令を送る． 

4．動作指令が送られると，ロボットは実験参加者

の方向を向く．実験参加者の視線の x 座標が

200 より大きいとき，もしくは x 座標が 200 以

下で 300 フレーム以上経過したときに，つまり

実験参加者の視線が画面中央に戻るか，そのま

ま一定時間左側を見続けると，ロボットは画面

の方向に 1.4[rad]の角度だけ首を動かす． 

 
図 1 実験配置 

 

図 2 実験システム 

2.2. 実験参加者 

実験には本学生 20 名（男子 15 名、女子 5 名：

年齢 19～25 歳）が参加した．これらの実験参加

者は，以下の 2 つの実験条件に対して 10 人ずつ

ランダムに配置された． 

・システム使用有りグループ：IP Robot Phone は

実験参加者がアイトラッカの左側に視線を向け

たときに実験参加者の方向に顔を向ける． 

・システム使用無しグループ：IP Robot Phone は

実験参加者がアイトラッカの左側に視線を向け

たときには動作せず，視線を画面中央に戻した

ときに実験参加者の方向に顔を向ける． 

尚，グループ分けが行われていること，実験設

定は実験参加者には教示しない．  
 

2.3. 実験方法 

1． 実験者は，実験参加者に本実験の目的は，「動体

に対する人間の視線の追従能力の調査」である

というダミーの教示を行った．また，実験者の

存在が実験参加者のゲームのパフォーマンスに

影響を与えないように，ロボットが実験の開始

と終了の指示をすると説明した． 

2． 実験者はロボットに音声出力をさせて，実験開

始の指示を出し，実験参加者に「視線の追従ゲ

ーム」を 5 セクション分取り組んでもらった．

これは，画面上に白い円が表示され，画面上を

移動する円を視線で追い，どれだけ正確にトレ

ースできたかを点数化するゲームである．本実

験では，ゲームの結果が実験参加者のロボット

に対する印象に影響を与えてしまわないように，

ゲーム結果はどの実験参加者でも同じ点数にな

るようにした．そしてゲーム中に 3 回，円を画

面の左端に移動させ視線を左寄りに誘導した． 
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3． ゲームを 5 セクション消化した後，ロボット

に音声出力させ，実験終了の指示を出した．

実験終了後，実験参加者にアンケート調査を

実施した． 

 
図 3 実験の様子 

2.4. 評価 

実験参加者に記入させる質問紙は以下の 2 つの

項目から構成される． 

・LIKING 尺度[4]：ゲーム終了後に採取する．全

部で 6 問あり，主に他者に対する好意や愛情な

どの肯定的感情，または嫌悪などの否定的な感

情を測定する． 

・目が合ったと思う：実験参加者がロボットと視

線が合ったという印象を受けたかを測定． 

質問は全て，9 段階のリッカートスケールとし

て構成された（「全くそう思わない」を 1，「非常

にそう思う」を 9）． 

 
3. 実験結果 

  実験結果として，「目が合ったと思う」，LIKING

尺度のそれぞれの質問に対して，システム使用有

り及び使用無しグループにおける実験参加者ごと

の平均値で有意差が出るか調査した． 

3.1.「目が合ったと思う」 
「目が合ったと思う」という質問項目の回答につ

いて各条件での実験参加者ごとの平均を求めた結

果，システム使用有りグループで 5.40，使用無し

グループで 2.50 となり使用有りグループの方が

平均は上回った．またシステム使用有り及び使用

無しグループの平均に対して一要因二水準被験者

間計画（要因：システム，水準：システム使用有

り，システム使用無し）で分散分析を行った結果，

1%有意水準で有意差が観察された(F(1 , 18) = 

9.36 , p<.01(**))． 

 
図 4 「目が合ったと思う」に対する回答の平均 

 3.2. LIKING 尺度について 
LIKING 尺度の項目 6 個の合計点における実験

参加者の平均値を求めた結果，システム使用有り

グループで 29.40，使用無しグループで 27.20 で

あり，これらのグループ間には有意差は観察され

なかった(F(1 , 18) = 0.79 , n.s.)． 

 

図 5 LIKING 尺度の合計の平均 

 

4. 考察 

 今回の実験で「目が合ったと思う」の項目では

2 条件間で有意差が得られた．このことから，シ

ステム使用有りグループでは非対面状態での二者

間にて予定調和的でないアイコンタクト，つまり

「ふと」目が合うことを実現できていたと考えら

れる．LIKING 尺度の合計の実験参加者ごとの平

均，LIKING 尺度の各質問項目での実験参加者ご

との平均については，有意差は観察されなかった．

このことから，ロボットと「ふと」目が合うこと

がロボットに対して愛着を抱く要素であるとは今

のところ言及できない．愛着を感じる要素となら

なかった原因には，ロボットの外観の影響が考え

られる．アンケートの別の項目で，「ロボットをか
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わいいと思った」の平均がシステム使用有りグル

ープで 7.40，使用無しグループで 7.80 で，有意

差は観察されなかった(F(1,18)=0.51, n.s.)．この

ことから実験参加者は，システムの使用の有無に

関わらず，ロボットに対してかわいいと感じてい

たと考えられ，そのことが，ロボットと目が合っ

たかどうかがロボットに対する印象に与える影響

を薄れさせてしまったのではないかと考えられる．

よって，ロボットは外観が実験参加者に好印象を

与えすぎない物が望ましく，そういったロボット

を用いることで，アイコンタクトが印象に与える

影響のみを調査できると思われる． 

 

5. 確認実験 

 今回行った実験の実験結果が，ロボットの外観

の影響によって生じたものかを改めて確認するた

め，実験参加者 10 名（男子 9 名、女子 1 名：年

齢 21～23 歳）にロボットの外観のみの評価を調

査した．なおこの確認実験の参加者は，前述の実

験には参加していなかった．アンケート調査では，

実験参加者にはロボットが実際に動作している動

画（前述の実験の内容を録画したビデオ）を見せ，

さらに動作していないロボットを生で見せて評価

してもらった．アンケートの質問項目は，前述の

実験で用いた LIKING 尺度 6 項目である．また，

このグループを「ビデオ評価」グループとする． 

5.1. 実験結果 

 ビデオ評価グループにおけるLIKING尺度6項

目の合計値の平均は 30.70 であり，一要因三水準

被験者間計画（要因：グループ，水準：システム

使用有り，システム使用無し，ビデオ評価）で分

散分析を行った結果，有意差は観察されなかった

(F(2,27) = 0.82 , n.s.)．これによって，今回の実験

では「ふと」したアイコンタクトよりもロボット

の外観がロボットに対する印象に大きく影響を与

えている可能性が示唆された． 

 

6. おわりに 

 本研究では，共同注視とアイコンタクトに注目

して，ロボットとユーザの間で共同注視が成立し

ているときのアイコンタクトによるユーザの印象

への影響を調査するため，アイカメラ搭載のディ

スプレイから検出されたユーザの視線方向に応じ，

ロボットが共同注視とアイコンタクトを行うシス

テムを構築した．本システムを使用することでロ

ボットと視線が合ったと感じさせることができる

か，ロボットとの「ふと」したアイコンタクトは

実験参加者がロボットに愛着を抱く要素であるか

を調査した結果，実験参加者にロボットと視線が

合っていると感じさせられ，ロボットとアイコン

タクトを行うことは現段階では愛着を抱かせる要

素とはいえないという結果を得た．アンケート調

査から実験参加者のロボットに対する印象は，外

観に大きく影響されるのではないかということが

考えられ，アイコンタクトによる印象のみを抽出

するには，実験参加者の印象に影響を与えすぎな

いロボットが必要であることが示唆された． 

 もし，ロボットとの「ふと」したアイコンタクト

が人間に好意を持たせることができるならば，こ

の機能は，介護ロボットなどに利用できると思わ

れる．介護ロボットには，人間と円滑なコミュニ

ケーションを行える必要があり，人間に好意を持

たせるための機能が不可欠だと考える．よって，

この機能については，今後ロボットに大いに役立

つことが期待できる． 
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Abstract 

One of serious problems of mentally disabled persons 

is that they are lacking in communication skills and 

have difficulty with interpersonal relationship. The 

purpose of this study was to show the improvement of 

their interpersonal skills through Wadaiko ( japanese 

drum) activity by motion analysis and check of feeling 

by VAS(Visual Analog Scale). The follwing results 

were obtained: they became mutually-synchronized by 

playing Wadaiko, and the feelings of each member 

was higher after the practice than before and their 

self-confidence was improved. The results appear to 

indicate that “synchronized gestures” at wadaiko 

performance may be a effective way  in the therapy 

for persons with limited communication skills. 

 

Keywords ―mentally disabled persons ,Wadaiko, 

interpersonal relationship 

 

1. はじめに 

知的障がい者を対象とする療育では楽器を用い

た音楽療法が取り入れられることが多い。集団音

楽療法で楽器を合奏することは対人相互反応に障

害を持つ自閉症患者の対人インタラクションを促

し（Kern & Aldridge2006,Stephens2008）、特に

打楽器によるリズムは自閉症ほか知的障がい者の

注意を引きつけ、協調を促す効果がある

（D.Aldrirge 1989）。個人と個人の相互作用はあ

る意味で各々の異なるリズムが同調する過程と考

えられ（吉良ら、2003）対人関係を築きにくい知

的障がい者にとって音楽リズムを介しての同調は

相互関係の促進につながると期待される。知的障

害を持つ人にとって最も改善したい能力の一つが

コミュニケーション能力であるが、リズムの同調

には発語を促す効果もみられる（A.Norton, 

L.Zipse,et al. 2009）。とくに言語の障害を持つ子

どもの運動能力と聴覚リズムタイミングに相関が

示される（Corriveau,2009）ことからもコミュニ

ケーション能力促進に音楽リズムを用いる取り組

みは有効であると考えられる。なお本稿における

対人コミュニケーション能力は、言語コミュニケ

ーション能力のみならず身振りやアイコンタクト

などによるノンバーバルなやりとりを含むものと

する。 

集団音楽療法で用いられる楽器はタンバリン、

マラカス、カバサ、ドラムなどのリズム楽器、あ

るいはサウンドチューブ、トーンチャイムなどが

主流であるが、筆者は知的障害を持つグループの

活動として 15 年前和太鼓チーム活動を始めた。

和太鼓を採用した理由は第１にくり抜いた木と牛

皮から成る頑丈な楽器で、太い木のバチで強く叩
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いても破損する心配が無いこと、第２に複雑な手

続きや手先の巧緻性が無くても音が出せるシンプ

ルな楽器であること、第３に和太鼓の演奏は全身

を使うダンスにも似た大きな動作や掛け声を伴う

“運動”という側面も持ち、多かれ少なかれ身体的

ぎこちなさも伴なう知的障がい者が取り組むには

最適な楽器であると考えたからである。和太鼓の

音とリズム、派手なパフォーマンスは彼らの関心

を引き自分たちもぜひやりたいと強く希望したた

め、定期的な活動として取り入れることになった。

筆者は合唱、器楽合奏、ダンスなどの集団活動に

も関わっているが、和太鼓活動はそれらの要素を

併せ持つものと言える。 

本研究に先だち保護者に和太鼓活動の効果につ

いてアンケート調査を行なったところ、メンバー

は活動を始めてから日常生活においても身体面、

対人関係の両面で能力改善が見られていることが

わかった。とくに他者とのコミュニケーションに

ついては、「発話は少ないが、人の話はよく聞き、

理解しようとするようになった」「いつも一方的に

言葉が出るだけだったが他人の話に対する答えも

出来るようになった」という記述が見られた。ま

た結成当初は指導者対メンバーという関係が中心

であった和太鼓活動に、最近はメンバー同士の相

互関係がしばしばみられるようになった。 

 

2. 目的 

 和太鼓チーム活動の中における相互関係に着目

し、方法 1では年長者が年少者に模範演奏を提示

する場面を取り上げた。そしてその相互関係を和

太鼓演奏の動作の同調という点から、また方法 2

ではチームメンバーの練習前後の気分調査により

相互関係の効果を自己意識の変化という点から明

らかにすることを目的とした。 

 

3. 方法１ 

【対象者】 

A：14 才男、ダウン症、和太鼓経験年数 4 年，

B：24才男、ダウン症、和太鼓経験年数 15年。B

はリズム感が優れており習得も早いが、A はまだ

習得に時間を要する。 

【実験手順】 

 実験は N 大学内コラボレーションセンターに

て実施した。 

Ａ・Ｂは右側頭・右肩・右大展子・右肘・右手

首・バチ先の６点にマーカーを付け、下記の課題

で演奏した。演奏者及びビデオカメラの位置は図

1a,1b の通りで、2 方向から撮影し、モーション

キャプチャを行った。各課題の所要時間は 20～

30sec.で２試行ずつ行い、rest は約 60sec.であっ

た。以上の動作を ToMoCo-VMを用いて２次元動

作解析を行った。 

【課題】 

1)各々指定の速度（ＭＭ.＝60）で左右交互に打つ。

（5打目から 20打目前後までの動作を録画） 

2)ＡＢ同時に指定の速度（ＭＭ.＝60）で左右交互

に打つ。（5打目から 20打目前後までの動作を録

画） 

1），2）の速度は演奏動作を行なう直前に実験者

がメトロノームで提示し、演奏中はメトロノーム

は止めた。 

3)各々指定のリズム(図.2)で打つ。（９拍目より 24

拍目までの動作を録画） 

4)ＡＢ同時に指定のリズムで打つ。（９拍目より

24拍目までの動作を録画） 

3），4）のリズムは演奏動作を行う直前に実験者

が「トントントントン、トントコトントコ」と口

唱歌にて提示した。 

 

 

図.1a 独奏レイアウト 

 

ビデオ撮影 
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図.1b 合奏レイアウト 

 

 

  図.2 リズム課題 

 

4. 結果 

A は独奏時頭部の前傾角度（図 3a）が平均

69.55°で B の平均 56.44°に比べ俯き傾向であ

ったが、合奏時特にリズム課題では Aの頭部前傾

角度は平均 62.59°と頭を起こす傾向が見られた。 

また Bも平均 54.07°とわずかながら頭を起こし

ていることがうかがえた。また等速課題時、A の

腕の振り上げ角度（図 3b）は独奏時 14打中最大

110.75度、最小 75.82度（平均 96.58度）で 34.93

度の差があり、演奏動作にばらつきが見られた（図

4a,4b）が、Bとの合奏時には最大 115.14度、最

小 89.43 度（平均 105.37 度）で差が 25.71 度に

減少し、腕の振り上げ角度の平均は 8.79度増加し

た（図 5a,5b）。 

 

 

        

図 3a 頭部前傾角度  図 3b 腕の振り上げ（肘-肩-腰）角度 

 

 

図 4a Ａのバチ先移動の軌跡 
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図 4b Ａ独奏時（等速課題）に肘・肩・腰が示す角度 

 

 

図 5a 合奏時のＡのバチ先移動の軌跡 
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図 5b 合奏時にＡの肘・肩・腰が示す角度 

ビデオ撮影 
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リズム課題ではBは正確にリズムを打つことが出

来た（図 6a）。A は独奏時１拍の長さにばらつき

が見られたが、合奏時（図 6b）には B のバチの

振り下ろしに合わせようとしていることが伺えた

（図 6ｃ）。 

 

 

図 6a リズム課題時の Bのバチ先移動の軌跡 

 

 

図 6ｂ リズム課題合奏時のＡＡＡＡのバチ先移動の軌跡 

 

 

         
図 6c リズム課題合奏時のＡ,B の肘-肩-腰が示す角度

を重ね合わせたグラフ 

 

 

 

 

5. 方法２ Visual Analog Scale による

気分調査 

言葉による意思表示や文字の理解が困難な対象

者が大半であるため、文字による質問紙を避け、

痛みの評定法として用いられている Visual 

Analog Scaleからヒントを得て、気分調査を行な

った。練習の前後に視覚的に理解しやすい目盛り

を印刷した用紙を配り、体調気分を含めた「元気

度」、和太鼓の練習に対する「自信度」をメンバー

自身がチェックした。その際、調査項目の理解を

助けるため「今の元気はどれくらい？」「太鼓をう

まくたたける自信は？」「今日はうまくできたか

な？」などと言葉で補足説明を加えた。 

 

６. 結果  

元気度は練習前より後の方が全員上がった

（Fig.8a）。C,D,F,Gは比較的経験年数が長く、熟

達者が含まれている。練習前は大抵 20前後の低

い数値にチェックをするEは練習後には発話も増

え、元気度数が 50以上に大きく増加した。口頭

で「練習どうだった？」 と訊くと「楽しかった」    

と答えることが多い。また自信度も練習後のほう

が全員上がっている（図 8b）。うつ・気分障害と

診断を受けている Hは１年前まで何をしても自

身が持てず、「難しくてできない」「私には無理」

としばしば泣いたりパニック状態に陥ったりして

いたが、最近は低いながらも少しではあるが練 

習後の気分に向上が見られる。 

   図 8a 練習前後の元気度数（10 回分の平均） 
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  図 8b 練習前後の自信度数（10 回分の平均） 

 

７. 考察 

  独奏では和太鼓演奏の基本的な動作を顧み

ず鼓面に視線を据えたまま自分のペースで打った

Ａが、Bとの合奏時には時々顔を上げ Bの演奏を

見て合わせていることが伺えた。その結果バチ先

移動の軌跡よりバチさばきが安定したこと、バチ

を振り上げた後背面にバチ先が落ちる傾向が改善

されていることがわかった。また Bの方も合奏時

には Aの方に目をやり、明確なリズム、バチさば

きで打っていることが伺える。リズム課題の合奏

場面ではAはBに合わせるためバチを振り上げた

状態で待ち、B を見てから振り下ろしている様子

が伺えた（図 6c）。指導者は常に「他の人の音を

よく聴いて合わせよう」「出来る人は手本を示し

て」と指示しているが、それが遵守されており、

合奏というのは他者と合わせることであると認識

されていることがわかる。練習過程でもリズムの

同調が感じられることはしばしばあるが、それが

演奏への自信につながっていると考えられる。気

分調査の結果から、気分が落ち込む傾向のある者

も元気度や自信度に向上がみられるのもリズムの

同調を感じ達成感を得たからではないだろうか。

また経験が長く自信を持っている者は常に気分調

査も高い度数を示しているが、初心者に手本を示

すという役割を与えられることでさらに自己有能

感が増し、積極的に他者と関わるモチベーション

が上がっているのを感じさせる。これらの結果は

まさに太鼓のリズムへの同調がメンバーの相互関

係の促進を図る要因となっていることを示すもの

であろう。 

太鼓は本来楽譜によるものではなく呼吸と密接

に関係のある言葉のリズムを打つ（中西，1996）

ものである。演奏自体が相互コミュニケーション

といっても過言ではないだろう。知的障がい者に

とって受け入れやすいのは明確で理解しやすいリ

ズム、動作である。練習の初めには毎回基本打ち

として等速で大きく腕を上げて且つ大きな掛け声

を出して打つが、聴覚的なリズムの同調のみなら

ず視覚的にポーズを揃え、またアイコンタクトを

とりつつ掛け声をかけ合うといういわば集団力動

への引き込みが和太鼓演奏の特質ともいえる。 

 

８. おわりに 

和太鼓は多くが祭りやイベントで披露されるパ

フォーマンスとして演奏される。聴衆に見せる機

会も多いメンバーは、仲間同士のみならず対聴衆

という相互関係も築くことになり、そこでは和太

鼓は自己表現ツールとなって彼らを雄弁にさせて

いる。 
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北星学園大学 
Hokusei Gakuen University 

ishi_s@hokusei.ac.jp 
 

Abstract 
In the social interaction, it is important to lead other’s 

behaviour and intention in accordance with own 
intention or goal. We experimentally investigated a 
process of leading other’s behavior in deceptive 
situation. In the experiment, subjects had to try to fake 
information in order to hide ones true intention of 
behaviour. 5 of 6 subjects attempted to deceive others, 
and one subject succeeded the deception. This result 
indicated that we would research a process of leading 
other’s behaviour through “deception” in the 
experimental situation prepared a goal, intention and 
behaviour adequately.  
 
Keywords ―  Leading Other’s Behaviour, 
Interaction, Deception 

 

1. はじめに 

 共通の目的の下で他者と協調してやり取りする

には，他者の行動選択基準の取得，あるいは自身

の行動選択基準の転用により他者の意図を推定し，

自己の行動を選択することが有効だった[1][2]．し

かし，他者とのやり取り場面には，自己と他者の

目的が競合する，あるいは異なる状況も含まれる．

この時，他者の目的や意図を推定し自己の（一部

の）目的の達成を目指し行動を選択するだけでな

く，他者の意図や行動を自己の意図・目的に沿わ

せる（能動的な意図の誘導[3]）ように行動を選択

することも必要となろう．本研究では，この能動

的な他者の行動の誘導過程について，「騙し場面」

から理解することを試みた． 

「騙し」は，相手に気付かれずに相手の意図を変

える，あるいは相手が望んでいなかった行動をと

らせる，という意味で，非明示的に能動的な誘導

をおこなう場面の一つと考えられる．「騙し場面」

には，「騙す側」と「騙される側」が存在し，「騙

す側」が「騙される側」に気付かれずに「騙す側」

の意図通りに「騙される側」の行動を操作できた

時，「騙し」が成立したと考えられる． 

そこには， 

・目的：行動や意図の達成を目指させる動機．「騙

す側」と「騙される側」で同じ場合，あるいは

異なる場合もある． 

・意図：行動の直接の原因．以下の２種類を区別

する． 

・表の意図：「騙す側」「騙される側」双方に

共有される意図． 

・裏の意図：「騙す側」が持つ．裏の意図は一

般に「騙される側」には隠され，暴かれるこ

とによって「騙し」は不成立となる． 

・行動：相手に対する働きかけ．「表の意図」から

生じる場合，および「表の意図」と「裏の意図」

の双方から生じる場合（騙す側：隠蔽や偽造，

騙される側：暴き行動）とがある．  

の各項が関与すると考えられる． 

「騙し」の成立過程におけるこれらの各要素の

機能を詳細に検討する必要があるが，全ての要素

を一度に検討することはできない．本研究では，

「行動」，なかでも「隠蔽行動」に焦点を当て検討

を進めた． 

 

2. 騙し場面での検討 

 「騙す」という行為は社会的に許容されず，実

世界では実験場面の設定が困難なため，ストーリ

ーブックで提示した仮想世界に「騙し場面」を設

けた．被験者は仮想世界で主人公として物語を読

み進め，実世界と同じように物語でのやりとり相

手に対し意図の推定と自身の行動の選択をおこな

った．この時，相手に提供する情報を偽造するこ
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とによって自身の意図を隠蔽し，相手を「騙す」

かどうか確かめた． 

被験者：大学生６名(男性３名，女性３名)が実験

に参加した． 

ストーリーブック：物語において被験者は，「騙す

側」である「盗賊」となり，「騙される側」である

「勇者」とともに「モンスター」を倒し賞金を稼

ぐ，という目的で行動するものとした．同時に，

「盗賊」が「勇者」を「騙す」目的が生じるよう

に，「盗賊」が賞金の独り占めすることが必要な状

況を設けた． 

ストーリーでは，「盗賊」が事前に「モンスター」

に関する情報を入手し，「勇者」はその情報から「モ

ンスター」と戦闘するかどうか判断した．そのた

め，「盗賊」は「勇者」に伝える情報を偽造する機

会があり，偽造するか否か，あるいはどのように

偽造するか考えることができた．戦闘では，「盗賊」

と「勇者」は「こうげき」「まほう」「ドラゴンの

つばさ」の３種類のアイテムを複数回使うことに

より「モンスター」を倒すことができた．これら

のアイテムの使い方は物語を読み進め理解させた．

また，モンスターとの戦闘におけるアイテムの使

い方および順番は，戦闘途中に意図が変わり行動

が変化するような複雑な事態を避けるため，戦闘

開始前に決めさせた． 

「騙し場面」は最後の「モンスター」との戦闘場

面に用意した．最後の「モンスター」は実際には

どのようにアイテムを使っても倒すことができな

いが，「ドラゴンのつばさ」を用いると戦闘から離

脱することができた．したがって，「盗賊」が戦闘

から離脱し賞金を独り占めするには，「盗賊」はそ

の意図を隠蔽しかつ戦闘に「勇者」を参加させな

ければならなかった．被験者が，戦闘から離脱す

るアイテムである「ドラゴンのつばさ」の使用方

法を考えられるか，そして「モンスター」の実際

の情報を偽造し「勇者」を戦闘に参加させること

ができるか，について検討した． 

手続き：被験者にストーリーブックと「モンスタ

ー」の情報を「勇者」に示す「手配書」，および戦

闘におけるアイテムの使い方を回答させる「回答

用紙」を配布し，各被験者のペースでストーリー

ブックを読み進めさせ，回答させた．この際，被

験者には報酬は用意されなかったが，『自分が「盗

賊」であること』を強く意識して回答するように

教示した． 

 

3. 結果と考察 

 被験者が「盗賊」の意図を隠蔽するために情

報を偽造し「勇者」を騙そうと試みたかどうか，

以下の３点を基準に検討した．①「盗賊」が生

きて戦闘から離脱することを可能にする「ドラ

ゴンのつばさ」が選択されていたか，②戦闘に

おけるアイテムの使い方が「勇者」が先に倒れ

るものになっていたか，③偽造された情報が戦

闘におけるアイテムの使い方と矛盾していない

か，の３点から評価した．その結果，６名の被

験者中５名が騙しを試み，１名が実際に騙しを

成功させた． 
以上の結果から，自身の意図を隠蔽するよう

に情報を偽造し，相手を出し抜くように行動を

企図できることが示された．すなわち，目的，

意図，行動が適切に設定された状況では，被験

者は相手を「騙す」ように振る舞った．本研究

では目的，意図，行動ともに「騙し」がおこな

いやすいように設定したため，それぞれに設定

された状況がどの程度「騙し」の成立に関与し

ていたのか明らかではないが，各要素が「騙し」

の成立に必要な要素であることが示唆された． 
 今後は，「隠蔽」によって「騙し」が成立する

過程において，目的，意図，行動がどのように

関わっているか明らかにしていく．特に，「隠蔽」

をおこなう状況をどのように作っていくのか，

という点に着目し，「隠蔽」するものとされるも

のを「騙す」者がどのように調整するか，「騙す」

相手の意図，行動をどの程度考慮するか，そし

て自身がおこなう「行動」の信頼度をどのよう

に高めるのか，といった点について検討したい． 
また，「騙す」ことにより「騙す側」に利益が，

「騙される側」に不利益がもたらされる，とす

ると，「騙し場面」はゲーム理論が扱ってきた状
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況として考えることができる．その点で，どの

ような利得構造により「騙す側」の意志決定が

変化するのか，従前の知見と併せた検討も必要

である．さらに，「騙し場面」は「騙す側」が利

得表全体を把握している，あるいは複数（「騙さ

れる側」にも明示された利得表と明示されてい

ない利得表）の利得表が利用可能な状態である

のに対し，「騙される側」は利得表の一部しか把

握していない，あるいは単一の利得表しか利用

できない状況である，と考えられる．この点は

ゲーム理論が扱った意志決定場面と異なってお

り，「利得表を利用するためのルール」が「騙し」

の成立に関与していると考えられる．この点か

らのさらなる検討も今後進めたい． 
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Abstract 
  This article explores how “good” communications at a 
glance are organized in care settings. The data of this 
article come from a casual conversation between elderly 
users and care workers and a visitor within group	 
home for elderly people with dementia. Using analytic 
concepts in conversation analysis and gesture studies, 
we found that some characters of care worker’s conduct. 
This article suggests microanalysis of human interaction 
using video recordings will have a great importance for 
people who care for elderly with dementia. 

 
 
Keywords ―  interaction, conversation analysis, 
adjacency pair, gesture unit, dementia 

 

1.	 はじめに	 
	 介護福祉士の資格を取得するためのカリキュラム

には，2009年度から「コミュニケーション技術」が
科目として位置づけられている[1]．このことからも，
介護職員には介護に関する専門的な知識や技術だけ

でなく，被介護者へより良いサービスを提供するた

めの前提として，高いコミュニケーション技術が要

求されていることがわかる． 
	 しかし，介護に携わるのは，専門的な知識や技術

を有した人ばかりではない．むしろ，特別な訓練を

受けたことのない人が介護に関わる機会の方が，こ

の先ますます増えていくことが考えられる． 
	 本稿では，認知症対応型共同生活介護（グループ

ホーム）の会話場面を取り上げる．グループホーム

ではただ介護を受けるだけでなく，普通の住宅と同

じような環境で少人数の入居者が介護職員と共に家

事やレクリエーションをする．そのため，グループ

ホームでのコミュニケーションを理解することは，

特別な訓練を経験せずに介護と向き合うことになる

多くの人々にとっても有用である.グループホーム

における会話場面の事例分析を軸として,どのよう
な実践によって介護者-被介護者間のコミュニケー
ションがうまくいっているのかを考察し,専門的で
あるか否かにかかわらず介護の現場にとって有益な

知見を得るための展望を示す. 
	 

2.	 方法	 
	 2.1	 使用するデータ	 
	 ここで取り上げるデータは, 2009年秋に関西のあ
るグループホームで撮影された，入居者6名，職員3
名，訪問者1名の計10名がお茶を飲みながらくつろ
いでいる場面である（図1）. 撮影当日は地元の青年
団との交流会があり,入居者はハートや星の形をし
た布製の名札を青年団からプレゼントされていた． 
 介護者と被介護者のみの会話場面ではなく，そこに
訪問者が加わった事例を今回取り扱うのは，介護者

の行為と訪問者の行為とを比較するためである．分

析対象は, 図1に見られる黄色い星形をしたナオの
名札をトピックとした会話である. 
	 

	 

図 1	 参与者の配置  
	 

	 2.2	 分析方法	 
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	 ビデオカメラで撮影した後，映像をパソコンに

取り込み，発語，身体動作（ジェスチャー，視線

変化，うなずき等）をアノテーション用ソフトウ

ェアの ELAN(http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/)
を用いて記述した.参与者それぞれの発語を会話
分析の手法[2]，ジェスチャーをジェスチャー単位
とジェスチャー・フェーズ[3]に従って書き起こし
た． 

	  
	 2.3	 隣接ペア 
	 会話分析の最も基本的な概念のひとつに「隣接

ペア adjacency pair」がある．隣接ペアは，「質
問-応答」「依頼-受諾／拒否」のように，発語の第
一ペア部分（質問や依頼）と第二ペア部分（応答

や受諾／拒否）から成り立っており，第一ペア部

分の発語の後には，第一ペア部分にふさわしい第

二ペア部分の発語が規範的に期待される[4]．「第
一ペア部分の話し手の行為，第二ペア部分で応じ

る者の行為，さらにその後に続く行為…」という

会話の連鎖関係を観察する上でこの特徴を利用す

ると，どのような実践が相手に対して適切に理解

されていたかを検証することが可能になる． 
	 本稿では，隣接ペアという強い結びつきを持っ

た発語の組み合わせに注目して，介護場面のコミ

ュニケーションを見ていく． 

	  
	 2.4	 記述形式	 
	 ELANを用いて書き起こした発語，ジェスチャ
ー，視線は，次のように表記されている．ELAN
でアノテーションをした一部を図に掲載する．ア

ノテーション欄の上部には，収録開始からの経過

時間が記されている． 

 
	 2.4.1	 発語に用いる記号	 
・ 文字:：発語中のコロンは，直前の音が引き延ば

されていることを示す．コロンの数は，

引き延ばしの相対的長さを示す． 
・ (h)：笑いの呼気音を示す．相対的な長さは hの

数で示す． 
・ ↑：上向き矢印は、直後に急に音が高くなって

いることを示す。 
・ =：末尾に等号を付した発語と冒頭に等号を付

した発語との間に，感知可能な間隙が全く

ないことを示す． 
・ (文字)：聞き取りに確信が持てない部分． 
・ (……)：全く聞き取れない発語． 
・ (X/Y)：X か Y かいずれかが発語されていると

聞こえるが，どちらかであるかに確信が

持てないことを示す． 

 
	 2.4.2	 ジェスチャー単位とジェスチャー・フ

ェーズ	 

	 ジェスチャーをするという動作は，短い旅

（excursion）に例えられる[3]．手が出発地点か
ら動き出し，再び元に戻ってくるまでを「ジェス

チャー単位」と呼び，その内部に含まれる諸要素

を「ジェスチャー・フェーズ」と呼ぶ． 
	 出発地点となるリラックスした状態（両手を机

の上に乗せている，両腕がだらりと下がっている）

を「ホームポジション home position」と呼ぶ．
ある目的を持って出発した手は，目的の動作をす

るためにある地点まで移動しなければならない．

この移動する動きを「準備 preparation」と呼ぶ．
そして目的となる動作のことを，「ストローク 
stroke」と呼ぶ．そして，出発地点に戻る動作の
ことを「復帰 retract」と呼ぶ．準備，ストロー
ク，復帰の過程には，休息（一時停止）が含まれ

ることがある．この一時停止のことを「ホールド 
hold」と呼ぶ． 
 ホームポジションは HP，ジェスチャーの各フェ
ーズは，P（準備），S（ストローク），R（復帰），
H（ホールド）の頭文字で示す． 

 
2.4.3	 視線	 
	 視線が向けられた方向と向けられていた時間長

を書き起こした．また，ある対象から別の対象へ

視線が向けられた移行期間を tranと記述した．向
けられた方向が定かでない場合は，クエスチョン

マークを記した． 
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3.	 名札の不在から始まる会話場面	 
	 本稿では，入居者のナオ，介護職員 CW2，訪問
者 V の 3 名に注目する．事例を検討する前に，3
名について簡単に説明する．ナオは要介護度 3，
日常生活自立度Ⅲと判定されている．CW2は，こ
のグループホームの副施設長であり，ベテランの

介護職員である．一方訪問者 Vは，介護経験もな
く，認知症高齢者との関わり合いも乏しい． 
	 この 3名を中心とした，ナオの名札をめぐるや
りとり（収録開始から 3時間 10分 38秒後の約 3
分間）を，大きく 3場面に分けて検討する． 

 
	 3.1	 最初の指摘 
	 この会話場面では，いつも 10 名が 1 つのまと
まりとなって会話をしているわけではない．ここ

で取り上げる事例はまず，訪問者 V，入居者のナ
オとテルエの 3 名が会話を始める．CW2 や他の
参与者は，別の会話に参加しており，この時点で

は V，ナオ，テルエのやりとりを見ていない． 

 

図 2	 V の指摘に対してナオが反応する	 

	 

	 V は，会話が開始される 10 秒以上も前から，
ナオのことをずっと見ていた．その後，前のめり

になって左手を伸ばし，ナオの胸元を指しながら

ナオに何かを問いかけている（図 2 左）．これに
対してナオも応答し，自分の胸元に視線を向けて

いる（図 2 右）． 
	 ここでは，うまく発語が記述できなかったため，

V が発した隣接ペアの第一ペア部分がナオに適切
に受け入れられたかどうかは定かでない．しかし，

V とナオの手の動きやナオの視線を観察すると，
ナオの胸元にナオ自身の注意を向けることがスム

ーズに達成されていることがわかる． 

 
3.2	 V と CW2 による第一ペア部分の産出	 

	 Vは最初の指摘（第一ペア部分）によって，ナ
オの注意とそれに伴う反応（第二ペア部分）を引

き出した．このナオの反応は，V の要求に適うも
のだったのだろうか． 
	 最初の指摘から約 1分後1，Vは再びナオに対し
て「もうずっとここに入れとくんですか」という

問いかけを，自分の胸元に触れながら産出してい

る（図 3 左）．名札を胸元に入れたままにするの
かどうか，ナオの気持ちを確認しようとするデザ

インである．ナオは，V に話しかけられるとすぐ
に視線を V に向け（図 3 アノテーションの注釈
NAO-gaze），再び自分の胸元に視線を向け，左手
をそえる（図 3）．ここで，ナオが注意を向けた方
向は最初におこなわれた指摘の直後と同様，適切

といえるが，続くナオの発語を観察すると，V の
問いから答えるまでに 1秒を越える間が空いてお
り，産出した発語も問いに答えているとはいえな

い（図 3 「もろたがな:．」）．Vもまた，ナオの発
語が産出される前に，「ナオさんのですね．」と名

札の所有を承認する発語をしている． 
	 しかし，ナオの名札を巡るやりとりは，V とナ
オだけでなく，CW2の発語によって進行する．V
の第一ペア部分産出直後に，CW2もまた新たな第
一ペア部分を産出している（図 3 「ちょっとそれ
見せて欲しいわ，ナオさん．」）．直前の V の行為
が問いかけだったのに対し，CW2の第一ペア部分
は依頼の形をしている．V，ナオ，CW2のそれぞ
れの発語が重なっているため，CW2の依頼はすぐ
に再産出される（図 3 「ナオさん．ナオさんそれ
見せて欲しいわ．」）．2度の依頼に対して，ナオは
依頼主である CW2に視線を向ける（図 3 右）が，

                                                   
1 最初の指摘と 2回目の指摘との間で，名札の不
在に関して Vと CW1,CW2 間でやりとりがある．本

稿では，この部分の分析はせず，「名札が胸元に入

り込んでいる」状態を確認し合ったという言及の

みにとどめる．	 
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自らも発語中であるため，やはり第二ペア部分は

産出されない．その後も，ナオは胸元に両手をや

り，右手を服の中に入れたり出したりする（図 4 

左）．一方 CW2は，「見せて」に付け加えて，「出
して」ということばを産出する． 

 
図 3	 V の質問-ナオの反応後に CW2 の依頼が産出される

 

 
	 図 4	 CW2 と V がナオに名札を出すよう依頼する  
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これに続いて Vも「見せて::」と依頼する（図 4）． 
	 CW2とVから次々と産出される依頼に対して，
ナオは「ほっぽり出すんかいな」と Vに対して確
認を求めている（図 4 右）．この問いかけを，会
話分析では「挿入連鎖」と呼んでおり，このナオ

のような第二ペア部分を産出するための挿入を

「基礎となる第二ペア部分のための準備 
pre-second」と呼ぶ[6]．ナオの「ほっぽり出すん
かいな」という発語は，依頼に対する適切な反応

をするための行為なので，ここで CW2と Vの依
頼がナオに適切に理解されていることが分かる．

ナオが産出した挿入連鎖内の第一ペア部分に対し

て Vは，大きくうなずいて（図 4 nod clearly），
「引っ張り出して」と言うことで，ナオの理解が

正しいことを示している．この直後に CW2 も V
のことばを繰り返し，見せて欲しいということを

さらに強調して依頼をしている（図 4）． 
	 その直後にナオは名札を取り出しながら「うん，

あん，あんねこういうもんだけど」と，「見せて」

という依頼に応じている（図 5 左）．その発語に
重複する形で，CW2 からさらに要求（「こっち向

けて」）が起こるが，これに対してナオは名札を裏

返し，名前が正しい方向になるよう調整しながら

CW2に示している（図 5 右）． 
	 図 4の時点と比べて，図 5ではとてもスムーズ
に隣接ペアが組織化されている．これは，依頼の

語彙内容を何度か訂正しなければいけなかったこ

とと，図 4の左側ではナオが何かを話そうとして
いたことが原因だと考えられる．しかし本稿では，

介護をする上で「より具体的に説明しましょう」

「まず，利用者の話に耳を傾けましょう」といっ

た教訓を支持するために示しているのではない． 
	 ここでは，むしろ，V のように介護に関して素
人であっても訂正を繰り返すことで依頼を具体的

なものに落とし込み，ナオの行為を結果的にアシ

ストしていることを強調したい．さらに，具体的

なことばを用いるに際して，V も CW2 もナオの
「ほっぽり出す」ということばを手がかりにして

いることも重要である．この小さなやりとりから

は，適切にやりとりを進める上で，被介護者も介

護者もお互いにお互いの行為から前に進むための

手がかりを得ていることがわかる．	 

	 

	 図 5	 ナオによる名札の取り出しと名札の向きの調整	 
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3.3	 ナオの理由の顕在化	 

	 CW2とVの求めに応じてナオが名札を出したが,
これでまだ終わりではない．ナオは，再び名札を服

の中に入れようとする．Vは，ナオの動きに気づい
てすぐに，ジェスチャーでナオの真似をしながら，

「大事に大事にしはるんですね」と相手の気持ちを

推測した内容について同意を求めるような発語をお

こなう（図6 左上）．これに対してナオは笑いを見
せるが，肯定の応答は観察できない． 
	 このVとナオのやりとりを，CW2は見ていなかっ
た（図6 左上）が，ナオの方へ向き直り視線が合っ
た（図6 右上）後で，「そこ入れんの?」「また入れん
の?」と質問の形をした隣接ペア第一ペア部分を産出
する（図6 アノテーション下段）.通常であれば,こ
の隣接ペア第一ペア部分が要求する第二ペア部分は

「はい/いいえ」であるが,ナオは「なくすと（いか
んから）」と胸元に名札を入れる理由を，うなずきと

共にあごを大きく上下させて述べる（図6 右下）.

それに対してCW2は,「そうかそうか,大事やから」
と納得を示す. 
	 CW2が納得を示していることで，CW2の質問に対
するナオの「なくすと（いかんから）」は形式こそ不

適切であっても，相互行為上は適切であったことが

わかる．そして，3度に渡って開始された名札の不
在を指摘するというやりとりも，ナオが懐に名札を

しまう理由が示されることで終了したといえる． 

 

4.	 考察	 
ここまで，名札を服の中に入れ込むというちょ

っとした「逸脱」行為が，大事なものを懐にしま

うという適切な行為として参与者間で共有される

という過程を見てきた．ここからは， CW2 の第
一ペア部分に焦点化して考察する． 
	 CW2の「そこ／また入れんの？」という質問は，
ナオが名札を完全に服の中に入れる前，すなわち「名

札を入れる」という行為中に発せられたものである．  

 

図6	 ナオ自身が行為の理由を語る過程  
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また，3.2節でナオが名札を出す直前に発せられた依
頼は「引っ張り出して」「こっち向けて」というもの

だった． 
	 ここで重要なことは,ナオが適切な第二ペア部分
を産出したときの第一ペア部分は，すべて今おこな

っている行為そのもの,もしくはその次の行為に関
するものであるということだ.つまり,3.2節で観察し
たVの「ずっとここに入れておくんですか？」のよ
うな状態に対する判断を問う発語でもなければ，3.3
節で見た「大事に大事にしはるんですね」のような

相手の気持ちに踏み込むような発語でもない．認知

症高齢者の立ち上がり行動を観察した細馬らは，分

散的注意に問題があるとされる認知症高齢者には短

期的な目標を設定してそれを解決させるという解決

策が有効であることを詳細な事例分析から示してい

る[7]．本稿で取り上げた例でも，認知症高齢者に投
げかけられる隣接ペアの第一ペア部分には，話し手

の要求と聞き手の行為との関係性を理解する手がか

りがうまく埋め込まれており，適切な第二ペア部分

を産出しやすくなっている．そして，第二ペア部分

に対して「そうそう」のような前向きな受諾や3.3
節で扱ったような納得を示すことが，その場で認知

症高齢者のふるまいを好意的に受け止めるためのし

めくくりになっている．	 

 
5.	 おわりに	 
	 行為が「逸脱」と見なされるとき,その場面では行

為者自身の気持ちだけが問題なのではなく,他の参

与者によってその行為者の気持ちを先取りして進め

てしまう会話の構造が産出されていると考えられる.

しかし，たとえそのような構造があったとしても，

今の行為，その次の行為への言及を繰り返すことに

よって，隣接ペア関係の行為を促すための手がかり

が被介護者から提供されたり，「逸脱」行為のもっと

もな理由が開示されたりすることがある．	 

	 介護では「傾聴」や「声かけ」が強調されるが，

身体動作が伴う会話では，お互いの行為が伴う．

そのときに，相手の行為をどのような形式で取り

上げるかによって，会話の方向は大きく変わって

くるだろう．私たちがその場のさまざまな手がか

りから何を利用して行為に反映させているのか，

被介護者が利用できる手がかりはどのようなもの

かを，実際の会話場面から理解するという作業が，

介護場面に必要な実践とは何かを考えるためには

今後ますます必要になるはずである．	 
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Abstract
This research reveals the behavioral factors in-

volved in achieving tasks through group work by
focusing on a distributed cognitive environment.
A preliminary experiment was conducted on the
task of assembling a large structure in a shared
physical space while checking a picture of the com-
pleted structure. Distance, gaze and speech were
analyzed for two groups. The results suggest that
communication-oriented speech and visual contact
to the completed picture play important roles in
facilitating leadership in triad interaction.
Keywords — third-party interaction, non-
verbal behaviors, communication-oriented
speech, visual contact, time-series compari-
son, change of leadership

1. はじめに
複数人が共通した目標のもとで作業を行う際に、

明示的に役割が与えられなくとも作業を積極的に
先導していくリーダーが発現することがある。作
業過程において、同一参加者が一貫して先導役を
担うのだろうか?それとも作業過程の中で変遷し
ていくものなのだろうか?
筆者らは、3者間の共同作業型の相互作用にお

ける自発的な役割の発現および役割構造の抽出を
目指している。その手段として、音声・映像情報
に加え、ユビキタスセンサから得られた参加者の
視線や身体位置等に関する情報もあわせて利用す
ることにより、客観的に計測可能な言語・非言語
情報による定量的な分析を試みている [1, 等]。
着座型の集団会話に関する従来研究では、発話

内容等の言語行動だけではなく、客観的なデータ
分析から視線等の非言語行動が会話の先導役の発
現に大きく寄与していることが明らかになりつつ
ある [2, 等]。集団行動に関するこれまでの研究で
は、リーダーシップと集団の業績の関係について
数多くの研究がなされている [3, 4, 等].その中で、

リーダーが発現するまでには、課題遂行に関する
貢献や他の成員による認識が定量的・定性的双方
の側面から必要であるとの指摘がある[5]。しかし、
いずれの研究においても、会話や共同作業の過程
で先導役が変遷することについてはそれほど言及
されていない。一方、分散認知環境の共同作業に
おいては、集団業績を促進する行動要因が探求さ
れるとともに [6]、参加者の役割が固定である場合
の参加者同士の活動の調整が報告されている [7]。
本稿では、共同作業に従事する参加者に役割を

与えず、自発的に発現する状況において、先導的
役割の時系列的な変遷に着目する。参加者の先導
的な行動要素として、共同作業での指示・修正発
話、および近方にでの完成図視認の時系列変化を
とりあげ、2グループの事例について分析した結
果を報告する。

図 1 箱型構造物: (a) 参加者が作業過程で参照して
いた全体完成図 (左上), (b) 12種類の組立部品 (右
上), 実験環境 (左下), センサを装着した実験参加
者(右下)
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2. データ収集
身体動作を伴う共同作業課題を実施し、データ

を収集した(詳細は [1]参照)。

実験参加者: 6名 (3名 x 2グループ)。いずれのグ
ループでも参加者同士はお互いに初対面であ
り、特定の役割が付与されていない状態で課
題にのぞんだ。

実験材料: パイプによって形成された大きさ・形状
の異なる12種類の組立部品(図1(右上)参照)。

実験環境: 実験参加者と実験材料の3次元位置計
測、および実験参加者の視線・発話は、以下の
装置を用いて同期記録した(収録範囲: 幅7.5m
x奥行6.5m x 高さx 2.5m, 図1(左下)および (右
下)を参照)。

1. 3次元位置計測: モーションキャプチャ装
置(Vicon Peak社製8i)を用いて、実験参加
者および実験材料の3次元位置を計測。

2. 視線: 視線計測装置(ナックイメージテク
ノロジー社製EMR-8B)を用いて、実験参
加者の視線情報を収録。

3. 発話: 発話記録装置(オーディオテクニカ
社製ワイヤレスマイクロホンシステム)
を用いて、実験参加者の発話を記録。

教示: 参加者に箱型構造物の完成図 (図1(左上))を
示し、実験スペースの床面に置いてある12種
類の組立部品を用いて、20分以内に組み立て
る。この課題では、箱型構造物自体やそれを
構成する部品が大きくかつ空間内に散置され
ているため、参加者の視野内に構造物組立に
関する情報がすべて収まらない状況が作り出
される。参加者が明確な目標を持ち、かつ課題
達成のための情報が参加者間に分散し個人の
能力では解決が困難な状況であるため、[7, 6]
と同様に分散認知環境での共同作業であると
いえる。

3. データ分析
本研究では、以下のような予測に基づいて分析

を行なった

予測: 集団による共同作業に関する先行研究 [3]で
は、(a)状況を分析し、(b)先導的な行動を取
ることがリーダーならではの振る舞いである
という知見を示している。本稿では、完成図
から情報を得ることによって物体を組み立て
ていくという課題を設定しているため、先導
者は他の成員に比べて以下のような言語・非
言語行動により積極的に課題を遂行しようと
すると予測する。

図 2 完成図視認例

• 他の参加者に向けて組立手順の立案・指
示・修正に関する発話をすることで集団
を先導する。

• 完成図の前に立ちその内容を視認ことで
課題達成状況を確認する。

コーディング: 発話および完成図の視認について
次のような手法で分類した。
発話: 200(msec)以上の無声区間に挟まれた有

声区間。本稿では、物体を組み立てると
いう物体を介した相互作用を扱っており、
議論等の会話とは異なる様相を持つこと
から、人手により次の4種類の発話に分
類し、それぞれの持続時間を算出した。
1. 組立手順発話:　他の参加者に向けた
組立手順に関する発話。 (例1) とり
あえずこのおっきいのから攻めてい
きましょか、(例2) あら　これ違うん
じゃないっすか　雰囲気的に

2. 応答発話: 1.の発話に対して応答する
発話。(例1) そうですね。(例2) はい
はいはい。

3. 情報確認発話: 情報共有・確認に関す
る発話。(例1) この長いの。(例2) こ
れは外れないか。

4. 独話: 上記3種類より音声レベルの低
いひとりごと。(例1) んーん。(例2)
へえ?

完成図視認: 本稿では完成図を近くで視認し
ている持続時間を検出するために、視線
計測および3次元位置計測の結果を用い
た。完成図上に参加者の視線を示すアイ
マークが表示され、かつ完成図に手の届
く距離にいる状態を視認とした(図2に例
を示す)。完成図目視時の完成図からの遠
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図 3 平均持続時間の時系列変化および組立作業過程全体の傾向: (a) 発話内容(上), (b) 完成図視認(下)
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近の定義として、参加者から手の届く距
離を近い(Near)、それ以上を遠い(Far)と
し、人体データベース([8])に記載された
青年男性の前方腕長82cmをその閾値と
した。

4. 分析結果
図3に、発話(図3(上))および完成図視認(図3(下)

に関して、組立作業過程を序盤(I)・中盤(II)・終盤
(III)に3等分した場合における2グループの時系
列変化、および組立作業過程全体の傾向を示す。
図3から、グループC1では全体的にP1に組立手順
に関する発話が多く (ANOVA: F = 2.82, p = .07,
Fisher’s PLSD multiple comparison test: P1 > P2
(p = .03), P1 > P3 (p = .02))、P1とP2が完成図を
近くで視認している時間が長かった(ANOVA: F =
10.54, p < .0001, Fisher’s PLSD multiple comparison
test: P1 > P3 (p < .0001), P2 > P3 (p < .0001))。そ
の一方で、時系列変化では序盤はP1・中盤はP2・
終盤はP1に組立手順に関する発話が多く、かつ序
盤はP1・中盤・終盤はP2に完成図を近くで視認し
ている時間が長かった。グループC2では全体的に
P5に組立手順に関する発話が長く (ANOVA: F =
2.78, p = .07, Fisher’s PLSD multiple comparison
test: P5 > P4 (p = .03), P5 > P6 (p = .04))、P6が
完成図を近くで視認している時間が長かった。そ
の一方で、時系列変化では、序盤はP6・中盤およ
び終盤はP5に組立手順に関する発話が長く、序盤
はP5・中盤および終盤はP6が完成図を近くで視
認している時間が長かった。ただし、発話の平均
持続長の時系列変化に関して3要因の分散分析を
行った結果、グループC1では参加者×組立作業区
間×発話の種類の交互作用で有意傾向が見られた
ものの(F = 1.59, p = .09)、グループC2では有意差
はみられなかった。完成図視認の平均持続長の時
系列変化に関しては、いずれのグループも参加者
×組立作業区間×完成図視認の遠近に有意差はみ
られなかった。

5. むすび
筆者らは、ユビキタスセンサを用いて収集した

言語および非言語情報を分析することにより、3
者間の共同作業型の相互作用における自発的な役
割の発現および変遷を含む役割構造の抽出を試み
ている。
本稿では、発話・視線・3次元位置計測の結果を

用いて、共同作業時における参加者の先導的な行
動の時系列分析を試みた。分析の結果から、(i)課
題遂行過程で先導的な行動を示す参加者が変遷し
ている、(ii)先導的な行動の指標として用いた発

話と完成図視認の持続時間の結果が一致するとは
限らない、ということが観測された。
今後の課題としては、本稿で記述したものと同

様の課題および収録設定でグループ数を増やし、
さらに分析を進めることがあげられる。また、[3, 7]
等で研究されてきたように、共同作業での先導役
等の役割をあらかじめ決めた場合における役割構
造の変化と言語・非言語行動の発現との関係を比
較検討することもあわせて考えていきたい。
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Abstract 
This study investigated psychological time and 

cognitive factors in watching video clips. The results 
of an experiment showed that those who give positive 
rating for video clip tend to evaluate time passing 
shorter, and those who perceive themselves as good 
short-time managers are more accurate at estimating 
time duration. In addition, the relations of time 
evaluation/accuracy and individual psychological 
characteristics are different at three video clips. 
Keywords ― psychological time, time estimation, 
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1. 背景と目的 

近年，映像を視聴するという活動のあり方が，

技術的発展にともない大きく変化してきている．

従来からさまざまな映像記録メディアが存在し，

利用されてきているが，現在では，動画共有サイ

ト（例えば，YouTubeやニコニコ動画）のような

ウェブサービスの登場によって，より簡便に，好

きなものを好きなときに好きなだけ，視聴するこ

とができるようになった． 

一方，このような環境を利用して，ウェブ上に

は多種多様な映像コンテンツが公開されている．

これらは，動画共有サイトのシステム上の制約も

あって，数分から 10 分未満の短いものが多い．

本研究では，こうした状況を背景として，映像視

聴における「時間性[1]」に注目し，映像認知の特

性について，探索的な検討を試みる．特に，短時

間の映像視聴において，視聴者がその時間をどの

ように評価するのか，またそれはどのような要因

によって変化するのかを検討する． 

時間評価とは，実際に経過した時間とは別に，

主観的に評価（推定）される心理的時間のことで

ある．実時間と心理的時間のずれは，身体の代謝

や時間経過への注意など，様々な要因により生じ

ることが明らかにされている[2][3]．また，時間管

理能力のような個人の心理特性との関連も指摘さ

れている[4]． 

本研究では，「楽しい時間はあっという間に過ぎ

る（実時間よりも短く評価される）」というような

ことが，映像視聴においても起きるのか，またそ

れは時間に関わる個人の心理特性とどのように関

係しているのかを明らかにするため，心理学実験

を行った． 

2. 実験方法 

実験参加者：情報系大学の学部生 193名． 

材料：タイプの異なる 3種類の映像（ビデオク

リップ）を用意した． 

(1) 商品広告（180秒，全編）：カメラのウェブ

広告ムービー[5]．写真をパラパラ漫画のように

つなげて，ある人物の一生の物語を，穏やかに

表現したもの．主人公が様々な場所に移動して

いく様子を追っている． 

(2) アニメーション（300 秒，タイトルとエン

ドロールのみ除外）：デジタルコンテンツのコン

テストの授賞作品[6]．女子高校生らしき人物が

疾走する様子などが描かれている．ストーリー

や世界観はかなり難解であり，やや刺激の強い

場面（衝突や流血など）も含まれている． 

(3) バラエティ番組（300 秒，ひとつの話題の

開始から終了までを抜粋）：お笑い芸人ふたりが，

ある日常的な対象について語っているもの．上

記 2つの動画とは対照的に，登場人物や場面の

動きがほとんどない． 

調査項目： 

(a) 映像評価：SD法による印象評価 20項目．

「明るい‐暗い」などの項目に対し，6 件法で
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回答．また映像への関心として，「続きがみたい」，

「内容に興味がある」の 2 項目に対し，「あて

はまる」から「あてはまらない」までの 5件法

で回答． 

(b) 時間評価：「時間が長い」という項目に対し，

「あてはまる」から「あてはまらない」までの

5件法で回答．経過時間の推定（ 分 秒）． 

(c) 日常の映像視聴行動：1日あたりの映像視聴

時間，テレビや動画配信サイトの利用頻度など

8項目． 

(d) 時間にかかわる心理特性： 

・時間管理能力尺度 18 項目[3]．3 つの下位尺

度（短期的時間管理，長期的時間管理，時間

に対する態度）で構成されている．「計画通り

に時間を過ごしている（短期的）」などの項目

に対し，「あてはまる」から「あてはまらない」

までの 5件法で回答． 

・時間意識尺度 13項目[7][8]．2 つの下位尺度

（道具的時間意識，即時的時間意識）で構成

されている．「映像をみることは，ほっとでき

る時間である（即時的）」などの項目に対し，

「そう思う」から「そう思わない」までの 5

件法で回答． 

・時間不安尺度 18項目[9]．2つの下位尺度（不

安，苛立ち）で構成されている．「信号を待つ

のはイライラする（苛立ち）」などの項目に対

し，「あてはまる」から「あてはまらない」ま

での 5件法で回答． 

・メタ認知能力尺度 9項目[10]．「考えが混乱し

たときは，立ち止まり，もとに戻って考える」

などの項目に対し，「あてはまる」から「あて

はまらない」までの 5件法で回答． 

手続き：実験は集団形式で行われた．参加者は

映像を(1)，(2)，(3)の順で視聴し，それぞれ視聴

直後に評価(a), (b)を行った．すべての映像視聴と

評価が終了してから，日常の映像視聴行動と心理

特性に関する調査項目(c), (d)に回答した．実験は

およそ 30 分で終了した．なお，実験中は腕時計

などを見ないように指示した． 

 

3. 結果 

以下では，結果の一部を報告する． 

経過時間の推定 

推定値の平均は，商品広告（180 秒）が 221.0

秒，アニメーション（300 秒）が 318.0 秒，バラ

エティ番組（300秒）が 282.8秒であった． 

時間評価と映像評価 

映像の印象評価 20 項目について因子分析（主

因子法，バリマックス回転）を行い，［軽快さ］・［好

意］・［鮮明さ］の 3因子を抽出した．映像ごとに，

これらの因子得点と時間評価（感覚的な時間の長

さの評定値，経過時間の推定値）の相関分析を行

った．その結果，いずれの映像においても，その

印象がポジティブであるほど映像を長くは感じな

いことが示された．また，アニメーションでは映

像への好意度が高い人ほど時間を短く推定してい

たが，商品広告とバラエティ番組では，各印象因

子と推定時間の間に有意な相関関係は示されなか

った． 

時間評価と時間管理能力・即時的時間意識 

時間管理能力が高い人ほど正確に時間を推定で

きる，という仮説にもとづき[3]，映像ごとに，時

間管理能力の下位尺度「長期的時間管理」，「短期

的時間管理」，「時間に対する態度」の各得点と，

実時間と推定時間のずれの大きさ（絶対値）の相

関分析を行った．その結果，いずれの映像におい

ても，短期的時間管理の得点が高い人ほど時間を

正確に推定していることが示された．一方，長期

的時間管理との相関関係は，いずれの映像におい

てもみられなかった． 

また同様に，即時的時間意識（結果よりも体験

の過程や内容を重視する傾向）が強い人ほど正確

に時間を推定できない[7][8]，という仮説にもとづ

き，時間意識の下位尺度「道具的時間意識」，「即

時的時間意識」の各得点と，実時間と推定時間の

ずれの大きさ（絶対値）の相関分析を行った．そ

の結果，バラエティ番組においてのみ，即時的時

間意識が強い人ほど推定時間のずれが大きいこと

が示された．一方，道具的時間意識との相関関係

は，いずれの映像においてもみられなかった． 
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時間評価と時間不安・メタ認知能力 

時間不安とメタ認知能力については，それぞれ

の得点にもとづき，参加者を低／中／高の 3群に

分けた．これらを独立変数，感覚的な時間の長さ

の評定値および経過時間の推定値を従属変数とし

て，映像ごとに，それぞれ１要因分散分析を行っ

た．その結果，アニメーションにおいて，時間不

安が高い人は映像をより長く感じていること

（F(2,190)=4.96, p<.01），商品広告において，メ

タ認知能力の低い人は映像をより長く感じている

こと（F(2,190)=3.45, p<.05）が示された．経過時

間の推定値については，いずれの映像においても

時間不安・メタ認知能力との関係がみられなかっ

た． 

4. まとめ 

時間の感じ方，経過時間の推定値，時間推定の

正確さにおいて，それぞれ異なる結果が示された． 

まず，時間の感じ方については，映像に対する

ポジティブな印象が「あっという間」という感覚

につながっていた．さらに，商品広告ではメタ認

知を働かせて問題解決に取り組む傾向が強い人が，

アニメーションでは時間に関して焦りや不安をあ

まり感じていない人が，それぞれ時間をより短く

感じていた．つまり，主観的な時間の評価（長い

／短い）は，映像そのものに対する印象だけでな

く，視聴者自身の心理特性によっても変化すると

考えられる． 

経過時間の推定値については，映像の印象との

関係がほとんどみられなかった．しかしそのなか

でも，物語や内容が難解なアニメーションを好意

的に評価している人ほど，その時間を短く推定す

ることが明らかになった．したがって，好みが明

確に分かれるような映像では，その好みが時間推

定に大きな影響を及ぼすと考えられる．  

時間推定の正確さについては，1 日または数日

間の目標や計画を設定しているような，短期的時

間管理能力の高い人ほど，正確に時間を推定して

いた．さらに，映像視聴という行為そのものを味

わうような，即時的時間意識が強い人ほど，バラ

エティ番組の時間を正確に推定できなかった． 

以上の結果から，映像視聴においても「楽しい

時間はあっという間に過ぎる」こと，そこには映

像のタイプや視聴者の心理特性が複雑に関係して

いることが明らかになった．今後はこれらの結果

を整理し，そのメカニズムについて検討していく

必要がある．さらに，映像の内容理解にも焦点を

あて，映像視聴における心理的時間について，よ

り詳細に検討していく予定である． 
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Abstract 

Suppose that we are in a supermarket, we often see 

foods with regional names such as SHINSHU RINGO 

and MIYAZAKI MANGO. We investigated the effect 

of adding such a regional name to a local brand on 

desire to purchase. Targeting 20 undergraduate 

students, we carried out a psychological experiment, in 

which 30 advertisements with local brand foods were 

prepared as materials. The results suggest that regional 

names enhance memory, safety and trust, and desire to 

purchase of the local brands. 
 
Keywords ― decision making, marketing, local 

brand, memory, psychological experiment 

 

1. 問題と目的 

本研究が指す地域ブランド商品とは、「地域名＋

商品名」として提供される商品を指す。たとえば、

「信州りんご」は、信州という地域名と、りんご

という商品名に分けられる。 

従来、このように地域名を付加する商品が流通

しているが、その効果についてのエビデンスが得

られているわけではない。地域活性化にとって地

域ブランド商品の販売戦略は重要である。エビデ

ンスベースの知見を得ることで、効果的な戦略を

立案できる。 

そこで本研究は、地域名の付加が購買意欲に与

える影響として、次の 3 点を心理実験により検討

する。 

地域名の付加と購買意欲 地域ブランド商品に

おける地域名の付加が、商品の購買意欲に与える

影響を検討する。従来、購買意欲を高める意図で

地域名が付加されることは多いと思われる。本研

究では、この点を実証する。 

さらに、購買意欲を高めるプロセスの中で、地

域名の付加が影響する段階を特定する。松田・楠

見・鈴木(2004)[1]は、購買意欲を高めるプロセス

として、安心感の向上、好意度の向上があること

を指摘した。本研究では、このプロセスモデルを

仮定し、地域名の付加が具体的に影響する段階を

特定する。 

地域名の付加と記憶 商品名の記憶を促すこと

は、購買意欲を高めることに役立つと考えられる。

記憶を促すことを言い換えれば、知名度を高める

ことである。これは、広告の一つの目的でもある。

そこで本研究は、購買意欲に加え、地域名の付加

が記憶に及ぼす影響を検証する。 

既有知識と購買意欲 地域ブランド商品の購買

意欲については、地域名や商品名に関する既有知

識の影響があると考えられる。ここで言う既有知

識とは、地域名の知名度や、地域名と商品の連想

など、地域名と商品名そのもの、およびその関係

を指す。たとえば、よく知る地名であれば、購買

意欲が高まる可能性がある。一方、地名と商品が

ミスマッチであれば、購買意欲が低下する可能性

がある。そこで本研究は、上記の購買意欲のプロ

セスモデルの下で、地域名と商品名に関する既有

知識が購買意欲に与える影響を検討する。 

 

2. 方法 

(1)材料 

「日経リサーチ・2008 地域ブランド戦略サーベ

イ」[2]から 30 種の地域ブランド食品を抽出した

（例：信州りんご、山形さくらんぼ、呼子いか、

など）。抽出にあたっては、(a)地域名・食品名が

重複しないこと（たとえば、「信州りんご」と「青
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森りんご」は一方のみを選ぶ）、(b)実験参加者で

ある大学生が既知である食品名を選ぶこと、(c)地

域名は、大学生が既知であるものと未知であるも

のがバランスよく含まれるように選ぶこと、に留

意した。 

これらの地域ブランド食品を宣伝するスライド

を 30 種の食品について作成した。スライドの例

を図 1 に示す。スライドは地域名の有無に関して

2 条件作成し、合計 60 種作成した。一つは地域名

あり条件で、「信州りんご」とした。もう一つは地

域名なし条件で、地域名を一般的な形容詞に置き

換え、「おいしいりんご」とした。各スライドには、

「甘みと酸味のバランスがとれています。」といっ

た商品の特徴を箇条書きで 3 点ずつ記述した。こ

の特徴の記載は、地域名の有無で同一のものとし

た。地域名あり 30 種、地域名なし 30 種の材料を

重複がないようにそれぞれ 15 種ずつ抽出し、30

スライドからなる 2 つの材料リストを作成した。 

(2)実験参加者 

長野県内の大学生 20 名（男性 6 名、女性 14名、

平均年齢 21 歳）が参加した。2 つの材料リストに

10 名ずつ割り当てた。 

(3)手続き 

実験はすべて個人実験で、コンピューターを利

用して行った。以下の 4 つの課題を行った。 

商品評価課題 スライドを 10 秒間提示し、そ

の直後に以下の 4 つの質問について、それぞれ 5

段階評価を求めた。この際、後の記憶テストの存

在については教示しなかった。30 試行行った。 

 安心（商品に対して、安心感があると思います

か？、５：ある～１：ない） 

 信頼（商品に対して、信頼感があると思います

か？、５：ある～１：ない） 

 好意度（商品が好きだと思いますか？、５：好

き～１：嫌い） 

 購買意欲（商品を欲しいと思いますか？５：欲

しい～１：欲しくない） 

妨害課題 逆算課題を 1 分間行った。 

再生課題 商品名の再生を求めた。 

連合評価課題 30 種の地名＋商品名を提示し

た。ここでの 30 種は、2 つの材料リストに含まれ

る地域名あり条件の材料である。つまり、材料リ

ストの割り当てにかかわらず、すべての商品に地

域名が付加されているものを使った。 

スライドを提示したまま、以下の 6 つの質問に

ついて、それぞれ 5 段階評価を求めた。 

 地名認知度（地名を知っていますか？、５：よ

く知っている～１：全く知らない） 

 地名イメージ（地名によいイメージを持ってい

ますか？、５：持っている～１：持っていない） 

 地名なじみ（地名になじみがありますか？、

５：ある～１：ない） 

 地名身近さ（地名を身近に感じますか？、５：

身近に感じる～１：身近に感じない） 

図 1 スライドの例 

※左が地域名あり条件、右が地域名なし条件 
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 地名商品認知度（地名と食品名の組み合わせを

知っていますか？、５：よく知っている～１：

全く知らない） 

 地名商品関連度（地名と食品名の関係は強いと

思いますか？、５：強いと思う～１：弱いと思

う） 

 

3. 結果 

地域名の付加と購買意欲の関係、地域名の付

加と記憶の関係について効果を確認した後、購

買意欲のプロセスモデルについて、共分散構造

分析を用いて分析した。 

地域名の付加と購買意欲の関係 地域名の有

無条件ごとの購買意欲の平均評定値は、それぞ

れ 3.7, 3.2 であり、t 検定の結果有意であった

(p<.01)。結果を図 2 に示す。また、安心、信頼、

好意度の各指標も、地域名あり条件の方が有意

に好意的であった(ps<.01)。 

以上から、地域名を付加して商品を提示する

ことは、地域ブランド商品の購買意欲を高める

ことが明らかになった。また、安心、信頼、好

意度を高めることが明らかになった。 

地域名の付加と記憶の関係 地名あり条件で

は地名または商品名を書けた場合を正解、地名

なし条件では商品名を書けた場合を正解とした。

あり、なし条件の平均正答率は、それぞれ 59％、

47%であり、t 検定の結果有意であった(p<.05)。

ただし、あり条件で商品名の回答を正解にあた

り必須とした場合、正答率は 56%で、t 検定の

結果有意傾向であった(p<.10)。 

以上から、地域名を付加して商品を提示する

ことは、地域ブランド商品の記憶を促進するこ

とが明らかになった。 

購買意欲のプロセスモデル 地域名の付加と

連合評価課題の指標が、商品評価課題の各指標

に与える影響を共分散構造分析により検討した。

サンプルとして、材料リストの群ごとに、個々

の商品に対する評価を平均した値を用いて、

n=60 として分析した。商品評価課題の指標間

の関係は、松田ら(2004)[1]を参考にした。 

探索的検討の結果、地名自体に関する指標（地

名認知度、地名イメージ、地名なじみ、地名身

近さ）は影響が小さいと考えられ、除外した。

残りの指標の関係について、図 2 のモデルを得

た。安心・信頼は、島田(2009)[3]を参考に、安

心と信頼を平均して求めた。地名商品連合強度

は、地名商品認知度、地名商品関連度を平均し

て求めた。 

1

2

3

4

5

安心 信頼 好意度 購買意欲

地域名あり 地域名なし
評
定
平
均
値

指標の種類

図 2 地域名の有無と購買意欲、および関連指標 
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以上から、地域名の付加は安心・信頼に影響

し、その波及効果として購買意欲が上昇するこ

とが明らかになった。また、既有知識が購買意

欲に与える影響として、地名商品連合強度の影

響があり、商品の好意度を上昇させることを通

して購買意欲を上昇させることが明らかになっ

た。 

 

4. 考察 

本研究の目的は、地域名の付加と購買意欲、

地域名の付加と記憶、既有知識と購買意欲の各

関係を明らかにすることであった。以下、この

順に考察する。 

地域名の付加と購買意欲の関係については、

地域名の付加が購買意欲を促進することが明ら

かになった。この関係については、従来からの

常識であると考えられるが、本研究はそのエビ

デンスを示すことができた。 

また、共分散構造分析の結果から、安心・信

頼、好意度、購買意欲のプロセスモデルの中で、

地域名の付加は安心・信頼に影響することが明

らかになった。つまり、地域名の付加は、安心

や信頼を高めることで、購買意欲を増加させて

いると考えられる。 

この結果から、食品のような安心や信頼が特

に求められる対象においては、地域名の付加は

購買意欲を大きく左右すると考えられる。一方

で、安心や信頼よりも、好意度が重要視される

商品においては、地域名の付加はそれほど影響

しないと予測できる。この点は、今後の検討が

待たれる。 

次に、地域名の付加と記憶の関係については、

地域名が商品名の記憶を促進することが明らか

になった。この背景には、(a)地域名が体制化を

促進すること、(b)地域名が検索手がかりとして

働くことの 2 点の理由が推察できる。 

既有知識と購買意欲の関係については、連合

強度が好意度を向上させ、購買意欲を高めるプ

ロセスが明らかになった。ただし、この解釈に

は問題も残る。その理由は 2 点ある。第 1 に、

図 3 共分散構造分析の結果 

 

地名付加

連合強度 好意度

安心・信頼

購買意欲

.74**

.26*

.55**

.21**

.76**

e

e

e

パス係数は標準化されている。 

*: p<.05、**: p<.01 

χ２(4)=3.00(p=.558)、GFI=.980、CFI=1.000、RMSEA=0.000 

非有意なパスを取り除いて最終モデルを構成し、適合度を評価した。 
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パス係数が比較的低いことである。第 2 に、連

合強度に関連する既有知識の指標は、共分散構

造分析の探索的検討の中で、相互の相関が高か

った(rs>.7)。おそらく、実験手続き上、これら

の質問を同一の機会に行っていることが原因だ

と思われる。 

今回は、これらの指標の中でも、連合強度が

変数として比較的適合していたので、今回は連

合強度を採用した。しかし、その他の変数が利

いている可能性も捨てきれない。したがって、

この解釈には問題も含まれていると考えざるを

得ない。この点については、今後の検討が待た

れる。 

最後に、今後の課題として、参加者の要因を

指摘しておく。本研究は、長野県内の大学生を

対象とした。参加者の居住地や年齢などの要因

により、結果が異なる可能性がある。この点は、

今後の課題として残される。 
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Abstract
We investigated whether reading commentary on

artwork helps active appreciation and what kind of
commentary is more effective. College students with-
out particular art education appreciated paintings
with or without reading commentary on that paint-
ing. The results showed that (1) reading commentary
activated appreciation, (2) the participants generally
focused on what was depicted in the painting, (3)
reading commentary on technical aspects were more
effective for deepening the appreciation than those on
the depicted objects.
Keywords — Art appreciation, Art education,
Constraint relaxation, Creativity

1. 目的
絵画鑑賞において、その作品に関する知識が重

要な役割を果たすことが指摘されている [1]。美術
館などで、作品についての解説文を読みながら鑑
賞することが出来るようにされていることが多い
のも、作品解説が鑑賞を促進すると考えられてい
ることを示している。ではどのような解説文が、
絵画の鑑賞をより促進するのだろうか？どのよう
な鑑賞が望ましいかという点については様々な立
場があるが、1つには、その作品の中から鑑賞者
が以前に気づかなかった側面に気づかせること、
いわばその鑑賞者にとってのその作品の中での発
見を促進する、ということがあると考えられる。
石橋・岡田 [2]は、絵画の初心者が、写実性を望ま

しいものと捉える傾向を指摘し、これを写実性制
約と呼んでいる。また、Parsons[3]は、絵画の理解
には5つの発達段階があり、その中でも絵画のリ
アリズムへの注目が、第２段階という比較的早い
発達段階に位置づけられることを指摘している。
これらのことから、美術の初心者は、絵画の写実
的な側面に注目する傾向があると考えられる。こ
の傾向を緩和するためには、絵画が何を描いたも
のかという写実的側面に関する解説文よりは、そ
れ以外の、例えばその絵画の構図や表現手法など
についての解説文の方が効果的と考えられる。

また、石橋・岡田 [2]は、他者の作品を模倣する
ことがより創造的な描画を促進することを示して
いる。同様のことは絵画の鑑賞においても当ては
まるかもしれない。つまり、他者が作品を鑑賞し
た結果とも言える解説文を読むことで、解説文が
無かった場合とは異なる側面への注目を促進する
ことができる可能性もある。
ここでは美術に関する初心者の一般大学生を対

象とした実験を通して、解説文を読みながら絵画
鑑賞をする経験が、その後の鑑賞においてどのよ
うな影響を与えるのかを検討する。実験では、解
説文を読まずに絵画鑑賞をする条件、絵画に描か
れた対象物についての解説文を読む条件、絵画の
構図や表現方法など技法的な側面についての解説
文を読む条件を設定する。被験者はいずれかの条
件下で絵画を鑑賞した後、別の絵画を鑑賞し、絵
画についての印象評定と自由記述を行う。絵画鑑
賞においても写実性制約が見られるのであれば、
解説文を読まない条件や対象物についての解説文
を読む条件では、絵画に何が描かれているかにつ
いての単純な自由記述が多く見られると考えられ
る。また、技法的な側面に関する解説文を読むこ
とで、写実性制約が緩和され、絵画に描かれた対
象物以外の側面に関する自由記述が増えると予想
される。さらに、事前に絵画鑑賞しない条件も設
定し、絵画を繰り返し見ることによる効果も検討
する。

2. 方法
被験者 特別な美術教育を受けたことがない一般
大学生50人（後述する「事前鑑賞なし」条件、「解
説文なし」条件、「対象物解説文」条件が各12人、
「構図解説文」条件が14人）が実験に参加した。

刺激 鑑賞材料として、近現代の著名画家の作品
で、美術について特に関心を持たない人には知ら
れていないと思われる絵画を5点 (具象画2点と抽
象画3点)用いた(表1)。これらの絵画をカラープリ
ンターでA4サイズで印刷したものが被験者に提
示された。絵画と共に提示する解説文として、後
述する「事前鑑賞」フェーズで提示する 3点の絵
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画について、美術史の図書、画集、作者の伝記を
参考に、絵画に描かれた対象物についての解説文
（対象物解説文）と絵画の構図や表現方法につい
ての解説文（構図解説文）を作成した。解説文の
長さは182～252文字であり、絵画ごとに大体同じ
長さになるようにした。これらの解説文は絵画と
は別の紙に印刷したもので提示された。また、SD
法による絵画の印象評定に岡田・井上 [4]による23
対の形容詞を用いた。

手続き 実験は「事前鑑賞」と「本鑑賞」の２つの
フェーズから成っていた。「事前鑑賞」フェーズで
は、被験者は表1に示した3点の絵画を順次呈示さ
れ、絵画を見て気付いたことや感じたことを自由
記述し、SD法による絵画の印象評定を行った。そ
の際、「解説文なし」条件では絵画のみが提示さ
れた。「対象物解説文」条件では絵画と共に上述
の対象物解説文が、「構図解説文」条件では構図
解説文が呈示された。自由記述と印象評定が終わ
ると次の絵画が提示された。「事前鑑賞なし」条
件では、事前鑑賞が省略された。「本鑑賞」フェー
ズでは全被験者に、「事前鑑賞」とは別の絵画が
2点、解説文を伴わず順次呈示され、「事前鑑賞」
フェーズと同様の自由記述と印象評定を行った。実
験は1人から3人ずつ同時に、被験者ペースで行わ
れた。実験に要した時間は1人20～40分であった。

3. 結果
3.1 印象評定

全絵画に対するSD法による印象評定の結果に
ついて、因子分析（主成分解・バリマックス回転）
を行ったところ、固有値1以上の因子が5つ抽出さ
れ(累積寄与率64.4%)，それぞれの因子を活動性、
バランス、迫力、評価性、女性的鮮やかさと名付
けた。5つの絵画について因子得点の平均値を求
めたところ、絵画ごとに異なったプロフィールが
得られた。次に、5つの絵画ごとに、因子得点を従
属変数として因子の種類(5)×鑑賞条件(事前鑑賞
の絵画では3条件、本鑑賞の絵画では4条件)の分
散分析を行った。その結果、いずれの絵画でも因
子の種類の主効果は有意であったものの、鑑賞条

表 1 実験で使用した絵画

フェーズ 作者/タイトル 種類

事前鑑賞 ルノワール/ムーラン・ド・ラ・ギャレット 具象画

マティス/ピアノのレッスン 抽象画

クレー/すべてが追いかけてくる！ 抽象画

本鑑賞 ゴッホ/夜のカフェテラス 具象画

カンディンスキー/コンポジションVII 抽象画

件の主効果は有意でなかった。つまり、鑑賞条件
の違いはSD法による印象評定に影響を及ぼして
いなかった。

3.2 自由記述の分析

次に、本鑑賞の絵画における自由記述に、鑑賞条
件がどのような影響を与えているかを検討した。
まず、自由記述の量について分析した。自由記

述は「、」やスペース、改行によって複数の内容の
記述が成されていたので、それらの箇所までを一
区切りとして、各被験者の記述の個数の平均を求
めた。また、各被験者の自由記述の一個あたりの
平均文字数（記述の長さ）も求めた。これらの値を
さらに条件ごとに平均したものを図1に示す。1要
因分散分析の結果、記述の数、長さ共に条件によっ
て有意に異なっており(記述の数F (3, 46) = 2.99;長
さF (3, 46) = 4.46, p < .05)、Ryan法による多重比
較の結果、解説文を読んだ2つの条件は「事前鑑
賞なし」条件よりも有意に記述の数が多く、「構図
解説文」条件は「事前鑑賞なし」条件と「解説文
なし」条件よりも記述が有意に長かった。全体に
解説文を読んだ条件は他の条件よりも記述量が多
く、解説文を読むことで絵画鑑賞の際の言語的活
動が促進されることが示唆された。
次に自由記述の内容について分析した。各被験

者の自由記述のうち、絵画に描かれたものの名称
など、対象物に関する単純な記述の頻度について、
条件ごとの平均値を求めた(図2左)。「解説文なし」
条件と「対象物解説文」条件は他の群よりも、対
象物についての単純な記述が多く、1要因分散分析
の結果、有意傾向が見られた (F (3, 46) = 2.73, p =
.054)。
同様に、絵画に描かれた対象物から受ける印象

についての記述、絵画全体から受ける印象につい
ての記述の頻度も求めた(図2中、右)。1要因分散分
析の結果、対象物の印象、絵画全体の印象共に条
件の効果が有意であった (対象物の印象F (3, 46) =
3.98;絵画全体の印象F (3, 46) = 3.27, p < .05)。Ryan
法による多重比較の結果、対象物の印象は「構図

図 1 自由記述の量の平均と標準偏差
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解説文条件」において「事前鑑賞なし」「解説文な
し」両条件よりも多く、絵画全体の印象は「構図
解説文条件」は他のすべての群よりも多かった。

4. 考察
自由記述の内容に関する分析から、解説文を読

むことによって、絵画を鑑賞する際の言語的な活
動が促進されることが示された。特に「構図解説
文」条件では記述がより長くなっており、より詳
細な記述が行われていると考えられる。
対象物についての単純な記述は、「解説文なし

「対象物解説文」条件が他の条件よりも多い傾向
が見られた。解説文などの付加的な情報がない状
況では、一般大学生は絵画に何が描かれているの
かに注目する傾向が強く、石橋・岡田 [2]のいう写
実性制約が、絵画鑑賞の場合にも見られる可能性
が示唆された。また、「対象物解説文」条件でも
「解説文なし」条件と同様に対象物についての単
純な記述が多かったことから、対象物についての
解説文を読むだけではこの傾向には変化が見られ
ないと考えられる。
一方、描かれた対象物から受ける印象は解説文

を読んだ条件で多く見られた。これは単に描かれ
ているものを同定するにとどまらない記述であ
り、より多くの認知活動を行っていると言える。
また、絵画全体の印象についての記述は、「構図
解説文」条件で他の群より多く見られた。つまり
構図や表現方法などの解説を読むことで、局所的
な対象物のみならず絵画全体を捉えることができ
るようになっていたと言える。これらのことは、
解説文を通じて、とりわけ対象物以外の観点を示
されることによって、絵画の対象物の同定を越え
たより高度な鑑賞を促す可能性を示唆していると
考えられる。
また、「解説文なし」条件と「事前鑑賞なし」条

件とを比較すると、自由記述の量や内容において
あまり違いが無かった。このことは、単に絵画を

図 2 自由記述の種類と頻度の平均と標準偏差

繰り返し見るだけではより高度な鑑賞を促すには
不十分であり、解説文などを通して他者の観点を
知ることが重要な役割を果たす可能性が示唆する
と考えられる。
今回の実験では、自由記述の分析では絵画の鑑

賞条件による様々な違いが見られたものの、SD法
による印象評定には、鑑賞条件による効果が見ら
れなかった。この理由として、1つには、形容詞に
よる印象評定では今回設定した条件による鑑賞体
験の変化は充分に検出できないという可能性があ
る。また、実験状況の設定のため鑑賞条件の効果
が絵画全体の印象を大きく変化させるには至らな
かったという可能性もある。今回の実験では数十
分程度の比較的短い時間で鑑賞が行われおり、ま
た刺激として用いた絵画と解説文の内容について
もまだ検討の余地があると考えられる。これらの
点を考慮しつつ、今後検討を重ねる必要があるだ
ろう。
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Abstract 

If early self-evaluation is high more than a constant 
level, the self-evaluation of the students of the group 
work to look back on fieldwork falls down. It suggests 
that the meta recognition to the learning state of the 
self became accurate. The collaborative learning to 
look back on fieldwork is useful for an acquirement 
process of the care assessment. 
 
Keywords ― Care assessment, Care process,  
Collaborative learning , Learning design 
 
1. はじめに 

１）研究の背景 

介護や看護など，対象者の状況に応じて速やか

に適切な対応を求められる分野の学習では，学習

者が支援方法を判断するために，アセスメントを

含む介護過程の展開能力を修得することが重要と

なる．介護過程はひとつの思考過程であり，求め

られる介護福祉士像１）における「現場で必要とさ

れる実践力」や「個別ケアの実践に対応できる能

力」等を養う基盤となる．そのため，単なる知識

ベースの学習ではなく，実践力につながる修得が

必要不可欠となる．平成 21 年度より導入された

介護福祉士養成課程の新カリキュラムでは，ICF

（国際生活機能分類）i2）の視点に基づくアセスメ

ントが提唱され，より内省的な理解が求められる

ようになった．そのような要望に応えるには，学

習過程の中での，実際のフィールドでの体験を複

数の視点から振り返り，それらを統合する経験が

有効であろう． 

一般的に，介護過程の授業デザインは事例を用

いた演習形態が主流であり，実習前に介護過程の

授業でフィールド体験の場をもち，ジグソー法を

用いた協調学習を取り入れたデザインについては

あまり検討されていない．数少ない実習経験を有

効に活用するために，自己の学習状態へのメタ認

知が正確になるよう，授業デザインを検討するこ

とは，介護過程を展開する能力を修得するために

有用である． 

そこで，本研究は介護過程の授業のうち，学外

でのフィールドワークにおけるアセスメント（FA）

と学内のグループ学習（GW）に協調学習を取り

入れることで，介護過程の基礎的なアセスメント

につながるかを自己評価および記録物から検討す

る．自己評価を学習程度の指標に使う場合，自己

評価が上がることと学習対象についての理解度が

上がること，メタ認知が正確になることなどが正

の相関をもつわけではないことに注意すべきであ

る．学習が進み，自己の学習状態へのメタ認知が

正確になれば，むしろ一般に自己評価は下がる．

介護技術の講義や演習の前に，学生は解の協調的

発見活動を取り入れ，繰り返し実施することでメ

タ認知活動が促されると，客観的な自己評価姿勢

が高まる 3）ことが示唆されている． 

２）研究目的 

初期の自己評価が一定レベル以上高ければ，フ
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ィールドワークや，特にその活動を振り返る活動

が活発化するグループワーク状況で自己評価が

『下がる』ことを検証し，介護過程におけるアセ

スメントの修得過程を検討する． 

３）本実践から期待される効果 

ジグソー法の有効性は，すでに協調学習の分野

で三宅ら 4）が指摘している． FA にジグソー法を

取り入れることで，同じ利用者と関わることから

イメージも持ちやすく，各時間帯で担当した時間

以外の状況に対して説明要求を高め，担当した学

生には説明責任が生じやすくなる．また，1 人の

利用者に対して実際のフィールドでの体験を複数

の視点から振り返り，それらを統合する経験をす

ることで，自己の学習状態へのメタ認知が正確に

なり，GW では FA よりも自己評価が下がる．し

かし，メタ認知が正確になることから，アセスメ

ントは修得しやすくなる． 

 

2. 研究方法 

１）対象学生 26 名 

２）調査期間 2009 年 4 月～10 月 

３）方法 

①フィールドアセスメント（FA）の概要 

 FA は高齢者施設での活動とし，各目標を以下

のように設定し，2 回に分けて実施する．FA の翌

週に学内で GW を行う． 

表 1 FA の目標 

 

グループ編成は，協調学習がしやすい人数を考

慮し，1 グループ，3～4 名の計 8 グループとした．

実習では，1 名の利用者を 1 名の学生が担当する

ことが多いが，FA では協調的に学びやすいよう，

グループ全員で 1 人の利用者を担当し， 1 日の時

間帯を 3 クールに分けて各メンバーが各時間帯を

それぞれ担当する．グループ全員が交代で関わる

ことで，利用者に 1 日関わる形態とした（1 人の

学生が実際に利用者と関わる時間は 1～2 時間）．

また，FA 活動は各 2 グループで同じ 1 人の利用

者を担当する（表 2）．具体的には，1 グループの

学生 a と 2 グループの学生 d が 10 時～利用者Ａ

氏と関わる．FA 後，同じ利用者を担当した学生 a

と d は意見交換し，互いの活動内容を確認する．

その翌週，学内の授業にて各グループに分かれ各

時間帯の情報を意見交換する（GW）．  

表 2 FA：学生配置と活動時間 

 
FA2 についても同様に行う． 

②分析枠組み 

（１）アセスメントの修得度 

 アセスメントの修得度を評価するにあたり，ア

セスメントの思考過程を段階的に分け，それらを

分析の視点とした（表 3）．  

表 3 アセスメントの分析視点 

 

評価基準について，情報収集は「十分にできた」

～「できなかった」の 5 段階評価とし，アセスメ

ント（情報の整理～解釈・分析・判断）は「でき

た」，「できなかった」の 2 段階評価とする． 

（２）分析方法 

 2 回にわたる FA および GW での情報収集，ア

セスメントに焦点を当て，質問紙より得た学生の

自己評価及びアセスメント内容を各記録用紙から

分析する．情報収集に対しては，ICF の各構成要

素のラベル数を抽出しGW1と 2で比較検討する．

さらに，授業終了後の実習（介護計画立案まで）

における学生自己評価および指導者評価をふまえ

て検討する． 

４）倫理的配慮 

事前に施設及び学生に研究の主旨及び概要を説

明し，承諾を得たのちに実施する． 

 

FA1
実際の利用者と関わる中で、情報収集の必要性と方法
を実践から理解する（学生自身が環境因子として及ぼす
影響を利用者の反応などから理解する）

FA2
利用者の生活像を把握し、ニーズに基づいた必要な支援
を導く
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3. 結果 

１）アセスメントに対する自己評価 

各 FA および GW でのアセスメントに対する学

生の自己評価結果を図 1 に示す． 

 

図 1 アセスメントができたと自己評価した割合 

図 1が示すように，FA後にGWをすることで，

FA でのアセスメントの自己評価は 2 回とも下が

る傾向を示した．但し，FA および GW の 2 回目

は 1 回目より評価は向上した．ｔ検定にて，GW1

と FA2 間に有意な差が認められた（p<.05）． 

 

２）情報収集・アセスメントの修得状況 

FA1 を終えた後，情報収集する目的を理解した

か否かについて，理解できた学生は 100％であっ

た．また，各 FA 及び GW での情報収集に対する

学生の自己評価結果（5 段階評価）を図 2 に示す． 

 
図 2 情報収集に対する自己評価 

図 2 が示すように，FA および GW を繰り返す

ことによって，アセスメントの自己評価は GW で

下がる傾向を示したが，情報収集は有意に上昇し

た（p<.05）． 

次に，FA 1 で，情報収集した内容を ICF の各

構成要素に分類した結果を図 3 に示す． 

 
図 3 FA1:情報収集できた ICF の各構成要素の

ラベルの割合 

FA1 で，情報収集できたラベル総数は 293 であ

り，その内最も多い構成要素は個人因子，次いで

活動であった．反対に最も少ないのは健康状態，

次いで心身機能・身体構造であった．FW 1 の活

動状況は，初対面のため適切に対応できない場面

もみられたが，その時関わった利用者の反応から，

情報として何が必要なのかを考え，次のアセスメ

ントにつなげてゆく姿勢も見られた．アセスメン

トできた内容は，活動と参加に限定される結果と

なった（表 4）．  

表 4  FW1・2 での主なアセスメント 

 
FW1 で，解釈や分析が不十分だった点を GW1

で，各時間帯の情報を意見交換することで，情報

の関連性を捉える傾向が見受けられた．1 日の利

用者の状況を ICFの各構成要素に整理することに

より，学生が理解できた内容として，以下の点が

あげられた．「健康状態と心身機能，活動および参

加など各構成要素が互いに関連していること」，

「なぜそのような行動をされるのか，行動の背景

や理由が理解でき，動作 1 つにも意味があり，そ

のつながりが見えた」，「つながりを考えることで

必要な環境や支援方法が見えてくる」，「1 日の状

態がどのようにつながっているのか理解できた」，

などである．今の対応だけでなく，今後の支援の

方向性まで判断する姿勢が育まれる傾向も見られ，

構成要素の整理が不十分な場合や，活動などの意

味を解釈できない内容は，FA2への課題となった． 

FA2 では，ICF の構成要素に整理する段階で，

互いの関連性を認識できていれば，情報のもつ意

味の理解もしやすく，情報全体を関連させ FA 1

よりも構成要素が増え幅広いアセスメントとなっ

た（表 4）．その内容をふまえて GW2 を行い，最

終的にラベル総数は 460 まで増加し，ｔ検定にて

構成要素 主なアセスメント内容
顔に手をあてる動作
体を押す
同じことを何度も話される
会話が途切れた時

健康（1） 高血圧
心身機能・身体構造（2） 気持ちが不安定

昼寝をする
入浴を拒否される
部屋にいる時間が多い
他者とのコミュニケーション
将棋をしている時の様子

個人因子（5） 趣味
環境因子（１） 部屋においてある物品

ＦＡ２
（47）

活動（13）

参加（25）

ＦＡ1
（12）

活動（8）

参加（4）
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参加と環境因子を除く構成要素全てに有意な増加

が認められた（p<.05；図 4）．情報収集できたラ

ベル総数は増加し，情報収集に対する自己評価と

同じ正比例の傾向を示した． 

 
図 4 GW1・2 における ICF の各構成要素のラベ

ル総数の比較 

 また，ニーズを導く方法として，以下の点があ

げられた．「本人が述べたこと，観察やコミュニケ

ーションで得た情報を集めて ICF で関連性を確認

し，今必要なことだけでなく将来を予測し導いた」，

「利用者さんから直接ニーズを聞けない場合，周

りの状況や生活から読み取り，行動を分析し，必

要なことを判断した」，「導いたニーズについて妥

当性を検討し，検討したものから，再度ニーズに

つなげていった」，「今の利用者さんにとって何が

足りないのかを考えて，その背景を分析しながら

ニーズを考えた」などがあげられた．ニーズに対

するとらえ方の難しさや工夫した点が不十分なが

らも記録の中にも現れていた． 

 各記録物をアセスメントの分析の視点①～④に

分類し，状況を比較した（図 5 参照）． 

 
図 5 記録物によるアセスメントの状況 

 最終的に，①～④全てにおいて向上し，ｔ検定

にて FA 2 から GW 2 へは有意に向上していた

（p<.05）．①ICF の構成要素ごとに情報を整理す

る，②解釈・分析（情報の持つ意味を論理科学的

に理解できる）についての修得度は 100％，④判

断（ニーズ，支援の方向性を判断する）は 95％を

満たした．反面，③生活体としての全体像を抽出

できるに対しては，60％に留まった． 

以上より，学生個々のアセスメントに対する自

己評価はFWよりもGWで低下する傾向が見られ

た（図 1）が，実際の記録内容（表 4，図 5）では

アセスメントは着実に向上していた． 

 
３）実習中のアセスメントに対する評価 

 介護過程の授業終了後に行った介護実習Ⅱにお

ける実習評価に対して，自己評価および指導者評

価を比較検討した．実習目標「アセスメントがで

きる」を，評価基準 A：3（1 人でできる），B：2

（助言のもとできる），C：1（多くの助言のもと

できる），D：0（できない）に基づいて，集計し

た結果，できなかった（D）と評価した者は 1 人

もいなかった．また，学生評価（2.17±0.637）と

指導者評価（2.00±0.590）との間で差は見られず，

学生の自己評価は指導者評価と同じ傾向を示した．  

 

5. 考察 

１）FA での体験を GW につなぐ授業デザイン 

今回の結果から，FA での体験を GW で吟味す

ることで，アセスメントの分析視点の順を追って

修得している様子が伺えた．学生は，FA で実際

に利用者と関わることにより，具体的に情報が収

集し，得た情報からその背景にある情報へと視点

を広げることができた．その過程から，学生自身

は環境因子となり，関わり方次第で利用者の反応

も異なることを直接的に学習することが容易とな

った．ここでの具体的な情報が単なるペーパーシ

ュミレーションでは得ることのできない相互関係

を通じた情報収集につながった．その後，GW で

同じ利用者に対して，異なる時間帯の情報をメン

バー間でジグソー的に学習することで，イメージ

を共有し，互いの意見交換がしやすくなったとい

える．また，最も情報収集量が多かった活動は，

観察しやすい構成要素でもあり，その情報を解釈

するために，目には見えない心身機能・身体構造

など他の構成要素も収集する姿勢が促され，構成

要素の関連性を整理しやすくなった．そして，整
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理することで，不足情報や FA2 への課題がより明

確になったプロセスは，個の学習と GW での協調

学習を繰り返すことで，反省的経験がしやすい学

習環境となったといえる． 

長田９）は，ジグソー法を用いた学習の中で，「よ

り高い成果を示したグループ討論では，協調過程

の特徴である，説明活動を引き出すために説明要

求が効果的に機能していた．説明要求は再表現と

の連動によって，より的確なものになっていたこ

とが示唆された．」と，述べており，本実践におい

ても時間毎で担当した学生に担当時間帯の説明責

任が生じ，同じ利用者と関わることからイメージ

も持ちやすく，説明要求を高めた結果，学習意欲

も促されたといえる． 

 
２）自己の学習状態へのメタ認知 

学生は，実際に利用者と関わり，少しでも満足

感が得られるとできた，という自己の肯定観が生

まれやすい．それは，学生が実際のアセスメント

の到達度を明確に把握していない初心者ゆえに生

じやすい．その結果，FA1 での自己評価は高い傾

向を示した．しかし，FA での体験を GW では複

数の視点から振り返り吟味することで，それらを

統合する機会となった．そのため，GW での評価

が FA よりも低くなったが，実際の情報収集量や

記録内容は段階を経るごとに向上していた．また，

実習での学生の自己評価は指導者評価と差がない

ことから，客観的な自己評価姿勢，つまり，自己

の学習状態へのメタ認知が正確になった，と言え

る． 

 
３）学習効果と課題 

アセスメントの分析視点の順に修得は難しくな

り，不十分だと次段階への修得も難しくなる傾向

を示した．介護過程は一連の思考過程としてのサ

イクルであるため，情報収集で躓くと次のアセス

メントに影響を及ぼす．そのため 1 過程づつ確実

に修得することが介護過程全体の修得度を高める

ため，学生個々の各過程の修得度を把握し，適切

な指導をするタイミングをも逃さないことも重要

となる．  

実習は時間が限られており，介護過程を展開す

るために吟味し振り返る時間的な余裕が少ない状

況である．そのため，実習での介護過程の経験を

実習後，学内授業で再度教材として，吟味する時

間を設けることも，学生は自己の学習状態へのメ

タ認知を育む機会となる 10）．今回の結果も，FA

の場がひとつの介護過程展開の場になり，その体

験に対して協調的に意見交換や吟味する時間を確

保したことで，学習効果は高まったといえる．つ

まり，思考過程を伴う学習の場合，その時に考え

た内容を，再度時間をかけて，協調的に吟味する

ことで，自己の学習状態を再確認しやすくなり，

アセスメントが育まれやすい学習環境になるとい

える． 

 

6. まとめ 

初期の自己評価が一定レベル以上高ければ，フ

ィールドワークや，特にその活動を振り返る活動

が活発化するグループワーク状況で自己評価が下

がる．それは，自己の学習状態へのメタ認知が正

確になったことを示唆するものであり，体験を協

調的に振り返る学習環境はアセスメントの修得過

程に有用である． 
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人因子からなる． 
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対話能力の向上を目指したピアによる話し合いの評価活動 

－自律型対話プログラムの設計と実践－ 
Learning how to conduct group discussions: a workshop-based 

education program fostering students' self-supporting discussion 
abilities 
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Abstract 
This paper proposes a new education program for 

Japanese college students that is designed to foster 
their self-supporting discussion abilities. The current 
paper examines two classroom tasks, discussion and 
review afterwards, among undergraduates in our 
program to see the following: 1) whether the students 
become conscious of their own problems during the 
tasks, and 2) if so, how they deal with them. An 
analysis reveals that they show high sensitiveness to 
their own behavior and that of their fellow discussants. 
Both participation in and observation of discussions in 
the classroom, combined with the evaluation materials 
developed for the program, enable them to clarify 
difficulties and help them determine better methods 
and solutions.  
Keywords ―  group discussion, self-supporting 
conversation abilities, workshop-based education 
program 

 

1. はじめに 

 裁判員制度をはじめ，公共事業や地方自治行政

における市民参加型の政策策定など，これまで専

門家や行政・司法関係者によって行われてきた意

思決定に，近年市民が参加する機会が増えてきて

いる．そして，このような場での意思決定の手段

が「話し合い」である． 

 こうした話し合いは，同僚や知り合い同士によ

る日常的な話し合いとは異なり，知識や経験の非

対称にもかかわらず，高度な課題に取り組むこと

が求められるなど，合理的な結論や合意形成に至

るには多くの困難がある．その一方で，話し合い

が意思決定の手段として十全に機能しなければ，

裁判員制度も政策策定への住民参加も形骸化しか

ねない．話し合いの参加者が十分に議論を行って

合意を形成し意思決定に至るには，参加者一人一

人の意欲や心がけだけなく，議論を適切に組み立

てて合理的な結論を導けるように話し合いが進行

されることが必要となる．そのため，近年，こう

した話し合いに関与する進行支援役(ファシリテ

ータ等)に対して関心が高まっているが，常にそう

した第三者がいるとは限らない．まして話し合い

の参加者自身に話し合いを進める能力が求められ

るのは言うまでもない． 

以上の問題意識から，筆者らは，ファシリテー

タなどの支援なしに自律的に対話を進められる能

力を「自律的対話能力」と呼び，その育成を目標

とした大学生対象の学習プログラムである「自律

型対話プログラム」の開発と実践を続けている．

話し合いにおける対話能力の着実な育成のために

は，自分たちの主観ではなく，客観的な評価指標

に基づいた評価活動を積み重ね，次の実践へと生

かしていくというプロセスが不可欠である．その

ため，筆者らの自律型対話プログラムでは，参加

者による話し合いの実践とピアによる評価活動に

よって，自分たちの話し合いの問題点に気づき，

それを改善していくためにはどうすればよいかを

共に考える活動が中心となる．本研究の目標は，

自律型対話プログラムが話し合いにおける対話能

力の育成に有効であるかどうかを検証し，プログ

ラムの改善に生かすことにある．そのための研究

課題として，本稿ではピアによる評価活動に焦点

を当てて，以下に述べるような手続きを経て筆者
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らが独自に策定した話し合いの評価指標の有効性

についての分析と検証を行う．  

 

2. 自律型プログラムの設計と概要 

 筆者らのプログラムは，大きく二つの特徴を持

つ．一つは，ワークショップ型学習の形態である

ことであり，もう一つは，話し合いを評価するた

めの指標を策定していることである．以下では，

話し合いの評価指標の策定の手続きとその結果得

られた指標について述べ，次にその評価指標を取

り入れたプログラムの概要を説明する． 

 

2.1 話し合いのプロセスの評価指標の策定 

 ワークショップ型授業では，教員による一方向

的な講義とは違い，学生が自ら自分たちの話し合

いのプロセスを振り返り，客観的に評価できるか

どうかが重要となる．筆者らは，以下に述べる手

法を用いて，学生たちが話し合いを客観的に評価

できるようになるための評価指標を策定した． 

(1) 大学生 6 人のグループによる話し合いの収録 

  評価指標の策定は，大学生の話し合いの分析に

基づいて行った．大学生の話し合いデータを対象

にしたのは，彼らが陥りがちな問題点をもとに，

評価の観点を整理することが可能になるからであ

る．学校教育における評価のあり方を論じた西岡

(2008)は，学習者の現状から離れた評価指標は，

実感を持って理解されにくい可能性があると指摘

している．したがって，彼らの体験に沿った評価

指標であることが必要である．データの収録にあ

たって，関西圏の 12 大学に所属する 2～4 年生

の男女 54 名で，男女比，理系文系比ともに 1 対

1 となるように，6 人のグループを 9 つ作成し，

各グループが 3 回，テーマを変えて話し合いを実

施した．話し合いのテーマは以下のとおりである． 

1. YouTube は規制すべきか。規制するならどの

範囲まで規制するべきか 

2. 監視（防犯）カメラの設置を認めるべきか。認

めるならどの範囲まで認めるべきか 

3. 大学のレポート課題において Wikipedia の利

用は認めるか．認めるならどの範囲まで認める

か 

いずれの回も制限時間 40 分以内にグループとし

ての結論を出すように指示をした．その結果，計

27 回分(平均所要時間 36.1 分，標準偏差 6.2) の

データが収集された． 

(2) 話し合いデータの分析 

 話し合いのプロセスを評価する観点を明らかに

するために，まず，話し合いの様子に対する話し

合いの参加者と第三者による印象評定及び因子分

析を行い，観点に対応する評価因子を絞り込んだ．

印象評定と因子分析は以下の手順で行った． 

①評定用ビデオクリップの作成 

 話し合いがある程度進んだ開始 10 分以降のタ

ーンの切れ目（次の話し手の発話開始時点）から

8 分間を 27 回分全て切り出した． 

②評定項目の選定 

 森本他(2006)が作成した，フォーカス・グルー

プ・インタビュー（FGI）を対象とした印象評定

項目（対義語からなる 23 対）を基盤に，筆者ら

がメディエータ．ファシリテータ，モデレータな

どの専門家に対して行ったヒアリングの内容など

を参考にキーワードを抽出し，上記 23 対との比

較検討を行い．意味が重複するものを除いて 80

語 40 対の評定項目を作成した．これを用いた７

件法による評定用紙を使い，話し合いの参加者以

外の大学生 25 名に．上記 27 場面からランダムに

抽出した 9 場面のうち 5 場面ずつを評定してもら

った．その結果を因子分析し，プロマックス回転

をした後のパターン行列から，因子負荷の値 0.4

を基準として，「どの因子にも因子負荷が高くなら

なかったもの」「高い因子負荷が二つ以上の因子に

またがったもの」「同じ因子に高い因子負荷で寄与

する項目のうち，意味が類似しているもの」を除

き，31 項目に絞り込んだ． 

③印象評定の実施 

 ①の評定用データを対象に，②で作成した 31

項目を用いた 7 件法での印象評定を実施した．被

験者はディスカッションに参加した 54 名で，各

人個別に，PC 上でビデオを再生し，1 場面見終わ

るごとに，場面全体の印象を第一印象で回答する
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ことが求められた．刺激統制用の共通ダミー場面

が提示された後，被験者ごとにランダムに選択さ

れた，自分が参加していないディスカッション場

面が 3 場面についての印象評定を行った．その後，

自分が参加したディスカッションの３場面につい

て評定し（自己評定），最初のダミー場面を除く 6

場面，54 名分，のべ 324 場面分の印象評定データ

が収集された． 

④因子分析 

 ③で得られた評定結果に対して，因子分析（最

尤法，プロマックス回転）を繰り返し，最も解釈

しやすく，累積寄与率が 50％となる 7 因子が抽出

されたが，このうち 2 因子は，十分な因子負荷量

（0.34 以上）を示す項目が一つしかなかったため

除外し，その結果，表 1 に示す 5 因子が得られた． 

表 1 回転後のパターン行列 

 第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子

場の活発さ
議論の

多角・統合
参加者の
関係性

議論の
展開・洗練

参加者の
誠実さ

明るい―暗い 1.049 -0.068 0.075 -0.177 -0.088
にぎやかな―静かな 1.017 -0.080 -0.051 -0.185 0.002

打ち解けた―ぎくしゃくした 0.904 -0.032 -0.079 0.038 -0.012
積極的な―消極的な 0.816 0.068 -0.022 0.039 -0.030

参加している―傍観している 0.632 0.066 0.088 0.080 -0.049
動きのある―動きのない 0.621 0.153 -0.139 -0.036 0.013

自然な―不自然な 0.596 0.003 -0.094 0.248 0.186
開かれた―閉ざされた 0.538 -0.059 -0.043 0.190 0.233

スムーズな―スムーズでない 0.457 0.078 0.136 0.329 -0.092
余裕のある―余裕のない 0.425 -0.083 0.093 0.127 0.301
視野の広い―視野の狭い -0.028 0.723 -0.090 0.090 -0.027

真剣な―適当な -0.088 0.671 -0.031 -0.177 0.391
注意深い―安易な -0.110 0.609 0.118 0.174 -0.044

中立な―偏った -0.029 0.587 0.202 -0.232 0.032
コンパクトな―だらだらした 0.221 0.582 0.196 0.080 -0.198

多面的な―一面的な 0.140 0.562 -0.335 0.162 -0.097
共感した―対立した 0.094 0.029 0.627 -0.065 0.087

均一な―多様な -0.060 -0.122 0.575 0.043 -0.070
共有している―相容れない 0.175 0.020 0.525 0.055 -0.010

一貫した―矛盾した 0.036 0.095 0.479 0.031 0.130
直線的な―まがりくねった -0.162 -0.010 0.461 0.084 0.003

協調的な―勝手な 0.042 0.046 0.403 0.065 0.235
対等な―対等でない 0.201 0.024 0.215 0.018 0.053
連鎖的な―単発的な 0.284 -0.128 0.103 0.604 -0.150

発展している―拡散している -0.026 0.113 0.209 0.573 -0.094
吟味された―短絡的な -0.048 0.271 -0.097 0.534 0.061

細かい―粗い -0.035 0.344 0.009 0.514 0.027
整然とした―ばらばらな -0.080 0.087 0.401 0.489 -0.036
深まりのある―表面的な 0.142 0.199 -0.136 0.349 0.180
心からの―わざとらしい 0.083 0.055 0.056 -0.085 0.686

固執した―妥協した 0.131 -0.021 0.061 0.089 0.108
因子寄与 5.777 2.704 2.194 2.094 1.044
寄与率 18.6% 8.7% 7.1% 6.8% 3.4% 

各因子は，“明るい”“積極的な”“スムーズな”な

どの項目から「場の活発さ」，“視野の広い”“中立

な”“コンパクトな”“多面的な”などの項目から，

「議論の多角・統合」，“共感した”“共有している”

“協調的な”などから，「参加者の関係性」，“連鎖

的な”“発展している”“吟味された”“深まりのあ

る”などから，「議論の展開・洗練」，“真剣な”“心

からの”から「参加者の誠実さ」と解釈した．こ

の 5 因子は，それぞれディスカッションの異な

る評価側面を表していると考えることができる．

さらに，各場面の平均因子得点が算出され1，5 
因子の因子得点の正負の組み合わせによって，

13 通りの因子パターンに分類された（表 2）． 

表 2 各場面の因子パターン 

 活発度 - - - - - + + + + + + + +
多角・統合 - - + + + - - - - - - + +
関係性 - + - + + - - - + + + - +
展開・洗練 - - - - + - - + - + + + +
誠実さ - - - - + - + - + - + + +
場面番号 0-2-1 1-1-1 1-2-1 1-1-3 2-1-2 0-3-3 1-3-2 2-1-3 1-2-3 0-3-2 0-3-1 1-3-1 0-1-1

0-2-2 1-2-2 2-1-1 1-3-3 0-1-2
0-2-3 2-2-2 0-1-3
1-1-2 2-2-3
2-2-1 2-3-1
2-3-3 2-3-2  

(3) 話し合いのプロセスの評価項目の作成 
 同じ因子得点傾向を持つ場面は，程度の差はあ

るものの，おおよそ同じようなディスカッション

上，コミュニケーション上の特徴を持つことが予

想される．逆に，因子得点傾向が正負逆であれば，

それらの特徴も対称的であることが予想される．

この仮定に基づいて，各場面の話し合いのプロセ

スを分析し，5 つの評価側面ごとに，対応すると

判断されるディスカッション，コミュニケーショ

ンの要素を抽出，整理した．具体的には，各パタ

ーンに含まれる場面の諸特徴を記述し，それが各

因子を構成する項目名が表現するものであるかど

うかを確認するとともに，因子ごとにプラスかマ

イナスかの傾向が同じであるような場面において，

異なる特徴が見られるかどうか，それはどのよう

な特徴かを詳細に記述し，異なる特徴が一つの因

子含まれていると判断した場合は 2 つに分けるな

どして，結果的に以下に示す 7 つの評価項目を作

成した． 

1. 【誠実な参加態度】全員が自分の意見をきちん

と伝え，人の発言をしっかり聞いていたか 

2. 【対等な関係性】全員が対等に議論に参加して

いたか 

3. 【議論の活発さ】議論は活発だったか 

4. 【意見の多様さ】いろいろな意見が出ていたか 

5. 【議論の深まり】一つ一つの主張が十分に比

較・検討されていたか 

                                                  
1 各場面の平均因子得点は，自分が参加していないディスカ

ッションの場面の評定結果のみから算出した． 
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6. 【議論の管理】議論の流れがしっかりコントロ

ールされていたか 

7. 【意見の積み上げ】各意見をふまえ，練り上げ

られた結論が得られたか 

授業では，この評価項目を 5 件法で評価し，その

評点理由を記述するために作成した「診断シート」

を用いた．加えて，診断シートの 7 つの評価項目

の評点を，七角形のレーダーチャートにプロット

して一覧できるような「診断チャート」と，診断

シートの各項目に対応するようなふるまいの具体

例を挙げた「発見シート」を作成した．これらは，

話し合い後の評価活動で活用される． 

 

2.2 自律型対話プログラムの概要 
本プログラムで育成を目指す自律的対話能力と

は，「話し合いにおいて，進行上の問題に気づき，

それを課題化して解決するための行動ができる

力」であり，具体的には以下の 5 つの能力をプロ

グラムの各段階で磨くことを目標とする．  

a. （話し合いが）うまくいっていないことがわ

かる． 

b. なぜうまくいっていないのかが分析できる． 

c. どうしたらよいかを考えることができる． 

d. 考えついた解決案を話し合いの中で実行する

ことができる． 

e. 問題解決のために他の参加者と協力できる． 

筆者らのプログラムのモデル・シラバスは半期 15

回から構成され，参加型のワークショップ学習の

方法を取り入れている．通常，ワークショップ型

学習は，体験から確実に学習が起こるよう，①や

ってみる（体験）→②やった過程を振り返る（指

摘）→③何が起こっていたのかを分析する（分析）

→④体験を一般化・概念化する（概念化）という

4 つのステップを経て新たな体験へと展開すると

いうサイクルで構成される．プログラム前半は，

このワークショップの学習サイクルを基盤に図 1

のように設計した学習サイクルを繰り返す．この

4 つのステップは，上記の a から e の能力を一つ

一つトレーニングしていく段階と対応し，最終的

には実際の話し合いの最中にこれらの能力が発揮

されるようになることを目指している．具体的に

は，まず a の力は，図 1 の「①体験」と「②指摘」

の段階で養う．そして b の力は，②指摘と③分析

の過程で身につける．3 つ目の c の力は，③分析

と④概念化を通して磨くことになる．この④概念

化は，筆者らのプログラムでは「問題の課題化」

と呼び，それまでの過程で気づき分析した問題を

自分たちの解決すべき課題として捉え，次の話し

合いにつなげる段階として位置付けている．そし

て，再び話し合いを行い，ｄの力を養う．e の力

は，学習サイクルのすべての過程を通して育成す

ることを目指す． 

 また，プログラムの後半は，前半の応用編とし

て位置づけられ，各グループが共通のテーマにつ

いて情報収集を行い，話し合いを通してグループ

としての意見形成をして発表をするという活動を

行う．本稿では，プログラム前半の話し合い後の

評価活動を対象とするため，以下では図 2 の①体

験及び②から④の振り返りの段階ごとに説明する． 

①体験 

 図 1 の①話し合いの実践は，フィッシュボウル

形式で実施する．フィッシュボウルとはワークシ

ョップの一つで，受講生が話し合いの参加者と観

察者に分かれ，観察者が見た議論の様子を参加者

にフィードバックしていくものである ( 柳

原,1992)．本プログラムでは，参加者も自分たち

の話し合いを評価する点が特色である． 

①体験

②指摘

③分析

④概念化

気づき

気づき気づき

振り返り

話し合いの実践

自己評価・他者評価
問題の分かち合い

自己評価・他者評価
問題の分かち合い

問題の
課題化

うまくいっていない
ことが分かる

なぜうまくいって
いないのかが分

析できる

どうしたらよい
かを考えること

ができる  
図 1：自律型対話プログラムの学習サイクル 

評価項目は 2.1 で示した 7 項目で参加者，観察者

ともに共通である．なお，事前に診断シートは渡

したり，評価の観点を伝えたりはしない．2 回目

以降の話し合いでも，具体的な指示はせず，進め
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方は学生たちに任せる． 

②～④振り返り（②指摘・③分析・④問題の課題

化） 

振り返り時には，参加者と観察者の両者とも各

人が診断シートの各評価項目に点数をつけ，評価

の理由を記入する．各項目間の点数のバランスと，

各人の評価結果が一目で分かるように，参加者グ

ループと観察者グループそれぞれが自分たちで作

成した診断チャートを用いて，話し合いの進め方

や気づいた点などをグループで話し合う(グルー

プ別振り返り)．その際，各グループに発見シート

を新たに配布し，これらのシート類を手掛かりに，

問題の具体的な原因を考え，次の話し合い実践に

向けた課題の設定を図るようにする．教員は，点

数よりも診断シートの形や各々の評価の一致と不

一致に注目するようにと述べるにとどめて学生の

気づきに任せるようにし，グループ別振り返りに

は加わらない．次に，参加者と観察者の両グルー

プがそれぞれの診断チャートを見ながらともに話

し合い（全体振り返り），教員がファシリテータと

して加わる．この振り返りの活動において，参加

者も観察者も，話し合いの進め方についての具体

的な問題をそれぞれの視点から指摘し合い，分析

することを通して問題の課題化を行う．  

 
3. ピアによる評価活動の分析 

本節では，自律型対話プログラムにおいて，筆

者らが策定した評価項目が，学生たちの話し合い

のプロセスに対する評価活動にどのように利用さ

れているのかについて分析し，評価の指標として

有効かどうかを検討する．有効性の検討のための

分析課題は以下の 2 点とする． 

1)評価項目を使うことで学生たちが話し合いの進

行上の問題を認識し，解決に向けて課題化してい

るか． 

2)問題の認識と課題化が見られるのであれば，そ

れはどのような形で行われているのか． 

本稿ではプログラムを授業で実践した際の，学

生による評価活動が行われている振り返りの場面

の録画データを対象に，学生たちの発話やふるま

いが，それらがなされた振り返りでのやりとりの

連鎖の中で「何に言及し何を行っているのか」を

記述し ，上記 2 つの分析課題に照らして分析を

行う． 

 
3.1 授業実践の概要 

 授業は，都内の大学の 2008 年後期に半期 15 回

のモデル・シラバスを実施した．履修生は土木工

学科の 3 年生 7 名，4 年生 1 名(全て男子学生)で

あった．筆者の一人がオブザーバーとして加わっ

た．第 1 回目の授業では，学生の自己紹介とグル

ープ分けを行い，4人を 1班として 2班に分けた．

話し合いのテーマは学生にとって身近な，

「Youtube を規制すべきか，規制するとすればど

のような条件か」，「大学のレポート課題において

Wikipedia の使用を認めるか，認めるとすればど

のような条件か」の二つとした．話し合いの実践

は第 2 回，第 3 回，第 5 回，第 6 回の授業で行い，

2.2 で述べたフィッシュボウル形式の話し合いの

実践と観察，診断シート及び診断チャートの記述，

振り返りを行った ． 

 
3.2 問題の認識と課題化 

 以下では，1 班の A から D の 4 人に着目し，話

し合いの参加者としての振り返りと観察者として

の振り返りにおけるやりとりを分析する． 

(1)参加者の立場からの自己評価と課題化 

 第 2 回授業の話し合い実践 1 回目では，グルー

プごとの振り返り時に，教員が 2 班の診断チャー

トの結果を 1 班に見せたため，1 班は自分たちの

自己評価と 2 班による他者評価とを比較しながら

の振り返りとなった．会話例 1 は，1 班のグルー

プ振り返りの冒頭部分である．なお，トランスク

リプトの記号は本稿の末尾に掲載しているので，

そちらを参照されたい．  

会話例 1 グループ振り返りの冒頭部 

(両班の診断チャートのグラフを見比べている．) 

01A: うーん 
02B: うーん，そんなには 
03A: そんなに割れてないな． 
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04C: うん 
05A: でも，議論の管理が高くない？ 
06B: うん 
07A: 平均が高くない？｛2 班の診断チャートを指差す｝ 
08B: 4.6 だよ 
09A: こんなんあるか？ 
10C: 管理っていうのはあれじゃない？ 
11A: [え？ 
12B: [ん？あ： 
13C: Ａが話をさ:流れをさ: 
14A: 作っていったからって[意味で 
15C:                     [作っていってくれたって 
16  意味じゃないの,たぶん．そういう意味じゃない？ 
17B: ほら,だって，話の流れがしっかりコントロールさ 
18   れていた(かだから)流れには沿っていたって 
19A: 流れには沿って(0.9)いたのか 
20C: ただ，一つの話について，ずっと：あれなんだ 
21   (それ)あの(2.0)多様,いろんな方面からは= 
22B: =うー[ん 
23C:      [言えなかったかな 
24A: そうだね，[(あまり) 
25B:           [その- まその全体の流れ-流れは: 
26   (0.5) 良いって意味(じゃないかなそれは) 
27A: 一つん中ではいろんな意見が出てたけど:  
28?: うん,[ぜんたい： 
29A:     [全体的な視点から見るといろいろな意見は 
30   出てなかったよね.でそれおれ：書いちゃった．一 
31   つの意見はいろいろ出たけど 

冒頭で A が 2 班のつけた評価項目 6「議論の管理」

の点数が高いことに驚きを示し（5・7・9 行目），

C が，2 班の評価の理由を自分たちの話し合いに

おいてAが流れを作ったからではないかと分析し

ている(10・13・15・16 行目)．続いて B が，評

価項目 6 の観点である「流れがしっかりコントロ

ールされていたか」に言及して，C の分析に同意

を示す（17・18 行目）．この C と B の発言から，

彼らが評価項目の意味と他者がつけた点数の意味

を，自分たちの話し合いの実践と結びつけて理解

していることが分かる．つまり，学生たちは，自

分たちのどんなふるまいが「議論の管理」や「議

論の流れがしっかりコントロールできていたか」

に相当するのかを分析し指摘し合っているのであ

る． 

  このように一つの評価項目の検討から始まった

学生たちの認識と分析は，さらに深まりを見せ，

新たな観点からの検討を始めている．B は 17・18

行目で C に同意しつつ，同時に「流れには」とい

う表現で，議論の流れ以外にも問題点があること

を示唆している．続く 19 行目の A の「流れには

沿っていたのか」という発話にも，他に問題点が

あることの認識が見てとれる．そして，20 行目か

ら C が意見の多様性という新たな観点を導入し，

問題点の検討が開始されている．会話例１の少し

後の会話例 2 でも，評価項目 1「対等な関係性」

をめぐる問題の認識から，新たな観点からの検討

が開始されていた． 

会話例 2 グループ振り返りの中間部 

01A: 対等な関係性が 
02  (2.5) 
03B: もう誰かの意見を押し付けるとか:そういうのは 
04   ない． 
05A: ないけど:hh，なんか，ま，おれは喋りすぎたな 
06   感(h)が hhh 
07C: hhh 発(h)言(h)量(h)は hhh 
08A: (そ,そっか)対等な関係性が 
09B: っていうか，どういうふうに進んでんのか,よくわ 
10   かんないだよね．何を話しているかが． 
11  A が:[進めてくれてるのはいいんだけど:  
12A:      [そうそう                         
13? :うん 
14B: そのなに．おまえが，結構意見を言ってるじゃん． 
15   意見を，お前の，お-Ａが意見を言いながら進めて 
16  るから:だから[どういう対応 
17C:              [A の意見なのか:話の= 
18A: =う:ん内容なんか分からない．だから，たぶん 
19   こうなってんじゃない? 
20C: ん:，そう(だね/だよ)． 
21    (3.0) 
22B: ん：なんかあれだよね,決めた方がいいよね最初に 
23A: 何が? 
24B: 中立な人っていうか． 
25A: 最初に?= 
26B: =っていうか，中立ではないけど 
27A: 最初に，ある程度  
28B: ある程度 
29A: 真ん中にいる人，で（本／道）筋 
30C: えでも： 
31B: うんとね:じゃ最初にま，どういう話の流れで進め 
32   てくかっていうのを:決めないと，いきなり，議論 
33   しろって言われても：できないじゃん． 
34C: そうだね 
35A: 時間配分とかね． 
36C: 話をする人が：の意見か:どっちかわからなくなっ 
37  ちゃう． 
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38B: だか-うん，そう 
39C: まとめる人と： 
40B: うん 
41C: その人の意見なんか：全体にでみたいな 
42B: 話の流れはきてたけど:結局はなんか最後Ａの 
43   意見が[:全体の:意見になった[じゃん． 
44A:      [そうそう          [なんか意見になっ 
45  ちゃった，(それは)否めない 
46B: おれ-(.)とかＣ意見あったと思うけど:ど-どこで 
47   言っていいかわかんないし: 
48A: あ: 
49B: そういう感じじゃないっていうのもあるし． 
50C: うん言われていることに対してう：んって納得し 
51   てるから:自分の意見も:そうなんじゃないかな:み 
52   たいな 
53B: そう 
54A: もう少し反論とかあってもよかったかも 
55B: そういうのなんか，最初にもう決めちゃえばいい 
56   んだよ.(0.8)最初. 
57   (2.0) 
58B: だから:最初に:何話すって言って，メリットとデ 
59   メリット挙げるとかつって，じゃ，Ａは？Ｃは？ 
60A: Ｂは？って[回していって 
61B:           [そう 
62B: じゃメリットは,こうで，デメリットはこうでって， 
63   で,デメリット 
64A: で次のステップにいって[また，最初， 
65B:                       [そう 
66B: ステップを決めないといけなかったんだよ． 
67A: そうだね 
68B: ステップを決めてから:全員の意見を聞かないと 
69   いけないはず.いきなり議論しろっていっても 
70   無理だから． 
71C: そうだね，5 分くらいで， 
72B: そうそう，そうだね 

冒頭で言及されている評価項目 2「対等な関係性」

について，3 行目の「誰かの意見を押し付けると

か」，5 行目の「おれは喋りすぎたな」，7 行目の

「発言量」など，自分たちの話し合いにおける具

体的なふるまいが対等な関係性に関連する問題点

として言及されている．そして，B が 9 行目から

「っていうか，どういうふうに進んでんのか，よ

くわかんないだよね．何を話しているかが．A が

進めてくれてるのはいいんだけど」と述べ，さら

に「A が意見を言いながら進めてるから」と進行

のための発話と意見とが混在するとわかりにくい

という問題を指摘している．ここで，発言量の問

題が，評価項目 6 の「議論の管理」に関わる話し

合いの進め方の問題と関連していることが見出さ

れている．そして B は，1)中立な人を決めるとい

う解決策を提案し(22・24 行目)，2)最初に話の流

れや時間配分を決める必要があり，そうしなけれ

ばどこで意見を言えばよいか分からず，最終的な

合意に全員の意見が反映されないことが指摘され

ている(31～52 行目)．そして，54 行目で A が 3)

「もう少し反論とかあってもよかったかも」と，

別の問題点を指摘すると，B が 58 行目から 4)最

初にメリットとデメリットを挙げるといったステ

ップを決めることを提案している． 

 1)から 4)は，学生たちが認識した問題と分析に

基づく解決策である．会話例 1 と同様，学生たち

は，評価項目 2 の表現と点数を見ながら，話し合

いの問題点に気づき，発言量についての検討から

話し合いの進め方といった新たな観点へと分析を

深め，どうすればよいのかという解決策を考えて

次の話し合いに向けた課題化をしているのである．

これらの解決策は，次の会話例 3 に見られるよう

に，1 班の実践 2 回目の話し合いの冒頭で実践さ

れていた． 

会話例 3 実践 2 回目の話し合い冒頭部 

01A: じゃやろっか．[じゃ，今，25(分)だから，結論 
02?:           [うん 
03A: を 40 から，5 分でまとめましょう． 
04C: 15 分以内に． 
05A：そう 
06B: 25 から 40 まで 
07A: 25 から 40 まで 
08B: で，40 から結論．はい． 
09A: どうする，じゃ，まず意見から．はっきり言っち 
10 :  ゃっていいかな 
11B: うん 
12C: うん 

会話例 2 の 2)で指摘し合った話し合いのステップ

や時間配分をまず決めることで，話し合いの進め

方を共有し，9 行目で A は「じゃ，まず意見から」

と述べ，議論の進め方についての発言と，意見と

を意識的に分けている．また，4)の反論やメリッ

ト・デメリットなどに見られる意見の多様性につ

いても課題化されていたことが会話例 4 の実践後
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の全体振り返りの中の下線部の箇所に示されてい

る．  

会話例 4 実践 2 回目 全体振り返り 

01A:  いや,ちょっとま:今日やる前に,今日どういうふ 
02    うに話そうかな：と思ってて:,視点を探して,
で03    まあ自分たちの，ま：ある程度生徒側寄りし

た， 
04    自分たちの意見が最初に出たんで.まあぶっちゃ 
05    け使うとしたらどうなのかなっていうのと,ほん 
06    とに認められたらどうなんのかなっていうのと， 
07  最後,実際そのレポートを見る側はどうなんだろ 
08  うな:ていうのを今日はちょっと喋っていこうか 
09   なって思ったんですけども，  

合いで実行しようとしている

以下の会話例 5 にはそれが

顕著に表れている． 

分たちの根本の意見= 

する 
多分，根本的に， 

うと多分どっかが折れるから， 

 
って言う 

ら，ど- 
 [ないよね 

の後の全体振り返りで一つの解決策 き着く． 

初に:その(.)視点を:三人とも 

見じゃなくて，その立場を:三人 

う側とか= 

 

るんじゃな 
は思います 

とね，学生と 

はすごい 

会話例 1 と 2 に見られるように，学生たちは評価

項目の意味を自分たちの話し合いの実践と結びつ

けて理解することで，話し合いの問題点を認識し，

さらにそこからその問題点を別の角度から捉え直

し分析を深めている．評価項目の表現や点数の意

味を，自分たちが行った話し合いに固有の文脈の

中で理解し，その理解が自分たちの話し合いの問

題点に対する更なる気づきを促したのである．そ

して会話例 3 と 4 では，この問題点への気づきと

分析を学生たちが自分たちの課題として捉え，そ

の解決策を次の話し

のが見てとれる． 

 また，会話例 2 で評価項目 1「対等な関係性」

についての分析から，次第に評価項目 6「議論の

管理」へと話題が移っていったことからも分かる

ように，話し合いの評価項目は，相互に依存する

ものもあれば，両立が難しいものもある．学生た

ちは，最初は一つ一つの評価項目の検討を通じて

自分たちの話し合いの問題点に気づいていくが，

話し合いの実践と振り返り，観察を経る中で，評

価項目間の関係性に気づき，自分たちの話し合い

をより俯瞰的に見るようになる．こうした変化が

最も表れているのが，評価項目 4「意見の多様さ」

と評価項目 5「議論の深まり」の両立に対する学

生たちの気づきと課題化の過程である．彼らは振

り返りの中で，この両項目を両立させる難しさを

繰り返し述べていた．

会話例 5 実践 2 回目 グループ振り返り 

01A: 途中，考えたけど，[多分自

02C:                   [うん 
03A: =よりは深いところでは，いっていない気が

04C: う:ん．あの時間の中で

05?: そう全部やるのは無理 
06C: そう，根本から違

07   そうすると余計 
08B: それさ,ここにも繋がるんだけどさ，十分に比較検

09   討して,なおかついろんな意見を出して

10   と,時間が,時間が[たんないか

11A:               
12A: ま：そうだね 

学生たちは，意見の多様性と議論の深まりを両立

させることの難しさを認識してはいるが，その原

因と解決策までは見出せないでいる．しかし，こ

に行

会話例 6 実践 2 回目 全体振り返り  

01 C: それであるなら最

02    違う視点から:， 
03 A: 喋った方がいい？ 
04 C: 見れば:その自分の意見としては:みんな同じだっ 
05    たけど:自分の意

06    とも別に[して 
07 A:         [して，考えてみ(る)= 
08 C: =考えてみればその:[受けとってもら

09 A:                   [うん，そうね 
10 C: =もその最初っから話,受けとってもらう人になっ

11    て話ができるから:そうすればまた,そこの多様 
12    さとかも:深まりとかも: 変わってく

13    いかなって[いうふうに

14? :            [う:んう:ん 
15 教:おもしろいね．立場を変えるってこ

16    先生とウィキ運営している人とか 
17 A: そっちの方が多分，時間の使い方的に

18    効率よく使えるかなって感じがする 

C が意見の多様性の問題に対する具体的な解決策

を示すと，A はそれに同意し，さらに 17・18 行

目で，違う視点から見ることで時間の使い方も効

率よくなると述べ，C の提案が両立困難だと言っ

ていた 2 つの問題の解決策となることを指摘して

いる．ここで注目すべきなのは，解決策そのもの

ではなく，学生たちが自分たちの課題の解決に向

けて試行錯誤を続けていった過程である．一連の

やりとりには，試行錯誤の中で，学生たちが話し
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合いを俯瞰的かつ多角的に見るようになっていっ

たのと同時に，両立困難な問題を分析し，解決す

るための行動ができる力が培われていったことが

は解決されると捉えていることが

見てとれる． 

べてくる，調べてこない 
たね 

て 
きるじゃん． 

h 
hhh 

 
で統一してきたほうがよかっ 

 

目の振り返りでは変わっているように見

える． 

う 
ん 

内容をそこまで知らない， 

 

みたいに明らかな知識 
回は無かった 

ら不足,の状況なりにやったんじゃないか 
もね.逆にAだけまたそうやっ

hh また 
その前みたいに 
談として話しちゃうよね 

26B：その,自分の調べてきたこと,  

1 行目の教員の質問に対する A の発言に対し，C

が 11・12 行目で今回は全員 調 てこなかった

ために知識量の差がなかったと述べ，そのことを

肯定的に捉えていることが，14～22 行目で知識が

不足していても不足したなりにやったこと，そし

て，全員が同じ程度の知識だったので前回のよ

に（A を進めるという形に）ならなかったと

述べていることからわかる．ところが直後の 23

行目で は裏付けがないと体験談として話してし

まうという問題を指摘し，C の意見に同意を示さ

ない．B の発言からは，知識量の差だけ 問題視

ことから，意見の質を問題とする捉え方へと

分析が深まっていることが見てとれる． 

  その一方で，これらの認識と分析は，話し合い

に臨む前の段階にとどまり，話し合いの最中に，

参加者間の知識量の差やテーマに関する知識が足

りないのに気づいた場合にどうすればよいかにつ

いての分析と課題化には至っていないともいえる．

話し合いの最中に自律的対話能力が発揮できるよ

うになるために，分析や課題化の焦点が話し合い

の進め方におかれるような評価活動の方法が今後

(2)観察者の立場からの評価と課題化 

 2 班の話し合いの観察においても，1 班の学生

ていた．  

示唆されている． 

  しかし，学生たちが話し合いと振り返りにおい

て気づいた問題点の原因を毎回適切に分析できて

いるとは言いがたい事例も見られた．以下の会話

例 7 の 13 から 15 行目の「事前に調べるなら調べ

るで統一して，調べないなら調べないで統一して

きたほうがよかったかもしんない」という発言か

ら，事前調査の程度による参加者の知識差さえな

くせば，問題点

会話例 7 実践 1 回目 グループ振り返りの終了部 

01A: あれじゃない，事前に調

02 :  のじゃ:[差があっ

03B:       [うん 
04B: 調べておく:事前知しき:が[ないと: 
05A:                    [そうそう 
06B: 事前知識がないと議論できるやつも議論できな 
07   いじゃん.(0.5)たぶんおれとＣが：野球につい

08   議論しろっつったら，即効で

09A: おれそんなんでき[ない hh
10?:                  [h
11C: 知識りょう:[情報量 
12B:            [知識量の問題もあるじゃん 
13A: 案外事前に調べるなら:調べるで統一して，調べな

14   いんなら:調べない

15   たかもしんない

16B：そうだね hh 

ところが，16 行目で A に同意した B の意見は，

実践 2 回

会話例 8 実践 2 回目 全体振り返り 

01 教: 勉強不足で話したっていうのは,これはどうい

02 A : いや,これはちょいちょい,なんでしょう,み
03    なあまりその

    （中略） 
07A : で，勉強不足になって,ちょいちょい分からない 
08    ところがあって,多分これはこうなんじゃないか 
09    っていうそのあんま裏付けがなくて,予想で喋っ

10    てしまったっていうところもあるかなって． 
11C: でも逆に,何だろう,この前

12   量の差は今

13A：無かった 
14C：みんな同じぐらい.で,で,必ずしもその話し合う 
15    人の話がその,みんな勉強した上でとは限らない 
16    し：初めて見る資料とかだったりする訳だから：  
17    不足な

18    なと俺は思うけど

19    て= 
20A： =hh そうだ[ね 
21C：       [hh 勉強してきたら俺ら

22  なんか

23B：何か体験

24C：ん？ 
25A：あ：： 

普段やってることに

27   対して思ってること,あんま裏付けがなく話して 

が べ

う

が話

B

を

する

の課題である． 

たちは問題の認識と分析・課題化を行っ

会話例 9 観察 1 回目 グループ振り返り 

01A: じゃあ，次，6 番，議論の管理 
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02B: う：ん,これは俺らと比較しちゃったから．だから． 
にさ,時間はかってさ,なんかＦ 

ってて． 

と,う::ん，分量，頭， 
きて 

10B:                     [あ:: 

自分たちの話し合いと比較しながら，冒頭での時

間配分の相談(3 行目)な ぐるふ

るまいを評価する一方で，「頭の分量が多すぎて結

論の方が詰まってきて」(7～9 行目)という問題に

気づいている．このように，自分たちの話し合い

の問題の認識と課題化が観察者としての視点に

かせてもいる． 

4．まとめと今後の課題 
 以上の分析から，分析課題 1)に関しては，学生

たちが，評価項目を手掛かりに自分たちの話し合

いの進行上の問題点に気づき，その原因を分析し

て次の実践に向けて課題化していたことが見てと

れた．2)に関しては，学生たちの問題の認識と分

析・課題化が，診断シートに書かれた評価項目を，

自分たちの話し合いや，観察した話し合いの中の

具体的なふるまいと結びつけて意味付け理解して

いくという形で行われていたことが明らかとなっ

た．評価項目の意味は，話し合いの実践と評価活

動の中で，そのつど学生たちに見出されていった

ともいえる．別の言い方をすれば，学生たちは，

評価項目によって与えられたメタ的な視点に立っ

て，話し合いを評価し問題の認識と分析を行って

いたのである．筆者らが策定した評価項目は，学

生たちの自発的かつ客観的評価活動を促進すると

ともに，話し合いを多角的かつ俯瞰的に評価する

きっかけを与えた点で ピアによる評価活動にお

いて有効であったと言える． 

 その一方で，会話例 8 で述べたように，学生の

分析と課題化には限界も見られた．学習サイクル

繰り返しても学生たちの分析が深まらない場合

の評価活動の進め方は，今後の課題である．  

ンス

 

 

:: 

 

ること 

 

 

続く秒数 

(．)  0.2 秒以下の短い間合い 
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11C: って感じだったから，厳しい評価にした． 

ど議論の管理をめ

で

表れると同時に，新たな問題に気づ
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 ， 音が少し下がり弾みがついてい

 ？ 語尾の音が上がっていること 

 = 2 つの発話が途切れなく続いていること

 言葉- 言葉が不完全なまま途切れていること

 (0.5) 音声が途絶えている状態が

 

 

参考文献 

水上悦雄，森本郁代，大塚裕子，鈴木佳奈，

竹内和広，東新順一，奥村学，柏岡秀紀，

(2008), “話し合いにおけるコミュニケーシ

ョンプロ スの評価法について”，言語処理

学 会 第 14 回 年 次

pp.181-184． 
森本郁代, 水上悦雄，鈴木佳奈，大塚裕子，井

佐原均，(2006) “グループ・ディスカッション

の相互行為過程の評価と分析のための指標－

フォーカス・グループ・インタビューデータ

の分析から”, ヒューマンインタフェ

論文誌, Vol. 8, No. 1, pp. 117-128. 

 中野民夫,(2001)ワークショ

びと創造の場．岩波書店． 
西岡加名惠，(2008)「逆向き設計」

な学力を保障する．明治図書出版． 
柳原光, (199

日本認知科学会第27回大会 P1-45

365



多人数会話において修復はどのように生じるか
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Abstract
This article aims at investigating what is actually

going on in repair sequences occurring in multi-party
conversation by analyzing the data of excursive talks
with the communication-handicapped. The objective
is to find out some idiosyncratic features of repair
sequences in multi-party conversation in view of the
participation framework and the cognitive status of
each participant. Our analysis suggests that repair
sequences are shared not only between a speaker and
a hearer, but among all the participants to contribute
the troubles to establish a common ground, which
sometimes constitutes the ‘consensus-building phase’
of repair sequences.
Keywords — multi-party conversation, repair
sequence, the communication-handicapped,
common ground, consensus-building phase

1. はじめに
教室で授業中にある生徒が手を上げて質問し，

教師がその質問に答えたとする．以降，別の生徒
が全く同じ質問を行ったとしたら，先ほどのやり
とりを聞いていなかったのかと叱責の対象となる
であろう．このように，多人数が参加するインタ
ラクションでは，その中のある参与者同士が行っ
たやりとりの内容を，そのインタラクションに参
与する全員が共有していくことが前提となる．

Clarkら [2]は．会話とは，一発話ごとに発話され
た内容を参与者たちの共有基盤 (common ground)
に追加していく営みであると述べている．そして，
重要なことは，ただある発話が発されるだけでな
く，それが聞き手たちに理解され受け入れられた
段階でこの共有基盤が成立することである．従っ
て，会話でのやりとりは，ある発話の提示とその
発話の受理という対から構成されると考えられて
いる [2]．発話の受理がなされたかどうかは，‘I see’
‘uh huh’などといった理解の表明，提示された発話

の理解を前提とする適切な次の発話，相手発話の
例証などといった聞き手の次発話で示される様々
な証拠から推定できる [1]．
逆に，聞き手が話し手の発話を何らかの理由に

よってよく理解できなかった場合，そうした発話
の受理が不可能となり，聞き手は一つのトラブル
を抱えることになる．それを解消するために，聞
き手は話し手に元の発話の「修復(repair)」を要求
し，話し手がそれを修復することで元の会話に復
帰する．一方，聞き手がそうしたトラブルに気づ
く前に話し手の方で修復する場合も存在する．
本研究は，こうした会話における修復が多人数

インタラクションにおいてどのような構造を持ち
うるかについて，認知的な共有基盤化という観点
から健常者とコミュニケーション障がい者を含ん
だ会話データを基に考察する．

2. 多人数会話における修復は何が異な
るのか？

従来，会話分析で主張されてきたのは，修復お
よびその開始がトラブル源(trouble source)となる
発話を行った話し手自身によるものか，聞き手(＝
他者) によるものかによって，その連鎖構造が異
なったパターンに分けられるということであった
[5]．しかしながら，３人以上の参与者からなる多
人数会話における修復を観察すると，必然的に複
数の「他者」が存在し，その中の誰が修復を開始
するか(repair initiation)，また誰が実際に修復を実
行するか(repair execution)が問題となる．
例えば，Egbert[3]は多人数会話における他者修

復開始 (other-initiated repair)の事例を分析し，そ
の特徴として (1) 二人以上の聞き手によって同一
のトラブル源に対して修復が開始される場合や，
(2) トラブル源の話し手が修復する前に別の他者
によって修復が試みられる場合，さらには，(3) 修
復開始が会話場への入出装置として用いられた
り，単一の会話場から二つの同時に生起する会話
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場へ分裂 (schisming)，ないしはその逆方向への統
合(merging)といった参与枠組みの変容をもたらし
たりすることを挙げている．
一方，そうした修復連鎖(repair sequence)に直接

参与しない他者の振る舞いについても共有基盤の
観点から無視できない．こうした修復連鎖を各参
与者の理解度という認知的な観点から考えると，
修復開始する他者はトラブル源に対して理解でき
なかったという自己の認知状態を明示的に提示し
ていると言える．しかし，それを行わない他者は
修復開始とは別の手段によって修復連鎖に非明示
的に関与しているのではないかと考えられる．こ
のように，修復連鎖における各参与者の認知状態
の違いとその表出の有り様を多人数会話において
見出すことが本研究の目的の一つとなる．
このように多人数会話における修復連鎖の問題

を相互行為レベルと参与者の認知レベルの両面
で捉えるならば，認知機能の不全によってコミュ
ニケーションを円滑に進めることに困難を抱える
コミュニケーション障がい者 (the communication-
handicapped; 以下CH)が含まれた多人数会話の観
察を通して，両者のレベルの相互関係がより明確
に浮かび上がる可能性が高いと予想される．

3. 先行研究：会話における修復の担い手
と位置

Schegloffら [4]もClarkらを引用して，話し手があ
るターン (T1)を発したとき，その次になされる
ターン (T2)は聞き手のT1に対する理解が示され
る場所(共有基盤化がなされる場所)であると述べ
ている．そして逆もまたしかりであり，この場所
は，もし聞き手が提示された発話の理解に困難を
きたした場合は，その発話の受理ができないこと
を示す場所でもある．
聞き手は，話し手の発話の聞き取りや理解に困

難を生じたとき，T2の位置においてその問題を
取り除かねばならない．また，T2で示された聞き
手の理解に問題があれば，さらにその次のターン
(T3)においてT1の話し手はその問題を取り除かね
ばならない．Schegloffら [4, 5]は，これらの位置で
生じる聞き取りや理解の問題を解決するための修
復連鎖には以下のようなものがあるとしている1．

(1) T2位置での聞き手による修復の開始とT3位置での
話し手による修復の実行

T1: [トラブル源 trouble-source]

T2: [他者開始 other-initiation]

T3: [自己修復 self-repair]

1[5]では，T1位置で話し手自身が修復を開始・実行するこ
とが最も好まれる形であるとしている．ただし，こうした自
己開始・自己修復では聞き手の理解・無理解の証拠が提示さ
れないため，本稿では議論の対象から省くこととする．

(例1) [5]excerpt 26

T1:A: Have you ever tried a clinic?

T2:B: What?

T3:A: Have you ever tried a clinic?

:B: No, I don’t want to go to a clinic.

T1に何か聞き取りや理解の困難を生じさせるト
ラブル源が含まれていたとする．このとき，T2に
おいて聞き手(T1の話し手以外: other)が修復を開
始する．これを受けて，T1の話し手は自身で修復
を実行する．(例1)で，おそらくBは，T1 のAの発
話に聞き取りの困難を感じたのであろう．T2位置
において ‘What?’と聞き返している．これに対し
て，AはT3位置で再度T1で発話した内容を繰り返
すことによりその問題を解消している．T2におけ
るBの聞き返しが修復の他者開始であり，T3にお
けるAの発話が自己修復である．このような他者
開始の特徴は，T1の終了時点よりわずかに遅れて
開始されることである．これは，できれば，T2の
開始前にT1 の話し手自身が修復を開始してくれ
ることが期待されているためとされる [5]．
(2) T2位置での聞き手による修復の実行

T1: [トラブル源]

T2: [他者修復 other-repair]

(例2) [5]excerpt 64

T1:Ben: Lissena pigeons.

(0.7)

T2:Ellen: //Coo-coo::: coo:::

T2:Bill: //Quail, I think.

Ben: Oh yeh?

(1.5)

Ben: No that’s not quail, that’s a pigeon,

これは，T1のtrouble-sourceに対し，聞き手がT2
位置で修復を実行してしまうというものである．
(例2)では，T1 のBen の発話に対し，Ellen と Bill
がほぼ同時に修復をしている．ただし，こういっ
た他者修復が生じることは極めて稀であり，生じ
たとしても冗談や不確かなものを確認するという
形式が発話に用いられることが多いとされる [5]．
(3) T3位置での話し手による修復の開始と実行

T1: [トラブル源]

T2: T1に対する誤解の呈示
(display a misunderstanding to T1)

T3: [自己開始 self-initiation][自己修復]

(例3) [4]excerpt 5

T1:Dan : Well that’s a little different

from last week.

T2:Louise: heh heh heh Yeah. We were in

hysterics last week.

T3:Dan : No, I mean Al.

:Louise: Oh. He...

これは，T1を理解した上で発話したはずのT2の
聞き手の発話が，実は理解していなかったことを
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示す証拠となってしまった場合の修復連鎖である．
この場合，T3位置で，T1の話し手から聞き手の誤
解を正す発話がなされる．(例3)では，T1でDanが
言及している対象はAlという人物であったが，そ
れが明言されていなかったために，Louiseは自分
たちのことと受け取ったようである．T2のLouise
の誤解に基づく発話の次の位置(T3)で，Dan は言
及対象がAlであると修正している．

4. 修復連鎖における参与者の認知状態
4.1 話し手と聞き手の区別に基づいた修

復構造
以上３つのパターンがT2以降に聞き手の無理解

や誤解が示されることによってなされる修復の連
鎖構造である．これを認知的観点から考えると，
話し手と聞き手の心内の状態と表出される発話
は図1，図2の２パターンによって表わすことがで
きる．
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図 1 T2位置でT1の聞き手が修復を開始/実行する場合

図1は修復連鎖(1)(2)として表されるような，T1
の聞き手がT2位置で修復を開始ないしは実行す
る場合である．T1位置でその話し手によって修復
がなされなかったということは，この時点でトラ
ブルに気づいているのはT1の聞き手のみである．
T2 位置でその聞き手が修復を開始ないし実行す
るに及んで，T1の話し手はT1に含まれていたト
ラブルを誘発した箇所へ気づき，T3位置で修復を
実行ないしT2でT1の聞き手によってなされた修
復の実行を承認あるいは拒否することで，T1の聞
き手の聞き取りや理解に関するトラブルを解消す
る．T1の聞き手はT4 位置でトラブルが解消され
たことを様々な受理の方法によって示すことにな
るであろう．ただし，T3位置での修復が不十分で
あれば，トラブルが解消されるまで修復が繰り返
し実行されると考えられる．
図2は修復連鎖 (3)にあるようなT3位置でT1の

話し手がトラブルを修復する場合である．T2位置
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図 2 T3位置でT1の話し手が修復を開始・実行する場合

でT1の聞き手が修復を開始しなかったということ
は，その位置ではその聞き手は自身のトラブルに
ついてまだ気づいていないことを示す．そして，
T2位置でのT1の聞き手の発話によって無理解の
証拠を示されたT1の話し手はこの段階でようや
くその聞き手のトラブルに気づくことになる．そ
こで，T3位置で修復を行うが，これによりT1の聞
き手は自身のトラブルに気づくと同時にそれを解
消することになる．ただし，T3での修復が不十分
な場合は，さらに修復が繰り返されるであろう．

4.2 複数の聞き手を考慮した修復構造
ただし，これらの修復の構造は，修復の担い手

がT1の話し手かT1の聞き手かという二項対立に
過ぎない．多人数会話を対象とするなら，必然的
に複数のT1の聞き手が存在し，その聞き手たちの
心内状態は常に食い違う可能性を孕んでいる．聞
き手を複数人にしたときの認知状態の変化のヴァ
リエーションとそこで取られる表出行動を模式化
したものを以下に示す．
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図 3 T2位置でT1の聞き手が全員修復を開始/実行す
る場合

図3はT1位置で聞き手が全員トラブルを抱えて
おりそれに気づいた場合の，各参与者の認知状態
と表出される発話を示している．これは，図1の
複数のT1の聞き手への拡張版である．ここでは，

日本認知科学会第27回大会 P1-46

368



第２の聞き手も第１の聞き手と全く同じ心内過程
と表出行動をとるものと見なしてある．
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図 4 T2位置であるT1の聞き手が修復を開始/実行す
る場合

図4は，T1位置である聞き手はトラブルに気づ
き，別の聞き手はトラブルに気づかなかった場合
を示している．トラブルに気づいたT1の聞き手が
T2位置で修復を開始ないし実行するとき，T1の
話し手とその他のT1の聞き手はトラブルの存在
に気づくであろう．もしT3位置でT1の話し手が
修復を実行ないしT2でなされた修復に対する承
認か拒否が双方のT1の聞き手のトラブルを解消
するなら，T4でその証拠が示されるであろう．し
かし，もしT1の聞き手のうちトラブルを抱えてい
ない者がいれば，T3位置で話し手の代わりにその
聞き手が修復を実行することが可能になるかもし
れない．
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図 5 T3位置でT1の話し手が修復を開始・実行する場合

図5は，T1の聞き手全員がトラブルを抱えてい
るにもかかわらずその存在に気づいていなかった
場合を表す．このとき，どちらかの聞き手がT2位
置で無理解の証拠となる発話を行うことで，T1
の話し手はトラブルの存在に気づき，T3位置で修
復を行うであろう．これによってT1の聞き手たち
は，トラブルへ気づくと同時にそれが解消される
ことになる．ただし，一度の修復でトラブルが解
消されない場合は，再度修復連鎖を繰り返すであ
ろう．
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図 6 T3位置でT1の話し手が修復を開始・実行する場合

図6は，T1の聞き手全員がT1位置でトラブルの
存在に気づいていなかった場合である．そのうち
の一人の聞き手が無理解の証拠をT2で示すと，ト
ラブルの存在に話し手と他のT1の聞き手はその
トラブルに気づく．もしT3位置でT1の話し手が
修復を実行ないしT2でなされた修復に対する承
認か拒否が双方のT1の聞き手のトラブルを解消
するなら，T4でその証拠が示されるであろう．し
かし，もしT1の聞き手のうちトラブルを抱えてい
ない者がいれば，T3位置でT1の話し手の代わり
にその聞き手が修復を実行することが可能になる
かもしれない．一方，もしT1の聞き手が全員同じ
トラブルを抱えているなら，それらの聞き手全員
がまたT1 の話し手の修復によってトラブルを解
消するであろう．
上に挙げた模式図では，複数のT1の聞き手が同

様のトラブルを抱えているとき同じような発話を
すると仮定しているが，もちろん，修復を明示的
に表出しない聞き手がでてくることも十分考えら
れる．修復を明示的に行わないT1の聞き手は，(i)
修復開始した他者へ頷きなどによって同調を示す
ことで自己の認知状態を非明示的に提示したり，
(ii) そうした修復連鎖を単に見守り反応を示さな
いことで，自分が当該トラブルに巻き込まれてい
ないことを示唆したり，(iii)さらには，話し手の修
復時点に同調を示すことで自己の認知状態が話者
と一致していたことを示すなど，さまざまな手立
てで修復連鎖に関与しているのではないかと考え
られる．本研究の目的は，こうした各参与者の認
知状態の違いが修復連鎖上でどのように表出され
るのかを明らかにすることである．

5. 分析資料
分析資料として，精神障害や高次脳機能障害

などの病名が与えられた人々(the communication-
handicapped; CH)と健常者 (the normal; N)の組み
合わせからなる３人会話を用いる．CHは，知覚・
記憶・学習・思考・判断などの認知機能の不全のた
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め，コミュニケーションを円滑に進めることに支
障をきたすことがしばしばある．彼らは会話の中
の脱線,独自の語・文法の使用,無関連な応答, 発話
の中断など会話トラブルの元となる振る舞いを取
りがちである．従って，CHを含む会話では，本研
究で対象とする修復が頻繁に生じる．そして健常
者が含まれることで，トラブルが見落とされたり
解決しないまま終わることが少なくなると考えら
れる．そこで，本研究では以下のデザインで収録
されたCH２名とN１名の３人会話３組を分析対
象として用いる．

会話参与者 : CHは精神科病院付属のデイケアに
通っている人を対象とした．入院ではなく通院を
行っているCHを対象としたのは，症状が比較的落
ち着いており，30分程度の会話への参加が大きな
負担にならずに可能なためである．Nは彼らと普
段接している施設側スタッフ，および会話研究者
である．施設側スタッフを含むケースでは会話に
参加する3人は全員親近性が高い．

会話の設定 : 参与者たちは簡易収録室において，
丸テーブルに等間隔で着座した状態で会話を行っ
た．会話開始時の話題はサイコロを振って決める
が，途中でサイコロを何度振りなおして話題を変
えても，サイコロの目にない話題を話してもよい
旨を教示した．会話時間は約30分程度である．

音声・映像の記録 :各参与者の音声は，単一指向
性説話型マイクロフォンを通じて別々のトラック
に録音した．また，各自上半身と円座全体の映像
を４台のデジタルハンディカムで録画した．分析
にはこれらの記録データを用いた．

6. 事例分析
6.1 T2位置で聞き手が全員修復を開始/

実行する場合
聞き手が二人とも，ある発話に対して同時にト

ラブルを抱える事例をみてみよう (図3のパター
ン)．AとBがCH, Cはデイケアルーム専属の作業
療法士である．(例4)は会話開始直後に，収録環境
での会話に緊張するというAとCのやりとりの後
の会話である．

(例4) #1831 120.6544-131.5826

01 C: Bさんは?

02 A: Bさんは?

03 T1 B: ん:(U_わしもなんともない)

04 B: ┏<笑>

05 A: ┣<笑>

06 T2 C: ┗ん?

07 T2 C: なになになに?=

08 T3 A: =何?

09 T4(T1’) B: (U_ともないよ)=

10 B: =<笑>

11 T2’ C: =┏なんともないよ:

12 T2’ A: =┗なんともないの?

13 T3’ B: ん=

14 T4’ C: =そっ┏か:(0.9)うんうん
15 T5’ A: 　　 ┗ふーん
16 　 C: そっか最初からじゃあこれ
17 　 A: じゃまわしましょうか?これ

01, 02でAとC は連続して，Bは緊張するかとい
う話題を振っている．これに対するBの応答03は，
非常に早口で不明瞭な発音でなされ2，聞き手の聞
き取りに問題を生じさせるT1となる．06, 07 のC
の発話は，聞こえなかったことを問い返すもので，
T2位置での修復開始とみなせる．08のAの発話は
07末尾に0.2秒ほど重複して開始され，同様の内
容を問うている．この位置は，[5] によればT1の
話し手Bによって修復が実行されるT3位置である
が，Aの発話はそのBを押しのけて，この位置に滑
りこむように入ってきている．このことによって，
T1の聞き手であったAとCは，自分たちがT1の発
話を聞き取れなかったというトラブルを抱えてい
ることをディスプレイしている．これらの発話に
対し，BはT4位置で，先のT1の発話を繰り返して
いる (09)．ところが，この発話もまた極めて不明
瞭に発音されており，T1でのトラブルを再度繰り
返すものであったため，新たなT1(T1’)となる．今
度は，その09の発話を反復する形で，AとCが全
く同時に発している(11,12)．T1’に対するT2’であ
る．これに対しT3’となる位置で，13でBは「ん」
と承諾を与えている．そして，さらに興味深いの
は，このT3’に対して，CとAは，「そっか:(0.9)うん
うん」(14)，「ふーん」(15)とすぐさま，承諾を示
す発話を行っていることである．これらの発話は
それぞれ，T4’, T5’の位置で生じている．ここは，
T1’～T3’が生じなければ，T5, T6の位置で生じた
発話である．

(例5)も二人の聞き手が同時にトラブルを抱える
例である．BとCはCH, Aは会話研究者である．こ
の箇所は「服選びは楽しい」「この服は安かった」
という話題に続く部分で，Cが精神科医の先生か
ら指摘されて，パジャマから洋服に先程着替えた
ことが話題にのぼっている．

(例5) #0141

20 B: =先生も(W_オワッ|おっ)しゃったもんね:=

21 C: =うんおわっ┏た
22 B: 　　　　 ┗ゆってたわよね┏:

23 A: 　　　　　 　　　　　　 ┣はいはい=

2転記中に用いた (U )記号は，その部分が非常に不明瞭に
発音されていることを表す．= 記号は後続発話が先行発話の
終了後間髪入れずに発されたこと(latching)を示す．┏などの
罫線記号は重複開始位置を示す．()内の数字は前後の間の秒
数を示す．
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24 C: 　　　　　 　　　　　　 ┗うん=

25 B: =ね┏:ね:

26 T1 C: 　┗今日はパジャマか明日はスカートで
27 　　　　 (0.9)

28 T2 B: あ┏そうおしゃれして
29 T2 A: 　┗あーなるほど
30 T3 A: おしゃれしてね=

31 T4 C: =うん
32 T5 B: ┏明日も
33 T5 A: ┗そーやね=

34 C: 貰い貰いもの
35 B: Y先生ね
36 A: ええ
37 A: あのー(0.4)お話があんのよね

抜粋部分直前で，AがCに「さっきまでパジャマ
着てたもんね:」と言い，20はそれに呼応して「精
神科医の先生からも言われていた」ということを
指摘している．しかし，このやりとりに続くCの
発話「今日はパジャマか明日はスカートで」(26)
は，話題の連続性が感じられない発話である．A
とBは一瞬言葉を失い，Aは助けを求めるように
大仰にBに振り向く (27)．T2位置でBは，「あそう
おしゃれして(明日はでかけるのね)」(28)という解
釈の可能性を示すことでこの話題の飛躍というト
ラブルの修復を実行する．ほぼ同時にAもこれに
同意し(29)．Cに向き直って「おしゃれしてね」(30)
と確認をT3位置で行う．T4位置でCは30への受諾
を行う．これに対し，T5位置でBとAはほぼ同時
に承認を行っている．
これらの例から，T1発話に対して同時にトラブ

ルを抱えた聞き手たちは次のように振舞うことが
わかる．

1. T2位置である聞き手(H1)が修復の開始や実行
を行うのに連動させて，T3位置で他の聞き手
(H2)も同様の修復を開始したり，H1が実行し
た修復の承認を行う．

2. T1を行った話し手(S)はT4位置で修復の実行か
実行された修復の承認(あるいは拒否)を行う．

3. T4, T5 位置で聞き手たちはそれぞれT3の修
復の実行や修復の承認に対する承認を行う．

6.2 T2位置で一人の聞き手だけが修復を
開始/実行する場合

6.2.1 T2によって他の聞き手にもトラブルが顕
在化する場合

T1においては二人の聞き手のトラブルへの気
づきが異なるが，T2である聞き手によって修復が
開始されると，もう一方の聞き手も同様のトラブ
ルへの気づきが発覚する場合の例をみる(図4のパ
ターン)．

(例6) #1831 686.8645-712.1800

40 B: 付き合うっ(W_ツテモ|て言っても)

41 B: (D_キ)(W_キタッ|来た)のは:

42 T1 B: 今年(0.9)今年の(0.3)(U_三か五(W_ロ|頃)

かな)=

43 T2 A: =今年まだ二月
44 T3 B: ┏二月でしょ
45 C: ┣<笑>

46 A: ┗<笑>

47 T4 C: ┏去年かな?

48 T4 B: ┗去年だっけ
49 T5 C: ┏うん去年かな
50 T5 B: ┗きっと:来たの
51 T6 A: ┏ふーん=

52 T6 C: ┗うんうん=

53 B: =去年今年だよ
54 C: ┏ん?今年は=

55 A: ┗(W_ホトシ|今年)のいつ?=

40-42でBは『彼が来たのは今年の三月か五月頃』
という意味のことを言う．すかさずAは「今年ま
だ二月」(43)と修復を開始する．これを聞いたCは
笑う(45)ことによって，Bの発話の矛盾に気づいた
ことを示す．しかし，BはT3位置で「二月でしょ」
(44)とAの発話を繰り返すだけで，修復を実行し
ない．T4位置で，Cが代わりに「去年かな?」(44)
と修復を実行しようとするのとBが自身で「去年
だっけ」(48)と修復を実行するのがほぼ同時に起
こっている．また，T5位置ではCの再確認(49)とB
の確証発言が同時に起こっている．これに対して，
AとCはほぼ同時にT6位置でそれに対する承認発
話を行っている3．このように二人の聞き手が一緒
に修復への承認を行うのは6.1と同様である．この
ような例では，修復の開始時こそ二人の聞き手の
認知状態が異なったものの，T2がなされると同じ
トラブルに直面することに修復を開始しなかった
聞き手も気づくことにより二人の認知状態が一致
するという点では，途中から6.1と同様であり，修
復連鎖も同様の終了の仕方をするとみなせるであ
ろう．
この例から，T2発話によって他の聞き手にもト

ラブルが顕在化する場合，聞き手たちは次のよう
に振舞うことがわかる．

1. T2位置である聞き手(H1)が修復を開始する．
2. T3位置でT1の話し手(S)は修復を実行する．
3. T4位置以降，もう一方の聞き手(H2)も修復の
実行に関与する．

4. 修復が実行されると，聞き手たちはそれぞれ
修復の実行に対する承認を行う．

3ただしこの例では，Bが自身の発言を撤回したため (53)，
再度『彼が来たのは今年のいつか』という問題についての話
題が展開していく．

日本認知科学会第27回大会 P1-46

371



6.2.2 他の聞き手がトラブルを抱えていない場合

続いて，T1に対して，聞き手たちの認知状態が
異なる場合の事例を分析する．(例7)は，一方の聞
き手はT1の聞き取りや理解ができ，もう一方の聞
き手がそれにトラブルを抱えた場合の例である．

(例7) #1831 642.8563-655.7958

60 B: 何年か経って:┏からさ:=

61 C: 　　 　　 ┗うん
62 A: ┏=(W_ウーン|うん)

63 C: ┗=うん
64 T1 B: ゜ホテル行ったの゜
65 C: うん
66 T2 A: ┏え?

67 C: ┗<笑>

68 A: <笑>

69 T3 B: ゜ホテル゜
70 T4 A: はい
71 C: <笑>

72 T5 C: うん=

73 T6 A: =(W_ウーン|うん)=

74 　 C: =゜そっか:゜
75 　 B: ゜そうなの゜
76 A: (W_ウーン|うん)

77 C: ゜行ったの:゜
78 B: ゜行ったの゜
79 A: ┏(W_ウーン|うん)

80 C: ┗うん
81 B: (D_フ)そしたらその:想像はおまかせします

(例7)はCが恋の話を語るという場面である．C
に「それでそれで?」と促された直後，60, 66のB
の発話がなされる．64の「゜ホテル行ったの゜4」
という発話はほとんど聞き取れないほどの囁き声
で，BはCの方を向いてほとんど口パクで話して
いる．そこで64はCには解るが，Aにはほとんど
聞こえない発話となり，聞き手間で理解に差が生
まれる．Cは「うん」(65)という発話や笑い(67)に
よって通常の理解の証拠をしめしているが，Aは
「え?」(66)と修復を開始する5．修復連鎖の第２番
目の位置であるので，これがT2発話となる．T3位
置でBは今度はAに向かって囁き声で「゜ホテル 」゚
と答える．今度は，それを聞き取れたことをT4位
置となる70で示している．そして，この修復の間
黙っていたCがここで「うん」(T5位置)と発話す
ると，ひき続いてA も「(W ウーン/うん)」(T6位
置)と発話する．これら二つの発話は何を行うも
のであろうか．その後のCの発話(74)はBに向かっ
て囁き声で開始されており，64で開始されたBの
内緒話の続きを行なおうとする発話である．従っ
て，この直前の73発話で修復連鎖が終了したと参
与者たちがみなしていることは明らかである．

4転記中の゜記号で括られた部分は非常に小さな声であっ
たことを示す．

5ただし，68で笑っていることから，この話が声を大にし
て言えない内緒話であるという話のモードは理解している
ようである．

我々はこのT5, T6の発話を修復終了への合意発
話と捉え，T1に対する共有基盤が成立したことを
示すものと考える．しかも，これらの合意発話は
T1発話の聞き手二人ともが行うようである．

Schegloffらの先行研究では，修復連鎖として修
復の開始と実行を誰が行うかにのみ焦点があたっ
ていたが，多人数会話の修復連鎖の中には実際に
修復が履行される〈修復フェーズ〉と終端部での
〈合意形成フェーズ〉が明示的に存在する場合があ
るという仮説をここでは提唱する．多人数会話に
おいては，何らかのトラブルが生じた際に，トラ
ブル源となる話者と修復を開始する参与者だけで
なく，その場にいる全員の問題として，当該発話
への理解度が問われることになる．その理解度を
まさに共有基盤化として各参与者が示すことが合
意形成フェーズとして必要になると考えられる．
この例から，一方の聞き手はT1の聞き取りや理

解ができ，もう一方の聞き手がそれにトラブルを
抱えているといった場合には，聞き手たちは次の
ように振舞うことがわかる．

1. T2位置である聞き手(H1)が修復を開始する．
2. T3位置でT1の話し手(S)は修復を実行する．
3. T4位置でH1はその修復への承認を行う．
4. T5位置で，聞き手たち(H1, H2)は修復を完了
することへの合意を示す．〈合意形成フェーズ〉

6.3 T3位置で話し手が修復を開始・実行
する場合

今度は，T2位置で聞き手が修復を開始するので
はなく，無理解や誤解に基づいた発話をした段階
で，トラブルが顕在化する事例を分析しようと思
う．ただし，今回分析したデータにはこれに相当
する事例が少なく，特に聞き手が二人とも無理解
であった例(図5のパターン)は存在しなかった．以
下では，聞き手の一人が無理解や誤解を提示した
場合の事例(図6のパターン)をみる．

(例8) #1831 1666.1392-1676.8376

90 T1 A: (W_ウーン|うん)甘えたいんでしょうね
91 A: ┏きっとねどっかでね
92 C: ┗うんうん
93 C: ど┏うしてもね
94 A: 　┗(W_ウーン|うん)

95 T2 C: でも女┏の子だからこうつっぱっちゃう:=

96 A: 　　　┗でもほらう:

97 T3 A: =ちゃう娘じゃなて息子┏え:息子
98 T4 C: 　　 　　　　 　 ┗あ息子さん?=

99 T5 A: =う┏んうん
100 T6 C: ┗うんうん
101 A: でもさほら(0.3)もういい年だから
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(例8)は，Aが家での子供たちとの交流について
語っている場面である．90が始まる30秒ほど前か
らAは息子のエピソードを語っている．この語り
に対するCのコメント (95)は，Cがこの語りを息
子ではなく娘の話として聞いていたことを示すも
のであった．Aは96で開始した発話を即座に中断
して，「ちゃう娘じゃなて息子」(97)と訂正をして
いる．この例はT3位置におけるT1の話し手によ
る自己開始・自己修復に相当すると考えられる．
CはT4位置で「あ息子さん?」(98)という問い返し
を行ない，AがT5位置でこれを承認する (99)とC
はすばやくそれを承認する100 を行っている．こ
のようにT3位置で生じた修復では，T1の聞き手
(T2の話し手)が，「あ」などのマーカーを用い，心
的状態が変化したことを示す発話がT4位置に続
くと考えられる．そして，T5にはその変化を正し
い理解に達したものとして承認する発話，T6では
そのことへの承認発話が続いている．
なお，この例では３人目の参与者Bが関与して

いないが，Bはこの話題が開始された300秒前から
まったく反応を示しておらず，この後もさらに150
秒ほどまったく発話をしない．ここで３人目のB
が関与しないのは彼女特有の事情があったのかも
しれない．
次に，３番目の人物の介入によりT2話者の無理

解が取り残される例をみる．

(例9) #1831 1250.4838-1263.0317

110 T1 C: Bさんは?(0.3)おうちで:(0.4)

111 T1 C: 夜は何してんですか?

112 T2 (0.4)

113 T3 C: あの帰ったあとあのあと(0.6)

114 T3 C: デイケア終わって帰って(0.5)

115 T3 C: うんと:=

116 T4 A: お茶飲むんでしょ
117 T5 C: お茶飲┏むの
118 T6 B: 　　　┗゜お茶゜
119 C: <笑>

120 T7 A: あたしねBさんち行ったことあるんですよ
デイケア終わってから

(例9)では，CがBに向かって質問をした発話(110,
111)がT1となる．この発話には「Bさんは?」とい
う明示的な呼びかけが使用され，Cの視線もBに
向けられているため，Bを次話者として選択する
隣接対第一部分である．ところが，BはCを見つ
めたまま反応を返さない．112では0.4秒の沈黙が
訪れており，隣接対第二部分の不在が観察される．
CはT1発話が理解されなかったための反応と受け
取り，続くT3位置で，T1発話を言い直している．
途中でAが割って入り，Bの代わりにT1, T3 への
応答をT4位置で行っている．「お茶飲むの」という
Cの反復に，Bは小声で「゜お茶 」゚と繰り返すが，
これはAの発話や笑い声に打ち消されるほどの声

であり，CやBには聞こえていなかったであろう．
その後AがBの代わりに答えられる理由が説明さ
れる．
これらの例は，多人数会話でのT3位置における

自己開始・自己修復の一部の例に過ぎず，これだ
けで一般化することは難しい．(例8)では修復連
鎖に直接関与していない聞き手の存在のために，
多人数会話であるにもかかわらず通常の二者会話
のような様相を呈しており，一方(例9)では，T1の
直接の受け手の無理解が修復されるはずであるの
に，それが修復されないままとなってしまってい
るからである．

6.4 考察
6.1節と6.2節での分析から分かるのは，多人数

会話における修復連鎖の特徴として，参与者全員
が何らかの形で修復連鎖に関与することで会話の
共有基盤化を達成するということである．

6.1節のように複数の聞き手がトラブルを抱え
た場合は，[3]で指摘されたようにそれらの聞き手
たちが同一のトラブル源に対して修復開始を行う
ことが確認された．さらに，そうした複数の聞き
手による修復開始が一つの共通の目的で相補的に
なされるというよりも，むしろトラブルを抱えた
それぞれの聞き手が自己の認知状態を全員にディ
スプレイすることに目的があるように見える点が
興味深い．実際，(例4)においては，二人目の聞き
手による修復開始が話し手による修復の実行に先
んじようとまでして自己の認知状態の表明を行っ
ていた．しかも，話し手による修復に対する承認
についても各人がそれぞれ別のターンで行ってい
るのが観察された，このことは，話し手がもたら
したトラブルに対して複数の聞き手が修復連鎖に
関わることが，当該トラブルの解消というよりも
会話の参与者の認知状態の共有基盤化として必要
であるため，各人の明示的な認知状態の表明とそ
の共有が行われることを示唆している．
一方，6.2節の観察によれば，一人の聞き手によっ

て修復開始が行われる場合には聞き手の認知状態
は二種類ある．一つは，一人の聞き手によって修
復開始がなされることで，別の聞き手がそれを認
知し自分のトラブルを発見する場合である．その
時には，修復を開始していないこの聞き手も，話
し手の代わりに修復を実行しようとしたり，修復
の承認を行うなどして修復連鎖に関与していく．
しかも，話し手による修復に対する承認について
も各人がそれぞれ別のターンで行っており，これ
は6.1と共通する特徴である．
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もう一つは，一方の聞き手が理解のトラブルを
抱えていない場合で，そのときトラブルを抱えた
聞き手と話し手の間で修復の開始と修復の実行，
およびその承認が行われる．この間，トラブルを
抱えていないもう一人の聞き手は静観しているが，
この修復の終了時には修復を抱えていた聞き手と
共にその終了に合意する発話を行う．この場合は，
トラブル源～修復開始～修復実行といった一連の
修復連鎖に加えて，さらに聞き手全員による修復
の承認という共有基盤化がなされている．このこ
とは多人数会話における修復連鎖の中には，直接
の〈修復フェーズ〉に加えて，共有基盤化の目的
でなされる明示的な〈合意形成フェーズ〉が存在
する可能性を示している．もちろん，こうした明
示的な共有基盤化としての合意形成フェーズが存
在しない場合でも，多人数会話においては，トラ
ブルに対する各参与者の認知状態を個別に表明す
ることで共有基盤化を非明示的に達成していると
思われる．
こうした特徴は，二者間対話よりも共有基盤化

の問題が顕在化しやすい多人数会話固有の特徴で
あると考えられる．しかしながら，話し手が修復
を開始・実行する6.3節の例に見られる修復現象は
CHの存在が大きい．(例8)で修復連鎖に関与しな
い聞き手と (例9)で話し手に反応しないまま自身
の無理解を解消しない聞き手は同一のCHである．
通常であれば相づちや頷きなど何らかの形で会話
に参与するはずであるが，この聞き手は前者の例
において7分以上にわたってそうした反応を一切
示さない．そして後者の例では，明示的な次話者
選択がなされているにもかかわらず，返答という
隣接ペアの第2部分を行わないなど，共有基盤化
がどこまで達成されているのかの証拠が示されて
いない．重要なのは，こうした会話への参与度の
低い参与者の存在が，他の参与者の振る舞いに影
響を与え，その結果として6.3節のような修復連鎖
が生じていることである．
先に述べたように，多人数が参加するインタラ

クションでは一部の参与者同士の問題を当該イン
タラクションの参与者全員が共有していくことが
期待される．従って，一人の参与者がもたらすト
ラブルは参与者全員の共有基盤化の問題となるた
め，誰がそのトラブルに対して修復を行う責任が
あるのか，もしくは優先的に行わなければならな
いかなどの修復連鎖役割とでもいうべきものが潜
在的に生じ，参与者全員がそれに則って反応しな
ければならない．
しかしながら，これまで見てきたように，実際

にCHとの会話データを観察すると，トラブル源
となる参与者自身がそのトラブルに自覚的でな

い，つまり「トラブルへの気づき」がない場合や，
その気づきの証拠を提示しない場合がしばしば観
察される(例5, 9)．さらに，修復連鎖に明示的に関
わらないために，健常者同士の会話では共有基盤
化として参与者全員に関わるグローバルな問題と
なっていたものが，トラブルに気づいている人た
ちだけのローカルな修復連鎖としてのみ存在して
しまう場合が存在する(例8)．
こうしたCHを含む多人数会話の観察は，一般

的な修復連鎖そのものの問い直しに繋がる．3節
の(例3)に見るように，Schegloffらの観察によれば
T3位置での話し手による自己開始・自己修復は聞
き手の誤解によって生じた修復であった．これは
T1の話し手が聞き手に誤解を生じさせているた
めに，修復の責任を負っていると暗黙の裡に想定
されている．しかしながら，CHを含む会話例を
観察すると，(例9)のように表面的には修復を実行
しているT1の話し手がトラブルを与えているよ
うに見えるが，実際には話し手の問いかけに全く
答えない聞き手が実質上のトラブルを引き起こし
ているのであり，その意味では (例9)のT2こそが
真の修復連鎖におけるT1であり，もとの発話を言
い直しているT3が他者開始としてのT2，もう一
人の聞き手による助け舟としてのT4が他者修復
としてのT3の役割を果たしていると考えられる
のではないだろうか．この意味で，修復連鎖にお
けるトラブルとは本質的に参与者全員が対処すべ
き問題であり，その責任の所在や何が実質的なト
ラブルであったかは一概に確定できることではな
い．CHを含む多人数会話において生じる修復連
鎖を，参与者の共有基盤化の問題として観察する
ことは，こうした健常者同士では見えなくなって
いた相互行為と認知の関係に新たな光を投げかけ
るのである．

7. 今後の課題
今回の分析では，多人数会話において生じる修

復連鎖の構造とその特徴をコミュニケーション障
がい者 (CH)との会話データから捉えることを試
みた．しかしながら，ここで扱われている事例は
まだ少数のものに留まっており，どこまで一般化
が可能かはまだまだ未知数である．また，CHを含
む会話データを取り扱った根拠は先に示したが，
多人数会話一般の修復連鎖の特徴を明らかにする
上では，やはり健常者同士の会話データとの比較
が必須であろう．さらに，多人数会話の特徴とし
て話し手や直接の聞き手以外の参与者の存在が重
要であることを述べ，その振る舞いについて検討
したが，今回の分析では主に明示的な表出行動で
ある発話や相づち，頷きなどの観察に留まってい
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る．共有基盤化の問題を正面に据えて論じるため
には，その他の非言語的な振る舞い(例. 視線や表
情)の詳細な観察も必要となる，言い換えれば，会
話の参与者はどのような明示的／非明示的な手立
てで共有基盤化を達成しているのかを明らかにせ
ねばならないだろう．
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Abstract 
This research studies the relationship between figure 

and ground, which is a concept introduced by Gestalt 
theory. There has been much research done in 
capturing a figure image against a background and 
used in applications such as artificial image perception. 
However, little has been done to understand their 
relationship. For our investigation we studied double 
image illusion, which allows us to analyze images 
with more than one figure-ground interpretation. 
Rough set derived lattices are introduced to reflect the 
differing figure-ground contrasts. The two types of 
indiscernibilities of rough set theory let us consider the 
two different interpretations of double image illusions. 
The resulting logical structures are considerably 
original for those generated by such images. 

 
 
Keywords ―  Illusion, Double Images, 
Figure-Ground, Double Indiscernibility, Gestalt 
Theory, Rough Set Theory, Lattice Theory. 

 

1.	 はじめに	 
 ルビンの壺[1]に代表されるような様々な両義図
形が存在する. これらの両義図形は, ゲシュタル
ト心理学によると, 図地認識[2]によって可能であ
ると説明されている. 図とは形として浮かび上が
る領域のことであり, 地は図の背景として知覚さ
れる領域のことである. この図と地の関係が逆転
した場合, それは図地反転と呼ばれる.  
  図と地の関係は画像認識においては特に重要に
なってくる. そして近年においては, ヒューマン－
コンピューター・インターフェース[3] やコンピ
ューター・ビジョン[4] などに関連して画像認識
自体が重要になってきている. また, 心理学にお

いても人間の画像認識メカニズムの理解が進んで

きている[5] .  
	 しかしながら, これらの研究はエッジの検出や
肌理のグルーピングなどの図の抽出に終始したも

のである. そこでは, 得られた図と地の関係に関
する議論はほとんどなされていない. 我々は, 両
義図形における図地の補完関係の二重性に注目し, 
その図地関係を解析した.  
 まず, 図形の分割について考える. 二次元図形
は, その属性においてグルーピングされ分割され
る. 顔の絵の場合, 属性とは｛目, 口, 鼻, 耳, …｝
などの図形の特徴である. 二次元図形が適当な部
分に分割されるとき, 各部分は, 属性に解釈され
る. 二次元図形から属性集合への写像を“解釈”
と呼ぼう. 両義図形においては二つの異なる解釈
が存在すると考えられる. 同一の属性に写される
図形上の点は, 解釈に関する同値関係から得られ
た, 同値類と考えることができる. 従って, 両義
図形においては異なる同値類の集合が存在するこ

とになり, 以下ではこの同値類を扱っていく.  
 そのためにラフ集合という概念を用いる. ラフ
集合は同値関係によって近似された集合概念で, 
二種類の近似[6], [7]が提案されている. 具体的に
は, 「集合Uと同値関係R⊆U×Uとするとき, X⊆U
に 対 し , R*(X)={x∈U|[x]R⊆X} （ 下 近 似 ） , 
R*(X)={x∈U|[x]R∩X≠∅}（上近似） , （ただし
[x]R={y∈U|xRy}）」と定義される. その近似から
不動点（R*(X)=X）を集めることによって論理構
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造（束）をつくることができる. しかしながら, こ
の方法では同値類を単位とした組み合わせからな

る単純な論理構造（ブール代数）しか取り出せな

い.  
  そこで我々が構成した擬閉包不動点による誘導
束を用いる. これは異なる同値関係（S, R）から
なる二重近似を用いて不動点（S*R*(X)=X）を集
めるものである. 構成される束は異なる解釈（同
値関係）のズレから情報（同値類の組み合わせ）

が落ちることにより, 上述のような単純な論理構
造には成らない. 実際に, ブール代数だけではな
く, 任意の束が構成できることが示されている.  
	 我々はこのラフセット誘導束を用いることで両

義図形の図地の二重性を解析した.  
 

2.	 メソッド	 
	 ラフセットは集合内の要素の識別不能性という

概念に基づいている. 識別不能な要素は同値関係
にあり, したがって同じ同値類に属している. x, y
∈UをユニバーサルセットUの要素としＵ上の関
数を f とする. もし f(x)=f(y)ならば, x と y は同
値関係をもっている. その同値関係をRと書くと, 
同値類は[x]R={y∈U|xRy}と書ける. このとき下
近似はR*(X)={x∈U|[x]R⊆X}, 上近似はR*(X)={x
∈U|[x]R∩X≠φ}と定義される.  
	 半順序集合の理論によると, ガロア接続は完備
束を誘導する. 半順序集合 P と Q が与えられた
としよう. このとき任意の x∈P と y∈Q に対し
て F(x)≦y ⇔ x≦G(y) ならば, F:PQ ,G:QP 
である写像の組 (F, G) はガロア接続と呼ばれる. 
閉包作用素 C:=FG:PP がガロア接続から構成
可能で, それは任意の x, y∈P に対して (i) x≦
C(x); (ii) x≦y⇒C(x)≦C(y); (iii) CC(x)=C(x) を満
たす. つまりこれは閉包作用素は F と G に対
応する半順序集合内の構造を取り出す自然でよい

作用素であることを意味する. そして, 以上から
完備束 LT={x∈P|C(x)=x} が導かれる.  
	 ラフセットにおいては, ユニバーサルセット 
U が 与 え ら れ た と き , R*:P(U)P(U) と 
R*:P(U)P(U) はガロア接続を構成する. 実際に, 

任意の X, Y⊆U に対して R*(X)≦Y⇔X≦R*(Y) 
となっている. 従って C=R*R* が閉包作用素と
して定義され LC={X∈U|C(X)=X} は完備束とな
る. しかしながら, この束は集合束以外にあり得
ないので, 構造を取り出すにはあまりに単純な形
しかでてこない. 事実, この束においては任意の
A∈LC に対して A の補元は Ac=U-A と定義さ
れる.  
	 ユニバーサルセット U 上で二種類の二項関係 
R, S と二種類の作用素 S*, R* (もしくは S*, R*)
が存在したとき, 作用素のペアはガロア接続を構
成しない. 実際, 作用素 T=R*S* が導入されたと
き, T は閉包作用素ではない. なぜなら, それは
任意の X, Y⊆U に対して(ii) X⊆Y⇒T(X)⊆T(Y) 
と (iii) TT(X)=T(X) しか満たさないので. 我々は
この作用素を擬閉包作用素と呼ぶことにする . 
LT={X∈U|T(X)=X} によって擬閉包に対応した
不動点を集めると, LT は集合束とはならない. 逆
に, 適切な同値関係 S, R を選ぶと任意の有限束
が LT の形で表現できることが示せる. 従って, 
これは両義図形における異なる二つの解釈に対し

て有効なアプローチを提供しうるのである.  
	 束は半順序集合の任意の二つの元が上限（∨）

と下限（∧）をもつような代数的構造である[9], 
[10] . 上述したように, ユニバーサルセット U 
上で二つの同値関係  R, S が与えられたとき , 
<LT; ⊆> with LT={X⊆U|T(X)=X}, T= R*S* に
よって束を構成できる. 実際に, LT の要素はユニ
バーサルセットの部分集合であり順序は包含関係

⊆で定義される. U の全ての部分集合を集めた場
合, LT は冪集合（P(U)）となり, それは上限と下
限がそれぞれ和 (∪) と共通部分 (∩) で定義さ
れた集合束である. 一般的に, LT≠P(U) であり, 
したがって上限・下限は以下のように定義され

る：任意の X, Y∈LT に対して, X∧Y=T(X∩Y), X
∨Y=T(X∪Y). LT は上限・下限について閉じてい
て束であることを示すことができる. LT ={X∈
U|T(X)=X}（ T= R*S*）をラフセット誘導束とよ

ぶ.  
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	 一つの同値関係から不動点(R*(R*(X))=X)の束
を構成した場合, ただ集合束が得られるだけであ
る. 集合束は束論における二つの重要な性質を持
っている. それは分配性（A∧(B∨C)=(A∧B)∨(A
∧C) for A, B, C⊆U）と相補性（for any X⊆U, 
there exists Y⊆U such that X∨Y=U, X∧Y=φ）
である. ここで U と φは 束 LT における最大
元と最小元である. 分配束であり相補束でもある
束はブール束と呼ばれる. しかしながら, 二つの
同値関係から不動点（R*(S*(X))=X）の束を構成し
た場合, 得られる束はブール束または非ブール束
が得られる. これは二つの同値関係が互いに全て
もしくは部分的にオーバーラップしている結果で

ある. ブール束と非ブール束の違いは次章で触れ
る. LC={X⊆U|C(X)=X} と LT ={X⊆U|T(X)=X} 
（ C=R*R*, T=R*S*）の束の違いを図１に図示し

た. W={[a]R, [c]R, [d]R}={{a, b}, {c}, {d, e}}と表記し
たとき, LC と P(W)は同型となる. この束では R 
の同値類の全ての組み合わせが得られる(図１(a)). 
それとは逆に, LT においては, LT の元は R の同
値類の可能な和であるが, いくつかの元が失われ
ている(図１(b)). 実際に, R*S*({a, b, c})=R*([a]S∪

[b]S)=R*({a, b, c, d})=[a]R∪[c]R= {a, b, c} から {a, 
b, c} は LT の元である一方で, 他方では R*S*({a, 
b, d, e})=R*([a]S∪[b]S∪[e]S)=R*(U)=U≠{a, b, d, 
e} から {a, b, d, e} は LT で失われている. 情報
の消失のため, 得られた束は非ブール束として構
成可能である.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１(a) 単一の同値関係からの不動点を集めた場
合ブール束のみが得られる. (b) 二つの同値関係
からの不動点を集めた場合, ブール束と同様に非
ブール束が得られる. ここでは非ブール束が示さ
れている. (a)内の元 {a, b}, {d, e}, {a, b, d, e} が 

(b) においては失われている.  
 
	 二つの同値関係からラフセット誘導束を構成す

るには, 二つの解釈 R, S が必要である. 例えば
図１ (b)における{a, b}, {c} , {d, e} のように, それ
ぞれの不動点 X は解釈 R の同値類である. それ
ぞれの同値類をひとつの単位として扱い, その冪
集合を考える：φ, {a, b}, {c}, {d, e}, {a, b, c}, {c, d, 
e}, {a, b, d, e}, U={a, b, c, d, e}. それぞれの同値類
とその冪集合の成分を X としてつかい, 作用素 
S* , R* をこの順に適用する. 解釈のグループ R 
の X に S* を適用するときは, 解釈 S におけ
る X の上近似をとらなければならない. 例えば, 
解釈 R の{c}をとり, S* を適用してみる. そうす
ると S*(X)={b, c, d}を得る. 次に,  R* を S*(X)に
適用すると, 解釈 R 上で R*({b, c, d})={c}となる. 
というのも, 元 {b, c, d} に完全に包含されてい
る同値類は{c}だけである. まとめると, 我々は
X={c} から始めて R*S*(X)={c} を得た. 従って, 
同値類{c} は不動点となっている. 解釈 R 上で{a, 
b}をとり S* を適用し同様の手続きを踏むと , 
R*S*(X)={a, b, c}を得る. したがって, 同値類{a, 
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b}は不動点ではない. これらの手続きを冪集合の
φから U のすべての要素に適用する. 空集合φ
とユニバーサルセット U は常に不動点である. 
したがって, ユニバーサルセットをトップとしφ
をボトムとして, 不動点を集めそれらを要素とし
て使い包含関係をベースとした束を構成する.  
	 二つの同値関係 R, S の関係は表１に示されて
いるような“リレーションテーブル”を使って表

現されている. 我々は情報をまとめ 2.4 節で説明
したようにラフセット誘導束を構成するための不

動点を探すためにそのような表を使用する. 例と
してここに示したものは図１(b) の二つの同値関
係 R, S を使っている. １という表記は関係をも
っていること（共有元の存在）を表し, ０という
表記は関係を持たないこと（共有元の不在）を表

している. 以下の章では, 我々はこのようなリレ
ーションテーブルを参照する.  
 
 
 
 
 
 
 
 
表１	 リレーションテーブルは共有元に基づい

た R, S の関係を示している.  
 

3.	 実験	 
	 実験サンプルとして六つの異なる両義図形を使

用した(図２). 両義図形は A４サイズの紙に白黒
で印刷した. 被験者ごとにランダムな順でサンプ
ルを提示しタスクを行ってもらった. 被験者は２
０~３０代の健常者３１人であった. 実験室は常
温で刺激条件が一定. プリントは机の上にある状
態で向きを固定せずに自由記述してもらった. マ
ーカーペンは直径５ミリで桃色のものを使用し

た.  
	 実験のタスクは両義図形を属性に応じて六つに

分割することであった(図３). 両義図形は二つの

解釈（イメージ）が存在するが, それらをランダ
ムな順に一つずつ実験者が指示した. タスクごと
に被験者がその解釈を認識しているかどうか最初

に確認した. していない場合は, 部分や属性を特
定しないような形で説明した. 説明後に認識した
場合はタスクを開始し, 認識できない場合はもう
一方の解釈に関するタスクも含めてその両義図形

のタスクをとばした. ある解釈における属性は目, 
鼻, 耳, 首, 肩など被験者が気づく何らかの特徴
とした. これらの属性をマーカーでループ状に囲
むように設定した. ループの形状とサイズは任意
であった. しかしながら, 二つの異なるループ
（分割線）は互いに交わってはならない条件にし

た. 六つの両義図形とそれぞれの二つの解釈はラ
ンダムな順に提示された. おのおのの両義図形の
二つの解釈の順番はランダムで別々の用紙に記入

した. 実験後に, それぞれの二つの解釈の用紙で
互いの属性の分割（ループ）の交わりを調べた（同

一解釈の分割では交わりは許されていないが, 異
なる解釈間の属性分割ではありえる）. 交わりが
ある場合, 関係をもつとした. 線同士の交わりは
オーバーラップしたとみなさず, 線内部の領域の
交わりのみをみた. 一つの分割はひとつ以上の属
性分割と交わりをもつこともありえた. これらの
関係の組み合わせを用いて, 表２のようにリレー
ションテーブルを作った. そして, 2.4節の手続き
にしたがって束を構成した.  
 
 
 
 
     (a)             (b)              (c) 
 
 
 
 
 
     (d)             (e)               (f) 
図２	 実験に使用した両義図形(a) 婦人と老婆 
(b) アヒルとウサギ (c) インディアンとイヌイッ

S  

a b c d e 

a 1 1 1 1 0 

b 0 0 0 0 0 

c 0 0 1 1 0 

d 0 0 0 1 1 

R 

e 0 1 1 1 1 
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ト(d) メガネの男とネズミ (e) 女性とサックス奏
者 (f) 正面を向いた男の顔と横を向いた魔女の顔 
(Yuya Maekawa 2008).  
 
 
 
 
 
図３	 マーカーによる六つの属性分割 (a) ア

ヒル (b) ウサギ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表２	 図３の分割から求めたリレーションテー

ブル 
 
	 コントロールとして, ランダムな同値類の集合
を二組生成しそれらを重ね合わせることでラフセ

ット誘導束をつくった. それを十万回行った. 同
値類の数は６つで１００×１００マス上で以下の

アルゴリズムで生成した.  
	  
１全てのマスに０を割り振る（初期化）.  
２ランダムに１~６の数字をそれぞれ一個のマス

に割り振る（同値類の開始点）.  
３ランダムに同値類の拡張回数（１~１００の間

の整数値）を決めてその回数だけ以下を繰り返す.  
４（０，０）~（９９, ９９）を順に辿る. もし
（ｘ, ｙ）の保有する数字が０でないなら, （ｘ
＋１, ｙ）, （ｘ－１, ｙ）, （ｘ, ｙ＋１）, （ｘ, 
ｙ－１）のうちランダムに一つを選ぶ. もし, その
保有する数字が０なら（ｘ, ｙ）の保有する数字
と同じものを割り当てる.  
 

	 この誘導束の解析においては, 図と地を補元関
係で定義した. つまり同値類 aと acが a∨ac=1か
つ a∧ac=0を満たすときに互いに図地関係（補元
関係）にあると定義する. 例えば, ルビンの壺を
簡略化すると, a＝“壺”が図の時に ac＝“向かい

合う顔”が地になり図と地で全体（ルビンの壺）

が表現出来ていることになる. 従って, 補元関係
を調べることで論理構造（誘導束）を図と地の文

脈で解析することができる.  
	 さらに解析のために非分配性（ND）と相補性
（C）という指標を導入する. これは一つの同値類
に対して複数の補元が存在しうるためである . 
ND=平均補元所有率, C=補元存在率と定義する. 
ただし, 平均補元所有率については補元を有さな
いものについてはカウントしないので, ND>=1.0
となる. この定義から分配束のとき ND=1.0（補
元関係が一対一）であり, 可補束のとき C=1.0（全
てが補元を持つ）となり束論と整合性が保たれる. 
ただし, 分配束ならば ND=1.0 であるが, この逆
は成り立たない. とはいえ, ND=1.0で分配束でな
いものは実験においては１％未満であったので, 
この指標は有効であると考えられる. また, 相補
性においては相補束と相補性＝1.0は同値である.  
例えば, {φ, a, b, ab}を考えてみる. 補元関係は 
φ= abc, a= bc, b= ac, ab= φc である. したがっ
て, 各元は一つづつ補元を所有していることから
ND=1.0 となり, また各元はいずれかの補元にな
っていることから C=1.0である. ちなみにこれは
C=1.0かつND=1.0なのでブール束になっている. 
つぎに{φ, a, b, c, abc}を考える. 補元関係は φ
=abcc, a= bc, cc, b= ac, cc, c= ac, bc, abc= φc とな
っている. 明らかに C=1.0 であるが, 先程の例と
異なり補元を二つ以上もつものが存在するので非

分配性は上がる. つまり φc= abc, ac= b, c, bc= a, 
c, cc= a, b, abcc= φ なので ND= 8/5 = 1.6 とな
る. したがって, これは分配束ではないが C=1.0
であるため相補束である.  
 

4.	 結果	 
	 束の非分配性・相補性を解析する際に構成さ

S  

a b c d e f 

a 1 0 0 0 0 0 

b 1 0 0 0 0 0 

c 1 1 0 0 0 0 

d 0 0 1 0 0 0 

e 0 0 0 1 1 0 

R 

f 0 0 0 0 0 1 
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れた束の大きさに注意しなければならない. 束の
大きさは束に含まれる元の個数により決まるが, 
元の個数が少なければそもそも補元になる確率＝

相補性がさがる. また, 補元関係も一対一になり
易く, 言い換えると束のサイズが小さくなればそ
れだけ非分配性が下がる可能性が高くなる. した
がって, 束のサイズを制限しなければならない.  
ここでは簡単のために, 束のサイズ（S）＝リレ

ーションのサイズ＝（０成分以外をもつ行の数）

×（０成分以外をもつ列の数）で定義する. 例え
ば, ６次の単位行列のサイズは６×６＝３６であ
る. 実験・コントロールにおいては同値類の数は
６なのでサイズは０~３６の値をとる. 本稿にお
いてはリレーションサイズ３０以上と制限する. 
つまり, サイズとしては３０または３６のみであ
る. 行と列でみると５×６, ６×５, ６×６の三
つの場合のみになっている.  
リレーションサイズの条件を満たすものは, 実

験においては１１９サンプル, コントロールにお
いては９２６９７サンプルであった. したがって, 
これらのサンプルについて非分配性・相補性を計

算し, その相対的頻度分布を比較する(図４).  
	 まず, 一目してわかることはコントロールで

は非分配性・相補性ともに広く分布(図４(a))して
いる一方, 実験の分布(図４(b))は相補性の値がバ
ラけているが非分配性は 1.0 付近に集中している
ことである. 実際, 平均・分散を計算してみると, 
相補性については , コントロールでは平均
0.6587・分散 0.06978, 実験では平均 0.7757・分
散 0.05367 であった. 非分配性では, コントロー
ルで平均 1.331・分散 0.1391, 実験で平均 1.055・
分散 0.03063であった. Student’s t-testでは相補
性・非分配性ともに１％水準で有意差がでた（t
値は相補性 4.830, 非分配性 8.074）.  
とくに注目すべきは, 実験における非分配性で

ある. この平均値が 1.055 となっており, 百分率
では非分配性＝1.0 になっているものが実に
80.67%（分配束は 79.83%）であった. コントロ
ールでは平均 1.331で 29.94%（非分配性＝1.0）
であった. つまり, コントロールにくらべ両義図

形では分配性が非常に高くなっている（非分配性

が非常に低くなっている）という結果を得た.  
 
 
 
 
 
 

(a) 
 
 
 
 
 
 
                     (b) 
図４	 (a) コントロール (b) 実験（実験では

重ならないように点をCの方向にずらして示し
た） 

 

5.	 考察	 
図と地は形として浮かび上がる領域とその背景

として知覚される領域のことであるが, 図形認識
が成立するときその図形は図と地に分離され知覚

されると考えられる. 例えばルビンの壺の場合で
は, 図地反転現象が起こるが, 一つの知覚が成立
している状態ではその知覚に対応する図地分離が

成立していると考えて良い. 中央の壺が知覚され
ているときは, 壺が図になり他の部分（向かい合
う顔）が地になる. また, 向かい合う顔が知覚さ
れているときは逆の図と地の対応になる.  
また, 図形のシルエット（形）についてだけで

はなく, 図形の個々の分割に対しても同じことが
いえる. 例えば, 顔の絵の分割を考えてみる. 分
割が｛目, 鼻, 口, 耳, 顎, 髪｝となっていたとす
る. ｛目｝に注視すると, その部分が図となり地
は残りの｛鼻, 口, 耳, 顎, 髪｝になる. あるいは
｛鼻, 口｝が図のときは, 地は｛目, 耳, 顎, 髪｝
となっている.  
つまり, 図形のシルエットやその分割などに対
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して知覚が成立しているときには, 図と地は完全
に分離されている. この時, その知覚に応じた図
に対して地が決定される. 言い換えれば, 知覚＝
図地分離が成立しているとき, 図と地が一対一に
対応していることになる.  
本稿では図と地の関係は補元関係で与えられて

いた. しかし, 補元関係は必ずしも一対一に対応
しているとは限らない. 特に論理構造が非分配束
の場合は補元関係は一対多になる. これは図と地
が一対一に対応していないことであり図地分離が

成立していないことである. 一方, 論理構造が分
配束になっている場合は補元関係＝図地関係が一

対一対応しているので, 図地分離が成立している
ことになる.  
ところで, 実験結果から両義図形の論理構造は

分配性（分配束である割合）が非常に高い. また, 
コントロールにおいてはその論理構造の分配性は

低い. つまり, 両義図形の論理構造は図地分離が
成立している一方, コントロールにおいては成立
していないと考えられる. 言い換えると, 両者と
もに異なる解釈（属性による分割）が混在してい

るが, 両義図形のみが分配束＝図地分離が成立す
る独特な論理構造を有しているといえる.  
では, 分配束の出所はどこか？それは両義性そ

のものから来る. 両義性とは二つの異なる解釈に
おいて双方で意味を有し, また無視できないもの
である. 言い換えると, 両義的な点を双方の解釈
において同値類で被覆しようとすると, その点に
おいて二種類の同値類の間で包含関係が生じざる

おえないことになる. 例えば, 婦人と老婆の両義
図形で考えてみる. 婦人の解釈における｛｛目｝, 
｛鼻｝｝という同値類があったとし, この二つの両
義的な点はもう一方の老婆の解釈においてはどの

ような覆い方があるのかみてみる. ｛右目｝とい
う一つの同値類で覆われることになるかもしれな

い. あるいは｛両目｝というさらに大きな同値類
で覆われるかもしれない. いずれにせよ, この両
義的な点を経由して二つの解釈の同値類の間で包

含関係（｛目｝, ｛鼻｝⊆｛右目｝あるいは｛目｝, 
｛鼻｝⊆｛両目｝）が形成されている. もちろん一

方の解釈の同値類が包含するだけでなく逆方向の

包含関係もあり得る. そして, すべてが部分的な
包含関係にあるとき, 論理構造はブール束になる. 
そこから一部がくずれた形になった場合, 包含関
係が存在する領域とエンタングルした領域とに分

かれる. 非分配性はこのエンタングルした領域か
らサブラティスとして非分配束（N5や M3）が形

成されることに起因している. しかし, その部分
束は論理構造（リレーションサイズ）が小さくな

るので一般的に非分配束が生じる確率は小さい. 
したがって部分的な包含関係が存在する領域があ

れば, その論理構造は分配束になる可能性が大き
い. 翻って両義性から論理構造としての分配束が
抽出されるといえる. もちろんコントロールはラ
ンダムでありそのような両義性を有しないことか

ら一般的にはその論理構造は分配束にはならな

い.  
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Abstract 
This research defines and investigates the 

figure-ground contrast of gestalt psychology to 

character impressions in literature. The formation of 

figure-ground contrast is based on subject-attribute 

(verb) relationship in the text. This relationship is 

treated by the double indiscernibility of rough set 

theory. Fixed points from the rough set approach are 

used to construct lattices that are suited to describe a 

scene. These lattices can be categorized into Boolean, 

non-distributive, complemented lattices, etc., which 

reflect the types of figure-ground relationships 

between characters. A time evolution of lattices show 

how figure-ground relation changes as the story 

develops. 
 
Keywords ―  figure-ground, gestalt, literary 

analysis, character analysis, rough set theory, 

lattice theory 

 

1. はじめに 

この研究で提案するのは文学における登場人物

間の図地関係である．ゲシュタルト心理学では，

人が対象を捉える際の認知モデルとして，図と地

の関係を中核の一つとしている[1]．図地関係は認

知理解の概念のみならず，錯視[2]，工学の視覚的

応用[3]，生命・生存環境のモデル[4][5]，音楽解

析[6][7]，文学解析[8][9]など，様々な分野に適用

の領域を広げてきた． 

文学における図地的解釈では，文字を図とし文字

以外を地とするもの[1]，文面を図とし読者の想像

や印象を地とするもの[10]，読書の際の考慮済み

情報を図とし未考慮の情報を地とするもの[9][11]，

能動的動詞の主語を図とし背景描写の文章を地と

するもの[12]，会話文を図とし，ナレーションを

地とするもの[13]などの方法が提案されてきた． 

ここで提案するモデルは，登場人物間の図地関係

であり，ある登場人物の属性と他の登場人物の属

性との相対関係（類似か差異か）を論理的に捉え，

束で表現するものである．束の補元同士の上限が

全体集合を構成する事が，図と地で作られる「全

体」と同形であるので，束構造の補元関係を図と

地に見立てられる．束のある元に一つしか補元が

存在しないとき，図地関係が明確であり，図地分

離ができると言う．しかし，元に複数の補元が存

在する場合，各々の元と図地関係にあると言える

が，束全体から見れば図地分離ができず，図地関

係が煩雑となる．文面の情報より機械的に図地関

係を捉え，物語の展開を図地関係の発展で表した． 

 

2. ラフセット誘導束 

 束とは，順序集合で任意の二つの元の上限（最

小上界）と下限（最大下界）について閉じている

ものである．束の元 x, y に対して，その上限を x 

∨ y，下限を x ∧ y で表す．また束の任意の部

分集合に対して，その上限と下限が存在する時，

束は完備（束）であるという．任意の有限束は完

備束であることが示されている．有限束は最大元

と最小元を持つ[14][15]．補元とは，a，b を束の

元とした場合，a∨bが最大元, a∧bが最小元とな

る 2つの元 a, bである．一般に，束の元に対して，

その補元が存在するとは限らない．また，補元 

が存在する場合でも，補元が一意に決まるとは限

らない． 

半順序集合の理論によると，ガロア接続から完

備束が構成される．半順序集合PとQを仮定する．

関数 F：P�Qと G：Q � P が任意の x∈Pと y

∈Q に対して，F(x)≦y⇔x≦G(y)を満たすとき，
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ガロア接続と呼ぶ．このときガロア接続から閉包

演算子 C:=FG: P�Pが構成される．閉包演算子 C

と任意の x, y∈Pに対して(i) x≦C(x); (ii) x≦y⇒

C(x)≦C(y); (iii) CC(x)=C(x)が成り立つ．この閉包

演算子は，半順序集合内の F，G 対応する構造を

うまく取り出すことができる．実際 Cに関する不

動点を集めた集合を LC={x∈P|C(x)=x}とすると

LC は包含関係で順序を定義するとき完備束にな

る． 

ある場面での登場人物のみで束を作った場合，

ブール束だけが得られる．そこで各場面に適応し

た束を得るために，テクストの登場人物の主語と

それらの属性（動詞，形容詞，名詞等の同値類）

をラフセット理論[16][17]で捉える．普遍集合 U

上に同値関係 R⊆U×U が定義されているとする．

ラフセット理論は，ある対象（集合）X⊆U をそ

の上近似 R*(X)={x∈U|[x]R∩R≠φ}と下近似

R*(X)={x∈U|[x]R⊆X }によって捉える手法であ

る（ただし[x]R は x を含む R 同値類で，[x]R={y

∈U|xRy }で与えられる）．x，y∈U，fを U上で

定義された関数として，U 上の二項関係 R を

xRy：⇔f(x)=f(y)で定めるとき R は同値関係とな

る． 

上近似 R*，下近似 R*を Uのべき集合 P(U)から

P(U)への関数として考えると，（R*，R*）はガロ

ア接続となる．実際，任意の部分集合 X, Y⊆Uに

ついて，R*(X)⊆Y⇔X⊆R*(Y)が成り立つ．故に，

C=R*R*は閉包演算子となり，Cの不動点を集めた

集合 LC={X∈U|C(X)=X}は完備束となる．この束

LC は常にブール束となる．ブール束とは分配律

（任意の三元 x, y, z について x ∨ (y ∧ z) = (x 

∨ y) ∧ (x ∨ z) が成り立つ）を満たし，かつ任

意の元に補元が存在するような束である．LC に

おいて最大元は U，最小限はφ（これらはともに

不動点）である．任意の A∈LCに対しその補元は

Ac と表記され，Ac=U＼Aで与えられる． 

いま，U 上に二つの同値関係 R，S が定義され

ているとする．このとき，関数 S*，R*（または

S*と R*）を考えると，（S*，R*）は一般にガロア

接続にならない．実際，演算子 T=R*S*は閉包演算

子とならず，任意の X, Y⊆Uに対して(ii) X⊆Y⇒

T(X)⊆T(Y)と(iii) TT(X)=T(X)しか成り立たない．

この演算子 Tを擬閉包演算子と呼ぶ．擬閉包演算

子の不動点を集めた集合 LT={X∈U|T(X)=X}は包

含で順序を定義したとき完備束となるが，ブール

束であるとは限らない．また，同値関係 Rと Sを

適切に定義することにより任意の有限束が得られ

ることが示されている[18]． 

文学解析において文章を全体集合 Uとし，それ

らを 2 つの解釈で 2つの集合を作る．2 つの解釈

とは異なる同値関係であり，この場合，主語とな

る登場人物(R)とその属性となる動詞(S)が考えら

れる．これら二つの同値関係で得られた不動点で

束を構築する．不動点とならない元はその場面に

適さない登場人物･属性の関係性として束から排

除され，ブール束以外の多様な束も得られる． 

束の特徴を捉える方法として， 

平均補元存在率（相補性，Complementarity） 

元の総数

補元を持つ元の数
=C  

と ， 平 均 補 元 所 有 率 （ 非 分 配 性 ，

Non-Distributivity） 

補元を持つ元の数

補元の総数
=D  

がある．平均補元存在率（相補性）の最大値は 1.0

で，補元を持たない元が存在する場合，C<1.0 と

なる．平均補元所有率の最小値は 1.0 で，元が補

元を複数個持つ場合，D>1.0となる． 

 

3. 束の構築 

ラフセット誘導束は，ラフセットの二重近似に

おける不動点が束の元になる．2 つの同値関係，

ここでは主語と動詞の関係，を関係表に整理する

（表 1）．表で使われる 1は二つの同値類に関係が

ある場合を表し，0 は関係が無い場合を表す．関

係表で同じ属性を持つ主語は一つの元に纏めら

れた．表 1の「S, G, A」などがそうである．こ

のような元は登場人物の「集団」であるが，便

宜上，一つの登場人物として扱う． 
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表表表表 1111    SSSStep 1tep 1tep 1tep 1のののの関係表関係表関係表関係表    

（（（（S=Sampson, G=Gregory, A=Abraham, S=Sampson, G=Gregory, A=Abraham, S=Sampson, G=Gregory, A=Abraham, S=Sampson, G=Gregory, A=Abraham, 

Bl=Balthasar, Bn=BenvolioBl=Balthasar, Bn=BenvolioBl=Balthasar, Bn=BenvolioBl=Balthasar, Bn=Benvolio））））    

動詞 
 

enter speak no reference 

S,G,A 0 1 0 

Bl 0 0 1 

主
語
 

Bn 1 0 0 

 

束の元となる不動点 X= R*S* (X)を見つける．主

語を同値関係 Rでまとめて，その同値類を Xとし

て扱う．結果的に主語を元として構成された束が

得られる．例えば，{S, G, A}を Xとして選び，上

近似オペレーターS*を適応する．Xの属性（S=動

詞）で{S, G, A}に纏わる属性をすべて集めてくる

ことである．ここでは S* (X)={speak}が得られる．

次に下近似オペレーターR*を適応する．{speak}

という属性にのみ含まれるすべての主語を集めて

く る こ と で あ る ． こ こ で は R*S* (X)= 

R*({speak})={S, G, A}が得られ，{S, G, A}=X=R*S* 

(X)= {S, G, A}は不動点であることがわかる．この

工程を主語の冪集合の要素で繰り返す．表 1の場

合，冪集合のすべての元は不動点となり，ブール

束が得られる(図１(a))． 

不動点にならない例を示す．表 2で同様に不動

点を見つける過程を適応する．X={S, G, A}ならば，

S* (X)={fight, speak} ， R*S* (X)=R*({fight, 

speak})={S, G, A, Bl}≠{S, G, A}となり，{S, G, A}

は不動点とならない．実際，図 2(b)の束では{S, G, 

A}は元として存在しない． 

 

表表表表 2222    SSSStep 2tep 2tep 2tep 2のののの関係表関係表関係表関係表    

（（（（S=Sampson, G=Gregory, A=Abraham, S=Sampson, G=Gregory, A=Abraham, S=Sampson, G=Gregory, A=Abraham, S=Sampson, G=Gregory, A=Abraham, 

Bl=Balthasar, Bn=BenvolioBl=Balthasar, Bn=BenvolioBl=Balthasar, Bn=BenvolioBl=Balthasar, Bn=Benvolio））））    

動詞 
 

fight speak no reference 

S,G,A 1 1 0 

Bl 1 0 0 

主
語
 

Bn 0 0 1 

 

4. 文学への適用 

 この研究のために使われるテクストはシェーク

スピアの「ロミオとジュリエット」[19]である．

上記の通り，二つの同値関係を，主語とその属性

に当てはめる．モデルを単純化するため，また主

観性を極力排除するために，使われる属性は，脚

本のト書き（ナレーションにある行動を表す情報

（動詞））である．使われる動詞は，登場する

[enter]，話す[speak]，剣を撥ね返す[strike down 

their sword]，戦う[fight]，舞台に残留する[stay]，

一瞬沈黙する[pause]，退場する[exit]である．ま

た，舞台にいるが，その場面では言及されていな

い登場人物は，言及無し[no reference]という属性

が与えられた．繰り返しの多い同じ登場人物間

の会話（幕開けの Sampsonと Gregoryや幕の

終盤の Romeo と Benvolio）は簡略化のために

省略された．また，「戦う」という属性は Prince 

Escalus が現れるまで継続していることにする． 

 束の時間発展を調べるために，発言や上記のト

書きの行動を一つの時間ステップとする．一文章

中に行動の描写が複数ある場合は，同時と考える．  

束作成用の情報源として，任意のウィンドウサイ

ズ（考慮枠）を設け，考慮枠の大きさを維持しつ

つ，時間の経過方向に進めていく． 

この研究では束の補元関係を図地関係に対応さ

せている．任意の元の補元関係が唯一存在する場

合は，場面の全体像から見て「図地分離できる」

と言われる．任意の元が一つ以上の元と補元関係

にある場合も各々の補元とは図地関係は成立する．

しかし，図地関係を複数の元と持つことで，1 対

1のみの図地対応ではなくなり，「図地分離できな

い」と言われる． 

 

5. 結果 

 まず，考慮枠の大きさを５ステップにした場合

の束の変化を紹介する．図 1は２ステップ分移動

したときの束の変化を表す．図 1(a)は表 1，図 1(b)

は表 2，図 1(c)は表 3 の関係表を基に，束は作ら

れた．また，｢x｣印がつけられた束の元は，次の過

程で失われる元を表す． 
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(a) (a) (a) (a) StepStepStepStep    1111 の束の束の束の束    

   

(b) (b) (b) (b) StepStepStepStep    2222 の束の束の束の束    

 

(c) (c) (c) (c) StepStepStepStep    3333 の束の束の束の束    

図図図図 1111    束の発展束の発展束の発展束の発展    

 

表表表表 3333    SSSStep 3tep 3tep 3tep 3のののの関係表関係表関係表関係表    

動詞 

 
fight 

Strike 

down their 

swords 

speak 

S,A 1 0 1 

G,Bl 1 0 0 

主
語
 

Bn 0 1 1 

 

次に，これらの束の相補性と非分配性を時系列

でグラフ化すると，図 2のようになる．このグラ

フは，考慮枠の大きさを 16 で取った場合の結果

である．最初と最後の 16ステップは，考慮枠が 1

ステップから 16 ステップまで増える，もしくは

減る過程であり 16 ステップ分に満たないので，

考慮されない．グラフの下方には各々の登場人物

が実際に登場しているステップに印がつけられて

いる． 
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Abraham & Balthasar

Benvolio

Tybalt
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Capulet & Lady C.

Montague & Lady M.

Prince & Followers

Romeo
    

図図図図 2222    束束束束の相補性との相補性との相補性との相補性と非非非非分配性の変化分配性の変化分配性の変化分配性の変化 

 

図 2では，相補性と非分配性が双方とも 1.0の

場合（ステップ 17 から 22）はブール束であるこ

とを表す．また非分配性が 1.0 で相補性が C<1.0

の場合（ステップ 29から 35と 56から 60）は分

配束，相補性が 1.0で非分配性がD>1.0の場合（ス

テップ 42から 51）は非分配束，その他では相補

性と非分配性が混在する束が表れている．非分配

性の変化としてはステップ 41 で爆発的に増えて

いる．また，度ある毎に相補性がわずかながら下

がることがわかる． 

 

Time Steps C
om

p
le
m
en
ta
ri
ty
 &
 D
is
tr
ib
u
ti
v
it
y
 

日本認知科学会第27回大会 P1-48

387



6. 考察 

図 1(a)，(b)，(c)の束の変化は，登場人物の属性

の変化に伴い，図地関係が変化していくことを表

す．端的に言えば，独自の属性を持ち共通の属性

を持たない登場人物は残りの登場人物に対して図

地関係分離が成立する（表 1）．この場合，得られ

る束はブール束となる（図 1(a)）． 

登場人物の属性が他の登場人物の属性に包含さ

れる場合（表 2の S，G，Aと Bl），不動点となら

ない登場人物が現れ（｛S，G，A｝と｛S，G，A，

Bl｝），結果的に束の元となり得ない（図 1(b)）．

更に，補元を持たない元が現れる（｛Bl｝と｛Bn，

Bl｝）．図 1(b)では，相補性 C=0.67の分配束だが，

図 1(a)のブール束と比べ補元関係が減少している

ことから，図地関係が限定的になっていることが

わかる．実際の物語の動作では，Sampson，

Gregory，Abraham，Balthasar，の一部が言葉

を交わした後に全員で決闘を始め，Benvolioはそ

れに遭遇する．この時点で読み手に公開されてい

るテクストの文面での属性は，｛S，G，A，Bl｝

の決闘と，まだ行動を起こしていない｛Bn｝との

図地分離である． 

状況を更にもう 1ステップ進める．Benvolioが

「話す（speak）」と「剣を撥ね返す（strike down 

their swords）」という 2つの動作を行う．この瞬

間では残りの登場人物は「話す」行動は取ってい

ないが，一連の出来事の流れの中での場面（考慮

枠）では先ほどの「話す」という行為が含まれ，

｛S，A｝と｛Bn｝が属性を共有することとなる．

その結果，図 1(c)の束が得られる．ここでは｛S，

A｝と｛G，Bl｝は「決闘」し，｛Bn｝は決闘を止

めに入るために「剣を撥ね返す」と同時に，｛Bn｝

の「話す」行為が｛S，A｝と一致する．束を見る

と｛Bn｝は｛G，Bl｝と｛S，A，G，Bl｝の両方

と補元（図地）関係にあり，図地分離ができなく

なっている．これは考慮枠内では様々な行為が登

場人物によって共有され，状況を図地関係におい

て明確に分離できないことを表す． 

物語の展開におけるこのような図地描写の変貌

は，図 2のように相補性と非分配性の変化によっ

て捉えられる．ブール束が得られる領域（ステッ

プ 17 から 22）は幕の導入部であり，個々の登場

人物の役割や行為が比較的単純・明確であること

を反映し，図地分離が明快である． 

一方，特有の属性を持つ登場人物が他の属性を

他の登場人物と共有し，属性を完全に包含する登

場人物も存在する場合，相補性の減少と非分配性

の増加が起こり得る（ステップ 25から 28）．これ

は，補元を持つ元の減少と，補元を複数個所有す

る元の増加が同時に起きている．相補性の減少は，

或る登場人物が属性的に他の登場人物に吸収され

図地関係が起こる可能性が低くなることを意味し，

非分配性の増加は図地関係が増える元があるもの

の，その図地関係が煩雑になり，図地分離できな

くなる事を意味する． 

相補性のみが低い場面では，他の登場人物の属

性を包含する登場人物が存在し（ステップ 29 か

ら 35），図地関係が限定される．新しい登場人物

が現れる度に相補性は下がる（ステップ 25，30，

32，36，39）が，それは enterという属性がすで

に表に存在し，他の登場人物の属性に包含される

傾向があるからである． 

ステップ 41 で非分配性が急増するのは，束の

元に複数の補元が存在する割合が高いことを示す．

図 2の下部の登場人物の出現状態より，舞台に残

る者と去る者とに分かれる事がわかる．考慮枠に

含まれる現時点までの属性に加え，この新たな違

いが登場人物間の図地分離を不明瞭にする．補元

の存在率・所有率より，補元同士では図地関係は

存在するものの，場面全体を視野に入れると図地

関係が 1対 1に特定できないので，図地分離でき

るとは言えない． 

この幕の終盤に進むにつれ登場人物や属性は限

られてくる（56から 61）．非分配束から分配束に

戻り，図地関係は限定されるが，図地分離の頻度

は高くなる． 

検証に使われた物語では，導入部はブール束，

次に非分配および非相補束，非相補束，非分配束，

そして終盤は非相補束で幕は閉じる．これより図

地分離が偏在的に存在する場面，図地分離が限定
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される場面，図地分離が不明瞭な場面など，束論

の補元関係を図地関係として捉えた場合，登場人

物間の図地関係も物語の中で変化していくことが

わかる．物語の展開を図地関係の変容として考察

すれば，執筆者の作中の工夫が窺えるかもしれな

い． 

 

7. 結論 

 この研究では，テクストから得られる主語とそ

の属性（ここでは動作）より登場人物間の図地関

係の把握を試みた．図地関係をラフセット誘導束

の補元関係として捉えた．このラフセット誘導束

は平均補元存在率と平均補元所有率により相補束，

分配束，非分配束などに分類でき，数値的に反映

できる．これらの分類は考慮枠内の登場人物間の

図地関係を表す．物語の相補性，非分配性の時間

発展を調べた．物語の一幕の中で図地分離が明確

な部分，図地関係が煩雑な部分，限定的な部分な

どと移り変わるのがわかる．各場面での登場人物

の図地関係における特徴を変化させることにより，

物語の展開や抑揚を操作できる可能性がある． 
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洞察問題解決における潜在的な
類推的手掛かりの利用に関する検討

An experimental study on insight problem solving
using subconscious analogical cues

田村昌彦，三輪和久
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名古屋大学大学院情報科学研究科
Graduate School of Information Science, Nagoya University
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Abstract
We investigated if source task experiences make im-

prove on the following target insight problem solving.
Three experiments were performed. The results show
that the source cue improved the participants’ prob-
lem solving without awareness, but it can only affect
the constraints relaxation.
Keywords — Insight problem solving, Analog-
ical cue

1. はじめに
洞察問題解決のプロセス遷移を説明した問題空

間移行説 (たとえば，[3])は，多くの研究にその枠
組みを提供してきた．この枠組みでは，以下の2
つのプロセスが，洞察問題解決に重要であるとさ
れている．1つ目はインパスに陥ったときに固着し
ている制約を緩和することで，当該問題空間から
脱しやすくすることであり，2つ目は制約緩和後，
適切な問題空間へ移行することである．前者に関
しては，たとえば，[2]は，これらをもとに動的制
約緩和理論を提唱した．彼らは，失敗経験が，固
着している制約を徐々に緩和する過程をモデル化
した．一方後者に関しては，たとえば [5] は，適切
な問題空間へ移行するメカニズムの重要な要因と
して類推の利用を指摘している．
類推の利用は，主に顕在的な活動に基づくもの

とされてきたが，その一方で，潜在的意識処理で
類推的手掛かりを利用するanalogical mappingの研
究も行われてきた (たとえば，[6])．このanalogical
mappingは必ずしも“気づき”を伴わないプロセス
と考えられており，本研究でも潜在的意識処理で
の手掛かりの利用が，洞察問題解決にどのように
影響を与えるかを検討した．

2. 実験1
実験1では，ターゲット課題である洞察問題に先

立って，手掛かりとなるソース課題を行うことで，
ターゲット課題遂行のパフォーマンスにどのよう

ツ イ ウ

ア ク カ

キ ケ エ

図 1 ソース課題画面例．左上から右下にかけて，
斜め方向にツクエ（机）が表示されている．

な影響を与えるかを検討した．

2.1 方法

課題 各参加者に，2つの課題を遂行させた．は
じめに行う課題1（ソース課題）は，その後に行
う課題2（ターゲット課題）の手掛かりとなってい
る．全ての参加者はソース課題の後にターゲット
課題を行った．ただし，後述する統制条件におい
てはソース課題を行わず，かわりにターゲット課
題とは関連のないダミー課題を行った．
ソース課題は 図1 に示したような 3 × 3 に配置

された円と，それらを結ぶ8本の直線で構成され，
各円にはカタカナ1文字が表示される．各円のカ
タカナを直線に沿って結ぶと，縦横斜めのいずれ
か1方向で名詞が構成されるようになっている．し
たがって，16方向（8本 × 順方向・逆方向）を走査
すると，該当名詞が発見できるようになっている．
参加者はこの名詞を発見することを要求された．
これを1問とし，課題は16問で構成された．発見
すべき名詞は全て異なる方向に配置され，提示順
序はランダムとした．
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図 2 スロットマシン課題画面例．発見すべき規則
は“前々回と前回の第3スロットの和の1の位”であ
るが，多くの参加者は“第1と第2スロットの和の
1の位”と考え，後にこれが満たされなくなっても
この規則に固着する．

ターゲット課題は洞察課題であり，[4] のスロッ
トマシン課題を改変して用いた．課題画面例を 図
2に示した．この課題は最上段のスロット部と，そ
の下にある履歴部から構成される．スロット部は
左から順に第1，第2，第3スロットとし，各スロッ
トは0から9までの値が表示される．初期状態では
スロット部の値は不定であるが，第1スロットから
順に値が決定される．第3スロットは一定の規則に
則って表示される値が決定されるが，この旨は課
題開始前に参加者に告げられた．参加者は第2ス
ロット決定後，第3スロットが停止する前に，第3ス
ロットに停止する値と，この規則を毎回予測する．
また参加者は，なるべく早い試行でこの規則を発
見することを要求された．履歴部は過去2試行の
結果を保持する．第1スロットから第3スロットの
値が決定されるまでを1試行とし，30試行を行っ
た．課題に設定された正解の規則は“前々回と前回
試行の第3スロットの和の1の位”であるが，はじめ
の8試行は正解に加えて，偽の規則である“第1ス
ロットと第2スロットの和の1の位”が第3スロット
の値となるように統制した．多くの参加者は早い
試行で偽の規則を発見し，9試行目以降で偽の規
則を満たさなくなっても，偽の規則に固着し，イ
ンパスに陥る [4, 7]．インパスから脱却するために
は，ソース課題で行った様々な方向の探索するこ
とが手掛かりになる．
要因計画 1要因3水準の参加者間要因とした．

1つ目はヒント教示なし条件で，ソース課題後に
ターゲット課題を遂行した．2つ目はヒント教示あ
り条件で，ソース課題後にターゲット課題を行う

が，ターゲット課題遂行中10試行目以降に，ソー
ス課題が手掛かりとなっていることを告げられた．
3つ目は統制条件で，ソース課題のかわりにター
ゲット課題とは無関係のダミー課題を行い，その
後ターゲット課題を遂行した．
手続き ソース課題あるいはダミー課題，ター

ゲット課題は連続して行われた．いずれの課題も
コンピュータを用い，画面上に課題を呈示した．
参加者は各課題の開始前に，該当課題の教示を受
け，課題を遂行した．ターゲット課題では，参加
者は毎試行の第3スロット停止前に，用紙に第3ス
ロットに表示される値の予測と，その時点で正し
いと思われる規則の記入を求められた．用紙は試
行ごとに異なる用紙を用いた．ターゲット課題終
了後，ヒント教示なし条件とヒント教示あり条件
の参加者には，ターゲット課題遂行中にソース課
題との関連に気がついたか，また，その関連とは
どのようなものであったかをアンケートにより尋
ねた．

2.2 結果と考察

本研究では，インパスに陥った後の洞察問題解
決過程を検討することを目的とした．そのため，
次のような分析基準により，分析対象を決定した．
偽の規則を仮説として第8試行までに生成し，最
低2試行以上，この仮説を保持しつづけた参加者
を分析対象とした．その結果，各条件18人が分析
対象となった．
正答者は，ヒント教示なし条件では5人，ヒン

ト教示あり条件では12人，統制条件では6人であ
り，ヒント教示あり条件でのみ，他の条件と比較
して有意に多かった，χ2(2) = 6.51, p < .05．ヒン
トが明示されなければソースを利用できないとい
う結果は，[1] が指摘した，自発的な類推が困難で
あることを支持している．
一方，正答者について，条件ごとに解に到達する

までの平均試行数を求めた．条件ごとの平均試行
数は，ヒント教示なし条件では17.0回（SD = 2.37），
ヒント教示あり条件では13.1回（SD = 1.89），統
制条件では21.8回（SD = 3.76）であり，条件間で
有意差が認められた，F (2) = 19.19, p < .01．多重
比較の結果，すべての条件間で有意差が認められ
た（いずれも p < .05）．ヒント教示有り条件が最
も早く解に到達したが，ヒント教示なし条件も統
制条件よりも早く解に到達した（図3）．これは，
ソース課題がターゲット課題の手掛かりであるこ
とを知らされていなくても，ソース課題の影響を
受けていることを示している．さらに，ターゲッ
ト課題後のアンケートでは，ヒント教示なし条件
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図 3 条件ごとの平均正答試行数．エラーバーは
標準偏差．ヒント教示あり条件が最も早く解に到
達した．また，ヒント教示なし条件も統制条件よ
りも早く解に到達した．

の参加者18人中17人がソース課題とターゲット課
題の関連に気づいていなかったことから，類推的
手掛かりの利用が潜在意識で行われたことが示唆
されたといえる．

3. 実験2
実験1の結果はソース課題がターゲット課題の

問題解決を促進することを示した．しかし，ソー
ス課題遂行時の“様々な方向の探索”という経験が
問題解決を促進したのか，あるいは，ソース課題
で提示した特徴的な図形が問題解決を促進したの
かを区別することができなかった．実験2では，こ
の点について検討した．

3.1 方法

要因計画 2要因の参加者間要因計画とした．1
つ目の要因は先行課題要因であり，ソース課題を
行うか，ダミー課題を行うかの2水準であった．こ
の要因は実験1を再確認する目的で設定した．2つ
目の要因は画面要因であり，ターゲット課題遂行
中の画面が実験1と同様の通常画面条件か，図4に
示したようなソース課題で提示した図形を重ねた
ヒント画面条件の2水準設定した．ソース課題の
特徴的な図形がターゲット課題の問題解決を促進
するならば，画面要因の効果が観察されるはずで
ある．一方で，“様々な方向の探索”という問題解
決経験がターゲット課題解決を促進する要因であ
るならば，先行課題要因に効果が観察されるはず
である．
課題 ソース課題は実験1と同一のものを使用

した．ターゲット課題は，ヒント画面条件では以
下の1点のみ異なった．この条件では，10試行目以

 

図 4 ヒント画面で用いたスロットマシン課題の画
面イメージ．ソース課題で用いた幾何学的図形が
重ねて表示されている．

降，図4のような幾何学的図形が重ねられた画面
で課題を行った．その他は実験1と同じであった．
手続き 実験1と同様に，ソース課題およびター

ゲット課題は連続して行われた．実験2では全て
の参加者が両課題を行った．

3.2 結果と考察

実験1と同様の理由で，ターゲット課題の初期に
インパスに陥ったとみなせる参加者のみを分析対
象とした．各条件，12人であった．
正答者は条件間でほとんど差がなかった．ダミー

課題を行い，通常画面でターゲット課題を行った条
件で5人，他の条件ではそれぞれ6人が正答した．
特に，通常画面条件において，先行課題要因の正
答者に違いがない点は実験1の結果と矛盾しない．
正答者の平均正答試行数において，先行課題要

因で有意な差が認められた，F (1, 19) = 5.25, p <

.05．一方で，画面要因の効果は観察されなかった，
F (1, 19) = .04, p = .85．図5に条件ごとの平均正答
試行数を示した．画面要因にかかわらず先行課題
要因の効果が認められたことは，参加者が利用し
たソース課題の手掛かりが，“様々な方向の探索”
経験であったことを示している．

4. 実験3
実験1および実験2の結果は，ソース課題の実施

がターゲット課題の遂行に限定的ではあるものの，
影響を与えることが示された．つまり，正答率を
上昇するほどの強い効果は認められないが，正答
者にとっては，ソース課題を行わない場合よりも，
少ない事例数で解に到達できることを示した．一
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図 5 条件ごとの平均正答試行数．エラーバーは
標準偏差．先行課題要因の主効果のみ有意差が認
められた．

方で，ソース課題の“様々な方向の探索”が，洞察
問題解決プロセスのうち，どのように促進的な影
響を与えているのかについては，明らかにされて
いない．そこで実験3では，ソース課題遂行中の
探索方向を操作することで，ターゲット課題に影
響を与えるか否かを検討した．

4.1 方法

課題 ソース課題では，後述する実験条件（特
定方向強化条件）において，以下の点を変更した．
ターゲット課題において，解を発見する際に必要
と期待される探索方向と同一の探索方向の出現頻
度を増加させた．具体的には，ソース課題中，右
下から右上の第3列に発見すべき名詞を配置する
刺激を16試行中，7試行で出題した．なお，統制
条件のソース課題および，全条件のターゲット課
題は実験1と同一のものを使用した．
要因計画 1要因2水準の参加者間要因計画とし

た．1つ目は統制条件であり，ソース課題は実験1
および実験2と同一のものとした．2つ目は特定方
向強化条件であり，前述のとおり16試行中，7試行
を右下から右上へかけての縦方向探索を行う刺激
とした．この条件では，右下から右上へかけての
探索が連続して現れないように統制した．
手続き 実験2と同様に，すべての参加者がソー

ス課題後に連続してターゲット課題を行った．

4.2 結果

実験1および実験2と同様の理由で，ターゲット
課題の初期にインパスに陥ったとみなせる参加者
のみを分析対象とした．各条件，14人であった．
正答者は，統制条件では9人，特定方向強化条

件では7人であり，これらについて両条件間で有
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図 6 条件ごとの平均正答試行数．エラーバーは
標準偏差．条件間で有意差は認められなかった．

意差は認められなかった，p = .35（直接確率計算，
片側）．
また，正答者における平均正答試行数について

も，条件間で有意差は認められなかった，t(14) =
1.43, p = .18．図6に条件ごとの平均正答試行数を
示した．
これらの結果から，ターゲット課題で解法を得

るために必要な探索を，ソース課題で単純に増加
しても効果がないことが示された．

5. まとめ
実験1および実験2では，ソース課題がターゲッ

ト課題に限定的な影響を与えることを示した．こ
れは，ソース課題がターゲット課題の解決を，正
答率を上昇する程ではないものの，解の到達に必
要な事例数の減少という形で促進することを示し
ている．一方，実験3ではターゲット課題の解法に
必要な探索方向について，ソース課題でその出現
頻度を上昇しても，影響がないことが示された．
これは，ソース課題の効果が，縦方向を探索する
という適切な問題空間を移行する効果は有せず，
単に横方向の固着を緩和する効果しか有しないこ
とを示唆する．ただし，この点を主張するために
は，特定方向を強化したソース課題ではなく，た
とえば，様々な方向の探索を（16回以上に）増や
したソース課題と比較する必要があり，今後の課
題である．
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Abstract 
In this study, we analyzed cognitive processes of 

paired subjects’ spontaneous learning of how to set a 
destination on a car navigation system. The learning 
consisted of two stages, first requiring the participants 
to acquire the basic, normative procedures to achieve 
the goal, and then asking them to explore the system to 
construct adaptive expertise, or flexible mental models 
to cope with less defined tasks. In the process, toward 
its end the participants constructed new models 
applicable to idiosyncratic, yet realistic problem at 
hand, combining multiple, fragmental model units they 
could use. From the results we propose that in order to 
become expert users of tools like car navigation 
systems it is essential to have reusable subcomponents. 
 
Keywords ― Mental Model, Adaptive Expertise, 
Car Navigation System 

 

1. はじめに 
  最近のユーザビリティ研究は，初心者ユーザに

特定の課題を与えた際の機器の利用法を調べるだ

けでなく，長期的に利用する際の変化を追う研究

を推奨しており[1]，認知科学にも，こうした過程

の解明や支援を行う研究が求められている．そこ

で本研究では，機器操作への習熟を熟達化の過程

と見て，波多野[2][3]の「適応的熟達」を引き起こ

す機器との相互作用について検討した． 

   波多野は，限られた課題にしか優れたパフォー

マンスを発揮できない定型的熟達者と区別して，

新奇な状況に柔軟に対処できる適応的熟達者を想

定し，その促進要因として「（不測の事態など）外

界から与えられた多様な課題状況への対応」を挙

げた．確かに，機器操作においても，次々に新規

な問題に直面することで，適応的な表象が形成さ

れる可能性は高い．実際，物理装置のメンタル・

モデルの構築過程を追った研究[4]では，実験者に

与えられる課題によって，実験参加者の日常経験

に支えられた断片的なモデルが問題ごとに組み替

えられることが明らかにされている．しかし，適

応的な熟達化の過程では，こうした外界からの特

定に与えられる要請が無くとも，主体自らができ

るようになったことを使って新たな課題を設定し，

それに挑む中で解法の抽象度を上げていく螺旋的

な過程も想定できる．機器操作をシェル（固着）

化させたくないとすれば，こうした既存のモデル

を作り変え適応的なものへと組み替えていく「課

題設定－解決」サイクルを明らかにする必要があ

る． 

そこで本研究では，参加者がカーナビゲーション

システム（以下，カーナビと略称）で「自由に」

課題を設定し目的地を探索できる学習期間を 270

分設け，その中で，1)初期に形成した操作のメン

タル・モデルを自律的に作り変えるか，2)メンタ

ル・モデルの作り変えを促進要因は何か，の 2点

を検討した． 

 

2. 実験 
 被験者にカーナビの主機能の 1つである目的地

設定の操作におけるメンタル・モデルを自律的に

作り変えるかを調べるために実験を実施した．実

験での学習期間として，メンタル・モデルの構築

期と活用期の 2 段階を設けた．1 段階目のメンタ

ル・モデル構築期では，被験者が最初に構築する

目的地設定のメンタル・モデルを揃えるために，

提供された課題を通じて基本的な目的地設定の操

作手続きと機能を獲得させた．2 段階目のメンタ

ル・モデル活用期では，最初に構築したメンタル・
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モデルの作り変えが起こるかを調べるために，被

験者がカーナビを探索的に操作してもらい自ら

様々な目的地を設定させた． 

装置 

 使用した機種は，図 1のトヨタディーラーオプ

ションナビ NDCT-D53（以下，Toyota カーナビ

と略称）と図 2のパイオニア社製 HDDナビゲー

ションセット ACIC-XH99（以下，Carrozzeria

カーナビと略称）で，操作方式は Toyota カーナ

ビがタッチパネルと音声操作，Carrozzeria カー

ナビがリモコンと音声操作の 2種類である．これ

らの機種は共通した目的地検索の機能を備えてい

るが，その操作手続きや機能名称は機種間や操作

方式で異なっている． 

 
図 1 Toyotaカーナビ 

 

図 2 Carrozzeriaカーナビ 

 目的地検索の機能は「50音」，「施設（ジャンル）」，

「周辺施設」など 12 種類ある．主な検索機能の

使用用途は，「50 音検索」は目的地の名称が特定

でほぼ 1箇所に決まるところを探すときに主に使

用され，「施設（ジャンル）検索」や「周辺施設検

索」は目的地の名称が不明だがジャンルやエリア

は決まっており，多数の候補から 1つに絞り込む

ような不特定の目的地を探すときに使用される．

例えば「東京ディズニーシー」のような特定の目

的地に行きたい場合は「50音検索」で名称を入力

して検索し，その候補を選択する．また「東京デ

ィズニーシーの近くの駐車場」のような不特定の

目的地を探す場合は，施設（ジャンル）検索で駐

車場のカテゴリを選択するか周辺施設検索で駐車

場のカテゴリを選択し，複数の候補から妥当なも

のを選択して，目的地を決定する． 

一方で，目的地設定の操作手続きや機能名称は機

種間や操作方式で異なっている．例えば，Toyota

カーナビでの検索名称は「50音検索」や「施設検

索」と名付けられているのに対し，Carrozzeria

では「名称検索」「ジャンル検索」と名付けられて

いる． 

被験者 

 中京大学情報科学部の学生 10 名（男性 6 名，

女性 4名）で，2人 1組の 5ペアで行い，Toyota

カーナビに 2ペア 4名，Carrozzeriaカーナビに

3 ペア 6 名を割り当てた．なお被験者ヒューマン

インターフェースの授業を受講し，情報機器に興

味があり課題を積極的に取り組んでもらえる人た

ちである． 

手続き 

 まず被験者に基本的なカーナビの操作手続きを

学習してもらうため，1 段階目の期間として 1 回

90分の実験を 2回実施し，目的地設定に関する基

本的な操作課題や地図操作を問う課題を Toyota

カーナビでは 11題，Carrozzeriaカーナビでは 9

題（表 1）を取り組んでもらった．課題が Toyota

カーナビの方で 2題多いのは，住所検索をさせた

ためである．基本的なカーナビ操作を学習後，目

的地検索の操作をどのように使いこなすのかを観

察するために，2段階目の期間として 1回 90分の

自由操作を 3回設け，被験者自身が課題を設定し

てカーナビを自由に操作してもらった． 

 一連の実験は，課題前に被験者の解決プランを

調べるために付箋紙を利用して被験者の行う操作

とカーナビの返す反応を手順ごとに作成させモデ

ルを外化させた．また，課題後に分かったことや

気になったことを尋ね，実験中は考えていること

を説明するよう求めた．なお実験は実験室で行い，

その様子はビデオカメラで記録した．  
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表 1 カーナビ操作の基本課題 

 

3. 目的地設定のメンタル・モデル 
 目的地設定の操作は，ユーザがカーナビに目

的地を伝え，それを設定することで案内される．

これがもっともシンプルなメンタル・モデルで

あろう．しかし，このモデルでは実際に操作で

きない．それは，1 つはユーザに機種固有の操
作手続きやコマンド，機能名称に合わせて操作

をすること，もう 1つは目的地のタイプが「特
定」か「不特定」かによって検索方法を自覚的

に使い分けが求められるためである．前者はカ

ーナビ操作に関するモデル構成が問題で，後者

は不特定目的地の検索をするときに場合によっ

て「ジャンル検索」に想定するジャンル名が見

当たらずに探せないという，操作上の問題を含

んでいる．これらの問題に備えるために，目的

地設定に関する 3種類のメンタル・モデルを想
定した（表 2）． 
 
 

表 2 3種類のメンタル・モデル 

 Basic モデルは，学習期間の 1 段階目で課題
を通じて獲得できるモデルである．このモデル

は目的地設定の操作に最低限必要な機種固有の

操作手続きやコマンド，機能名称を備えており，

このモデルを利用することでユーザが探したい

目的地を設定できるようになる．このモデルで

のユーザの学習は，検索の未知機能（例えば，

ルート沿いを考慮した順に並べ直す，目的地を

登録する）や手続きのショートカット（例えば，

都道府県を省略する）といったカーナビの操作

を問題視して解決に取り組み，それらができる

かできないか，できたときはカーナビがどのよ

うな反応を示すのかを知ろうとするものである．

なお，目的地のタイプの違いに応じた検索は可

能であるが，2 種類のタイプがあることに無自
覚である． 
 Alternative モデルは，目的地には「特定」
か「不特定」のタイプがあることを知り，不特

定目的地は検索できない場合があると分かった

とき，Basic モデルによる従来の検索方法と異
なる検索方法を探ろうとする代替モデルである．

このモデルでのユーザの学習は，不特定目的地

の検索を可能にする方法を探ることで，従来と

は異なる新たな検索を試みることからユーザに

とって利用可能な検索方法の整理と豊富化につ

ながり，カーナビの操作に関する問題に柔軟で

きるようになる．なお，このモデルは不特定目

的地の検索に対応可能なモデルではないため，

検索パフォーマンスとしては不完全なモデルで

ある． 

課題 Toyotaカーナビ

1 自宅を検索する

2 自宅を検索する（音声）

3 東京ディズニーシーを目的地に設定する

4 ガソリンスタンドを表示する

5 ガソリンスタンドの表示を解除する

6 東京ディズニーシーを目的地に設定する（音声）

7 東京ディズニーシーの近くの駐車場を目的地に設定する

8 渋谷駅東口に立ち寄る設定をする

9 一般道優先に設定する（音声）

10 目的地までの全ルートを表示する（音声）

11 設定した目的地を解除する（音声）

課題 Carrozzer iaカーナビ

1 東京ディズニーシーを目的地に設定する（音声）

2 設定した目的地を解除する（音声）

3 東京ディズニーシーを目的地に設定する

4 東京ディズニーランドを目的地に設定する（音声）

5 東京ディズニーシーの近くの駐車場を目的地に設定する

6 渋谷駅東口に立ち寄る設定をする

7 近くのガソリンスタンドに立ち寄る設定をする

8 一般道優先に設定する（音声）

9 目的地までの全ルートを表示する（音声）

モデル 定義

Basic 学習した使い方による目的地検索を行
い、探せない場合は検索を止める

Alternative
目的地のタイプを区別して検索を行い、
不特定で該当ジャンルのない場合、代
替方法も探りながら目的地検索を行う

Adaptive

目的地のタイプを区別して検索を行い、
不特定で該当ジャンルのない場合、
ジャンル情報の取得やタイプを変更し
て目的地検索を行う
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 Adaptiveモデルは，検索に難のある不特定目
的地に対応可能なモデルである．ユーザがカー

ナビで不特定目的地を確実に探せるかどうか不

明な状況を解決にするために，ユーザの地理的

な既有知識を活用して下調べを行い，カーナビ

から得られた情報をもとに検索を進めるモデル

である．例えば，目的地のジャンル名が不明な

場合にユーザがよく知る目的地を検索すること

からジャンル名の情報を得ることや，不特定目

的地をユーザがよく知る目的地の代表的なキー

ワードで検索した結果から目的地を選出するよ

うなやり方である．このモデルでのユーザの学

習は，発生したカーナビの操作に関する問題に

対して柔軟に対応しようと試みや思考だけでな

く，目的地のタイプに関わらず検索を可能にす

る現実的に利用できるパフォーマンスを有して

おり，カーナビの目的である目的地への案内を

確実にするものである． 
 

4. 目的地設定のメンタル・モデルの同定
方法 

3 種類のメンタル・モデルの同定方法は，カー

ナビの操作で目的地設定に使用した検索方法とユ

ーザの行動目的および発話から同定した． 

Basic モデル（図 3）は，従来の目的地設定で

検索方法（各矢印）を使用しており，ユーザがあ

る目的地を設定できるかどうか，または目的地設

定に内包される機能が使えるかどうかを目的にし

ている場合，Basic モデルが使われていると同定

する． 

特定

不特定

施設（ジャンル）

周辺施設（エリア）

50音（キーワード）

目的地のタイプ 検索方法

 

図 3 Basicモデル 

Alternativeモデル（図 4）は，目的地に関して

「特定」と「不特定」があることに言及し，ユー

ザが不特定目的地の検索方法を探ることを目的に，

目的地設定の検索方法で「不特定目的地で 50 音

検索を使う」，「目的地のタイプを不特定から特定

に変える」，「複数の検索を組み合わせる」（赤色矢

印）のいずれかの操作をした場合，Alternative

モデルが使われていると同定する． 

図 4 Alternativeモデル 

Adaptiveモデル（図 5）は，不特定目的地の検

索方法で，一度検索した情報をもとに（赤色矢印）

タイプを変更してその情報をもう一度検索をする

検索をした場合，Adaptiveモデルが使われている

と同定する． 

図 5 Adaptiveモデル 

 
5. 結果 
Basic モデルの獲得 

  学習期間の 1段階目で被験者が Basicモデルを

獲得できているか，課題の達成度を評価した(表

3,4)．目的地設定の操作は Toyotaカーナビを操作

した被験者も，Carrozzeriaka カーナビを操作し

た被験者もいずれも目的地設定の操作課題を達成

できていることから，Basic モデルを獲得できて

いると考えられる．なお，Toyotaカーナビでの課

題 5,10，Carrozzeriaカーナビでの課題 2で達成

者数が少ないのは，課題を操作する音声コマンド

を考える課題で，適切なコマンドが思いつかなか

特定

不特定

施設（ジャンル）

周辺施設（エリア）

50音（キーワード）

目的地のタイプ 検索方法

特定

不特定

施設（ジャンル）

周辺施設（エリア）

50音（キーワード）

目的地のタイプ 検索方法
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ったためである．これらの課題は目的地設定の操

作に直接関与するものではなく，また課題後に正

解のコマンド名を教えたため，その後に同様の操

作を試みた際，適切にコマンドが使用できていた． 

学習期間の 2段階目での学習状況 

被験者のペアが課題を設定して自由に操作を行

う学習期間の 2段階目の学習状況は，設定した課

題数は平均 20.2 題(S,D=9.6)で，そのうち目的地

設定に関する課題を設定したのは平均 12.8 題

(S.D=3.0)であった．問題が解決できたのは平均

4.8 題 (S.D=0.8)，未解決だったのは 8.0 題

(S.D=3.7)であった．また目的地設定課題のうち，

不特定目的地の課題数は平均4.8題(S.D=3.7)であ

った．これは機種間によって差が見られ，Toyota

カーナビを操作したペアの被験者が平均 9 題，

Carrozzeria カーナビを操作したペアの被験者が

平均 2.0 題であった．これより設定した課題数は

ペアの被験者間で差が生じたが，目的地設定に関

する課題に取り組んだのはほぼ同数で，これらは

解決されることよりも未解決の方が多いことから，

獲得した Basicモデルを使って解決可能な課題を

設定し続けて解決に導くことを中心とした定型的

な学習活動ではなく，ペアの被験者にとって挑戦

的な課題に取り組むことや課題に取り組む中で未

解決事項を発見していく適応的な学習活動であっ

たと考えられる． 

学習期間の 2段階目でのモデルの作り変え 

被験者のペアが課題を設定して自由に操作を行

う学習期間の 2段階目でモデルの作り変えが起き

たのか，各モデルの同定方法に基づいて分析した． 

その結果が表 5で，モデルの作り変えをした被

験者のペアは 5 ペア中 3 ペアで，その内訳は

Alternativeモデルの構築は 3ペア（Toyotaカー

ナビ 2 ペア，Carrozzeria カーナビ 1 ペア），

課題 Toyotaカーナビ 目的地 検索方法 達成者数

1 自宅を検索する 特定 住所 4

2 自宅を検索する（音声） 特定 住所 4

3 東京ディズニーシーを目的地に設定する 特定 50音 4

4 ガソリンスタンドを表示する（音声） 不特定 周辺施設 4

5 ガソリンスタンドの表示を解除する（音声） 1

6 東京ディズニーシーを目的地に設定する（音声） 特定 50音 4

7 東京ディズニーシーの近くの駐車場を目的地に設定する 不特定 施設 4

8 渋谷駅東口に立ち寄る設定をする 特定 50音 4

9 一般道優先に設定する（音声） 4

10 目的地までの全ルートを表示する（音声） 2

11 設定した目的地を解除する（音声） 4

課題 Carrozzer iaカーナビ 目的地 検索方法 達成者数

1 東京ディズニーシーを目的地に設定する（音声） 特定 50音 6

2 設定した目的地を解除する（音声） 0

3 東京ディズニーシーを目的地に設定する 特定 50音 6

4 東京ディズニーランドを目的地に設定する（音声） 特定 50音 6

5 東京ディズニーランドの近くの駐車場を目的地に設定する 不特定 ジャンル 6

6 渋谷駅東口に立ち寄る設定をする 特定 50音 6

7 近くのガソリンスタンドに立ち寄る設定をする 不特定 周辺施設 6

8 一般道優先に設定する（音声） 6

9 目的地までの全ルートを表示する（音声） 6

表3　Toyotaカーナビの課題達成度

表4　Carrozzer iaカーナビの課題達成度
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Adaptive モデルの構築は 1 ペア（Toyota カーナ

ビ）であった．これより 2 ペアの被験者は Basic

モデルを持ち続けたが，3 ペアの被験者は自律的

にモデルを作り変えることを確認した． 

表 5 モデルの作り変え 

モデル 作り変え Basic 

被験者 3 ペア 2 ペア 

 
モデルの作り変えの契機と発生時期 

Basic モデルからモデルを作り変えた契機を調

べるために，設定した課題とカーナビの操作と発

話からプロセスを分析した．まず，ペアの被験者

でモデルの作り変えの契機となった課題は「土産

屋を探す」「道後温泉周辺のガソリンスタンド」「京

都の神社を探す」と，いずれも不特定目的地であ

った．これらは，ペアの被験者が Basicモデルで

解決可能な課題として「施設（ジャンル）検索」

を使って目的地設定を実行したが，施設（ジャン

ル）検索で該当するジャンルが見当たらずに目的

地検索ができなかったために、「不特定目的地」の

検索しにくさへの言及から Basicモデルの不備の

発見と，設定した課題の目的地が検索できそうと

の期待から，各被験者のペアは様々な課題の作り

変えや検索手段の組み合わせを行い，Alternative

モデルへと進展させていた．そのうち，2 ペア以

上で観察された課題の設定活動は次の二つである． 

① 課題のリトライ：できなかった課題に時間

を置いて再度挑む 

② 目的地のタイプ変更：利用可能な検索方法

で検索できるようタイプを変更する． 

さらに，解決手段として次の二つが確認された． 

③ 転用：基本モデルで想定した検索方法とは

異なる手段で使用する 

④ 組み合わせ：各検索を組み合わせる． 

次に，モデルを作り変えた時期は表 6 である．

Toyotaカーナビの 1ペアは学習期間の 2段階目の

初回から Alternative モデルに作り変え，3 回目

に Adaptive モデルに作り変えた．このペアは早

く不特定目的地の検索に取り組んだことから

Basicモデルの不備を発見し，Alternativeモデル

に十分な時間を割いて Adaptive モデルに作り変

えた．なお、このペアの詳細な過程は後に説明す

る．また Toyota カーナビのもう 1 ペアと

Carrozzeria カーナビの 1 ペアは 3 回目に Basic

モデルから Alternative モデルに作り変えた．こ

の 2ペアは，いずれも Alternative モデルを構築

して不特定目的地検索の改善を試みたが，時間が

なくなってしまったために中途段階で学習期間を

終えていた．これより，各被験者のペアによって

不特定目的地検索の問題発見の早さが異なるもの

の，270 分で各ペアが設定した課題とカーナビ操

作の中で，モデルを作り変える期間があること，

さらにそれと同時間があることで，さらにモデル

を作り変える期間があるものと示唆される． 

表 6  モデルの作り変えの発生時期 

学習期間の 2段階目 被験者 

（ペア） 1 回目 2 回目 3 回目 

Toyota1 Alternative Alternative Adaptive 

Toyota2 Basic Basic Alternative

Carrozzeria1 Basic Basic Alternative

 
Adaptive モデルの構築過程 

 どのように Toyota カーナビの 1 ペアが不特定

目的地を検索可能な Adaptive モデルを構築した

のか，学習期間の 2段階目で設定した不特定目的

地検索の課題とその時のカーナビの操作，および

発話からモデル構築のプロセスを分析した．この

被験者のペアでの学習期間の 2 段階目の活動は 3

期の期間があり，第 1期は Alternative モデルの

形成期，第 2期は Alternative モデルの利用と未

解決課題への着手，第 3 期は Adaptive モデルの

形成と利用である．各期のプロセス概要とそのと

きの学習活動とモデル変遷の過程（図 6）を以下

に示す． 

 第 1期 Alternative モデルの形成期：ペアの被

験者は，愛知県の夜景スポットを探す課題，滋賀

県の土産屋を探す課題を設定し，それを目的地に

設定する課題に施設検索を使って取り組んだが，
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該当するジャンルが見当たらなかった．そこで，

Basicモデルにない50音検索にジャンル名を入力

して検索するアイデア（転用）を提案し，50音検

索で「やけい」や「みやげ」と入力して検索を試

みた．すると検索結果が多数表示されたので，周

辺施設検索を使って結果の絞り込み（検索の組み

合わせ）を行い、期待する施設を探したが見当た

らず，ここで課題を終えた． 

 第 2期 Alternative モデルの利用と未解決課題

への着手：学習期間の 1回目で解決できなかった

問題へのリトライを試み，最初に「滋賀県の土産

屋」を探す課題に取り組んだ．今回は前回のやり

方ではできなかったので，被験者が知っている土

産屋の「黒壁スクエア」を探すことに課題を変更

し（不特定から特定へのタイプ変更），課題を解決

した．次に「夜景スポット」を探す課題に取り組

み，今回は場所を「六甲山」に変更して夜景スポ

ットの検索を試みた．最初は 50 音で「ろっこう

さん」と入力して、ジャンル検索で絞り込んだが

ジャンルが見当たらないことやあり得そうな「バ

ー・酒場」を選んだが見当たらなかった．そこで

被験者が知っている夜景スポットの「ビーナスブ

リッジ」を探すことに課題を変更し，50音で「ビ

ーナスブリッジ」を探したが候補がなく，「ビーナ

ス」に変更してさらに周辺施設検索でエリアを「兵

庫県」に変更したが該当する施設が見当たらず，

六甲山での夜景スポットの検索を終えた． 

 第 3期： Adaptiveモデルの形成と利用：夜景

スポットの場所を「愛知県の猿投展望台」に変更

し，課題のリトライを試みた．このリトライは単

に場所を変更したのではなく，自分たちがよく知

る確実な夜景スポットの場所で，かつ第 1期に特

定目的地で「猿投展望台」を探せたことから，こ

こを目的地にした．さらに探すことが目的ではな

く，検索結果から「猿投展望台」のジャンル情報

を知ることで，夜景スポットが含まれるジャンル

を探ることが目的であった．よってここで

Adaptiveモデルが形成され，このときの発話プロ

トコルが表 7である．ここから愛知県の猿投展望

台を検索してジャンルが「旅行」と分かったので，

エリアを兵庫県にして夜景スポットを探したが，

該当する施設が見当たらなかった．ここで学習期

間の 2回目が終わり，3回目では Adaptiveモデル

の修正を行った．不特定目的地を設定するとき，

最初に 50 音検索で目的地のキーワードを入力し

て周辺施設検索でエリアを絞り込み，そこで検索

された結果の中から自分たちが知っている施設名

称かキーワードを選んで目的地のタイプを特定化

し，その施設名かキーワードを 50 音検索で検索

して，良さそうな施設を目的地に設定する，とい

図 6 不特定目的地の課題と使用した検索方法、メンタル・モデルの変遷 
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う方法に修正した．これによって，長崎県の土産

屋や岐阜県の足湯などの不特定目的地を探すこと

を可能にした．  

表 7  Adaptiveモデルの形成発話 

行番号 発話 

1823 でもさ、分かったよ 

1824 あのさ、猿投 

1825 展望台とかさ 

1826 実際入れてみて 

1827 どうでるかで、その 

1828 絵とかさアイコン（ジャンル）とかが 

1829 判断すれば良くない 

1830 だって猿投展望台なんて 

1831 明らかに夜景のスポットじゃん 

1832 それでアイコンとか出なかったら出ないよね

 

6. 考察 
 課題設定と解決を自由に行える状況下で，ユー

ザはメンタル・モデルを自律的に作り変えること

を確認した．さらにメンタル・モデルの作り変え

を促進する要因は，不特定目的地が検索できない

問題を発見し，それについて「課題リトライ」や

「目的地タイプ変更」を行って課題に取り組むこ

とや，その中で既存の解法の「転用」や「組み合

わせ」を行って，利用可能な検索方法を整理し豊

富化することから解決する手段を生み出すことに

つながり，それを使って再び問題を解決する課題

に取り組む，といった課題設定と解決のサイクル

であった．そして，このようなユーザの学習過程

は，ユーザ主導で Basicモデルを定型的に使い続

けるのではなく，ナビに歩み寄りながら自らのモ

デルを再構築する「適応的」な熟達化だと考えら

れる． 

 これより，ユーザは機器を使うときに遭遇した

問題について，ユーザは積極的にその問題を解消

していくことが機器操作の学習にとって重要だと

考えられる．またその機器操作の学習は，デザイ

ナーによって設計された機器の操作方法の学習す

ることではなく，ユーザが主体となり現状抱えた

問題について最適な操作方法を作り出す能動的な

学習である．このことは，機器の基本的な操作上

の問題を改善して使いやすくするユーザビリティ

の実施では，ユーザが長期的に使用する中で行わ

れる操作方法の能動的な学習を良くすることにつ

ながらないものと考えられる．長期的なユーザビ

リティを検討するには，モデルを作り変えるよう

な活動イベントが発生するユーザエクスペリエン

スを仕掛け，その活動を支援するインターフェー

スを設計することが重要になってくるであろう． 
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活動理論に基づいた学習活動の形成的評価指標の提供と 

支援の効果１ 
Activity Theory based Formative Assessment of Learning Activities 1 
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 本研究は, 高等教育でのプロジェクト学習（Project Based Learning）において，学習者が自らの活動を形
成的に評価する拠り所となる PBL活動のデザイン原則を理解させるための授業デザインを評価・検討したも
のである．PBL 活動のデザイン原則として，Engeström（1993）の活動システムを採用し，これを元に 4
つの形成的評価指標を作成し，学習目標としてプロジェクト活動中と活動の振り返りの際に利用させた．指
標の提示前後に行ったシナリオ教材（プレ課題・ポスト課題）と最終の振り返り（レポート課題）の結果か
ら，全体的には学習者は PBL活動のデザイン原則の理解を段階的に深めていくことができたものと考えられ
る．具体的には，シナリオ教材の導入と講義解説をふまえて再分析を行わせることが，学習者が客観的にプ
ロジェクトの問題を同定し，目標と役割分担について理解を深めるのに有効であった． 
Keywords ― プロジェクト学習，活動システム，形成的評価指標，シナリオ教材  

 

1. 背景と目的 

  高等教育において，創造性の高い生産活動を学習

場面に応用したプロジェクト学習が注目されるよう

になって久しい．これは PBLの持つ高い真正性に因

る学習効率の良さや，hidden curriculumとしての

主体性あるいは社会的スキル向上への期待だけでな

く，「社会人基礎力」（経済産業省，2009）のように

協同問題解決能力の育成が社会的にも重要視される

ようになってきたことによる．しかし現実にはプロ

ジェクトマネジメント方略の未熟さや，学習内容の

理解不足からくる問題空間や目標，下位課題設定の

不適切さ，あるいは学校教育に特有の注力の分散，

つまり多様な内容を平行して学ぶことからくる学習

のマネジメントの難しさなどから，期待された学習

効果が見られない場合も多い． 

このような問題を受け，特にプロジェクトマネジ

メント支援方略の研究が進んでいるが（eg.,松田ら，

2007；望月ら，2007），スケジュールの把握やタス

クの可視化など具体的な手段を提供することはあっ

ても，ill-structuredな協同問題解決活動の全体像を

把握し，問題発見とその根本を探り解決していくと

いう活動の最適化を図るための形成的な評価の枠組

みに関する研究はみあたらない． 

 そこで本研究では，学習者が自分たちの活動を形

成的に評価する拠り所となる「活動を捉える枠組み」

として Engeström（1993）の活動システムを採用し

た．その理由は次のようなものである．学習共同体

は有機的なシステムでありその構成要素は不可分で

ある．よって，協調的な活動で起こる問題をできる

だけ適切に把握するためには，関係する要因に対し

て個別に検討していたのでは不十分であり，それら

の構成要素がお互いに影響を及ぼしあっている状況

を把握することが可能なのはこの活動理論である．

そこで本研究では，これを学習者が持つべき PBL

活動のデザイン原則とし，理解させるための授業デ

ザインを評価・検討した． 

 

2. 授業デザイン 

2.1.対象授業 

 国立大学理系２学部の学生 25名（6グループ）を
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対象とした教養科目「学びと実践コミュニティ」（半

期）であった．半期 16 回のうち，初回のガイダン

スを除いて，実質計 15回分の授業をデザインした．

このうち 9回分をプロジェクト学習にあてた．講義

担当は学習科学の研究者 2 名が行い，3 名のメンタ

ーと併せて学習支援にあたった．授業進行は図１の

とおりであった． 

2.2.学習目標 

 対象科目における学習目標は，「学習科学の知見を

元に自分の学習環境を考え，具体的なグループ学習

活動を通して，組織における学習のあり方を考えて

いく」というものであった．一般に学習とは個人の

内的変化をさす場合が多いが，文化人類学をはじめ

とする最近の「現場の学習」研究では，実践活動そ

のものに参画する様態の変化として学習を捉えてい

る（大島，2004）．こうした新しい学びの捉え方は，

これまでの教育心理学，認知科学を始めとした学習

研究に対し，大きな転換を迫るものでもあり，「人が

学ぶ」ということについて多様な視点からの再検討

が行われている． 

そこで，対象講義では個人でおこなう学習と，他

者との協調的な活動を通しておこなう学習のあり方

について，自分たちの活動をうまくマネージするた

めの視点を提供するとともに，それを具体的な活動

の中でどのように適用していくのかを学習していく

こととした．  

2.3.プロジェクト学習パート概要 

授業進行は，構成主義的アプローチにもとづき，

シナリオ教材への取組み（プレ課題）→PBLにうま

く取り組むための講義解説→講義解説をふまえてシ

ナリオ教材を再分析（ポスト課題）→PBL 活動→

PBLの振り返り（レポート課題）の 4パートから構

成された．プレ課題では，登場人物の問題点を指摘

し改善案を提案することを通じて，4 つの観点に基

づいた客観的な問題認識の初期状態を把握し，ポス

ト課題では PBL解説を受け再度シナリオ教材の問 

学習科学パート（第 2～5回） 

目的：学習環境を整えることの重要性を理解する 

内容：学習理論と学習環境構築に関する講義解説と課題

への取り組み 

↓ 

プロジェクト学習パート（第 6～14 回） 

シナリオ課題パート（第 6～7回） 

目的： よいプロジェクト学習を行うために必要なマネ

ジメントの考え方について理解する（形成的評価指標の

提供）．その際，講義解説の前後にシナリオ課題に取り

組み，指標理解の程度を確認する． 

内容：シナリオ課題予習→プロジェクト学習についての

講義解説（外部講師）→シナリオ課題振り返り課題 

↓ 

プロジェクト活動パート（第 8～14 回） 

目的：実際にプロジェクトに取り組むことにより，形成

的評価指標についての理解深化を測る． 

内容：プロジェクト活動→中間発表→プロジェクト活動

→ポスター発表 

↓ 

振り返りパート（第 15～16 回） 

目的：プロジェクト活動全体を，評価指標を踏まえて振

り返る． 

内容：グループでの振り返り→個人での振り返り 

 

図１ 授業進行の概要 

 

題点を指摘し直すことで理解の深化を狙った．さら

にレポート課題において，自分なりに構築した学習

観点をもって実際に PBL に取り組み振り返ること

でさらなる理解の深化を狙った． 

PBLの内容は「遺伝子組み換え問題に対するコン

センサス案を考える」こととした．プロジェクト活

動の中で，学習者たちは遺伝子組み換えに関連する

様々な文献約 24 種類を読み，遺伝子組み換え問題

についての現状を把握した後，さらにインターネッ
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トなどでも調査を行い，グループで議論しながら自

分たちの考えを形成していく活動に従事した．プロ

ジェクトの集大成として 14 回目にポスター発表を

行った． 

プロジェクト学習パート終了後，グループで活動

全体を振り返る機会を設け，さらに個人で形成的評

価指標としての４つの学習観点を元に活動全体を振

り返らせた（レポート課題）． 

 

3. 活動システムを踏まえた学習観点とし

ての形成的評価指標 

活動システム（Engeström, 1993，図 2）を PBL

活動のデザイン原則として理解させるには，今回

対象とした学習者の特性を踏まえると，活動シス

テムそのものを解説し理解させるよりも，命題的

な学習目標として提供する方が効果的であると

考えた．そこで，活動システムの各構成要素を踏

まえて，表１のような４つの学習目標として設定

した．これらは，コミュニティの中にいる個人が，

自分と他者の関係性を踏まえて考えなければい

けない特に重要な要素であると位置づけた． 

 

図２ 活動システム（Engeström, 1993） 

 

4. シナリオ教材の作成 

 上述の学習目標を PBL 活動のデザイン原則と

して理解させるには，転移可能で普遍的な知識と

して理解させること，その際まずは客観的な他者

評価から取り組むことで問題に気づきやすくす

ること，活動システムを評価指標として捉え直し，  

表１ 4 つの学習目標 

4つの学習目標 重要性を理解すべき具体的内容 

目標を見極めること

の重要性の理解 

1.一緒に問題に取り組むメンバ

ーで，目標を設定する 

2.時々，目標を再確認して，お互

い見失わないようにする 

3.設定した目標を達成すること

が困難になった時には，それを

見直す 

役割分担を上手に 

行うことの重要性の

理解 

1. 目標を達成するために行うべ

き事柄（下位目標）を設定する 

2. 下位目標を元に何をしなけれ

ばいけないかを確認する 

3. 目標や下位目標に照らし合わ

せて，お互いの分担内容がどの

ように関連付いているのかを意

識する 

4. 時々お互いの進捗を確認し，

問題が発生するのを防ぐ 

コミュニティでの活

動を円滑に行うため

のルール（取り決めご

と）の重要性の理解 

1.うまく行動を行うためにはど

うするべきかをみんなで考えて

決める 

活動をサポートする

ために道具をうまく

利用することの重要

性の理解 

1. スケジュールを管理するため

の道具 

2. お互いの考えを共有しやすく

するための道具 

3.活動の成果を記録したり後か

ら修正したりするための道具 

 

学習者が扱える知識にすることが重要であると

考えた．そこで，シナリオ型の Flash教材を作成

し PBL 活動に入る前に取り組ませることとした

（図 3）．内容は学習者の身の回りにも将来起こり

うる問題（課題の真正性）で，なおかつ今の学生

生活においても問題の根本は同じ（学習内容の普
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図３ シナリオ教材のインタフェイス 

 

遍性）であり，さらに活動理論への理解が深まる

につれ多くの問題を指摘できるようになるよう

な（内容理解の柔軟性）場面設定とした．具体的

には架空の IT 企業のプロジェクトで起こった問

題に対し，登場人物がどうするべきだったかを問

うものであった．シナリオ教材は難易度と特に関

連性の高い形成的評価指標の異なる 5 つ作成し，

その中から難易度の低い順に 3つを使用した． 

 
5. 結果と考察 

  各課題への回答を 2名の評定者が 4つの学習観点

と 1４のサブカテゴリ（表２）に基づき評定した（14

点満点）． 

 

表 2 4 つの学習観点と 14 のサブカテゴリ 

 

 

 

 

学習観点 サブカテゴリ 

A1.目標の設定 A4.目標確認の共有 

A2.目標の共有 A5.目標の再設定 
A.目標を見極めることの重

要性の理解 
A3.目標の確認 A6.再設定の共有 

B1.下位目標の設定 B4.メンバー間での役割の確認 

B2.具体的なタスクの設定  B5.お互いの役割の進捗確認 
B.役割分担を上手に行うこ

との重要性の理解 
B3.役割の分担 B6.タスクの進捗確認 

C.活動を円滑に行うための

ルール（取り決めごと）の重

要性の理解 

C.グループでのルール，決めごと，共通して持っている認識 

D.活動をサポートするため

に道具をうまく利用するこ

との重要性の理解 

D.道具の重要性の認識 
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４つの学習観点全体での理解度平均得点について分

散分析を実施した結果，有意差が見られた（レポー

ト（10.84）＞ポスト課題（7.36）＞プレ課題（4.44）；

F(2,48)=36.73， p<0.01）．さらに， 学習観点毎に

個人の平均得点を算出し分散分析を実施した結果

（図 4），目標と役割分担の観点において有意差が見

られ，ポスト課題＞プレ課題，レポート課題＞ポス

ト課題となった（ F(2,48)=11.47，  p<0.01；

F(2,48)=39.05， p<0.01）．またルールと道具の観点

では，レポート課題＞プレ課題≒ポスト課題となっ

た（F(2,48)=7.65， p<0.01；F(2,48)=31.69， p<0.01）． 

 

 

図 4 各課題における観点別平均点の比較 

注）観点によりサブカテゴリ数が異なるため，４観点全て

同じ満点になるよう調整 

 

  以上の結果から，全体的には学習者は PBLにおけ

る「活動を捉える枠組み」の理解を段階的に深めて

いくことができたものと考えられる．具体的には，

シナリオ教材の導入と講義解説をふまえて再分析を

行わせることが，学習者が客観的にプロジェクトの

問題を同定し，目標と役割分担について理解を深め

るのに有効であった．この２つのみ理解深化がみら

れたのは，これまでのグループ活動経験により何ら

かの「気づき」を既に持っており，今回の取組みが

その気づきをより明確に認識させたのではないか．

また再分析を踏まえ実際に PBL に取り組むことに

よる理解は，全ての観点において向上していた．

PBL への取組み前にはみられなかったルールと道

具に対する理解がここで向上していたのは，具体的

な活動を通じてこれらの観点の必要性を認識した可

能性が考えられる．取り組み期間中には冬休みがあ

り，プロジェクトをうまくマネージしていくには，

グループ内でのルールや道具の利用が不可欠である．

実際にはそれがうまくできなかったとしても，その

こと自体に対する認識がこれらの観点への理解を深

めた可能性も考えられる．現在はまだ分析途中であ

り，今後 PBL 活動のデザイン原則として活動シス

テムを理解できたのかどうか詳細に検討していく予

定である． 
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添付資料 

シナリオ教材例課題１内容  

 山田さんは A 社のエンジニアです．A 社の主力製品に

あたる製品 X シリーズの開発を担当しています．X シリ

ーズは情報共有を支援するコミュニケーションツールで

す． 

 ある日，営業の木村さんが山田さんに顧客（B社）への

提案活動に同行するよう依頼しました．今回の提案活動は，

システム化を検討している B 社に対して，その要求（ニ

ーズ）を満たす業務改善案を提示し，最終的に受注につな

げることが目的です．山田さんは，これまで顧客先に同行

したことはありませんでしたが，Xシリーズに対する思い

入れも強く快諾しました． 

 木村さんの依頼を受けた後，早速山田さんは自分のなす

べきことを考えました．そして，自分は X シリーズを十

分に知り尽くしているので，改めて準備する必要はないと

思いました．そこで資料として B 社に持参するカタログ

を手配し，提案の当日を迎えることにしました． 

 提案活動の当日，まず木村さんが X シリーズの説明を

行いました．コミュニケーションツールとしての X シリ

ーズの特徴とそのメリットに関する内容でした．次に，山

田さんが(意気揚々と)Xシリーズの機能と仕様について説

明を行いました．説明の中では時折，B社の人たちの関心

を引くよう開発時の苦労話も盛り込みました．しかし，彼

らは少し困惑しているようでした． 

 B社での提案終了後，帰り道で営業の木村さんはちょっ

と苦い表情をしていました．それに気がついた山田さんは，

「受注できると良いね．Xシリーズのことを充分伝えられ

たからきっと大丈夫だよ！」と励ましました．すると木村

さんは，「山田さんの Xシリーズに対する豊富な知識が伝

わったと思うよ．だけど B 社の事情にあわせてカスタマ

イズ可能な箇所とか，業務改善後に有益となる機能なんか

も紹介して欲しかったな...」 

設問  

１．営業の木村さんはなぜちょっと苦い表情をしたのでし

ょう．木村さんは山田さんの説明に対し，何を思いこのよ

うな発言をしたのでしょうか？ 

２．今回の提案に関して，エンジニアの山田さんと営業の

木村さんに改善すべき点があるとしたら，それはどのよう

なことでしょうか？ 

 

日本認知科学会第27回大会 P2-4

413



活動理論に基づいた学習活動の形成的評価指標の提供と 

支援の効果 2 
 Activity Theory based Formative Assessment of Learning Activities 2 

 
湯浅且敏†，大島律子†，大島純†，榊原涼太‡ 

 Katsutoshi Yuasa, Ritsuko Oshima, Jun Oshima, Ryota Sakakibara 
 

†静岡大学，‡清水銀行 
Shizuoka University, Shimizu Bank 
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 本研究では，活動理論をベースとした活動指標を足場かけとして,学習者が自らのプロジェクト学習を定期
的に振り返ることで，プロジェクトを形成的に評価するスキルの獲得とプロジェクトマネジメントに対する

理解と意識の向上に主眼をおいた授業を開発した．授業を実施した結果，足場かけを用いてICT上で毎週のプ

ロジェクト活動を内省することにより，受講生の多くが活動理論をベースにした視点で自らのグループワー

クを振り返れていたことが判明した．詳細な分析から，プロジェクト中にICT上で多くの活動を行った学習者

ほど，プロジェクトマネジメントの意識が高まっていたことや，高い意識を持つグループほどプロジェクト

の最終成果物の評価が高かったことが明らかとなった．このため，本研究で開発されたプロジェクト学習に

従事することで，プロジェクトを評価する視点が学べ，質の高いプロジェクトの実施を促進する可能性が示

唆された． 

Keywords ― プロジェクト学習，活動システム，形成的評価指標  
 
1. 背景と目的 

  現在では構成主義に則った様々な学習方略が考

案されている．その一つに実社会の生産活動をベ

ースにしたプロジェクト学習がある．プロジェク

ト学習では高い学習効果が期待できる一方，学習

者自身がチームで問題を設定し，役割を分担，遂

行する PDCA のサイクルを繰り返す必要があるた

め，協調活動に不慣れな学習者にとって遂行が難

しい（西森ら 2005）．このため，近年では，タス

クの設定，役割の分割，進捗の確認などを学習活

動として組み込む活動デザインや，それらを機能

として持つシステムの開発が行われ，実践を通し

てその有効性が検証されている（西森ら，2005; 望

月ら,2007）．しかし，これらの研究では学習者が

プロジェクトマネジメントを強く意識しない場合

でもプロジェクトの進行がサポートされるため，

他者と協調して問題を解決し，生産活動を行うと

いう協調活動を遂行する能力の獲得を約束するも

のではない．これに対し，Engeström(1987)の提唱

する活動理論(図１)をベースとして，プロジェク

トを評価,運営する能力の育成を目的とした授業

が開発されている（yuasa, et al 2010）．この研

究では実際にプロジェクト活動を行う前に，プロ

ジェクトで起こりうる問題の具体例を評価する活

動やプロジェクト学習に関する基礎講義といった

プロジェクトマネジメントの意識を高める学習を

行うことで，プロジェクトを評価,運営する能力の

獲得が促進されることが明らかとなっている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 活動システム（Engeström, 1993） 

 

 この既研究に続き，本研究では活動理論を背景

に持つ初学者にも理解可能な 4 つの評価指標（表

1）を用いた．この指標をベースとした学習者自身

が自らのプロジェクトを評価する活動を開発し，

授業の実践を通してその効果を検証した． 
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表 1 プロジェクト評価指標と活動理論の枠組み

の要素との対応 

プロジェクトの評価指標 対応する活動理論

の枠組みの主要素 

目標を見極めること 対象 

役割分担を上手に行うこと 分業 

コミュニティでの活動を円滑

に行うための取り決めごと 

ルール 

活動をサポートするために道

具をうまく利用すること 

道具 

 

2. プロジェクトを評価する学習活動の
デザイン 

 協調学習支援に広く使われている Knowledge 
ForumTM（以下 KF）を利用して，プロジェクト
グループの毎週の活動報告を報告させた(図 2 参
照)．活動報告はそれぞれの評価指標に対応した足
場かけ（表 2参照）に答える形式で記述するよう
デザインされており，活動報告を作成することで

活動理論をベースとしたプロジェクト評価が行え

るようになっている．また，作成された作業報告

に対して，グループのメンバーは，「個人が参照し

た情報」，「授業外で行ったこと」，「うまくいった

と思う点」，「工夫した点」，「改善した方がよい点」

という足場かけを利用してコメントする活動に従

事した． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 Knowledge Forumを利用した作業報告と

振り返りの具体例 

表 2 評価指標に対応した活動報告の足場かけ 

プロジェクト評価指標 対応する足場かけ 

目標を見極めること ・週の作業でやるべき内容 

・今週の作業報告 

・来週までのグループとし

て作業すべき内容 

役割分担を上手に行う

こと 

・グループ内での作業の役

割分担 

コミュニティでの活動

を円滑に行うための取

り決めごと 

・グループとしての約束事 

活動をサポートするた

めに道具をうまく利用

すること 

・グループ内でのやり取り

や情報共有をするための

工夫 

 
3. 対象授業 

 国立大学理系 2学部の学生を対象とした教養科
目(半期，学部 2 年対象，56 名)のうち 12 回分を
利用して実施した．プロジェクトのチームは全 13
グループであり，3~５名で構成されていた．プ
ロジェクトテーマは，「エコロジーのアイデアコン

テスト」というもので，受講生は新聞やインター

ネットなどで現実のニーズを捉え，自身の専門知

識を活かしながら，これからの社会でどのような

技術が重要となるかを考えることが求められた．

考案されたアイデアはプロジェクトの成果物とし

てポスター発表の形式で報告された．最後の授業

では，プロジェクトの振り返りが行なわれ，最終

レポートとして，自分たちのプロジェクトの評価

と今後参加するプロジェクトにこの授業がどのよ

うに活かせるかを報告することが課された． 
 
4. 結果と考察 

1. KF の利用状況 

 平均して全体の83％のグループが毎週の作業記
録を作成していた．また，授業に出席した受講生の

55％が，毎週のグループの振り返りを行っており，
平均して1つの作業記録に関して，毎回2つのコメン
トがついていたことが判明した．このため，グルー

プの毎週の活動報告とその振り返りが十分に行えて
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いたと考えられる．一方，作業報告を作成した受講

生の88%はその週の個人コメントをつけていなかっ
たことから，活動報告と個人コメントの両立は受講

生にとって負荷が高かったか，受講生自身が両方を

行う必要性を感じられなかった可能性が考えられる．

また，授業を休んだ受講生の90％がその週の個人コ
メントをつけなかったことが判明した．このため，

授業外で行われるICT上の活動でありながらも，対
面授業でのグループ活動との結びつきが強いことが

判明した． 

 
2. 足場かけの利用状況 

 次に活動報告とそれに対するグループメンバーの
個人コメントに関して，それぞれの足場かけがどれ

だけ利用されたのかを分析した．KFが利用されたそ
れぞれの週(全11週)で，個々の足場かけの利用率を
調べた所，プロジェクト前半と後半で異なる傾向が

見られたため，前半の6回と後半の5回に分けて平均
を求めた．結果，図3が示す通り，活動報告では対
象に対する足場かけはプロジェクトの前半から活発

に用いられていたことや，分業，ルールに関する足

場かけの利用率が後半に向けて高まっていたこと，

道具に関する足場かけが後半若干下がったことが判

明した．このことから，活動デザインに沿って，当

初から目標の設定（対象）を十分に行えていたこと，

役割分担といった分業の重要さや，グループでどの

ように活動を進めていくかというルールに対する意

識は，プロジェクトが進むにつれ高まったことが判

明した．一方，プロジェクト開始時からKFを利用す
る活動デザインであったために，プロジェクトを円

滑に進めるために道具をどのように使うのかという

意識があまり変化しなかった可能性が考えられる． 
 

 
 
 
 
 
 

図3 作業報告の足場かけの利用率 

 個人コメントに対する同様の分析から図4に示す
結果が得られた．「参照した情報」の足場かけの利用

が後半に向けて大きく低下しているが，これはプロ

ジェクトの後半では新聞やインターネットを用いて

収集する活動を終え，グループでアイデアをまとめ

る活動に移っていたためと考えられる．また，その

他の足場かけに関して，後半に利用率が低下してい

るものが見られるが，グループの活動スタイルの定

着によって安定した状態となり，新しい視点での評

価が難しくなった可能性が示唆される． 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4 個人コメントの足場かけの利用率 

 
3. 活動デザインの効果の検証 

活動デザインの学習効果を検証する為に，授業の最

後に課せられた個人の最終レポートを分析した． 

 この最終レポートでは，「授業で学べたこと」と，
プロジェクト活動に関して，「上手くいった点」，「い

かなかった点」，「今度プロジェクト活動を行う場合

に注意する点」を足場かけの項目を踏まえて振り返

ることが求められた．このレポートに対して，授業

の目的を理解できているか（10点），役割分担の重
要性を理解できているか（10点），プランの重要性
を認識できているか（10点），グループのテーマの
まとめ方を説明できているか(10点)の40点満点で評
定した．この最終レポートの評価と毎週のKFの利用
率の相関を調べたところ（図5参照），中程度の相関
があることが判明した（r=.40 p<.05）．このため，
本研究で開発された活動デザインに沿って学習を行

った受講生ほど，プロジェクトマネジメントに対す

る理解と意識が高まっていたことが判明した． 
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図5 最終レポートとKF利用率の相関 
 
 また，各グループのプロジェクト自体を評価する
ために，最終成果物であるポスター発表を授業担当

教員2名，TA4名の計6名が5段階で評定した．この
グループのプロジェクト評価の平均得点と授業の最

終レポートのグループ平均得点との間の相関を調べ

たところ(図6参照)，強い相関があることが判明した
（r=.73 p<.05）． 

 
 
 
 
 
 
 
 

図6 最終レポートとKF利用率の相関 

 
 このため，足場かけのサポートによってプロジェ

クトマネジメントを強く意識できたグループは，プ

ロジェクト成果の質が高かったことが判明した．こ

の結果はプロジェクトを評価する手法を学ぶことで，

プロジェクト学習の対象の内容理解を向上させる可

能性を示している． 
 これらの考察から，本研究では，プロジェクト学

習において，活動理論をベースとした足場かけを用

いて形成的評価を行うことにより，プロジェクトマ

ネジメントに対する意識を向上させ，それによって

質の高いプロジェクト学習を促進できる可能性が示

唆された． 

5. 今後の展望 

 今後は本研究で提案された活動デザインがプロジ

ェクトのPDCAに具体的にどのような影響を与えた
かを分析し，プロジェクトを評価，改善するスキル

を獲得できるより良い学習活動を模索していきたい． 
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Abstract 

This paper examined processes and effects of 

constructing explanatory models by integrating 

procedural and conceptual knowledge pieces on the 

Tower of Hanoi task.  Eighty-four students were split 

into two groups: one learned about the recursion 

strategy (conceptual knowledge) and the other did about 

the patterns of disk moves (procedural knowledge).  

After that, they exchanged what they had learned to 

prepare poster presentation.  The results of long-term 

recalls and transfer tasks showed that they had difficulty 

in articulating their explanatory models, but such a 

constructing activity itself led to flexible problem 

solving and knowledge reconstruction. 

 

1. 問題 

問題の解決手続きをその根拠など概念と結びつ

けて獲得することが転移を可能にすることは認知

科学の常識だが，実際その結びつけをどう促せば

よいかに関する確立した知見はまだ得られていな

い．本報告では，認知科学の古典パズルであるハ

ノイの塔課題を題材に，協調活動を用いて大学生

に再帰解法という概念的知識を教示し，ディスク

の動きのパタンを抽出した手続き的知識と結びつ

けさせることで，保持・転移可能な知識を構成で

きるかを検討した． 

最近の学習研究では，最初から問題の正解や解

法を解説されるよりも，学習者自身が協調的に解

法を発見し説明を自力構成した方が将来の学習や

課題解決につながりやすいことが明らかにされつ

つある．三宅ら（三宅, 2010; 白水・三宅, 2009）

は，そのメカニズムとして次の 4 レベルからなる

協調的な概念変化のモデルを想定している．人が

物事の捉え方を変え，その捉え方自体を長期的に

保持するまでには，まず自分で問題を解き（レベ

ル 1），その試行を多数回繰り返して自分なりの解

法を構成した上で（レベル 2），他人と共有吟味し

てより一般的な現象を説明できるモデルを構築し

（レベル 3），それを科学的な形式理論原則化（レ

ベル 4）と結びつけて自分なりの理解を深める過

程があるとする．ここでの力点はレベル 3 の協調

的な説明モデル構成にあるが，通常の学校教育で

は，学習者の自力構成に割ける時間は限られてい

るため，いずれかの時点でレベル 4 の規範的な説

明が導入されることになる．しかし，その説明が

学習者にどう受容され，保持・活用されるかを詳

細に明らかにした研究は尐ない．そこで，本報告

では，学習課題について，レベル 1，2 に相当す

る活動後，レベル 4 の概念的な説明が早期に与え

られる条件と，レベル 2 までの学習者の手続き的

な解法を協調的に吟味し精緻化する条件とを設け

た上で，両者を相互作用させることがレベル 3 の

説明モデル作りを可能にするか，およびその効果

を明らかにした．結果，概念的説明は一度理解さ

れれば保持されるが，その理解自体が難しいこと，

手続き的解法は理解・共有されやすいこと，概念

と手続きを緊密に結びつけた説明モデルの構築は

難しいが，両者を併存させた上で新規な問題に活

用できる柔軟なモデルは構成されうることが示唆

された． 

本報告では，手続き的に解けるが，概念的な表

象も形成しやすい問題として，ハノイの塔課題を

選んだ．Anzai & Simon（1979）は，一人の実験

参加者が 5 枚ディスクのハノイの塔問題を 4 回解
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く過程を分析し，その解決方略が試行錯誤的なも

のから目標指向型のものへと変化し，最終的には

解法に潜む再帰構造を把握する過程を明らかにし

ている．これは，先述のレベル 1 の問題解決から

レベル 4 の概念的・数学的知識を自力構成したも

のと言える．そこには，問題解決の繰り返しから

内省の対象にできる手続きの表象を形成し，抽象

化する過程が含まれていたと考えられる．その際

言語化は，複数のディスクを一塊と見たり，他の

ディスクの下にある最大ディスクを目標のペグへ

と移すサブゴールを想定したりなど，表象を抽象

化し概念化する役割を果たす（三宅ら, 1998）．本

報告では，豊富な解決経験を基にその手続きを精

緻化する群と再帰方略を言語的に教示される群と

を設け，両者の相互作用によって，概念を目前の

問題に結びつけて活用できるような統合的な知識

表象が形成できるかを検討した． 

 

2. 実験課題と仮説 

ハノイの塔は，図 1 のように 3 本のペグの 1 本

に積み重なった大きさの異なるディスクを，「1 回

に 1 枚しか移動できない」「小さいディスクの上

に大きなディスクを置いてはいけない」というル

ールに従って，別のペグに積み直す課題である． 

 

 

図 1. ハノイの塔課題 

 

一つの解法は，最も大きなディスク（n 枚問題の

n 枚目のディスク）を動かすために，それより小

さなディスクすべて（1～n-1 枚目のディスク群）

を空いたペグに移動させることを目的として，今

度は n-1 枚目をそのペグに移動させるために，1

～n-2 枚目のディスク群を別のペグに移動させる

ことを目的とする，といった 2 層構造を再帰的に

当てはめて手順を導出するものである．これは再

帰方略と呼ばれ，教科書にも記述されるハノイの

塔の数学的・概念的な説明である． 

しかし，この問題の初心者はこうした説明を構

成するより，ディスクの枚数ごとにその動きのパ

タンを覚えるなど，手続き的な解法に頼ることが

多い．そこで本報告では，ディスクの色を大きさ

順に白黒で塗り分け（図 1），「ディスクの枚数（奇

偶）による初手の位置」と「同じ色のディスクが

重ならないようにする」という手順だけで問題を

解けるようにした． 

後者の手続き的解法は，ディスクが何枚になっ

ても解けることを保障する一方で，「なぜディスク

をそう動かすのか」の説明がない．反対に前者の

概念的解法は，ｎ枚ディスク問題が解ける理由を

原理的に説明するが，実際にディスクをどう動か

すかの具体的手順を導くまでに多くの認知作業が

いる．そこで，この両者を統合して，「なぜディス

クが奇数枚なら初手をゴールペグに移すのか」を

説明できると同時に，原理を基に新規課題にも柔

軟に初手を導出できるような柔軟でダイナミック

な知識を各自が構成する必要がある．こうした知

識が，本報告で狙う説明モデルである． 

本報告では，上記の概念的・手続き的知識を学

習者が分担して学習し，その後両者を共有する，

つまりレベル 1，2 の体験的手続き知識とレベル 4

の数学的概念的知識の相互作用により，説明モデ

ル構築を可能にし，その保持・転移を図った．仮

説として， 

1. もし説明モデルの構築が全学習者に可能であ

れば，全学習者に知識の保持・転移が認めら

れるだろう， 

2. しかし，もし手続き的知識に比べて概念的知

識が理解・共有が難しければ，両者を明示的

に獲得できた学習者にのみ，知識の保持・転

移が認められるだろう， 

3. もし，説明モデルの構築活動自体が効果を持

つのであれば，両知識を明記できなくとも，

新規課題に直面すると，知識を柔軟に活用し

解決できる表象が形成されるであろう， 

という 3 つの可能性を検討する． 
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3. 実験方法 

2008 年度中京大学学部 1 年生 84 名を対象に授

業内で実施．授業は 90 分 2 コマ連続で，全 3 週

の授業内にて以下の実験を行った．被験者 84 名

のうち，概念群に 45 名，手続き群に 39 名を割り

当て，それぞれ群の内容に沿って学習を進めた． 

本単元の位置づけは，認知科学科において知識

の柔軟な形成（例えばスキーマ）に関する学習を

長期に渡り行うため，その一環としてハノイの塔

を用い認知過程の経験則を構成し，その後のスキ

ーマ学習につなげたものである．そこで，ハノイ

の塔による 3 週間の学習期間を設けた． 

まず，1 週目後半，2 週目前半の各 90 分で全員

ルールや解法，最小手数の確認を行った．この時

点で，どの学生も 7 枚ディスクの問題を 2，3 分

で解ける程度に習熟した．2 週目の後半 90 分で，

概念群・手続き群に該当する学生を二部屋に分け，

概念群には「ディスクが何枚あっても解ける理由」

を考えさせ，最後に第二著者が再帰構造を解説す

るレクチャを行った．レクチャには，ディスクを

2 層と見なせること，すると，最大ディスクとそ

の他のディスクを動かすことで課題が解けること，

この 2 層の見立てを異なった枚数にも柔軟に適用

し直すことで課題が解けることの 3 点が含まれた． 

手続き群は 7 枚のハノイの塔の解法の模範演技

のビデオを繰り返し見せながら「ディスクが何枚

あっても解ける手順」を考えさせ，見つけた手順

を第三著者のガイドでクラス全体に共有するとい

う 2 群間で異なる教示で学習を進めた．なお，ど

ちらの群も活動はペアで行った．3 週目の最初 90

分も群ごとに分かれ，転移課題である「入れ替え

ハノイ」にペアで取り組んだ（図 2）．残り 90 分

で両群から 1 ペアずつ集めた 4 人グループを作り，

学んだ内容を交換した後，ハノイの塔の一般解を

最もうまく説明できる「ポスター」を作成し，グ

ループ間で発表し合った．このポスターの作成お

よび発表が説明モデル構築活動である． 

 実験から 8 ヶ月後，「ハノイの塔の一般解」を

再生させた後，転移課題として，通常のハノイの

塔課題と同じルールで白と黒のディスクの塔を入

れ替える「入れ替えハノイ」課題を三回解かせた． 

 

 

図 2. 入れ替えハノイ 

 

4. 結果 

4.1. 2 群間の比較 

ポスター作成・発表により両群が知識を共有す

る前，共有した直後，遅延再生のハノイの塔課題

と転移課題の記述，全 4 時点における学生の記述

回答について，どの程度，概念的知識と手続き的

知識が言及されたか分析した．遅延再生時の記述

は，図 1 のハノイの塔課題「遅延再生（標準）」

と図 2 の入れ替えハノイ問題「遅延再生（転移）」

それぞれの解法についての結果である． 

分析の対象は，概念的知識はディスクを「2 層」

と見立て，最大ディスクを「目標」ペグに移すた

めに，「再帰」的に 2 層と見立て直すという 3 点

の記述である．各記述が全員のうちどれだけで見

られたかのパーセントを割り出した．手続き的知

識は，「初手」および「白黒交互」にディスクを動

かすという 2 点の記述である．以上の結果を図 3

に示した．また，遅延再生の転移課題である入れ

替えハノイの課題成功率，中間的な目標状態に到

達している率を群ごとに図 4 に示した． 

 

一般解の保持と転移課題解決 

共有直前の結果をみると，手続き群の手続き的

知識の記述はほとんどの被験者が記述しているの

に対し，概念群の概念的記述は約半数の被験者し

か記述しなかった．このことから，手続き群は手

続きを獲得したのに対し，概念群は概念を獲得し

づらかったことがわかる．共有直後の結果を見る

と，概念群の手続き的記述の結果から，手続き的

知識の共有のしやすさは明らかである．しかし，

手続き群の概念的知識の記述結果から，概念的知
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識の共有は困難であると言える．遅延再生の結果

をみると，概念群の概念的知識の保有率が共有時

と変わらず，手続き群の概念的知識の結果が低い．

これは，共有後に概念を吟味する時間を設けなか

ったことが影響を与えていると思われるが，それ

でも概念に関する記述は両群とも低い．両知識の

共有による説明モデルの構築は，両群の概念的記

述の低さにより困難である．よって，仮説 1 は支

持されなかった． 

なお，概念的知識は一度理解をすると長期に保

持が可能であることがわかる．ただし，細かく見

ると，「2 層」だけが記述されている者も多く，実

際の手順と結びつきにくい知識となっていた可能

性がうかがえる． 

興味深い点は，遅延再生（転移）の結果をみる

と，遅延再生（標準）で概念的記述の結果が低い

手続き群の記述結果が上がり，概念群の記述結果

とほぼ同じになる．また，その記述も「目標」ペ

グに関するものが多く，動的な使える知識を記述

していると言えよう． 

図 4 の転移課題の成功率をみると，やはり両群

に差はなく，どちらの群も課題を解くことができ

る．言語的に概念的知識を記述している概念群が

転移課題を解けている背景には，概念的知識を課

題に適用させて解いていると言えるだろう．しか

し，言語報告ができていない手続き群がこれほど

高い成功率を出しているのは，体験を通して得た

知識を抽象化し，課題に関して解き方の目測を立

てることが可能であることが考えられる．以上よ

り，手続き的知識の抽象化が概念・手続き的知識

を併存させる「準」説明モデル作りを促し，転移

に繋がった可能性が示唆されている．ただし，こ

れは入れ替え課題の特性に拠るかも知れず，一層

の検討が必要である． 

 

図 3a. 概念群 概念的記述 

図 3b 手続き群 概念的記述 

図 3c. 概念群 手続き的記述 

図 3d. 手続き群 手続き的記述 
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図 4a. 転移課題成功率 

 

図 4b. 転移課題中間目標到達率 

 

3.2 知識統合による効果 

 先述のレベル 4 とレベル 1，2 の知識共有によ

り，レベル 3 の説明モデルの構築が可能であるか

を調べるために，全 84 名の被験者のうち，概念・

手続き的知識の両方を記述していた被験者と，ど

ちらか一方のみを記述していた被験者に分類し，

概念的知識と手続き的知識の両方の保有による知

識の長期保有性と転移可能性について分析をした．

分類した結果の人数比は表 2 のとおりである．こ

のとき，概念のみを記述していた群を C群(4 名)，

手続きのみを記述していた群を P 群(47 名)，概念

と手続きの両方を記述していた群を J 群(30 名)と

呼ぶ．各群の結果を図 5，図 6 に示した．尚，C

群の人数が尐ないため，結果が極端な可能性があ

るため比較対象から除くこととする． 

 

表 1 再分類被験者数 

記述 概念群 手続き群 

概念的知識(C 群) 4 / 45 0 / 39 

手続き的知識(P 群) 19 / 45 28 / 39 

概念＋手続き(J 群) 20 / 45 10 / 39 

 

J 群・P 群を比較すると，J 群の遅延再生にお

ける知識保有率が高い．しかし，転移課題に関

する知識を比較すると差が尐なくなり，両群と

も転移課題に対する表象を示している．よって，

仮説 2 も支持されなかった． 

図 6 に示した転移課題の成功率をみると，J

群・P 群共に課題成功に差はなく，どちらも高

い成功率を示している．P 群は解法に関しての

言語的な報告はできないが，課題に関する何か

しらの表象を持ち，そこから解法を模索し，問

題形式に合わせて既存の知識を書き換えて適応

させていると考えられる． 

知識共有時に概念・手続き的知識の両知識を

取り入れることが長期保持に繋がることが示さ

れた．しかし，共有により概念と手続きの両方

を獲得した J 群の概念的記述が低く，再帰記述

者も尐ないという結果から，概念的・手続き的

知識の相互作用で説明モデルを構築することは

困難であると言える．むしろ，明記はされない

ものの両者の知識を併存して，問題にあわせて

適応できる仮説 3 の可能性が示唆された． 

 

図 5a J 群 概念的記述 

図 5b P 群 概念的記述 
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図 5c J 群 手続き的記述 

図 5d P 群 手続き的記述 

図 6a 転移課題成功率 

 

 

図 6b 転移課題中間目標到達率 

 

5. 考察 

 本研究により，概念的知識の理解による知識の

長期保持の有効性が示されたものの，概念的知識

は共有が難しく，概念的知識と手続き的知識の両

者を統合する説明モデルの構築は，今回の実験で

は容易ではなかったことが示唆される．一つの可

能性として，共有直後に交換した知識について吟

味する時間を設けなかったことが影響していると

思われる．概念群の共有直前の結果の通り，概念

的知識は吟味する時間を与え，それを理解するこ

とで長期保持が可能になるのであれば，知識共有

後に交換した知識について吟味すれば，それを言

語的に報告できる可能性は十分にある．しかし，

言語的に報告ができなくとも，両知識を併存させ

ることで，新規な問題に活用できる心的なモデル

を構築されうるという結果から，今後の協調学習

における，原理・原則学習と体験による自力構成

知識の結びつけ活動のポテンシャルが示唆された

と言えよう． 
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Abstract 

Previous studies have suggested that people who only 

observe covariation between events cannot learn the 

causal structure. The present study rethought this 

problem and investigated the use of covariation in 

simple causal structure learning. Our result shows that 

people can use covariation for inferring causal 

structure and suggests that strategy for structure 

learning depends on the complexity of the task. 
 
Keywords ― Causal Learning, Causal Reasoning, 

Covariation, Temporal Order, Causal Bayes Nets 

 

序論 

因果関係をどのようにして知り得るかという

因果認知の問題に対して，近年では causal 

Bayes nets (Pearl, 2000) を用いて説明する試

みがなされ始めている (Gopnik & Schulz, 

2007)．causal Bayes nets は統計学や計算機科

学において開発された数学的手法であり，因果

関係に対する規範的な枠組みを提供する．

causal Bayes nets によると，因果関係はその有

無を表す因果構造とその関係の強さを表す因果

強度に二分される．因果構造が因果強度などの

パラメータの計算方法を決めることから

causal Bayes nets では因果強度よりも因果構

造が重視される．しかし，因果学習に関する心

理学的研究の大部分は強度の学習に焦点を当て

ており，構造の学習について研究されることは

あまりなかった． 

ヒトはどのようにして因果構造を学習するの

か？因果構造を学習する手がかりとして事象の

共生起情報である共変動，および共変動を観察

する順序である時間順序が挙げられる．共変動

の手がかり単独で因果構造を特定することは難

しい．例えば，事象 X と事象 Y が共変関係にあ

るとき，X→Y，X←Y，X←Z→Y という 3 つの

可能性が考えられる．しかし，他の隠れた原因

Z が存在しないことが保証されていれば，因果

構造を特定することが可能になる．先の例にお

いて X が単独生起するならば，結果事象は単独

生起しないため，X→Y という因果構造になる．

causal Bayes nets では共変動から因果構造を

導くことが可能であり，ヒトが共変動の手がか

りに基づいて因果構造を学習できるか否かは

causal Bayes nets を用いて因果認知を説明す

る際の重要な問題である (Gopnik & Schulz, 

2007)． 

Lagnado & Sloman (2006) は，4 つの事象で

構成される実験事態においてヒトが共変動では

なく時間順序を用いて因果構造を判断している

ことを示した．しかし，彼らの結果だけでは，

ヒトが共変動の手がかりを利用して因果構造を

学習できるか否かは不明瞭である．なぜなら共

変動は事象の数の増加に伴い複雑になるからで

あり，上記の問題を明らかにするには事象の数

を減らした事態での検討が望まれる．本実験の

目的は単純な因果構造の学習事態において共変

動に基づいて因果構造を判断できるか否か検討

することである． 

方法 

実験参加者 大学生 48 名 (男性 8 名，女性 40

名) が実験に参加した．実験参加者は事象の生

起する時間順序と他の隠れた原因に関する教示

という 2 つの要因の組み合わせによって生じる

4 群のいずれかに無作為に割り当てられた． 

実験課題 実験課題はパソコンの画面上で 2 種類

の生物の発生を観察してどのような因果関係があ
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るか判断することであった (Figure 1)．教示では，

2 種類の生物の因果関係が不明であること，およ

び生物が現れる時間順序がその因果関係と一致し

ているとは限らないことを伝えた．このとき，教

示あり群では生物は厳重に管理されているため他

の隠れた原因が存在しないことを知らせ，教示な

し群では知らせなかった． 

学習フェイズは，2 種類の生物の有無を観察す

るのを 1 試行として全 40 試行で構成されていた．

試行は画面上に表示された「NEXT」というボタ

ンをクリックすることで開始され，2 匹の生物に

「？」と書かれた状態が表示され，1 秒ごとに生

物の状態が表示された．このとき，一致群では原

因となる生物が先に表示され，結果となる生物は

後に表示された．一方，逆転群では表示される順

序が一致群とは反対になっていた．生物が生起す

る場合には生物の絵が，非生起の場合には生物の

絵に×が書かれたものが表示された．2 匹の生物

の状態が判明してから 2 秒経過後，最初の画面に

移行した． 

テストフェイズでは因果構造について判断する

ことが求められた．具体的には，「生物 X が生物 Y

を発生させていますか？」，「生物 Y が生物 X を発

生させていますか？」という質問項目に対して 2

件法 (はい・いいえ) で回答させた． 

結果および考察 

2 つの項目に対する回答に基づいて実験参加者の

回答を 4 パターンに分類した．例えば，どちらの

項目に対しても「はい」と答えた場合は「X↔Y」

に分類した．Table 1 に各群の反応パターンを示

す．なお，正答となる反応は「X→Y」である．教

示の有無に関わらず，一致群では「X→Y」という

反応が大部分を占めていた (binominal tests, 

both p-values < .001)．ただし，共変動と時間順

序が示唆する因果構造が同一であるため，この反

応から実験参加者が共変動に基づいて判断してい

 

Figure 1. Causal model used in Experiment. 

るか，時間順序に基づいて判断しているかは分か

らない． 

一方，逆転群においても「X→Y」と反応する参

加者が多数存在した (binominal tests, p < .001 

for instruction group; p < .10 for no-instruction 

group)．逆転群において時間順序に基づく判断は

「X←Y」であり，共変動に基づく判断は「X→Y」

であるため，参加者の多くが共変動に基づいて因

果構造を正しく判断していることが示された． 

一致群の方が逆転群よりも正答率が高くなって

いるのは，一部の参加者が時間順序に基づいて判

断していたためだと解釈できる．また，逆転群で

教示の有無によって，共変動による判断の減少と

時間順序による判断の増加がみられた．これは，

他の隠れた原因がないという教示が共変動の使用

を促したためだと考えられる 

 Lagnado & Sloman (2006) は 4 つの事象で構

成される実験事態において，時間順序に基づく判

断がみられると報告していることから，事象の数

によって判断方略が変化している可能性が示唆さ

れる． 

Table 1 

Percentage of responses in each group 

 Consistent  Reverse 

Responses Instruction No-Instruction  Instruction No-Instruction 

X→Y 83.3 75  75 50 

X←Y 0 0  8.3 33.3 

X↔Y 8.3 0  8.3 0 

X  Y 8.3 25  8.3 16.7 
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オンラインゲーム・プレイヤーのコミュニケーション特性 

「見知らぬ人」とのコミュニケーションを中心に 
Characteristics of Online Game Players’ Communication: 

Communication with “Strangers” 
 

木暮 照正 

Terumasa Kogure 
 

福島大学 
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Abstract 
In the present study, characteristics of online game 

players’ communication, especially communication 
with “stranger” was examined by means of 
paper-based and web-based surveys. The results 
suggest that online game players who tend to 
communicate with “strangers” on the face-to-face 
situation can communicate with “strangers” on the 
online game situation. This tendency was found on the 
other media communication, i.e, email-by-mobile- 
phone situation. 
 
Keywords ― Online Game, Communication 

 

1. はじめに 

 インターネットのブロードバンド化に伴い，

多数のユーザが同時にネット接続してゲームを

プレイできる Massively Multiplayer Online 
Role Playing Game (MMORPG)が日本におい
ても普及している．このようなオンラインゲー

ム(OLG)の利用が日常生活に及ぼす影響につい
ては，没入的利用等による負の影響を懸念する

見解[1]と，むしろ友人関係が広がる等の正の影
響を及ぼしうるという見解[2]とがともに存在
している．確かに，オンラインゲームの没入的

な利用は日常生活に支障を及ぼすであろうが，

このオンラインゲームへの参加を通じて知り合

った者とオフ会を通じて実際の友好を深めると

いうことがあれば，新しい友人の形成を促すと

いう意味において日常生活にも正の影響を及ぼ

すともいえよう． 
 ただし後者の場合，オンラインゲームを通じ

て「見知らぬ人」（新奇者）と出会った際に積極

的にコミュニケーションをとることができるか

どうかが鍵になってくると思われる．本研究で

はこの点に着目し，質問紙調査及びWeb調査を
用いて検討を行った．また比較のため，オンラ

インゲーム以外にケータイメールでのコミュニ

ケーションの様相についても調査を行い，ある

種の般化効果が認められるか検討を加えた． 
 

2. 方法 

1. 調査対象者 

 質問紙による調査と web による調査の両方
を実施した．質問紙調査には大学生 148名（男
性 84名，女性 62名，不明 2名；平均年齢 = 18.6
歳，標準偏差 = 0.95）が，web 調査には goo
リサーチ（（株）NTT レゾナント）の消費者モ
ニター531名（男性 269名，女性 262名；平均
年齢 = 40.9歳，標準偏差 = 11.38）が参加した． 
2. 質問紙による調査 
 オンラインゲームを行っているか，過去に経

験したことがあるかを尋ね，現在プレイをして

いる場合にはオンラインゲーム上での行動につ

いて質問した．これに加えて，ケータイメール

でのやりとり及び日常場面でのコミュニケーシ

ョンについても同様の質問を尋ねた．質問紙は

大学の授業中に配布し，その場で回収した． 
3. Web調査 
 質問紙による調査とほぼ同じ内容で web 調
査を実施した．調査実施は gooリサーチ（（株）
NTTレゾナント）に委託した．web調査を実施
するにあたり一部質問内容の表現を改めた． 
 

日本認知科学会第27回大会 P2-8

426



3. 結果 

 調査対象者のうち，現在オンラインゲームに

参加している者は 59名（質問紙調査 9名，web
調査 50名，以下同），過去に経験したことがあ
る者が 150名（28名／122名）であり，残りは
非経験者であった（469 名（110 名／359 名），
回答なし 1名あり）．（両調査における経験頻度
に顕著な違いはないものの，質問紙調査におけ

る経験者数が相対的に少ないことから分析は混

みにして行った．） 
 本調査ではオンラインゲーム(OLG)・ケータ
イメール・日常対面の 3 つの場面にかんして
様々な質問項目を尋ねたが，以下の分析では新

奇者とのコミュニケーション傾向に着目する

（「（OLG場面で）私は知らないプレイヤーとで
も平気で話ができる」「私は会ったことのない人

とでも平気でケータイメールでやりとりができ

る」「（日常場面で）私は知らない人とでも平気

で話ができる」，すべて「あてはまる」（5 点）
~「あてはまならい」（1点）までの 5件法）． 
 まず日常対面場面での得点値によって高低 2
群に群分けを行った（「私は知らない人とでも平

気で話ができる」項目に対して 4点以上を高群
(N = 225)，3点以下を低群(N = 453)とした）．
OLG 場面での新奇者とのコミュニケーション
得点に対して t 検定を実施したところ有意とな
った(t (57) = 3.934, p < .005，図 1のプレイヤ
ー群(OLG))．日常高群＞低群であった． 

 次に，OLG参加経験と日常場面高低群を独立
変数とし，ケータイメール場面での新奇者との

コミュンケーション得点を従属変数とした 2要
因分散分析を行ったところ，全ての主効果・交

互作用が有意となった（参加経験：F(2,672) = 
10.136, p < .001；日常場面高低群：F(1,672) = 
33.637, p < .001；交互作用：F(2,672) = 7.291, 
p < .005，図 1）．プレイヤー群・過去経験群で
はともに日常高群＞低群であったが(ps < .05)，
非経験群では両群に差異は認められなかった． 
 
4. 結語 

 日常対面場面において見知らぬ人（新奇者）

とのコミュニケーションに躊躇する者は，オン

ラインゲーム場面においても同様に躊躇感を感

じている可能性が窺われた．つまり，オンライ

ンゲームに単に触れるだけで見知らぬ人と積極

的にコミュニケーションができるようになるわ

けではないといえよう．一方，ケータイメール

場面に着目すると，オンラインゲームの経験が

ケータイメールでのコミュニケーションにある

種の般化効果を及ぼしている可能性が窺われた．

しかし，この傾向はオンラインゲーム経験自体

の効果ではなくメディアへの関心度・積極度が

高い人において認められる傾向であるとも考え

られるため（そのような人はオンラインゲーム

にもケータイメールにもともに関心を寄せやす

く，それらを通じて見知らぬ人とも交流をはか

ろうとする等），今後の検討が必要である． 
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カテゴリサイズを考慮した
次元縮約をともなうファジィカテゴリ形成モデル

A model of category size adjusted fuzzy category formation
with dimension reduction
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Graduate School of Human Sciences, Osaka University

nishida ＠ bm.hus.osaka-u.ac.jp

Abstract
The model of the category formation in a unsu-

pervized learning situation should have two assump-
tions about cognitive limitation and category struc-
ture. In this paper, a model of category formation
which achieves dimension reduction and fuzzy clas-
sification simultaneously is proposed. In addition to
these assumptions, a parameter which adjusts cate-
gory size is used to avoid obtaining uniform category
size.
Keywords — fuzzy category, category size, di-
mension reduction

1. カテゴリ形成に関する2つの仮定
カテゴリの曖昧さ あるカテゴリを特徴づけら

れる，必要十分な定義的特徴は多くの場合存在し
ない．カテゴリに含まれる平均的な事例（プロト
タイプ）から離れた事例は，同一人物が評定して
も，文脈によってカテゴリに含まれるか否かの判
断が異なってくる (Mccloskey & Glucksberg, 1978)．
したがって，多くの事例に共有される複数の特徴
がカテゴリを形成させていると考えられる (Rosh
& Mervis, 1976)．すなわち家族的類似性を持つ事例
を分類し，カテゴリとしてまとめるためにはファ
ジィな分類が必要となる．
特徴の次元縮約 k-means法などの分類手法にお

いては，分類対象となる事例が持つ特徴の次元数
はあらかじめ与えられる．しかし，人間がカテゴ
リ形成を行う場合には事例のどの特徴を使えばよ
いかということは事前にはわからない．また，人
間の短期記憶の容量は7±2チャンク程度といわれ
ており (Miller, 1956)，多くの特徴を用いるわけに
もいかない．従って，カテゴリ形成に効果的な特
徴を自ら抽出もしくは次元縮約する必要がある．
どのようなモデルが適切か？ 以上のような観点

からすると，次元縮約とファジィな分類を同時に
達成するモデルが，人間のカテゴリ形成の心理モ
デルとして妥当であると考えられる．本研究では

次元縮約と分類を同時に達成するすることを目的
として開発されたreduced k-means法 (REDKM; De
Soete & Carroll, 1994) のファジィ化を試みる．本研
究では目的関数にエントロピー項を加えることに
より正則化する方法 (宮本・馬屋原・向殿, 1998) に
よってREDKMをファジィ化を達成する．
しかしk-means法を用いているREDKMはカテゴ

リに含まれるサイズが均等になるよう分類されや
すい．したがってカテゴリサイズが小さいカテゴ
リがカテゴリサイズが大きいカテゴリの事例を吸
収してしまう場合がある．このような問題を解決
するため (宮本・馬屋原, 2000) は事例数の少ない
カテゴリはそのカテゴリ範囲も狭くなるという仮
定のもと、カテゴリサイズを調整するためのパラ
メタαを導入した方法を提案している．本研究で
はカテゴリサイズを調整するためのパラメタαを
導入した，Fuzzy reduced k-means法を提案する．

2. 提案モデル
X = [x1, ...,xn]′をデータ行列，xiをi番目の事例

の特徴ベクトル，X̄をカテゴリ平均行列，Cを縮
約されたカテゴリ平均行列，uikを i番目の個体が
クラスタkに所属するか否かを示す所属度，αをカ
テゴリサイズ調整パラメータ，λ > 0を正則化パラ
メータとする．uikは

∑K
k=1 uik = 1 と 0 ≤ uik ≤ 1

を満たし，αは
∑K

k=1 αk = 1 と αk ≥ 0を満たす．
提案モデルの目的関数は

F (C,U, α)

=
N∑

i=1

K∑
k=1

uik ||xi − ck||2 + λ−1
N∑

i=1

K∑
k=1

uik log
uik

αk

(1)

=
N∑

i=1

K∑
k=1

uik ||xi − x̄k||2 +
K∑

k=1

Nk||x̄k − ck||2

+λ−1
N∑

i=1

K∑
k=1

uik log
uik

αk
(2)

とあらわせる．この関数を最小にするパラメータ
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C，U，αをrank(C) = Mの制約のもとで求める．
所属度uikは(1)を最適化することにより

uik =
αk exp(−λ||xi − ck||2)∑K
j=1 αj exp(−λ||xi − cj ||2)

(3)

と得られる．階数Mのカテゴリ平均行列Cは(2)を
最適化することにより得られる．ここで(2)の右辺
第2項を

G(C) = ||W(X̄ − C)||2 (4)

とする．ただし，Wは対角要素にカテゴリサイズ
Nkが並んだ対角行列W = diag(N1, ..., NK)である．
ここで，UMSMV′

MをW
1
2 X̄の階数Mでの特異値

分解すると

Ĉ = W− 1
2 UMSMV′

M (5)

を得る．カテゴリサイズ調整パラメータαは

αk =
1
N

N∑
i=1

uik (6)

により得られる．

3. 動物評定データへの適用
22種類の動物 (ネズミ，ウシ，トラ，ウサギ，ウ

マ，ヒツジ，サル，イヌ，イノシシ，ヒト，カナ
リヤ，ワシ，ペンギン，ダチョウ，ニワトリ，ワニ，
リュウ，ヘビ，クジラ，マグロ，イワシ，タコ)につ
いて実験参加者9名が10個の特徴 (大きさ，走る，
飛ぶ，泳ぐ，毛，足，蹄，羽，鱗，肺呼吸) につい
て評定したデータを用いる．カテゴリ数を3，正則
化パラメータを0.3としてAdjusted Fuzzy REDKM
とFuzzy REDKMを適用した．

Adjusted Fuzzy REDKMにおける2次元マップを
図1に，Fuzzy REDKMにおける2次元マップを図2
に示す．色によってカテゴリを表現している．鮮明
な色ほど1つのカテゴリへの所属度が高いことを
表す．Adjusted Fuzzy REDKMではFuzzy REDKM
に比べ，緑のカテゴリサイズが小さくなっている
ことがわかる．Adjusted Fuzzy REDKMを用いる
とカテゴリサイズを均等に維持しようとしないた
め，カテゴリサイズを柔軟に変化させ，ニワトリ
やペンギンヒトといった動物のファジイさをうま
く表現できている．
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図 1 　Adjusted Fuzzy REDKMを適用した場合．
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数学熟練者と初心者における知識構造の差異

 望月雄平 *  ・益川弘如 *
静岡大学大学院教育学研究科*

1.　は　じ　め　に

　本研究では、高校数学を題材に、学習者同士が

関わり合い理解を深め、かつ数学の良さを認識で

きる授業を実現出来るような授業デザインを開発

するため、数学熟練者と初心者の知識構造の差異

を調べ、支援の必要な要素を検討した。

　学習科学の研究領域では、従来以上の学びを実

現するための授業デザインや支援システムの開発

が進められている。しかし、研究対象は初等教育

と中等教育前期が主な中心であり、中等教育後期

での研究は少ない。また、現在の日本における高

校数学は、「受験」が一つの目標になっている傾

向にある。その枠の中では、数学の良さを認識し

て学ぶには至っていない。しかし、実際には数学

の良さを認識し、数学について深く学べている生

徒もいる。この関係を明らかにすることで、高校

数学の授業デザインを検討していきたい。

　

　1.1　先行研究
　Schoenfeld（1985）は、数学の問題解決過程
に影響を与える要因として、信念システム

（belief system）を挙げている。ここでいう信
念システムとは、個人の持つ、数学の捉え方や世

界観といったもののことである。信念システムは、

例えば、「数学の問題は、きちんと理解できてい

れば 10分以内に解ける。」や「数学は 1人で行
う活動である。」といったものを含んでいる。こ

のような数学の問題解決に関する信念が、問題解

決に、時に好ましくない影響を与える。

　また、Chi, Glaser, & Reese（1982）は、物
理学の熟練者の優れた問題解決が、その知識構造

(knowledge structure）に支えられていること
を明らかにした。知識構造とは、複数の知識を関

連付けて作られた、知識の塊のようなものである。

Chiらは、物理学における熟練者と初心者の知識
構造の差異を、斜面に関する問題について知って

いることまたはその問題の解法を 3分間で述べ
させる、という課題を用いて検討した。その結果、

熟練者、初心者ともに述べられた知識に差はない

が、それを関連付ける方法が異なることが判明し

た。熟練者の知識構造は、物理的法則とその適用

条件を中心に構造化されているのに対し、初心者

の知識構造は斜面の問題であればたいてい現れる

ような概念を関係付けた網羅的なものだった。

　これらの先行研究は、本研究にいくつかの示唆

を与える。例えば、大学受験を意識するあまり

「数学は問題を解くものだ。」といった信念の存

在や、数学の持つ「いくつかの仮定から演繹的推

論で定理や法則を得る。」という性質と物理学の

「物理的現象を観察し、帰納的に法則を得る。」

という性質の差が、理想とすべき知識構造の特徴

に影響を与える可能性が考えられる。

　

　1.2　本研究の目的
　本研究の目的は、次の 2つである。（1）「数
学のよさを認識している者は、数学の概念や原理・

法則を、問題の解き方ではなく、導出過程を中心

に関連付けている。」という仮説を実験により検

討する。導出過程とは、数学の概念や原理・法則

が証明あるいは導入されていく過程を指す。

（2）被験者から数名を選出し、知識構造と認識
の関係を詳細に分析することで、授業によって支

援すべき要素を同定する。

2．　方　　　　法
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　2.1　被験者
　被験者は、静岡大学の学部 2年生から 4年生
までの計 9名であった。被験者 9名の詳細は、
表 1の通りである。高校数学の授業デザインへ
の応用を考えたため、数学が得意であろう理系学

部生と、そうでない文系学部生を実験対象とした。

表 1　被験者の詳細
所属

数学
熟練者

E1 理学部 4年（数学）
E2 理学部 4年（物理）
E3 理学部 3年（化学）

数学
初心者

N1 教育学部 4年（理科）
N2 教育学部 4年（社会）
N3 教育学部 3年（英語）
N4 教育学部 2年（社会）
N5 教育学部 2年（社会）
N6 教育学部 2年（英語）

　

　2.2　実験に用いた題材
　本研究が設定する初心者を考慮し、被験者が取

り組みやすい題材を作成した。題材は、高等学校

数学科用教科書数学Ⅰ（加藤ほか, 2002）から
三角比に関する重要項目 14個を選出し、カード
化することで作成した。

図 1　作成したカード一覧

　2.3　実験手順
①　課題説明：カードを提示し、関係あると思う
カードを紐でつなぎ、その理由を発話することを

要請した。課題に取り組む際、計算用紙を用いる

ことが出来ることと、白紙カードに書き込むこと

でカードを自由に追加出来ることを伝えた。

②　課題遂行：課題遂行中、被験者が沈黙したと

きに、実験者が「考えていることを声に出して下

さい。」と促すことがあった。課題は、制限時間

を設けずに行なった。

③　インタビュー：課題終了後に、質問とインタ

ビューを行った。質問では、課題遂行時の発話内

容で不明な点の説明を求めた。インタビューでは、

（1）数学についてどう思ったり感じたりしてい
るか、（2）高校数学についてどう思ったり感じ
たりしているか、の 2点を尋ねた。
　課題遂行やインタビューの様子は、全てビデオ

カメラで記録した。

3．　結　　　　果

　3.1　数学に対する認識の差
　数学に対する認識を調べるため、インタビュー

の発話内容を「数学の捉え方」、「数学に対する

印象」、「数学の有用性」の 3要因で分析し、
分類整理した。を抽出した。結果を表 2に示す。

表 2　数学に対する認識

　

　3.2　知識の関連付け方の差
　各被験者の発話をもとに、カードの関連付け方

は「導出過程」、「適用方法」、「共通・順序」、

「学習時期」、「カード内容」、「直感・間違え」

の 6種類が観察された。

E1 E2 E3

捉え方 証明されたものは覆らない。 理科の問題を解く道具のようなもの。

印象 魅力がある。 面白い。 不明

有用性 様々な学問領域で応用でき、汎用性が高い。

N1 N2 N3

捉え方 図形はわかりやすい。 不明

印象 問題が解けると面白いが、解けないとつまらない。

有用性 受験や試験のために勉強していた。

N4 N5 N6

捉え方 努力すれば理解できる。 活用場面がわからない。 論理的に考える必要がある。

印象 中学校までは好きだった。 理解しずらく、苦手だ。

有用性 受験や試験のために勉強していた。 不明

答えが1つだ。

特定領域で応用出来るが、日常的に
は役立たない。

答えが1つだ。

算数は役立つが、数学は日常に役
立たない。
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表 3　知識の関連付け方
導出過程 カード間の仮定－結論関係。または、

他人に数学的概念を説明する方法。

Xから Yが導かれる。
適用方法 カード内容を問題に適用する方法。

Xと Yは、計算問題に使う。
共通・

順序

共通する概念や順序に着目する。

Xがあって、Yがある。
学習時期 学習した順序に着目する。

Xの前に Yを習った気がする。
カード内容 カードに書かれた内容に着目する。

Xと Yには、円が書いてある。

直感・

間違え

直感や誤答。

何となく Xと Yは関係がある。

　これらのカテゴリーを用いて、被験者のカード

の関連付け方を分類した。結果を表 4に示す。
表 4中の「良さの認識」欄は、表 2をもとに、
被験者が数学に対して良さを認識しているか否か

を判断したものを示している。数学の良さを認識

する E1と E2は、導出過程によるカードの関連
付けが多かった。従って、本研究の結果は仮説を

支持するものであった。

表 4　各関連付け方の回数
良さの認識 認識有 部分的に認識有 認識無

E1 E2 E3 N1 N2 N3 N4 N5 N6

導出過程 18 15 11 4 1 5 0 7 0

適用方法 0 0 1 2 7 5 3 1 0

共通・順序 4 0 0 2 3 3 13 2 8

学習時期 0 0 0 2 1 1 0 0 2

カード内容 1 0 0 0 3 0 8 0 1

直感・間違え 0 0 1 1 2 0 0 0 3

計 23 15 13 11 16 14 24 10 14

4．　事　例　分　析
　被験者の中で、E2とN6は、非常に対照的で

あった。E2が「高校数学は、論理的に首尾一貫
していて理解しやすい。」と発言したのに対し、

N6は「数学は論理的に考えなければならず、頭
の中で整理がつかない。」と発言した。E2やN6
が指摘する論理的な一貫性は、導出過程と類似し

ていると考えられる。また、N1は「公式が出て
くる理由が気になり、友人に尋ねたが、答えても

らえなかった。」と発言し、数学を理解する上で

導出過程の理解が必要であることを示唆した。そ

こで、本節では E2、N1、N6の 3名を詳細に比
較する。

　図 2は、3名の知識の関連付け方をプロセスに
そって示したグラフである。E2は、一貫して導
出過程で関連付けていたのに対し、Ｎ１は適用方

法等で関連付けていた場合もあり、N6に至って
は、導出過程で関連付けることはなかった。

　図 2　E2, N1, N6の関連付け方の変化

　3名の関連付けた回数が多いカードは、いずれ
も三角比の定義に関係が深い内容だった。そこで、

3名が持つ三角比の定義に関する知識を発話から
推測する。

　4.1.1　E2が持つ三角比の定義に関する知識
　E2の三角比の定義に関する発話を抽出し、附
録A-1に示す。
　E2は、カード 2の直角三角形を用いた三角比
の定義では、カード 3とカード 8の 2枚が示せ

5:  導出過程 4:  適用方法 3:  共通・順序

2:  学習時期 1:  カード内容 0:直感・間違え
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ないことを指摘し、この問題を白紙 1で新たな
定義を作成することで解決した（図 3）。つまり、
E2は三角比の定義に関して、少なくとも次の 2
つのことを知っている。

図 3　E2の作成したカード白紙 1

・三角比の定義には、直角三角形を用いたものと

座標を用いたものの 2種類が存在する。
・座標を用いた三角比の定義は、直角三角形を用

いたものが持つ問題点を解決出来る。

被験者のうち E1は、直角三角形を用いた三角比
の定義の問題点を実際に指摘している。

表 5　E1の指摘
E1-1 三角比の定義は、どちらにも使えるから

な。単位円周上で定義する場合と、三角比

の数学Ⅰ的に定義する場合と。まぁ、同じ

ようなもんだけど。

E1-2 ただ、カード 2の場合だと、三角形の 180
度以上の角がないから sinθの定義にちょっ
と難があるけど。どうつなごう。どれにも

つながってるよ。

E1が指摘したのは、カード 2の定義の角度 θに
制限があることだ。直角三角形を用いて三角比を

定義する場合、角度 θは 90度未満の値しか取る
ことが出来ない。この事実を踏まえて、E2は附
録A-1の関連付けをしたのだろう。このような
数学的な概念や法則の活用方法だけでなく、それ

らが存在する理由を知識として持っていることが、

数学の良さを認識することにつながっていると考

えられる。

　4.1.2　N1がもつ三角費の定義に関する知識
　N1の三角比の定義に関する発話を抽出し、附
録A-2に示す。

　N1は、カード 6の単位円に座標を書き込むこ
とで x座標が cosθに、y座標が sinθになる、と
述べた。これは、E1のカード白紙 1とよく似て
いる。しかし、N1は、この座標に書き込むこと
で三角比を考える方法を、三角比の定義ではなく、

問題を解くための手段として捉えているようであ

る。このことから、N1が数学に対して問題を解
くことを強く意識していることが推測出来る。し

” ”たがって、数学の良さは、 問題が解けたとき と

いう部分的にしか認識出来ないのだろう。

　4.1.3　N6が持つ三角比の定義に関する知識
　N6の三角比の定義に関する発話を抽出し、附
録A-3に示す。
　N6は、カード 2の定義からカード 4,5,7の 3
枚を導く具体的な方法は述べなかったものの、カー

ド 2がその他のカードの根底を成すことを示唆
した。つまり、N6は、数学には根底となる部分
があり、そこから様々な定理や公式を作っていく、

と言う認識を持っているだろう。ただ、根底とな

る部分から定理や公式を導く具体的な方法はわか

らず、自信がない印象を受ける。したがって、数

学に対して苦手意識を持ってしまい、結果的に数

学の良さを認識出来ない。

　

　4.3　E2, N1, N6の比較を通して
　E2, N1, N6の 3名とも、根底となる仮定から
定理や公式を得ていく、という数学の持つ性質は

認識していると言えるだろう。したがって、3名
とも、数学が演繹的推論によって作られ、論理的

に正しい、といった印象を持っているはずである。

それにも関わらず、N1やN6が数学の良さを認
識出来ない要因は、E2のように数学的法則や概
念が存在する必然性を理解していないからではな

いだろうか。授業で定理や公式の使い方、いわゆ

” ” ”る 問題の解き方 を重視し過ぎると、 定理や公

”式が存在する理由 といった根源的な部分が置き

”去りになり、同時に 数学的な概念や数式が表す

”意味 に対する理解を得る可能性も低くなってし

まうだろう。

　4.4　予想される問題解決への影響
　事例分析の結果、3名の差異は、数学的法則や

y

r

θ
x

r= x2 y2

sinθ= y
r

cosθ= x
r

tanθ= y
x
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概念が存在する必然性を理解しているか否か、に

あるようだ。この差異が問題解決に対しどのよう

な影響を持つか検討してみたい。

　3名のカードの関連付け方を知識構造とみなし、
附録 Bに示す。矢印はカード間に順序を付けるよ
うな関連付けを表し、囲み線は複数のカードをグ

ループにまとめるような関連付けを表している。

また、実線のものは導出過程による関連付け、破

線のものは導出過程以外の関連付けを表している。

　E2の知識構造は、カード間を導出過程で順序
付ける関連付けが多く、どの知識もまんべんなく

関連付けられている。それに対し、N1とN6は、
複数の知識をグループにまとめる関連付けが多く、

グループ間の関連付けはあまり無い。この差異は、

問題解決が成功するか否かに直結するだろう。

E2のように、知識を網羅的に関連付けておけば、
忘れた公式を知っている公式から導けるだけでな

く、1つの公式に拘らず、様々な公式を試すこと
が出来るだろう。

5.　まとめと今後の課題
　

　本研究では大学生を対象に、「数学のよさを認

識している者は、問題の解き方ではなく、数学の

概念や原理・法則を導出過程を中心に関連付けて

いる。」という仮説を実験を用いて検討した。イ

ンタビューや課題遂行の発話を検討した結果、本

研究の結果は、仮説を支持するものであった。

　また、E2, N1, N6の 3名を詳細に分析するこ
とにより、授業によって支援すべき点も見えてき

た。数学の良さを認識するためには、数学的な法

則や概念が存在する理由を知ることが重要である、

と考えることが出来る。その方法として、次の 2
つの支援方法は、検討の価値があるだろう。1つ
目は、S2のような数学の良さを認識している者
と E6のような認識していない者で話し合い活動
を行うことである。数学の良さを認識していない

者が良さを認識する機会を得るだけでなく、既に

数学の良さを認識する者が説明活動を行うことで、

数学の概念や法則の理解を深められるだろう。2
つ目は、システムで数学の体系を可視化し、数学

の論理的な一貫性を見せることだ。システム内に

は、問題を埋め込み、学習者が数学を作り上げる

体験をすることは、数学の良さを認識するだけで

なく、数学の概念や法則の理解を深めることにも

つながるだろう。

　今後は、数学の良さの認識と知識構造の変化を

中長期的な観察を通して検討することが必要だろ

う。
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Chi, M.T.H., Glaser,R, &Reese,E.（1982）
Expertise in problem solving. Advances in 
the psychology of human intelligence vol1.　
加藤順二ほか.（2002）『数学Ⅰ』.　数研出版.
文部科学省.（2010）『高等学校学習指導要領』.
Schoenfeld,A.H.（1985 ”） Mathematical 
problem solving”. Orland, FL: Academic Press.
多鹿秀継（1994）　『認知と思考』.　サイエン
ス社

日本認知科学会第27回大会 P2-10

434



附録A-1　E2の三角比の定義に関する発話

附録A-2　N1の三角比の定義に関する発話

附録A-3　N6の三角比の定義に関する発話

三角比の定義 y

A r
c 対して、

θ
b θ

B C x

a

カード2 白紙1 カード3

直角三角形ABCに

カード8

sinθ=b
c

cosθ= a
c

tanθ= b
a r= x2 y2

sinθ= y
r

cosθ= x
r

tanθ= y
x

sin90 °−θ=cosθ
cos90 °−θ=sinθ

tan 90 °−θ = 1
tanθ

sin180 °−θ=sinθ
cos 180°−θ =−cosθ
tan 180°−θ =−tanθ

＜導出過程＞
カード3とカード8は、カード2じゃ
示せないんだよ。じゃあ、書くか。
白紙1を定義し直す。カード2から。

＜導出過程＞
で、白紙1からカード3
とカード8が出てくる。

単位円 y 三平方の定理

P(cosθ,sinθ) A

1
θ c 対して、

O 単位円と言う。
1 x b

B C
a

三角比の定義

A

c 対して、

θ
b

B C
a

カード6 E1が連想した三角比の定義 カード1

直角三角形ABCに

半径1の円を

カード2 カード5 カード4

直角三角形ABCに

カード3 カード8

sin2θcos2θ=1tanθ= sinθ
cosθ

sinθ=b
c

cosθ=a
c

tanθ=b
a

＜導出過程＞
傾きも横分
の縦でさっ
きの説明か
らカード5に
なる。

＜共通・順序＞
カード2の定義は、傾きの話が
あるからカード5と一緒。

sin90 °−θ=cosθ
cos90 °−θ=sinθ

tan 90 °−θ = 1
tanθ

sin180 °−θ=sinθ
cos 180°−θ =−cosθ
tan 180°−θ =−tanθ

＜適用方法＞
カード3の計
算をすると
き、いつも単
位円に座標を
書き込んで計
算するから。
カード3もい
つも、単位円
を書いて計算
する。

・ a2b2=c2 .

＜導出過程＞
単位円の図に座標を書くと、縦がサイ
ンで横がコサインだから、カード1は
カード4になる。

三角比の定義

A

c 対して、

θ
b

B C
a

カード4

カード2

直角三角形ABCに

カード5 カード7

sin2θcos2θ=1

tan 2θ1= 1
cos2θ

＜共通・順序＞
カード4とカード5とカード7は、3
つ。カード5とカード7は、タン
ジェントについての式。
＜学習時期＞
カード4は、サインとコサインの
式で、これを習ったあとに、カー
ド5とカード7を習った気がする。

tanθ= sinθ
cosθ

sinθ=b
c

cosθ=a
c

tanθ=b
a

＜共通・順序＞
カード2もどっちかと言うと、
この３つと関係あるかな。ま
ず、三角比の定義があって、こ
の式があるみたいな。
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附録 B-1　E2の知識構造

附録 B-2　N1の知識構造

附録 B-3　N6の知識構造

sin^2θ+cos^2θ
=1 単位円の定義

180°-θ の

三角比

tan^2θ+1
=1/cos^2θ

tanθ=
sinθ/cosθ

正弦定理

90°-θ の

三角比

直角三角形による

三角比の定義

三平方の定理

円周角の定理

三角形の

面積公式

余弦定理
直線の傾きと

正接

円に内接する

四角形の対角

x-y 直交座標による

三角比の定義

　　　　

　　　

　

　　

sin^2θ+cos^2θ=1

単位円の定義180°-θ の三角比

tan^2θ+1
=1/cos^2θ

tanθ=sinθ/cosθ

正弦定理

90°-θ の三角比

直角三角形による

三角比の定義

三平方の定理

円周角の定理
三角形の

面積公式

余弦定理

直線の傾きと

正接

円に内接する

四角形の対角

sin^2θ+cos^2θ
=1

単位円の定義

180°-θ の

三角比

tan^2θ+1
=1/cos^2θ

tanθ=
sinθ/cosθ

正弦定理

90°-θ の

三角比

直角三角形による

三角比の定義

三平方の定理

円周角の定理

三角形の

面積公式

余弦定理
直線の傾きと

正接

円に内接する

四角形の対角
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演劇俳優の態度変容に関する縦断調査 
Longitudinal Study about Change of Attitude of Actors. 

 

安藤 花恵 

Hanae Ando 

 

九州国際大学 

Kyushu International University 

h-andou@law.kiu.ac.jp 

 

Abstract 
  Comparing novices and experts cannot show the 

process novices become experts or when and why they 

improve their skills. In this study, the same group of 

actors repeatedly answered the same questionnaire 

every six month. We found that actors came to have a 

wide view of things as a function of expertise, and 

finally they value natural acting. Educational 

implication and factors which promote expertise are 

discussed. 
 
Keywords ― expertise, actor, longitudinal study 

 

問題 

熟達化研究においては，ある領域における初心

者と熟達者を比較して，その違いを明らかにする

研究が多い。しかし，このような研究法では，初

心者から熟達者への変化のプロセスや、学習者が

なぜ，何がきっかけで変化するのか，つまり熟達

を促す要因が何であるかを明らかにすることは難

しい。この問いに答えるためには，初心者と熟達

者を比較する横断的な研究だけでなく，同一被験

者が経験を積む過程を追っていく縦断的な研究も

おこなう必要がある。 

安藤・三浦（2007）では，2006 年より同一被

調査者に半年に 1度継続的におこなっている質問

紙調査を，1 年間，計 2 回おこなった時点での結

果報告をおこなった[1]。被調査者をクラスター分

析にかけたところ，演技に臨む際，役になりきる

ことを重視する「なりきり型」，自分のことばかり

考えて，周りに目を向ける余裕のない「自己中心

型」，脚本全体や劇全体，観客のことなども考慮す

る「全体考慮型」，相手役との自然なやりとりを重

視する「自然なやりとり型」の 4つのタイプに分

類できることが明らかになった。「なりきり型」と

「自己中心型」は、自分のことしか考えておらず

視野が狭いのに対し，「全体考慮型」と「自然なや

りとり型」は，相手役や観客，劇全体のことまで

考えており，視野が広いと言える．そして，経験

の浅い俳優には視野の狭い者が多く，経験を積む

につれて視野が広くなっていくことも明らかにな

った。経験を積むにつれ視野が広がるということ

は，10名の演劇の長期経験者に，経験が長くなる

につれ何が変わったかを尋ねたインタビュー調査

の結果（安藤，2006）とも一致するものである[2]。 

本研究では，安藤・三浦（2007）の縦断研究を

さらに継続し，3 年間，計 6 回の質問紙調査をお

こなった時点までの結果を報告する。 

 

方法 

調査の概要 

 調査は、2006年より、ほぼ半年に一度の頻度で、

東京・京都・福岡で主に活動している学生劇団・

アマチュア劇団に所属する演劇俳優と郵送でのや

りとりで実施した。第 1回調査が 2006年 6～7月、

第 2回が 2006年 12月～2007年 1月、第 3回が

2007年 6～7月、第 4回が 2007年 12月～2008

年 1月、第 5回が 2008年 6～7月、第 6回が 2008

年 12月～2009年 1月に実施された。また、第 3

回～第 6回については、日本大学芸術学部演劇学

科の演技コースに所属する学生に対しても同じ調

査を実施した。 

被調査者 

 6回の調査で、のべ 466名の演劇俳優が質問紙

に回答した。Table 1. に，日本大学学生を除く被

調査者数の各回ごとの内訳を，Table 2. に，日本

大学学生における被調査者数の各回ごとの内訳を

示す。継続調査の途中で演劇をやめた被調査者や，
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時には質問紙の返送のなかった被調査者なども存

在するため，すべての被調査者が毎回質問紙に回

答したわけではなかった。 

    

Table 1．被験者数の経験別内訳（日大学生除く） 

 1年目 2年目 3年目 4 ・ 5

年目 

5 年以

上 

第 1回 15 24 9 4 13 

第 2回 11 22 7 3 26 

第 3回 21 17 25 9 0 

第 4回 19 16 24 8 0 

第 5回 0 14 14 22 1 

第 6回 0 12 13 20 0 

 

Table 2．被験者数の経験別内訳（日大学生） 

 1年目 2年目 3年目 4年目 

第 3回 17 16 0 0 

第 4回 16 12 0 0 

第 5回 0 13 9 0 

第 6回 0 13 2 0 

 

質問紙の内容 

 以下の 4 つの質問に対して 16 の項目を用意し，

項目の中から自分にもっともよく当てはまるもの

を 3つ選択させた。 

質問 1：どんな役者がよい役者だと思いますか。

質問 2：脚本を読むときにどのようにしています

か。 

質問 3：演技プランを立てたり，練習で演技を作

っていくときにどのようにしていますか。 

質問 4：演技の最中はどのようにしていますか。 

 また，併せて観劇の頻度や脚本や演劇に関する

本を読む頻度を 6 段階で評定させた。俳優として

の舞台経験数や，スタッフとして演劇公演に携わ

った回数，また，継続調査であるので，前回調査

から変化したと思うことと，なぜそのように変化

したと思うかも自由記述させた。 

 

結果 

 のべ 466名の被調査者のうち，回答に不備の

ない430名の被調査者をクラスター分析にかけ

たところ，大きく 3つのクラスターに分かれた。

それぞれのクラスターに分類された俳優がどの

ような項目を選択していたかを概観すると，1

つ目のクラスターは，自分のことを重視して考

え，なりきることを志向するなど，安藤・三浦

（2007）の「なりきり型」「自己中心型」を合

わせたような特徴をもっていた。よってこのク

ラスターを「なりきり・自己中心型」と呼ぶ。

2 つ目のクラスターは，劇全体や観客のことな

どを考慮に入れており，安藤・三浦（2007）の

「全体考慮型」に相当するものと思われた。よ

ってこのクラスターを「全体考慮型」と呼ぶ。

3 つ目のクラスターは，相手役との自然なやり

とりを重視しており，安藤・三浦（2007）の「自

然なやりとり型」に相当するものと考えられた。

よってこのクラスターを「自然志向型」と呼ぶ。

それぞれのクラスターに分類された俳優が，多

く選択していた項目を Table 3. に示す。 

Table 3. 各クラスターに特徴的な質問項目 

クラスター 質問項目 

なりきり・自

己中心型 

 

 

 

 

 

 

 

相手役と会話のキャッチボールがで

きる役者（質問 1） 

自分のセリフに線を引く（質問 2） 

役に感情移入しながら読む（質問 2） 

自分の出るシーンを特に重点的に読

む（質問 2） 

役の性格や気持ちをよく考える（質

問 3） 

役の気持ちになって考えてみる（質

問 3） 

考えるよりまず、実際に動いてみた

い（質問 3） 

なりきろうとする（質問 4） 

演じていて楽しい（質問 4） 

 

 

全体考慮型 

 

 

存在感のある役者（質問 1） 

自分の役割をわきまえている役者

（質問 1） 

全体の中での自分の役割を考える

（質問 2） 
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観客にどのように見せたいかを考え

る（質問 3） 

全体の流れやテンポを考える（質問

3） 

自然志向型 

 

 

 

 

 

相手役と会話のキャッチボールがで

きる役者（質問 1） 

いつも新鮮な気持ちで舞台に立つこ

とができる役者（質問 1） 

全体の中での自分の役割を考える

（質問 2） 

考えるよりまず、実際に動いてみた

い（質問 3） 

相手のセリフをできるだけ聞こうと

する（質問 4） 

 

 各クラスターに，何名の俳優が分類されたかを，

経験年数ごとに Table 4. にまとめる。 

 

Table 4. 各クラスターに分類された俳優数 

 

経験年数 

なりき

り・自己

中心型 

全体考慮

型 

自然志向

型 

 

1 年目 

日大 4 

(14.3%) 

8 

(28.6%) 

16 

(57.1%) 

日大

以外 

20 

(28.6%) 

25 

(35.7%) 

25 

(35.7%) 

 

2 年目 

日大 5 

(10.9%) 

12 

(26.1%) 

29 

(63.0%) 

日大

以外 

31 

(33.3%) 

33 

(35.5%) 

29 

(31.2%) 

 

3 年目 

日大 0 

(0%) 

4 

(44.4%) 

5 

(55.6%) 

日大

以外 

30 

(37.0%) 

23 

(28.4%) 

28 

(34.6%) 

4・5年

目 

日大

以外 

13 

(21.0%) 

24 

(38.8%) 

25 

(40.3&) 

5年以上 日大

以外 

5 

(11.1%) 

8 

(17.8%) 

27 

(60.0%) 

 

 

考察 

 Table 4. より，経験 3年目までは，視野が狭い

俳優が 3分の 1程度いるのに対し，4年目以降視

野が狭い俳優が減り，「全体考慮型」や「自然志向

型」が増え，最終的には大半の俳優が「自然志向

型」になると考えられる。一方，本大学の学生に

ついては，1 年目から，5 年以上経験のある，日

本大学以外のアマチュア俳優と同様に，「自然志向

型」が大半を占めている。日本大学の学生の中に

は「なりきることは，日大の先生方は好まない」，

「今まではなりきろうと思っていたが，大学に入

ってからは先生の言うとおりにやっている」など

の記述をしている者がおり，これは大学における

演劇教育の効果であると考えられる。わずか数ヶ

月の教育でも，態度においてはこのような大きな

変化が期待できる。 

 変化のきっかけを明らかにするため，「なりき

り・自己中心型」からずっと変化のなかった者と，

「全体考慮型」や「自然志向型」に変化した者と

で，観劇頻度や脚本・演劇に関する本を読む頻度

に違いがあるか分析をおこなったが，統計的な有

意差は見られなかった。今後，舞台経験回数やス

タッフ経験回数，変化したきっかけについての自

由記述などの分析を進め，視野が広がるきっかけ

を明らかにしていきたい。 
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Abstract 

This research aims at identifying possible roles 

correspondence-based higher education at the 

Master level could play in Japan.  The focus 

here is a unique virtual master’s course 

provided by Chukyo University to let workers 

at large focus on either solving their own 

on-the-job problems or raising the quality of 

their work by applying basic knowledge in 

cognitive science.  Preliminary analyses of the 

interview data are starting to reveal the 

positive effects of its collaborative curriculum, 

which encourages the students with different 

backgrounds and goals use their diversity as a 

resource for developing a learning community 

 

はじめに 

 社会人の学び直しの場として通信制大学院が盛

んになって来ている。中でも特に、社会人が日常

的に直面する現場の問題を解決するために新しい

知識を学ぶことには、仕事の仕方や職場そのもの

を作り変える大きな意義があるだろう。本研究で

は、通信制大学院の中でも職場で直面する課題の

解決のために認知科学を学ぶ機会を提供してきた

中京大学通信制大学院修了生を対象にそこで何が

学ばれたのかを分析し、社会人の問題解決支支援

としての通信制大学院のあり方を探る。 

 

１．中京大学情報科学研究科認知科学専攻

通信教育課程の特徴 

今回研究対象とする中京大学通信制大学院情報

科学研究科認知科学専攻（以下通信制大学院と略 

記する）は、社会人が現場で直面している課題を

解決するために認知科学を適用することを支援す

る目的で解説された通信制大学院である （URL

は、http://www.vgc-cs.sist.chukyo-u.ac.jp/  ） 

 

概要 

通信制大学院のカリキュラムでは、認知科学に

含まれる「学習科学」や「ユーザインタフェース」

などさまざまな領域を学び、考えたことを活用し

て職場の課題を解決して行くことと、背景の異な

る受講者間で協調的に認知科学そのものの理解を

深めることを目的としている。８年間の進学者総

数 38 名、修士号取得人数 33 名、他大学博士課程

進学者数 8 名を数える。 

 プログラムは本人が自分の専門性を伸ばすため

にはどのような取り組みが有効かに焦点を当て実

践されている。徹底的に学習者中心、学習者が解

かなくてはならないと思っている課題中心として

授業を進めている。初回のスクーリングで、修了

生の発表に触れることで、入学生自身が自分の課

題解決に直結した研究はどのような過程で行われ

ていくのかを具体的に実感することが出来る。ま

た他分野の領域の学生と交流することで各自の視

野の拡大にも繋がるように工夫されている。同時

に入ったばかりの人たちが最初から自分のやりた

い研究の話ができるよう要請している。これらの

ことは学習者とその課題を中心にカリキュラムを

組んでいることの典型的な現れである。スクーリ

ングで扱うデータ分析法などもその時の受講生の

関心事に近いデータを扱って学習者とその課題を

できるだけ正面に持ってくるよう配慮されている。

なにより、メンターが随時、研究相談に乗れるよ
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うにスタンバイし、また授業の課題のタイミング

を、学習者の研究の進み具合を見ながら担当教員

と調整し、受講生の研究が進むことをカリキュラ

ムの中心に据えているのが窺われる。 

 

研究支援体制 

通信制大学院では、受講生自身の課題解決と、

受講生間の協調的な活動を活性化するためのカリ

キュラムが組まれている。入学時に研究計画を要

求し、年２回のスクーリングでは、履修指導やシ

ステムの使い方研修等の他、受講生が各自研究計

画や進捗状況を報告し、複数の教員が場を共有し

て研究活動を多角的に支援する。２年目の夏に認

知科学会での発表を奨励し、最終論文作成まで段

階を追って仕上げることがサポートされている。 

 通信制大学院において特徴的な「メンター（助

言者）制度」ははこの研究支援体制の根幹として

受講者ひとりひとりの研究目的や方法に沿って研

究を支援する。さらにこの支援は在学中のみに適

用されるのではなく、終了後もメータリングリス

トに登録され、修了生もチャットや研究報告など

がタイムリーな形で、報告が出来、助言を受ける

ことが可能であり、修了後の後の人生へと継続的

に行われている。 

 

協調的な学習体験 

単位の獲得にあたっては一つの科目を必ず数人

で受講するよう履修指導し、一科目に二名のメン

ターを配して掲示板を利用した協調的な学び合い

を支援する。また、週一回決められた時間に全員

が参加する「チャット・ゼミ」を設け、受講生相

互のやり取りを活性化している。2009 年度は水曜

日の 21:00 から 1 時間程度チャット・ゼミが行わ

れ、「旅行について」などの日常的な話しから、授

業と連携した内容まで様々な議論を展開されてい

る。また、学会やスクーリングな前後では、研究

の進め方や分析の仕方、論文のまとめ方などを全

員で議論する。チャット・ゼミや掲示板を介して

の協調的な活動は、お互いの研究の進行状況を確

認したり、悩みを相談したり、励ましあったりす

る場として機能している。  

 

２．研究方法 

 今回予備調査として、調査者と研究領域が近く、

修了年度も近い修了生３名(看護系専門学校教員 

2 名・福祉系大学教員 1 名)を対象に、できるだけ

自由な形で大学院生活を振り返るインタビュー

（インタビュー実施時期は 2009 年 11 月～12 月。

発話内容は同意を得て録音し、書き起こし分析）

を行い、その結果を捉えたうえで質問紙を作成し、

卒業生に調査を進めた。在学中の実態と課題を明

らかにすると共に、職場で直面する課題解決のた

めに認知科学を学んできた修了生を対象にそこで

何が学ばれたかを分析し、社会人にとっての通信

制大学院の在り方を探るため、基本事項・通信制

大学院での体験について・成果について・関する

意識などの大項目に関する質問紙調査を行った。 

 

３．結果 

 卒業生 29 名に電子メールで送り、そのうち返信

のあった 15 名分について分析を行った。（回収率

は 52％である。）年齢構成や男女比は表１のとお

りである。 

 

表１．入学時年齢と男女比 

年齢 男 女 合計 

２２～２９歳 １ ０ １ 

３０～３９歳 ２ ２ ４ 

４０～４９歳 ２ ７ ９ 

５０～５９歳 １ ０ １ 

 ６ ９ １５名 

 

一般的に働き盛りといわれる年齢層が最も多い

ものの、何らかの問題意識をもっての上での入学

である。 

 学習場所・環境においてその学習方法について
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の不安について 16 項目について何にどの程度、ど

の時期で不安を感じたかを調査した。その結果

78％が学習上の困難を感じ、論文作成や学習時間

の確保が大きな課題となっていた。 

またそのような学習上の不安の対する克服努力と

しては、自力で乗り切るのではなく、「学友や先輩

や教員への相談」や「チャットやネット上での学

友の学習進度に刺激されて」が多く半数に達し、

サポート体制や周囲との協調による学びの側面が

見られた。 

つまりただ自助努力だけではなく、学習の成果へ

の誘導的な関わりが必要であった。 

 学習の中断の経験をしたものの回答は無かった。 

だが休学や退学を考えたと回答した者は、７％で

あった。修士論文へのつまずきが理由であった。

そんな中でも博士課程への進学を考えたことがあ

るか若しくは、進学したかという回答に関しては、

考えていないというものは、21％と少なかった。

中には 28％が進学し、思案中を含めると進学希望

は 50％に上る。 

 修士課程を修了することで、所属する会社、大

学等での評価や生涯学習に役立っているかの問い

に対しては、評価自体の変化は少ないものの、自

分自身の自信や学習意欲向上や維持に役立つとい

う意見が目立った。 

  

表２．学習する過程で楽しいと感じたものは 

  （複数回答可能） 

分

類 

NO 楽しいと感じた過程 人数 計 

 

学
習
方
法 

１ スクーリング学習 １６  

30 ２ 対面授業  ８ 

３ 自宅学習  ４ 

４ 単位修得の達成感  ２ 

 

交
流 

５ 同大学院仲間との交流  ６  

16 ６ 教員との交流  ６ 

７ メンターとの関わり  ４ 

  

 認知科学学会の発表や認知科学を学んで何が得

られたかという質問に対して多く得られた回答は、

認知科学という学問の包括する内容の幅広さや認

知の仕組みと教育の応用や認知科学を学んだこと

によって現在の職種やモノの考え方や見方に軸が

出来、認識にブレや揺れが少なくなった、などの

ものの見方、判断に関する回答が多い。認知科学

から見た事象の捉え方が出来るようになったなど

幅広い知識の拡大に繋がったとする意見も見られ

た。また表 2 の何を楽しいと感じたたかについて

の回答パタンからもただ単に、単位を取ることが

目標になっているのではない関わりが成立してい

た可能性が示唆される。 

 次に学習内容や受講へのレディネスについて尋

ねた二つの質問についての結果を表３と４に上げ

る。 

 

表３．大学院の優れている点 

 

 

 

 

NO 

段階 

     

    

     

      人数 

 

項目 

優

れ

て

い

る 

 

 

や

や

優

れ

て

い

る 

や

や

不

十

分 

不

十

分 

１ 受験・入学資格の寛容さ ６ ９ ０ ５ 

２ 自身の能力との適正さ ２ ９ １ ０ 

３ 学費が安価 ３ ４ ７ ０ 

４ いつでも学べる ８ ５ １ １ 

５ どこでも学べる ８ ５ １ １ 

６ 学習内容の選択の寛容さ １ ６ ６ ２ 

７ 通信教育の学習内容 ７ ６ ２ １ 

８ 学習効果・成果の自己評価 ４ ５ ４ １ 

９ 学友との接点・交流 ５ ５ ４ １ 

10 教職員との交流 ５ ５ ４ ０ 

11 メンター制 ７ ６ ２ １ 

12 その他 ０ ０ ０ ０ 
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表４．学習を続けていくための自身の基礎学力に

ついて 

 

NO 自身の基礎学力について  人数 

１  十分   １ 

２  ほぼ十分   ２ 

３  やや不十分  １０ 

４  不十分   ２ 

 

表３、４から修了生は現状では、基礎学力が十分

に付いていないことに不安や不満を感じている一

方「いつでも学べる」「どこでも学べる」ことに価

値を見出しており、知識をより深めることが学び

続ける生涯学習につながっていくと考えている様

子がうかがえる。また否定的消極的な学習であっ

たとする回答が少ない結果となっている。 

 

４．考察 

 一般に通信制大学院は個人を中心とした学習で

あることから、お互いにコミュニケーションを図

りにくく、社会人が通信制大学院で学習する課題

となると考えられる。このような課題や困難さを

抱えながら、通信制大学院の学生は自宅や職場で

学習・自己研鑽しているのが現状である。通信制

大学院は、時間や場所にとらわれず、自分の生活

スタイルに応じて学習することが可能であり、ス

キルアップの手段としても学びやすい環境である。

白石氏は「通信教育において、学習者と学習支援

者との間に開放的なつながりを育てること」Ⅰ）の

必要性を示唆している。サポート体制が確立され

ていた通信制大学院においては、メンター制度な

どによってこの開放的なつながりが出来て上がっ

ており、途中退学や休学などの問題につまずくこ

となく修了に至れたのではないだろうか。様々な

場面での学生同士の救援活動の大きな効果という

ものを実感できる結果であった、学びは決して一

人で行えるものではない。共に学ぶ仲間の存在は

必要不可欠であり、またチャットというオンライ

ンでの時差の存在しない相談・コミュニケーショ

ン環境が、結果的には共に学ぶ人との相互関係や

一人じゃないことの実感に繋がったのだと考える。

ゆとりある時間枠での関係であれば、話し合うこ

とで誤解を解き理解しあえる関係を構築すること

も可能ではあるが、通信生にとっては時間の制約

があり、学生同士の交流の中で解決がなされなけ

れば一人で抱え込んでしまう。だが、同じ目的意

識を持って集っている者同士での間でこそ励まし

あうことで中断することなく、学び続ける環境が

作られる。何より通信制大学院生を互いに励まし、

支えるのは共に学ぶ仲間の励ましや助け合いであ

る。学習環境としてサポート体制が確立されてい

た通信制大学院ならではのドロップアウト学生の

少なさに繋がっているのだと感じる。 

 また修了生が大学院のネットワークの中で情報

交換できる場があり、社交や学会等の情報や助言

等が行われている環境が、生涯学習の見地からも

有効な働きかけである。 

 ただ単に修士を獲得することや単位を取ること

だけが目標になっていたのではなく、課題の内容

そのものよりも、よりメタな視点を修得し、身に

つけていることから、通信制大学院が学習者中心

であり、学習者中心型のカリキュラムの効果が功

を奏している。つまり学習者中心の積極的な回答

が多く、積極的な学習者中心の学習体系が確立さ

れていったことを表しているのではないだろうか。 

 また、まだまだ沢山の知識を身につける必要が

あったのではないかというジレンマが見られるも

のの、少なくてもより深い知識を持つことが、浅

い知識を多く持つよりも学習の深化に繋がるとい

うことは伝えきれていなかった点ともとれる。 

 一つは、孤立しがちなネットワーク上での学び

に協調的な要素を持ち込んだことより、背景の異

なる受講生同士がお互いの協力や関係性を持ち続

けたことで「楽しい学び」だったという感想が多

く聞かれたことである。その活動がチャット・ゼ

ミやより自発的なメール等での相互支援につなが
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って、協調的な活動の意味が共有されている。 

もう一点、「認知科学」という人の思考や理解過程

についての研究方法や知見を学ぶことにより、修

了生が自らの思考過程や学びの過程を分析する力

を身に付けていると考えられることである。「認知

科学や学習科学の見方を使って周りと関わりが持

てるようになった」「物の見方や考え方に対して考

えるようになった」などの趣旨の発言がこれにあ

たる。今後修了生の研究内容を具体的に追うなど

の手法によって、どのような体験がこれらの達成

観につながっているのかを明らかにしたい。 

今後は学びの過程を分析し社会人の問題解決支

支援としての通信制大学院のあり方を探るととも

に、学問領域中心に行われている他の通信制の大

学院との手法の違いなどについて考察していきた

い。 
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創造的問題解決場面における身体と環境の相互作用
-発散的課題での検討-

A Study of Interaction between Body and Environment
in Divergent Creative Thinking
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Abstract
The purpose of this study is to examine the effects

of the interaction between body and environment on
creative thinking. To this end, author employed the
revised “Unusual Uses Test”, which is a kind of cre-
ativity test. This test is different from the origi-
nal version because of the object that participants
use. In the original version, participants propose to
use a brick in as many ways as possible. In the re-
vised version, participants were provided one of the
two different sizes of plastic plates (12cm × 12cm or
14cm×14cm or 21cm×21cm) and were asked to pro-
pose ways to use the plastic board. Then, the size of
the participants’ hands were measured. The results
of the experiment indicate that the size of the hands
of participants’ who proposed creative ideas was dif-
ferent in response to the size of the given object. This
suggest that creativity is affected by physical environ-
ment and the thinkers’ body.
Keywords — creativity(創造性)，affordance(ア
フォーダンス), embodied cognition(身体性認知)

1. 本研究の目的
本研究では，創造的な思考における環境と身体

の相互作用を取り扱う．古くから創造性の研究で
は，どのような心的メカニズムから創造性やひら
めきが発露するのかという問題に取り組んでき
た．しかし，それら先行研究では，創造性や洞察
の源を人間の知能や脳に求めるものが多く環境
へ目を向けたものはそれらに比べて少なかった．
しかし，昨今の身体性認知科学の立場では，人間
の知的な振る舞いを心的処理だけでなく，環境に
もガイドされたものとして説明する研究が見ら
れる．このことは知覚心理学や推論研究などでも
実験的検討が行われており（Gibson,1979; Decety,
Jeannerod, & Problac,1989; 佐々木, 1994; Yokochi &
Okada, 2005），洞察や創造的なアイデアの発見と
いった一見卓越した知能によって生み出されるよ

うに見える現象も，身体性認知科学の立場から説
明できる可能性がある．本研究でも創造的なアイ
デア生成課題のパフォーマンスが，環境と身体に
よって左右されることを心理学実験によって示す．

2. 研究背景
創造性は人間の思考の中でも，その構成要素，
発生機序に未解明の部分を多く残している．心理
学，認知科学において，その解明を目指した研究
は古くから蓄積があるが，卓越した天才とされる
人物の研究(Ghiselin,1952; Wallace & Gruber, 1989)
や，創造的な人物を見分けるためのテストの開発
（Guilford, 1950; Eysenck, 1994; レビューとしてBar-
ron & Harrington, 1981）といった研究などにみら
れるように，創造性はあくまでも個人の心的処理
で完結されたものとして扱われることが少なく
ない．個人の能力だけでなく，環境の要因に着眼
するアプローチも存在するが，それらは創造的な
アイデアとは何か，という定義や評価に関する社
会・文化の差を検討するものであり (MacKinnon,
1978; Amabile,1983; Simonton,1984; Csikszentmiha-
lyi, 1988; Sternberg & Lubart,1999;繁桝・横山・Stern・
駒崎, 1994; Kharkhurin & Motalleebi, 2008)，物理的
な環境と主体の関係を論じたものはそれらに比べ
てはるかに少ない．
しかし，近年の認知科学では身体化といった観

点から知的振る舞いを説明する試みがなされてい
る．例えば，推論問題解決研究においては，重い
荷物を背に負った状態で行った被験者と，何も荷
物を与えない手ぶらの状態の被験者に，詳細な状
況の教示を加えずに「人が30ヤード歩くのにかか
る時間」を推定させる課題を課したところ，前者
の方が後者よりも長く推定されることが報告され
ている(Decety, Jeannerod, & Problac,1989)．この知
見からは，背に負った荷物という外界からの情報
が推定に関与したという点で，推論における環境
からの影響が示唆される．
外界からの刺激だけでなく，推論する主体の行
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為も推論や創造的活動に関与している．Schwartz
& Black(1999)では，同じ高さで底面積の異なる大
小二つのビーカーに同じ高さまで注がれた水を
傾けた場合に，どこまで傾けたら水が溢れるかを
判断させるという問題を用いた．この問題はその
ままでは正答することが非常に難しいが，実際に
ビーカーを与え，目を閉じてイメージの中で水が
溢れるまでビーカーを傾ける行為を行うよう教示
した場合には，被験者は正確な推定ができたとい
う結果が報告されている．この実験の被験者は，
視覚からの情報を絶ち，実際にビーカーを手にし
て傾けるという身体行為を伴ったシミュレーション
を行うことで正確な推定ができた．この知見は，
心的な計算や推論だけで完結できるような推論課
題においても，オブジェクトとの接触を伴った身
体行為からの影響を受け，その精度が変化するこ
とを示すものである．
創造活動を取り上げた知見としては，Yokochi &

Okada(2005)による山水画制作過程の分析が挙げ
られる．この知見では山水画制作過程を追跡し，
画家の制作過程での身体動作の機能を明らかに
している．実際に描画する前には頻繁に空書行動
がみられ，この行動は心的なシミュレーションや
イメージの生成としての機能を果たしているとさ
れる．また，この空書行動は描画を行う環境にも
依存して出現頻度が変化することも報告されてい
る．この知見からは，創作活動もまた，専門知識
や方法論などに基づく認知プロセスのみでは完結
していない，環境と身体の寄与を含む活動である
ことが示されている．
また，知覚心理学においても，環境と動作主体

の関係に着眼した研究は古くから蓄積されてい
る．Gibson(1979)や佐々木(1994)は，身体によって
実現される行為を通して，外界との接触をもち，
その接触によって環境からのさまざまな情報や，
その後の行為の手がかり（アフォーダンス）を得
ることを指摘している．環境が違えば得られるア
フォーダンスも異なる一方で，同じ環境でもその
中で振舞う主体の身体の構造が異なればやはり得
られるアフォーダンスは異なる．例えば，雨の日
の帰路で水たまりが行く先を塞いでいた場合，靴
を汚さずに水たまりをやり過ごすという目標を達
成するにも，水たまりを飛び越えたり，跨いだり，
別の道へ迂回するなど様々な対処行為（オペレー
タ）が選べる．このような多様なオペレータの中
でどのオペレータが選ばれるのかは，水たまりの
大きさと，主体の身体のサイズに左右されるだろ
う．もし水たまりが主体の歩幅より小さいものな
らば跨いでしまえば良いが，水たまりの幅が歩幅
の倍近くあるならば，軽くジャンプして飛び越え

る必要があるだろう．さらにそれよりも大きい水
たまりならば，別の道を迂回した方が良いかもし
れない．この行為の選択には，水たまりの大きさ
という環境の要因と，主体の身体の大きさの要因
があり，どちらか一方だけで決まるのではない．
両者の相対的な比で決まることだと言える．
こうしたアフォーダンスに関する実験的検討と

して，手での補助を伴わずに登れる階段の高さは，
最大で足の長さの0.88倍であること(Warren, 1984)
や，狭い隙間の間を通過する際に，「上体をひねっ
たり横歩きの体勢にならずに素通りできる」と判
断される隙間の広さは肩幅の1.3倍以上であること
(Warren & Whang, 1987)などが知られている．先
の例に近い実験的検討として，三嶋 (1994)は「跨
ぐ」あるいは「くぐる」のどちらかの方法で通過
できる障害物（ハードル）を題材に，跨ぐ行為と
くぐる行為の選択が，障害物の高さが主体の足の
長さの1.07倍を基準にして変化することを示した．

3. 本研究の仮説
前節の先行研究が示唆するのは，一見すると複

雑な心的処理が実行され，それのみで完結してい
ると思われるような知的な振る舞いも，外部の環
境と身体の関係によって左右される可能性がある
ということである．人間の日常的な挙動において
もこのような性質がみられることから，創造的な
活動だけは例外であるとする理由はない．すでに
創造性研究では，創造性は「一部の天才のみのも
の」とする姿勢ではなく，「程度の違いこそあれ
誰しもが日常的に発揮しているもの」として研究
が進められている．このことは，創造性に特化さ
れたコンポーネントの存在を仮定せず (Getzels &
Jackson, 1962)，日常的な知的活動でも利用される
ような機能から創造的挙動が生じるという主張を
含んでいる．
本研究では，この仮説について心理学実験によ
る検討を行う．具体的な方法としては，古典的な
創造性テストの一つとして知られるUnusual Uses
Test(Gilford, 1967)を元に，被験者の身体のサイズ
に応じた，アイデアの産出傾向の違いを示すこと
によって明らかにしていく．Unusual Uses Testと
は，Gilford(1967)が個人の創造性の程度を評価す
るために提案した課題である．この課題では，被
験者にブロック塀を与え，そのブロック塀の新し
い利用方法を思いつくかぎりたくさん提案するよ
う求める．有用で新規なアイデアを多数生み出せ
た場合には，その被験者は創造的であると評価さ
れる．すでに確立されているような利用法や，類
似した形状の他の道具に見立てて使うといった使
い方だけでなく，全く新しい利用方法を提案する
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ことも評価される．創造性研究では，創造性を構
成するさまざまな次元が指摘されているが，先行
研究では有用性と独創性を兼ね備えたアイデア
を創造的だとしている(Barron, 1955; Finke et. al.,
1992)．本研究でも提案されたアイデアに対してこ
れらの次元から評価を行う．
本研究では，このUnusual Uses Testに変更を加

えた問題で，創造的思考における被験者の身体
と環境の影響を検討する．本研究とオリジナルの
Unusual Uses Testの違いは，被験者が利用するオ
ブジェクトをブロック塀から正方形のプラスチッ
ク板に変えた点である．プラスチック板にした理
由は，オブジェクトに可塑性と弾力性を持たせる
ためである．ブロック塀は，その形状や材質から，
破壊しない限り与えられた形状のまま利用するこ
とが強いられる．それに対し，プラスチック板を
用いることで，板を曲げる，折りたたむなどの，
「オブジェクトの変形」という操作を加える可能
性が生まれる．
オブジェクトの変形の可否は，アイデアの探索

にとって少なからず影響を与えると考えられる．
板を曲げずに利用した場合には，「薄く平たいも
の」としての手がかりしか得られず，想起される
アイデアもその特徴に縛られたものになり易い．
一方，板を変形させることを着想した場合には，
「薄く平たいもの」以外の形状（別の多角形や円
柱形などの立体物）に基づくアイデアの探索可能
性も生じると予想される．これは，洞察問題解決
研究などで提案されている制約論的アプローチか
ら考えれば，与えられたオブジェクトの形状の制
約から逸脱しているという点で，創造的な態度で
あると言える．Unusual Uses Testをブロック塀か
らプラスチック板にすることの理由および利点は，
制約論的アプローチから被験者のアイデア探索傾
向を評価できることにある．
では，与えられた板を変形させて使うという着

想はどのようにして得られるだろうか．本研究で
は，主体の手のサイズと与えられたオブジェクト
のサイズの相対的な関係に依存すると予測する．
手とオブジェクトの間での作用には，相対的な大
きさだけでなく，オブジェクトの硬さや重量，手
触り，主体の握力や力覚なども影響することが考
えられる．しかし，硬さや握力，力覚の要因は，
オブジェクトを変形させる行為が選択され，オブ
ジェクトに力を加える段階で影響するものであり，
変形させる行為を選択する以前の段階では，これ
らの要因よりも知覚されるオブジェクトのサイズ
と主体の身体のサイズとの関係が先に影響すると
考えられる．そのため，今回はオブジェクトサイ
ズと主体の身体のサイズの要因に絞って実験的検

討を行った．
与えられた板が手のひらの大きさや把持範囲を

大きく上回る場合，板を曲げて使うには両手を使
う必要がある．しかし，片手で収まる大きさであっ
た場合，右手でも左手でも両手でも板を変形させ
ることができるため，変形させる行為の実行手段
が多い分，オブジェクトの変形利用が着想しやす
くなると考えられる．では，オブジェクトの大き
さが被験者の手のサイズに比べて小さい場合には
どうなるだろうか．先の仮説のままで考えると，
板が小さいほど（手が大きいほど）曲げるアイデ
アが思い浮かびやすいということになり，創造的
なアイデアを考えるにはオブジェクトが小さいほ
ど良い，あるいは，身体の大きい主体ほど創造的
になりやすいという予測になってしまう．しかし，
オブジェクトが小さすぎることによって曲げると
いうアフォーダンスが成りたたなくなる可能性も
ありうる．先の水たまりの例に立ち戻ると，跨げ
ば十分安全に超えられる水たまりをわざわざ助走
をつけて跳び越える，あるいは迂回するといった
行動は，特別な意図が無い限りは自然には生じに
くいだろう．水たまりを飛び越える行為は，水た
まりの大きさに対して歩幅が小さすぎれば危険だ
が，大きすぎても不自然な行為となる．三嶋(1994)
の結果でも，明らかに跨げる高さのハードルをわ
ざわざくぐろうとする被験者はほとんどいなかっ
た．これは，あるオブジェクトに対して特定の行
為が誘発されるような身体のサイズには，上限と
下限があることを示すものである．このことから，
オブジェクトが小さい場合には，それに応じて曲
げる行為を選ぶ被験者の手のサイズも小さくなる
と予想される．

4. 実験
以下では，本研究の仮説を検討した心理学実験
の結果を報告する．大きさの異なる3種類のプラ
スチック板を与えた上でUnusual Uses Testと手の
サイズの測定を行い，両者のアイデア産出傾向と
手のサイズの関係を検討する．また，板と手のサ
イズの関係以前に,物理的に板に接触する必要が
あるのか否かを確認するために, 実物の板を与え
ない条件も設けた．

4.1 方法

4.1.1 被験者

大学生191名を対象とした集団実験を行った．う
ち56名は一辺12cmの正方形のプラスチック板を用
いてアイデアを生成する12cm群，57名は一辺14cm
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の正方形のプラスチック板を用いてアイデアを生
成する14cm群，37名は一辺21cmの正方形のプラ
スチック板でアイデアを生成する21cm群, 41名は
実物の板を与えず，形状（正方形）と材質の教示
のみを与えるno object群に割り当てた．

4.1.2 題材

Unusual Uses Testの類題を用いた．アイデア探索
用のオブジェクトとして12cm群には12cm×12cm
大，14cm群には14cm×14cm大，21cm群には21cm
×21cm大の正方形の白いプラスチック板を与えた．
板の厚さはいずれも0.4mmである．これらのオブ
ジェクトサイズの設定は,大学生が人差し指と親指
でつまみ上げられるオブジェクトサイズの限界を
測定した兄井(2003)によるデータを基準にした.兄
井(2003)によれば,指でつまみ上げられるオブジェ
クトの最大サイズは平均で14.2cm,標準偏差0.93cm
であることが報告されている.この14.2cmをもとに
した14cm×14cmの板を用意して標準的な板のサ
イズとして定義し,それよりも標準偏差約二つ分サ
イズを小さくした12cmの板を用意した.また,21cm
群の板のサイズは,被験者の目から見て明らかに
手に収まらないと判断されるサイズにするために,
兄井(2003)の大学生の手の大きさ（中指から手首
のシワまでの距離）の平均である18.71cm(標準偏
差0.91)をもとに,14cm群の板のサイズの1.5倍であ
る21cmに設定した.

4.1.3 手続き

12cm群，14cm群，21cm群の被験者への教示で
は，プラスチックの板と回答用紙を配布し，「あな
たに一枚の正方形のプラスチック板を渡しますの
で，その正方形のプラスチック板の使いみちを制
限時間内に思いつく限りたくさん挙げてくださ
い」と教示した．回答用紙にも同様の教示が記載
されている．教示にあたっては事前に具体例など
は提示しなかった．なお，no object群には回答用紙
のみ配布し，回答用紙の教示文の冒頭を「一枚の
正方形のプラスチック板が与えられたとします」
と改めてある．その後，制限時間5分間でプラス
チック板の用途を挙げる生成課題を行った．回答
の際には，何のためにどのように使うのかを具体
的に書くよう指示し，必要であればイラストなど
の図解を示すことを許可してある．生成課題終了
後は，挙げられたアイデアについて口頭で説明を
求めた．
生成課題を終えた後，手のサイズの測定を行っ

た．今回の実験では，右手と左手のそれぞれに対

し，人差し指と親指を広げたときの最大の幅を測
定した．人差し指と親指を広げた幅を扱ったのは，
単純な身体のサイズだけでなく，指の関節の柔軟
性や可動範囲も考慮したためである．また，右手
や左手の役割は被験者によって異なると考えられ
るため，利き手ではなく両手のデータを取り，そ
の平均値を用いることにした．測定方法は，二本
の直線が描かれた測定用紙上に，朱肉で人差し指
と親指のマークをつける方法で行った．被験者に
はまず人差し指を直線上に押し付け，同じ直線上
で人差し指と親指の間の幅が最も長くなるような
位置に親指を押し付けるよう教示した．朱肉によ
るマーキングの後，人差し指のマークの先端から
親指のマークの先端までの長さを測定した．
被験者から提案されたアイデアはアイデア数，
オブジェクトの変形利用の有無に加え，本研究の
仮説を知らない4名による第三者評価を行い，こ
れらのデータを分析対象とした．第三者評価では
Finke et.al.(1992)の創造性評価に基づいて，有用性
と独創性の2つの観点で5段階評価を行った．評価
の際には被験者が実際に用いたオブジェクトを評
定者にも与えた上で，被験者によるアイデアを1
件ずつ提示した．

4.2 結果

この実験では，生成されたアイデア数と，その
中に占めるオブジェクトの変形利用数の比較を行
う．それにあたって，まず無効なアイデアの除外
やアイデアの分類，変形利用数の判定が必要にな
るが，これに関しては本研究の仮説を知らない2
名の判定者による判断を仰いだ．この判定者は先
述のアイデアの創造性評価を行った4名の評定者
とは別の評定者(心理学科に所属する大学生男女1
名ずつ)である．無効なアイデアとしては，(a)目
的や手段が不明瞭なもの（例：「とりあえず叩いて
みる」，「リサイクルする」など），(b)一枚の板で
は実現困難なもの（例：「家を建てる」など），(c)
特殊な加工過程を要するもの（例：「プラスチック
消しゴムを作る」，「プラスチック袋を作る」など）
は無効なアイデアとして除外した．(a)は目的が不
明瞭なものは有用性が評価できないこと，具体的
な手段が不明瞭な場合には「使い方を述べる」と
いう問題の教示に即していないことから除外の対
象とした．(b)も与えられた板の使い方である以
上，物理的に無理のある使い方は実現可能性が乏
しいことから除外した．(c)は「加工」という操作
の中でも，与えられた材料の他に，加工用の機器
や装置の利用など，実現するにあたって無理のあ
る環境や状況を前提に置いている場合に分析対象
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図 1 手のサイズの測定手続き．朱肉で直線上に押印し（左）， 各マーク外側の先端から先端までの距
離を測定する（右）

表 1 各群の無効回答数の平均

no object群 12cm群 14cm群 21cm群

0.73 0.41 0.42 0.42

外とした．表1 に各群の無効と判断されたアイデ
ア数の平均を示した．無効アイデア数について一
元配置分散分析を行ったところ，有意差は見られ
なかった(F (3, 187) = 1.39, n.s., ES = 0.02)．このこ
とから，一部の被験者群のみがナンセンスなアイ
デアを量産しているといった可能性は考えにくい
といえる．ただし，統計的に有意ではないものの，
板無し群が他の群よりも無効アイデアが多かった．
これは，実物の板を与えられなかったがためにプ
ラスチック板の強度や可塑性，柔軟性を大きく超
えた用途（「家を建てる」，「キャッチャーミット」
など）を回答したり，具体性が著しく乏しい回答
（「貼る」，「割る」）が増えたためだと考えられる．
また，変形利用の有無については，被験者の回

答や事後の説明において変形させて使うことが明
確に述べられている場合や，判定者によって変形
させなければ実現しえないと判断された場合は変
形利用をしたものとみなした．このような変形利
用案を1点以上提案した被験者を「変形案提案者」
とし，他の変形を伴わない利用法を挙げた被験者
を「通常案提案者」として分類した．各群の変形案
提案者と通常案提案者の内訳を表2に示した．χ2

検定の結果，有意傾向が見られ(χ2(3) = 7.455, p =
0.06, ES = 0.20)，残差分析では 14cm群において
有意に変形案提案者の割合が高く (p < 0.05)，no
object群では変形利用案の提案者が少ない傾向が
みられた(p < 0.10)．

表 2 各群に占める変形案提案者数と通常案提案者
数（単位：人）

変形案 通常案

no object群 7 34
12cm群 17 39
14cm群 23 34
21cm群 8 29

4.2.1 変形案提案者と通常案提案者の手のサイ
ズの比較

本研究では，板のサイズと手のサイズの相対的
な関係によってアイデア生成傾向が異なるという
仮説を挙げた．そこで，表3に各被験者群における
変形案提案者と，板を変形させない通常案提案者
の手のサイズを示した．この「変形利用案の有無」
と「与えられた板のサイズ」による二要因の分散
分析を行ったところ，与えられた板のサイズの主効
果は見られなかった（F (3, 183) = 0.433, n.s., ES =
0.01）．このことから，いずれかの被験者群にの
み手の大きい（小さい）被験者が偏るといったこ
とはなかったと考えられる．変形利用案の有無
についても主効果は見られなかった（F (1, 183) =
0.378, n.s., ES = 0.00)．交互作用は有意となり
（F (3, 183) = 4.349, p < 0.01, ES = 0.07），単純主
効果の検定では通常案提案者間で有意な差が見ら
れなかったが(F (3, 183) = 0.773, n.s., ES = 0.02)，変
形案提案者間では有意差が見られた (F (3, 183) =
5.221, p < 0.01, ES = 0.31)．変形案提案者は対象
者数が少ないため，検定力分析を行ったところ，
1− β = 0.94 となった．Bonferroni法による多重比
較から，12cm群-14cm群間，および12cm群-21cm群
間で有意差(p < 0.05)が見られたが，それ以外の群
間では有意差は認められなかった．14cm群-21cm群
間では有意差は見られなかったものの，12cm四方
の板での変形案提案者の手のサイズは，それより
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表 3 各群の通常案提案者と変形案提案者の手のサイズの平均（単位cm,括弧内は標準偏差）

no object 12cm板 14cm板 21cm板

通常案提案者 17.24(1.54) 17.24(1.32) 17.08(1.26) 16.78(1.38)
変形案提案者 16.74(1.26) 16.54(0.88) 17.62(1.09) 18.16(1.57)
各群全体 17.15(1.49) 17.03(1.24) 17.30(1.22) 17.08(1.52)

表 4 各群の通常案提案者と変形案提案者の生成アイデア数の平均（括弧内は標準偏差）

no object 12cm群 14cm群 21cm群

通常案提案者 5.94(2.85) 5.69(2.34) 7.12(3.15) 6.79(2.56)
変形案提案者 5.43(2.82) 8.71(3.12) 8.78(2.45) 8.22(3.22)
各群全体 5.85(2.81) 6.61(2.95) 7.75(2.77) 7.05(2.54)

も大きい14cmや21cm四方の板を与えられた変形
案提案者のサイズよりも小さいことが示された．
この結果は与えられたオブジェクトのサイズに応
じて変形利用案を産出する被験者の手のサイズに
違いがあることを示しており，本研究の仮説に支
持的な結果といえる．

4.2.2 アイデア産出傾向への影響

続いて，与えられた板のサイズと被験者の手の
サイズがアイデアの生成数に及ぼす影響について
検討する．表4にて，通常案提案者と変形案提案
者のアイデア産出数の平均と標準偏差を示した．
「変形案の有無」と「与えられた板のサイズ」の
二要因で分散分析を行ったところ，変形案の有無
の要因の主効果 (F (1, 181) = 21.71, p < 0.01, ES =
0.12)，与えられた板のサイズの主効果に有意差
(F (3, 181) = 4.47, p < 0.01, ES = 0.07)，交互作用
においても有意差(F (3, 181) = 2.74, p < 0.05, ES =
0.05)がみられた．通常案提案者における板のサイ
ズ要因の単純主効果の検定では有意差は見られず
（F (3, 182) = 1.66, n.s., ES = 0.04），変形案提案者
での単純主効果では有意差が見られた(F (3, 51) =
3.37, p < 0.05, ES = 0.20)．変形案提案者は対象
者数が少ないため，検定力分析を行ったところ，
1− β = 0.68 となった．Bonferroni法による多重比
較の結果，変形案提案者では，no object群と12cm
群の間に有意傾向 (p = 0.08),no object群と14cm群
の間に有意差が見られた(p < 0.05)．一方，変形案
提案者と通常案提案者でのアイデア数比較では，
12cm群と14cm群において，変形案提案者の方が
通常案提案者より多くのアイデアを生成していた
(12cm群,14cm群ともにp < 0.01)．

表 5 通常案と変形案への第三者による創造性評価

有用性 独創性 総合点

通常案 2.51 2.81 5.32
変形案 2.91 3.44 6.35

4.2.3 生成されたアイデアへの評価

以下では，生成されたアイデアの評価や性質に
ついて検討する．本研究では，平たいオブジェクト
を変形させることは形状の制約を逸脱するものと
して，創造性の一側面として扱っているが，オブジ
ェクトの変形という操作から創造的なアイデアは
生成されたのだろうか．そこで，被験者が生成した
アイデアに対して第三者評定を行い，変形案と通
常案での評価の違いについて検討した．第三者評
価における評定者間の一致度については，有用性，
独創性共にケンドールの一致度係数にて有意性が
確認された（有用性，W = 0.08, χ2(3) = 53.3, p <

0.01; 独創性，W = 0.20, χ2(3) = 141.0, p < 0.01)．
個々のアイデアへの最終的な評点には，有用性，
独創性ともに4人の評定者の平均値を用いた．変
形案26件と通常案206件に対して有用性と独創性
および両者を合算した総合点についてU検定で比
較したところ，有用性，独創性，総合点のいずれ
においても変形案が通常案より高い評価を得た
（表5参照．有用性, U = 1834, p < 0.01, ES = 0.20;
独創性, U = 1361.5, p < 0.01, ES = 0.26; 総合点,
U = 1092.5, p < 0.01, ES = 0.37）．このことから，
与えられた板を変形して利用することからは，た
だ新奇なだけではなく，有用性も備えた創造的な
アイデアを生み出せることが示唆される．
続いて，各群の通常案提案者と変形案提案者で
創造的なアイデアの産出傾向を比較する．ここ
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表 6 各群の通常案提案者，変形案提案者によって生成されたアイデアの評点平均（括弧内は標準偏差）

no object群 12cm群 14cm群 21cm群

通常案提案者 5.14(0.37) 5.27(0.36) 5.12(0.31) 5.19(0.29)
変形案提案者 5.59(0.38) 5.34(0.14) 5.35(0.35) 5.23(0.16)

全体 5.22(0.41) 5.29(0.31) 5.22(0.34) 5.21(0.26)

表 7 被験者の生成したアイデアの一部．回答が多
岐に渡るため，生成者数の多い案を上位10種類ま
で掲示した．

順位 提案されたアイデア 人数

1 下敷き 139
2 うちわ 83
3 定規 77
4 コースター 50
5 フリスビー 49
6 キャンバス 45
7 マウスパッド 45
8 まな板 39
9 仕切り 38
10 ホワイトボード 37

ではまず，有用性と独創性の両方を兼ね備えたア
イデアを創造的であると考え，有用性得点と独創
性得点の合計を個々のアイデアの創造性得点とし
た．各個人が産出した各アイデアの創造性得点を
平均したものを個人の創造性得点の代表値とし
た．各群，通常案提案者と変形案提案者それぞれ
の創造性得点の平均値を表6に示した．なお，こ
の分析では一つもアイデアを産出できなかった被
験者2名を分析対象から除外した．これらの得点
について，「与えられた板のサイズ」と「変形案提
案の有無」との2要因で分散分析を行った．変形
案提案の有無の要因において主効果（F (1, 181) =
11.62, p < 0.001, ES = 0.06），交互作用において有
意傾向 (F (3, 181) = 2.37, p = 0.07, ES = 0.04)が見
られた．板のサイズの主効果については有意性は
認められなかった (F (3, 181) = 0.75, p = 0.52, ES =
0.01).
以下では具体的に被験者が挙げたプラスチック

板の利用方法を紹介する．表7は提案者数の多い
上位10種類のアイデアをリストアップしたもので
ある．これをみると，上位を占めるアイデアの多
くは，既存の平たい道具で占められている．「下敷
き」や「しおり」，「うちわ」など，与えられた板
と形状の類似した既製品を挙げるものがほとんど
で，特に平面を平面のまま利用する傾向がある．

(A) (B)

(C)

図 2 変形利用案の例.(A)は指を鍛える器具として
の利用.(B)はスコップ,(C)はブックエンドとしての
利用を意図している.

一方，変形利用案としては，板を対角線にそって
曲げて「スコップ」や「漏斗」にする案や，曲げる
ときの弾力を利用した「ハンドグリップ」や「バ
ネ」，「投石機」，曲げたときにでる音を利用した
「楽器」や，既製品ではあるが「無限ポキポキ」と
呼ばれる玩具1として利用できることを述べた被
験者もいた．また，光源の周囲を筒状にくるむよ
うに曲げて「ランプシェード」にする，直角に曲
げて「ブックエンド」にするなどの単純ながら実
用性のあるアイデアも生成されている (図2)．

5. 考察
実験では，通常案提案者より変形案提案者の方

がアイデア産出数が多い結果となった．また，通
常案提案者においては板のサイズによらず同程度
のアイデア産出数であったのに対し，変形案提案
者では12cm群や14cm群がno object群よりも多く
のアイデアを産出した．no object群と21cm群に有
意差が見られない一方で，no object群と12cm群や
14cm群では有意傾向および有意差が見られたこ
とから，アイデアの産出がし易いオブジェクトの
サイズには範囲があることが示唆される．21cm四
方といった大きすぎるオブジェクトでは，与えら

1樹脂製の蛇腹を曲げ伸ばしすることで，指の関節の音を
鳴らした時の感触などを楽しむ玩具．プラスチックの板で同
様の蛇腹が作れるという回答があった．
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れても変形利用が着想しにくく，その点で，同様
に実物の板を与えられている12cm群や14cm群に
比べてアイデア数が伸びなかったと考えられる．
被験者の手のサイズと変形利用案の提案傾向の

関連については，どの群の間にも通常案提案者の
手のサイズには差が見られなかったが，変形案提
案者の手のサイズについては12cm群と，14cm群
および21cm群の間で差が見られた．変形利用案
は特定のオブジェクトを与えられた場合に生成さ
れやすくなるわけではなく，また，特定の手のサ
イズの被験者だけが状況によらず変形利用案を提
案したわけでもなかった．具体的には，12cm群は
14cm群や21cm群に比べて変形利用案を提示した
被験者の手のサイズが小さかった．14cm群や21cm
群の変形利用案提案者にとって平均的な手のサイ
ズが，12cm群の変形利用案提案者にとっては大き
すぎるサイズとなった．これは，与えられた状況
（オブジェクトや環境）に応じて形状の制約を逸
脱しやすい被験者の身体のサイズも変わる点で，
オブジェクトと身体の相互作用が創造的なアイデ
アの産出を促したものと考えられる．創造的なア
イデアとは，一見すると一部の卓越した知能やセ
ンス，経験を持った者が，熟慮と苦悩の末に生み
だすように思われがちだが，その背後には身体と
環境といった全く別の要因に支えられている可能
性もある．
また，χ2検定の結果から，14cm群は変形利用案

を提案する被験者の割合が他の群より有意に高く，
no object群は低いという傾向が見られた．今回は
先行研究の調査結果に従い，大学生の平均的な把
持可能なサイズにあわせて，オブジェクトのサイ
ズを14cm四方に設定した．そのため，被験者の大
部分にとって大きすぎず，小さすぎないサイズと
なっていた．それに対して12cm四方は同じ年齢層
の被験者にとってはやや小さく，21cm四方は逆に
大きすぎたと言える．一方，no object群で変形利
用案の提案者の割合が小さかったのは，具体的な
オブジェクトが与えられなかったために，被験者
の身体とオブジェクトとの相互作用や，物理的な
接触を通じたアイデア探索が起こらなかったと考
えられる．

12cm群と14cm群においては，変形案提案者は通
常案提案者よりもアイデア生成数が有意に多かっ
た．これは，曲げる操作への気付きによって着想で
きたアイデアの分が生成数の差となったと考えら
れるが，変形案の特徴として，曲げた時に生じる
音や弾力など，実際にオブジェクトを変形するこ
とから生じる特有のモダリティ情報が被験者に新
たな手がかりを与えていたと言える．聴覚や弾性
知覚の情報は，実際にオブジェクトを操作するこ

とで容易に獲得できる情報であるが，イメージ上
のプラスチック板だけでこれらの情報を獲得する
ことは困難であろう．身体を通して物理的な環境
に触れることは，形状などの視覚だけでなく，音
や弾力といった，多様な感覚からのインスピレー
ションを獲得する機会となりうる．
こうした変形案は，有用性，独創性の点で通常

案よりも第三者から高い評価をうけており，単に
新奇であるだけでなく，有用なアイデアになりや
すいことが示唆される．また，変形案提案者は提
案したアイデア全体に対する第三者評価の評点に
おいて，通常案提案者よりも高い評価を得る結果
となった．これは変形案が通常案よりも創造的だ
と評価されやすいため，その点が通常案提案者と
の差として現れたと考えられる．
今回の実験から得られた被験者のアイデアは，

ほとんどが与えられた板の形状と類似した既製品
であった．このことは，アイデアの生成が与えら
れた手がかりからの類推から始まっていることを
示唆している．これについては同様の指摘をFleck
& Weisberg(2004)もしており，創造的思考の基盤お
よび出発点として類推が深く関与することを主張
している．しかし，このことは同時に，与えられ
たオブジェクトの形状に類似したものを記憶検索
するという点では与えられたオブジェクトの形状
に縛られたアイデア探索であったと見ることもで
きる．
このような与えられたオブジェクトの形状の制

約から逸脱するための手段として，記憶検索の
方略を改めることが必要となる．具体的にはオブ
ジェクトの別の属性（たとえば色や材質）に着眼
するという方法もありうるが，今回の実験で被験
者が見せた，元々のオブジェクトの形状を変えて
しまう，という方法も有効である．手がかりの形
状に類似したものを想起してしまうならば，形状
そのものを変えてしまい，新たな形状に類似した
ものを探索すれば新奇なアイデアを見つけられる
可能性が広がる．この方法は与えられた手がかり
や環境にあわせて解を探索する方法とは大きく異
なり，手がかりや環境を変えることで新たな探索
空間を探索することができる．

6. 結論
本研究では，Unusual Uses Testの類題を用いて，
創造的なアイデアの生成傾向が，被験者の身体と
与えられたオブジェクトとの関係によって異なる
ことを示した．このことから，創造性は被験者の
内的な処理だけで完結するものではなく，環境と
の相互作用も含んだプロセスとして実現されるこ
とが示された．この結果からの示唆の一つとして，
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アイデアの行き詰まりなどを打開する場合に，環
境やオブジェクトを変えてみることが有効に機能
する可能性が挙げられる．また，同じ環境下での
創造的問題解決活動でも，その主体の身体によっ
て，発揮される創造性には違いがあるとも考えら
れる．
もう一点の示唆は，創造性評価が必ずしも質問
紙法のみで評価できるとは限らないことが挙げら
れる．従来の創造性研究の中では，創造性を5件
法などの質問や，文章題やクイズのような設問の
解決成績で評価する創造性を捉えようとする試み
もあったが，それらは実世界での振る舞いから離
れた環境との相互作用を持たないテストであった．
例えばGough(1979)やTorrance & Khatena(1970)に
よる創造的人物の判別方法は，形容詞のチェック
リストからの選択を行うという方法であった．創
造的思考の文化差を検討しようとした繁桝ほか
(2004)でも，創造的思考の態度に関する質問紙調
査のみが行われていた．また，アイデア生成課題
での試みでも，多くの場合は紙面で提示された題
材などからイメージを組み合わせるなどの方法が
とられ(例えばSmith, Ward & Schumacher(1993), 吉
田・服部(2002),吉田・服部・尾田(2005)など），実
際にオブジェクトを与えて操作するといった実験
状況を設けるケースは少ない．
しかし，今回の実験結果では，与えられた材料

や環境とその中で振舞う主体の身体の関係が創造
的なアイデアの生成にも影響を与えていることが
示唆された．質問紙のみでの評価では，このよう
な環境や身体の利用から生まれる創造性は見落と
されてしまい，創造性の過小評価あるいは過大評
価につながりかねない．また，芸術家などの創作
活動を対象とした逸話的知見についても，創作の
材料となるオブジェクトや，普段利用している道
具など，活動環境の中に彼らのパフォーマンスを
支える要因が潜んでいる可能性がある．
例えば，先に挙げたYokochi & Okada(2005)によ

る山水画制作過程の研究では，山水画家とは別の
観衆が描いた描画を基にして画家が創作を展開
していく様子を観察し，観衆によって書き加えら
れた描画が画家に新たな制約や，描画スタイルの
変化のきっかけをもたらすことを明らかにしてい
る．この知見は環境に残した痕跡が新しい創作の
手がかりを生み出しているという点で，創造的活
動が環境によっても左右されていることの一つの
証左を与えている．本研究では集団実験を行った
ため，この研究のように創作活動における環境と
主体の活動との関係を縦断的に追跡することがで
きなかった．与えられた環境やオブジェクトを，創
造する主体がどのような行為で働きかけ，アイデ

アを探索するのかを検討するには，このような縦
断的，時系列的な検討も必要だろう．
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理論的背景と目的 

 著者らは，教職課程の必修科目を対象に，教職
専門知識の構築過程を理論知と実践知の融合と
して捉え，それを促進する授業デザイン研究を展
開してきた．そこでは，いくつかの教授学的デザ
イン原則が提唱され，それを具現化するための要
素技術の開発と検証が行われてきた．[1](2) 
 対象講義科目では，協調学習を基本とし，文献
読解とその吟味を通して学習環境のデザイン原
則の理解を深めるセクションがある． 2007 年
度は，各グループがそれぞれ 1つの関連文献を理
解し， CSCL システムである Knowledge 
Forum®(3)上でグループ間共有／吟味することで
全ての文献の理解を各受講生に獲得してもらう
ことを考えた．こうした協調文献読解の導入は，
講義を聴講していた前年度と比較して初期理解
レベルを促進したが，最終レポートにおける指導
計画と授業案の作成では効果が見られなかった．
そこで本研究では，学習環境のデザイン原則の初
期理解のさらなる向上とその転移を目指して，

「協調文献読解活動の修正」と「事前講義設定に
よるスパイラル学習」を導入し，その効果を検討
することを目的とした． 
 

授業デザイン研究計画 

 対象科目． 2007 年度と 2008 年度に実施し
た教職必修科目の一つである「教育課程と方法」． 
 対象者． 非教員養成学部（J学部と K学部）
の学部生／大学院生，各年度 13 名ずつ． 
 導入した要素技術． 協調文献読解活動は，グ
ループで同じ文献を協調して読み，その理解をグ
ループ間で吟味するデザイン（2007 年度）から，
グループの中で異なるメンバーが異なる文献を
担当しジグソー活動を実施し，相互吟味を行った
理解をグループ間で共有するデザイン（2008 年
度）へと変更した(図１)．これによって，各受講
生の協調文献読解活動における役割と責任が明
確化し，異なる知識や理解を持った者同士の協調
学習が促進するものと期待された． 
 導入したもう一つの要素技術は，内容理解のス
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パイラル学習を可能とするための事前講義であ
った．多視点から繰り返しアプローチして理解を
深めるために，対象科目の前に，別の科目で概念
的枠組みの講義と代表的な実践の具体例のビデ
オ教材を利用した学習機会を設けた．J学部と K
学部の受講者のうち，J学部の受講者はこの事前
講義を受講した． 
 研究計画． 下記の 3つの条件間で学習効果の
比較・検討を行った． 
(1) 足場かけ無し群：2007 年度に講義を受講し
た者． 
(2) 足場かけ低群：2008 年度の K学部の受講生．
修正した協調文献読解活動に従事したが，事前講
義を受講しなかった． 
(3) 足場かけ高群：2008年度のJ学部の受講生．
修正した協調文献読解活動と，事前講義の両者に
従事した． 
 収集したデータ． 
(1) 担当文献の説明からみた理解度 
(2) 文献理解の転移：各文献からの理解内容を融
合させてさらに理解を深める課題において，受講
生が報告した内容を「十分な説明」と「不十分な
説明」に分類した． 
(3) 最終レポートの成績：受講生は理解したデザ
イン原則を適用して，自分たちで選択した学習単
元について指導計画と授業案をグループで作成
することが求められた．さらに，各個人はグルー
プで作成した指導計画・授業案について自らの解
釈を付け加えた個人レポートの提出が義務づけ
られた．個人レポートの内容が最終的な受講生の
理解のレベルを評価するために利用された．  
 

結 果 

 個人レポートの評価． 個人レポートの得点の
平均値に条件群間で有意差がみられ， F(2, 23) = 
9.33, p < .01，Tukey の HSD法を用いた多重比
較の結果，足場かけ高群と低群が，足場かけ無し
群と比較して有意に得点が高いことがわかった． 

 
文献の説明から見た理解度． 統計的に有意では
なかった．しかし，全体的な傾向から見て，足場
かけ高群は足場かけ低群，および足場かけ無し群
よりもより適切な理解を示しており，足場かけ低
群と足場かけ無し群との間に違いは見られなか

った． 
 文献理解の転移． 理解した内容をさらに他の
文献と関連づけて考える課題において，受講生の
説明を十分な説明と十分ではない説明に分類し
て，条件間でその頻度のχ二乗検定を実施したと
ころ，足場かけ高群において有意に十分な説明が
多く出現していたが，χ2 = 7.00,  df = 1, p 
< .01，足場かけ低群と足場かけ無し群ではその
出現頻度はチャンス・レベルを超えていないこと
がわかった． 
 

考 察 

 本研究では，これまで開発してきた教職課程の
知識構築型授業デザインにおいて問題となって
きた学習環境デザイン原則の理解を高めると同
時に，その理解が後の学習に転移し利用されるよ
うに，ジグソー活動を中核とした協調文献読解活
動とスパイラル学習の導入を検討した．分析結果
は，今回の新しい要素技術の導入はそれぞれ異な
る学習効果を持っていることを示した．第一に，
最終レポートの分析結果は今回導入した足場掛
けのうち，協調文献読解活動の修正の効果を示す
にとどまった．有意差は，足場かけのあった条件
となかった条件に見られたので，事前講義の有無
は大きな学習効果をもたらさなかったと解釈さ
れる．第二に，文献の理解とその転移の分析から
は，足場かけ高群が足場かけ低群，および足場か
け無し群との間に有意な差を示していた．すなわ
ち，事前講義の履修によるスパイラル学習に効果
があったことが示唆されている． 
 結果に見られる学習効果の多様な現れ（文献理
解の高まりとその転移が，最終的レポートでの有
意差として見られなかった結果）は，授業デザイ
ンにおけるその他の要素技術が今回の変更に影
響を及ぼしていることを示唆している．可能性の
一つは，コースの後半に行われるグループの再構
成で，協調文献理解活動を通して内容理解を獲得
した後，足場かけ条件が異なる受講生によるグル
ープへと再編されていた．このグループの再編に
よる協調学習で，理解度の高い足場かけ高群の学
習者が足場かけ低群の学習者の理解を促進した
可能性が考えられた． 
 

参考文献 
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Abstract 

Peer review activities  (PRAs)  are one of the 

collaborative learning approaches, which will  

develop logical thinking skills and insight into their 

own writings.  Although the PRA method has 

become popular among the teachers of Japanese to 

foreigners, not many teachers of English in Japan have 

employed PRAs.  The paper presents experimental 

results on the effects of anonymous peer review 

activities in the English-as-a-foreign-language writing 

classes. The results have suggested that anonymous 

peer review activities are effective in developing 

readers’ viewpoints which would be essential to bridge 

the different interpretations between a reader and a 

writer.  Also, training students to become critical 

readers in a non-native language would lead them to 

be more self-critical writers that would consequently 

produce coherent well-structured documents. 
 
Keywords ― Anonymous Peer Review Activities, 

Different Interpretations, Self-Critical Writers 

 

1. はじめに 

 日本の学校教育において，論理的思考力や表現

力の養成が急務である．このため，さまざまな研

究が行われ，その中で文章推敲のためのピアリヴ

ュー活動は，与えられた課題や情報を適確に理解

し，根拠を挙げて相手が理解し易い記述ができる

ようになるための訓練として有効であるあるとさ

れてきた．ピアリヴュー活動は，もともとアメリ

カの第一言語における作文教育で 1970 年代に協

調学習の一手法として導入され，その効果が認め

られていたものである．この手法は後に第二言語

教育においてもその効果が注目されるようになり，

20 年程前からアメリカにおける第二言語教育に

も導入され，中国やシンガポール，台湾などのア

ジア諸国でもその効果が検証されている[1]~[13]． 

本研究では，第二言語教育におけるピアリヴュ

ー効果の有無を確認する実験について報告する．

本実験においては，まず同等のレベルにある学習

者同士のコメントが意見創出において効果がある

のかを確認する．これまでのピアリヴュー関連研

究は，綴りや文法，構文などの表面的な間違いを

互いに見つけることで英作文力を上げることを目

的とするものが多かったが，今回はそれらに加え，

論理構成に関する指摘を必ずさせることにより論

理的思考力を見ることにしたものである．本論文

の認知科学に関する主要な貢献は，ピアリヴュー

活動により学習者同士が相互に与え合う教育的影

響や，協調的に達成度を高め合う条件があること

を例示したことである． 

以下，本論文の構成は次のとおりである．第２

章では教育現場におけるピアリヴュー活動の現状，

第３章では英語及び日本語による記述実験の方法，

第４章ではピアリヴューによる英作文改善の結果

と考察，最後に第５章では本稿のまとめと今後の

課題を述べている． 

 

2. 教育現場でのピアリヴューの現状 

 教育現場における文章推敲のためのピアリヴュ

ー活動は，作文を改善させるために学習者が相互

で指摘や示唆を行うことにより，批判的あるいは

論理的思考に基づいた意見の述べ方や文章の書き

方を学んだりするための協調学習の一手法である

[14]．ピアリヴュー活動に関する研究には，読者

が自分の作文を客観的かつ批判的に読む技術を向

上させるとする肯定的なもの[3][8][10]があり，さ

らに，事前指導がピアリヴュー活動をより効果的

にすることも研究で示されている[1][7]．一方，英

語力に自信がない，仲間意識が強過ぎる,などの理
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由から,ピアリヴューの効果に否定的なアジア圏

の研究もあり[2][4][12]，その国の文化的背景も考

慮にいれた指導が必要であることが分かっている． 

 日本におけるピアリヴュー活動は，外国人に日

本語を教えている教師の間では導入が増加してい

る[15][16]．外国人の語学学習者にピアリヴュー

の効果があるのは，欧米では低年齢から生徒同士

で討論をしたり批判的あるいは論理的思考に基づ

いた意見の述べ方や文章の書き方を学んだりする

機会が多いためであると言える．一方，日本人は

そのようなことに慣れていないため，日本におけ

る英語教育においては未だにピアリヴュー活動が

導入されることが尐なく，英語で書いた作文を日

本人同士でリヴューし合うことによる論理的思考

力の向上や学習者の相互作用による効果はあまり

検証されていない． 

 本研究では，英作文授業においてピアリヴュー

を行い，どのようなコメントが作文の論理構成や

内容の改善に寄与するのかを検証する．さらに，

日本語でも作文を書かせることにより，論理構成

に関して言語の違いが出るのかを確認し，どのよ

うな指導がピアリヴューの効果を高めるのかを考

察する． 

 

3. 実験方法 

第二言語の作文におけるピアリヴュー活動の効

果の有無と被験者の論理的記述力を見ることを目

的として，以下のような実験を行った． 

英語記述実験では，英語での論理的文章の作成

能力を確かめ，さらにピアリヴュー活動の効果が

どこに現れるのかを検証した．また，日本語記述

実験で，第一言語における論理的文章の作成能力

を確かめることにより，第一言語における論理構

成を第二言語においても保持しているかを確認し

た ．さらに，日本語記述実験終了後，ピアリヴュ

ーに関するアンケートを行い，ピアリヴューが匿

名であることの必要性の是非を確認した．  

 3.1 英語記述実験 

薬科大学の「薬学英語 II B」を受講した，薬剤

師になるために 6 年制に在籍している第 4 学年の

学生 37 名に課題を与えて，それに対する意見を

英語で記述させ，ピアリヴューを行った後に作文

の書き直しをさせた． 

この実験は，①英語で論理的な文章が書けるか，

②他人の英作文が論理的に書かれているかを判断

できるか，③その判断はコメント全てと適合して

いるか，④改善のための有用なコメントができて

いるか，を見るために行った． 

3.1.1 手順 1 

授業当日（2009 年 12 月 3 日）に，課題（図 1）

を配布した．  

Do you agree or disagree with the following 

statement?  It is not necessary to approve kampo 

medicines for reimbursement under the health 

insurance.  Use specific reasons and examples to 

support your opinion. 

図 1  英語記述実験における配付資料 

なお，課題内容の理解が正しいどうかの確認を求

めた被験者が数名いたため，実験条件が同じにな

るように，「漢方薬を保険適用から除外することに

ついて賛成か反対か，根拠を示しながら述べよ」

という内容であることを被験者全員に対して日本

語で補足説明をした．語数は 200ワード程度とし，

作業時間は 45 分で，辞書の使用は許可していた． 

3.1.2 手順 2 

手順 1 の原著者がわからない状態にするため，

本稿の第一著者がワード文書に直して，手書きに

よる作文作成日から 1 週間後にピアリヴューを行

った．ハードコピーを原著者とは別の学生に手渡

し，作文改善のための意見を英語または日本語で

記入させた．このとき，①綴り，文法，構文の誤

りの指摘，②論理構成に関する指摘（一貫性はあ

るか．根拠は述べられているか．），③作文をより

よくするための示唆，④全体の印象などを書くよ

うにという指示を与えた．作業時間は 25 分とし

た． 

3.1.3 手順 3 

手順 2 で書かれた意見を原著者に戻し，改善さ

せた．作業時間は 20 分とした． ここで原著者が
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わからないようにしたのは，先行研究において，

学習者同士直接作文を交換させることがコメント

の内容に影響を与えることが示されており，また，

筆者が行った以前の調査でも書き手と読み手が互

いに分かっているとコメントしにくいという意見

が多かったことによる． 

 3.2 日本語記述実験 

被験者は，英語記述実験を受けた対象者と同じ

とした．課題を与えて，それに対する意見を日本

語で記述させた．ただし，被験者 37 名のうち 2

名は日本語作文の作成を行わなかったため，本稿

の分析対象からは除外した． 

3.2.1 手順 

 授業当日に，「混合診療の解禁（保険外診療を受

けると本来保険適用されるはずの診療分までも全

額自己負担となってしまうという現状から，混合

診療を受けても保険適用診療分は保険が適用され，

保険適用外の診療についてのみ全額自己負担とす

ること）に賛成か反対かについて，500 字程度の

日本語で書きなさい」という課題を与えた．作業

時間は 20 分であった． 

 3.3 ピアリヴューに関するアンケート 

 すべての実験の後に，今回のリヴューでは作文

の書き手が伏せられていたことついてどう思うか，

意見を書かせ，ピアリヴューが匿名であることの

必要性を検証した． 

4. 結果と考察 

今回の実験では，ピアリヴュー活動を行うこと

により，自分が書いた文を客観的に読み直し，コ

メントの助けを借りて作文が改善されることを期

待した．さらに，第一言語による作文構成を調べ

ることにより，論理的な文章とはどのようなもの

かを学習者が理解しているのかを見られるとした． 

英作文の初稿の平均単語数は 180 語で，最高単

語数は 226，最低単語数は 116 であった．日本語

の作文の平均文字数は 547 字で，最高文字数は

754，最低文字数は 234 であった．修正前の英作

文の単語数と日本語作文の文字数の相関係数

は.24 であり，言語の違いによる作文の長さの関

連性は低かった． 

コメントの数は，記名式のピアリヴューのとき

と比較してはるかに多くなっていたが，コメント

に一貫性がないものが多く見られた．例えば，「最

初から最後まで意見が貫かれていてよかった」と

書いておきながら，「最後の段落で急に話題が変わ

ったので読みにくかった」というようなコメント

が挙げられる． 

 4.1 英語記述実験 

 ほとんど全ての英作文に共通して見られるのが，

第一文で簡潔に自分の考えを述べていることであ

った．評価が高かった作文は，次に漢方薬と西洋

薬と違いを明確に説明し，さらに具体例を挙げて

自分の意見の裏付けをしていた．評価が低かった

作文は，意見の根拠がはっきりと述べられていな

かったり，語数を増やすために同じことを繰り返

し書いたり，関連性の低い文を追加していたもの

であった． 

35 名の被験者のうち，77%（27 名）が，ピア

リヴュー活動の際に，文法・構文の誤りの指摘を

尐なくとも1つはしていた．綴りの指摘は43%（15

名），構成の変更の具体的な指示は 8.6%（3 名），

修正のためのヒントの提示は 63%（22 名）だっ

た．また，35 名のうち 3 名（8.6%）の学生は，

論理構成に関するコメントをしておらず，また，

論理構成に関するコメントは一応書かれていたも

ののその根拠を述べていなかった学生は残りの

32 名中 3 名（9.4%）であった．論理構成に関す

るコメントとその他のコメントとの整合性におい

て，第三者が見ても納得のできる分析ではないも

のが半数近く（残りの 31 のうち 13）あった． 

ピアリヴュー前後で作文の評価がよくなったも

のは，51.4%（35 の作文のうち 17）であり，その

うち，コメントを取り入れて修正していたものは，

88%（15 件）であった． 

ピアリヴューによって論理構成が改善された作

文は，以下のような有用なコメントが参考になっ

ていた．①接続詞の使い方の誤り（例：on the other 

hand [一方では] →similarly [同様に]）の指摘，
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②文章の入れ替え（流れをよくするため），③根拠

の曖昧さの指摘（例：「病気につながる（関わる）

生活習慣の人なら漢方有効」→値段の話につなが

らないが「長期間，漢方で治療している入院患者」

→値段の話につながる），④根拠の追加の具体的な

指示（例：「漢方の説明を入れるとさらに長くなる

と思う」，⑤根拠への疑問の投げかけ（例：「子供

のときの体験としての小児アレルギーは漢方薬で

はなくふつうの薬でも良いのかなと思った」）など． 

図 2 は，①と④のコメントを受けて改善された

例である． 

...  Especially most the old use a lot of kampo 
medicens.  For the old who live on their pension, to 
rise in kampo medicens prices is so serious matter. 

On the other hand, the patients who take kampo 
medicines continuously will have trouble making a 
living, too. 

The government don’t consider the people that the 
weak of living…  (122) 

↓ 
...  Especially most the old people use a lot of 
kampo medicens.  ...  Similarly, the patients who 
take kampo medicines continuously will have 
trouble making a living. 

Kampo medicens [medicines] are natural 
medicens[medicines], so they are good for our 
health.  They have a few side effects in 
comparison with western medicines.  Kampo 
medicens [medicines] can treat not only symptoms 
but also base diseases... (169) 

図 2  改善された作文の例 

残念ながら，具体的な改善の示唆があったにも

関わらず，それを全く取り入れていないものもあ

った．例としては，根拠の欠如の指摘（「漢方薬が

生活に必要なので保険適用されないと困る，と書

かれているがなぜ漢方薬でないといけないのかを

詳しくかいてほしい」）が挙げられるが，なぜこの

コメントを採用しなかったのかは不明である． 

⑤のコメント例を受けた学生は，図 3 を加筆し

ており，コメントを上手く取り入れたもう一つの

例である． 

...  kampo medicines are considerably different 
from general artificial medicines. 

For example …It took several years for treatment.  
If kampo medicines had not been for 
reimbursement under the health insurance, I had 
to take artificial medicines though I was a child.  
Otherwise, my parents had to pay much money for 
several years… 

図 3  加筆された作文の例 

また，理解しにくかった文章に読者が下線を引

いて，その文章が「分かりにくい」とコメントし

ただけで，具体的な指摘がなくても図 4 のように

改善されたものもあった． 

The western’s treatments concentrate on only a 
sympton.  But the chinese’s [Chinese] treats not only 
it [symptoms] but also the foundation. 

↓ 
 Although treatments of the western medical 
science concentrate on only symptom, the Chinese 
medical science treats not only it but also the 
foundation.… 

図 4  具体的な指摘なしに改善された文の例 

ピアリヴュー後に改悪された作文は，3 件あっ

た．そのうちの一つは明らかにピアからのコメン

トに影響を受けたもので，初稿は 163 語だったが

書き直しの方は 100 語となっており，大幅に内容

が削減され，論理構成も悪くなっていた．これは，

コメント者が，原著者が述べた意見の根拠をほぼ

すべて否定し，「課題に対しての意見の理由が尐し

疑問に思う点が多い．例えば，～の文がどのよう

に反対意見につながるのかわからない．」などと書

いたことに因る．この作文を書いた学生は，作文

の再提出の際，「自分の意見の根拠として書いたも

の多くが，理由になっていないのではないか」と

書かれたことで，修正の仕方に迷いが生じたとい

うコメントを添えていた．図 5 がその例である． 

I disagree to approve kampo medicines for 
reimbursement under the health insurance…  
Because kampo medicines have strong effect for 
health and have side effects, they should not be 
abused. ..., kampo medicines are known like health 
foods by Japanese.  Especially people of advanced 
tears or people who have the illness think whatever 
kampo medicines they take is healthy.  Because 
the patient will not use kampo drugs.  Kampo 
medicines have strong effect for health and have 
side effect.  They are real medicine.  Kampo drugs 
don’t have diference from western drugs because of 
cost.  I think it should not be kampo medicines for 
reimbursement under the health insurance... 

図 5  改悪された作文の例 

したがって，ピアリヴュー活動の効果は限定的で，

コメントを取り入れるか否かの適切な判断ができ

ないと，その効果が薄れることが分かった． 

4.2 日本語記述実験 

日本語の作文に関しては，論理の展開が不適切
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な日本語の作文を書いた学生が 10 名いたが，そ

のうち 5 名の英作文は論理の展開が適切なもので

あった．日本語での適切な論理展開を英語でも保

持できていたものは 68%（17/25）であった．今

回は，次の 3 点に基準を置いた．①自分の意見が

明確に述べられているか（1 点），②その根拠が例

を挙げて書かれているか（2 点），③結論まで意見

が一貫しているか（1 点）とし，合計が 3 点以上

のもので点数に変化がなかったものを，論理展開

の保持ができていたものとした． 

日本語作文の論理展開が不適切であったものは，

途中から意見が変わっていたり，表現が曖昧なた

めに終わりに近付かないと結論が見えてこない文

であったり，途中から意見が変わってしまい，最

後に中立の立場であるとの結論で締めくくるよう

なものであった．一方，日本語よりも論理の展開

が適切であった英作文は，結論を先に述べてから

根拠を列挙し，最後にまとめをするという書き方

が多かった．これは，英語による作文の場合は，

ある程度考えをまとめてから書き始めるためだと

考えられる． 

今回の実験では，英語と日本語の作文課題が同

じではない．課題が違うなら，その人の持ってい

る知識も異なるから単純に比較はできないとも考

えられるが，薬学部の学生は普段から漢方薬や混

合診療に関しての知識を他の授業内でもある程度

得ていることが分かっている．また，今回は，「知

識」を問うものではなく，「ある課題について賛成

か反対かの意見を書くもの」である．したがって，

課題に対する知識量の差は考慮に入れる必要はな

いと考える．さらに，同じ課題を与えると，「その

場で考えて自分の意見を述べる」という条件が満

たされなくなる．最初の言語で上手く書けなかっ

た被験者が，授業後に書籍やインターネットによ

る情報検索，友人などから知識を得ることも考え

られるからである．これらを考慮し，今回は異な

る課題を出し，自分の意見を明確に述べるように

指示したものである．  

 4.3 ピアリヴューに関するアンケート 

実験の後に行ったアンケートによると，匿名で

「よかった」と答えた学生は 35 名中 32 名（91%），

「どちらとも言えない」は 3 名（9%）で，「よく

なかった」と答えた学生はいなかった．「よかった」

と答えた具体的な理由としては，「匿名だと遠慮な

しにコメントできる」，「書き手が分かると先入観

が入りやすい」，「話したことのない人の作文には

コメントしにくい」，「自分に対するコメントも，

名前のないときの方がたくさんもらえたのでよか

った」となっていた．「どちらとも言えない」と答

えた学生の理由は，「自分がコメントを書くときは

匿名の方が正直に書けた気がしてよいと思ったが，

コメント者が誰かも分からないと，反論や相談が

できない」，「知識が足りないのでどちらでも恥ず

かしい」であった． 

アンケートは無記名で行われていたが，「どちら

とも言えない」と答えた 3 名のうち 1 名の学生は，

「直し方が分からない，コメント者に相談できた

らよかった」と書いていた．また，間違った，あ

るいは不適切なコメントをそのまま取り入れたた

めに作文が改悪されてしまったものがあったこと

から，学習者の不利益にならないように，どのよ

うなコメントは取り入れるべきなのかということ

も具体的に指導するべきだと言える． 

論理構成に関するコメントとその他のコメント

との整合性が取れていないものが半数近くあった

ことから，学生が①論理的に書かれている文章が

どのようなものかきちんとは理解していない，②

実際は論理的ではないがとりあえず褒めた上で指

摘をしている，などが考えられる．いずれにして

も，指摘の具体的な方法に関する細かい事前指導

の必要性があると言える．また，指摘や示唆を作

文修正のときに取り入れるか否かの判断は重要で

あるため，指摘方法の指導も事前に行うとピアリ

ヴューがより効果的になると考えられる． 

 

5. 結論と今後の課題 

 本実験において，①第二言語教育におけるピア

リヴュー活動の効果は限定的である，②明確な修

正の指示がなくても，ピアリヴューは修正に影響

を与えることがある，③コメントを採用するか否
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かの適切な判断ができないと，その効果は好まし

くない方向にはたらく，ということが明らかにな

った．また，英語及び日本語による記述実験を行

ったことにより，第一言語での論理的文章の作成

能力が必ずしも第二言語でも保持されるわけでは

ないことが分かった．逆に，第二言語では最初に

考えをある程度まとめないと書き出せないことか

ら，第一言語よりも第二言語での記述の方が論理

的である場合が存在することも確認できた．さら

に，ピアリヴュー活動を匿名で行うことに関する

アンケートにより，匿名性がコメントをしやすく

するという利点がある一方，コメントに対する反

論や相談ができないことによる不利益も生じるこ

とも明らかになった． 

本研究において，ピアリヴューは一定の効果が

あることが分かったが，今後は問題を含む作文の

サンプルによる事前訓練を実施することにより，

その効果を高められるかを検証する予定である． 
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Abstract 
According to assumption that shooting technique 

based on film language help people to comprehend a 
film, we analyzed a sequence of shots using a Markov 
Model. In order to examine the probabilistic transition 
of shots, a unit of analysis was determined by 
reference to Grand Syntagmatique proposed by 
Christian Metz. In the present study, we specifically 
focused on the shot scale and found some implications 
that shooting technique can do facilitate film 
comprehension.  
 
Keywords―Film Language, Grand Syntagmatique 

 

1. 研究背景と目的 

映像周辺分野の技術面における発展はめざまし

く，望みさえすれば誰もが映像制作を経験できる

時代といえる．個人で制作した映像をインターネ

ット上に公開するためのサービスも，多くの人に

認知され，そして利用されている．このような映

像への関心の高まりは，映像の自動撮影編集を行

うシステムに関する研究の礎となっている．本研

究は，複数台のカメラを設置した空間内で起こる

出来事の記録に，映画文法を利用する自動撮影編

集システムの構築を究極的目標としたものである． 
先行研究における自動撮影編集システムでは，

カメラ選択や撮影済み映像を編集する際の判断基

準として，映画文法が用いられてきたが，実際の

ところその利用は限定的であった．本来ならば，

先人が培ってきた映像制作に関する知識を最大限

活かすための映画文法であるべきはずが，実情は

映画文法編纂時本来の目的と乖離し，システム実

装という観点から都合のよい一部分のみの利用に

とどまっている．その根本的な原因には，映画文

法自体が系をなしていないということ，内容が玉

石混淆であること，映画記号論が指摘しているよ

うに，自然言語との安直な対応付けによる，映画

文法の論理構造そのものの脆弱さにあるといえる． 
本研究の目的は，上記問題点を解消するため，

映画記号論における大連辞を拠所とすることで，

商業映画，映画文法に根差し，自動撮影編集シス

テムへの応用を考慮したショットの体系化を検討

するという，映像の自動撮影編集に関連する工学

的応用の土台を提供することである．また，ショ

ット体系化により得られる映画理解を促す映像提

示の技法における，ショットを構成する諸要素の

確率的遷移を明らかにすることで，人間の映像理

解の一側面にマルコフ推移モデルを仮定し検討を

行い，映画の内容を理解する過程の解明につなげ

ようとするその試みも含む． 

 

2. 映画文法における映画用語の再定義 

映画文法中における用語の多くは標準化が図ら

れていない．本研究では，自動撮影編集システム

での実例を踏まえ，各映画文法書を参考にシーン

の構造を提案するのに必要な用語の統一と再定義

を試みた．図 1 に示す．  

 
図 1．撮影編集に関する映画用語図解 

自動撮影編集システムにて，撮影空間内の複数

台のカメラから得られる連続的な映像各々を“テ

イク（Take）”と定める．つまりテイクは，“実際

に撮影された編集以前の素材”（純丘，2005，p.35）
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を指す．次に，テイクから編集に必要な区間を切

り取った映像を“カット（Cut）”と定める．カッ

トの中では，例えばクロースアップからミディア

ムショットに，ズームアウトでショットサイズを

変更できる．“ある視野，あるアングル，あるポジ

ションでの撮り方”（純丘，2005，p.35）を“シ

ョット（Shot）”と定める．図 1 に示した通り，

自動撮影システムを通して得られる映像は，ショ

ットを時間順に接続したものである．ここで，シ

ョットとシネマトグラフィ，そしてミザンセヌと

の関係を明示する．図 2 に示す． 

 

図 2．ショットとコードの関係 
（Yale University Film Analysis より作成） 
ショットにシネマトグラフィ的コードとミザン

セヌ的コードの存在を仮定しショット体系化のた

めの検討を進めた．シネマトグラフィとは，実用

的役割を担うコード（映像制作者と視聴者間での

共通理解事項）の集合である．具体的には，ロン

グショットやクロースアップなど撮影技術そのも

のに関係し，映画を見やすく退屈させないものに

する役目を担うものである．図 2 で示したように，

撮影手法そのものをサブコード，具体的な撮影手

法を要素とする集合をコード，視聴者を映画に没

入させるのに必要なコードの集合をシネマトグラ

フィと呼ぶ．この実用的役割に対し，一般にミザ

ンセヌとして知られる映画の美的役割を担うコー

ドの集合は，主に見え方，感じ方などの非常に抽

象的な基準で弁別されるもので，文化的背景を含

み多岐に及ぶため，本研究内では除外した． 
ここでショットについてまとめると，被写体と

カメラとの距離など，シネマトグラフィとミザン

セヌの具体的な属性値ともいうべきサブコードに

よって区別された映像を意味する．つまり，カッ

ト内で，例えばロングショット，ミディアムショ

ット，ロングショットといったようなサブコード

の遷移が見られた場合，そのそれぞれをショット

としてセグメントすることになる． 

 

3. 大連辞による映画文法の取捨選択 

ショット体系化のために，フランスの映画記

号論学者 Christian Metz による大連辞によっ

て，映画文法を演繹的に分類し，自動撮影編集

システムに利用可能な知識の抜き出しを行った．

大連辞とは，映画の継続性と映画的句読点によ

って分割可能な自律的線分の連辞的特性を列挙

したものである．ここで，連辞（syntagme）と

は，もとは言語学における用語であり，表出さ

れたもの同士の関係を表す語である．また，映

画から自律的線分を切り分ける際の基準となる，

可視的あるいは不可視的な映画的句読点とは，

フェードインやフェードアウトといった視覚的

効果から，場面の変化，時間の経過といった内

容面での区切りを意味する．これら自律的線分

は総体としての映画に対してのみ意味を持つ．

このような連辞関係を最大連辞と呼ぶ．図 3 に

最大連辞と映画との関係を示す． 

 
図 3．最大連辞 

この自律的線分を構成する複数のショットに

は 8 つの連辞的特性を見て取れる．この連辞的

特 性 の 一 覧 こ そ が 大 連 辞 系 列 （ Grand 
Syntagmatique）である．図 4 に大連辞系列の

6 番目までの連辞を示す． 
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図 4．大連辞系列一覧（一部抜粋） 

次に，自律的線分の第 1 区分である自律的シ

ョットと連辞群の差異を図 5 に示す． 

 
図 5．自律的ショットと連辞群 

自律的ショットとは単一のショットで形成さ

れる自律的線分であり，連辞群は複数のショッ

トから形成される他の 7 種類の自律的線分の総

称である．単一のショットから成り立つという

定義上“自律的ショット”は連辞と言えない．

言い換えればこの第 1 の区分は，その自律的線

分が連辞なのか否かを意味する．この自律的線

分には，図 5 で示したとおり，シークェンス・

ショット（Single-shot sequence），非物語世界

的挿入ショット（Non-Diegetic Insert），ずら

された物語世界挿入ショット（Displaced 
Diegetic Insert ）， 主 観 的 挿 入 シ ョ ッ ト

（Subjective Insert），説明的挿入ショット

（Explanatory Insert）の 5 種類の下位型が存

在する．次に示すのは，連辞群内部における第

2 の基準である．図 6 に示す． 

 
図 6．時系列連辞群と非時系列連辞群 

非 時 系 列 的 連 辞 群 （ Achronological 
synatgams）とは，自律的線分を構成するショ

ット各々の時間的な関係が映画によって明確に

されないという特徴の連辞群である．この非時

系列的連辞群には，2 つの連辞型（平行連辞と

大括弧状連辞）が存在する．これに対して，時

系列的連辞群（Chronological syntagmas）は，

ショット各々の時間的な関係が映画によって明

確化された連辞群である．下位区分として，記

述的連辞群と叙述的連辞群が存在する．次に示

すのは，時系列的連辞群の下位区分である．図

7 に示す． 

 
図 7．記述的連辞と叙述的連辞群 

時系列的連辞群には，記述的連辞（Descriptive 
Syntagma ） と 叙 述 的 連 辞 群 （ Narrative 
Syntagmas）がある．記述的連辞群とは，風景

の記述などに用いられ，各々のショットが同時

的で因果性がないものを指す．例えば，樹木を

撮影したショット，小川のショット，丘のショ

ットと続いた場合，それらのショットは一つの

風景を同時に複数のカメラで撮影，もしくは同

時に撮影したように感じ取ることができる，ま

たショット間の因果性は認められない． 
叙述的連辞群とは，記述的連辞にみられる同時

性だけではなく，ショット間に因果性が見られ

るものを指す．下位分類を図 8 に示す． 

 
図 8．交換的（叙述的）連辞と 

線状叙述的物語連辞群 

叙述的連辞群の下位分類には，交換的（叙述

的）連辞（Alternate [Narrative] Syntagma）
と線状叙述的物語連辞群（Linear narrative 
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syntagmas）がある．交換的（叙述的）連辞と

は，追われる人のショット，追う人のショット

といった逃亡劇にみられる，物語のクロス･カッ

ティングを指す．線状叙述的物語連辞群は，線

状性―ショットが時間軸に沿って単一の線分の

ごとく連続体を構成するという特徴―を持つ連

辞群を指す． 

 

図 9．シーンとシーケンス群 

図 9 に記した線状叙述的物語連辞群（Linear 
Narrative syntagmas）の下位区分である“シ

ーン（Scene）”とシーケンス群（Sequences）
には共通して，ショットにおける出来事間の時

間的関係が明確で，映像をまとめる唯一の因果

性を見出すことができる．今回扱う“シーン”

とは，“ある定められた固定した空間の中に対象

物が置かれて（含まれて）いるということであ

る．”（森村，2000）―このことは，後に大連辞

を分析した Michel Colin により，“含有的

（inclusive）”と呼ばれている―を特徴とする， 
6 番目の連辞型である．具体的には，固定され

た空間内における会話や会議を撮影・編集した

映像に相当し，“含有的”とされる特徴と，自動

撮影編集システムにおける撮影空間の特殊性と

が対応する．よって，大連辞におけるこの“シ

ーン”の特徴を備えた映画文法中の記述こそ自

動撮影編集システムで利用可能な知識であり，

これにより本研究における問題領域が確定する． 
 

4. シーンの構造の提案 

映画文法の利用が限定的である原因の一つにシ

ョットと単語を同一視することによって引き起こ

された理論構造の脆さがある．Christian Metz に
より指摘されたショットと単語の根本的相違点は，

未だに考慮されていない．本研究は映画記号論を

ベースに，旧来の安直な自然言語との比較によら

ない，新たなシーンの構造を提案した．図 10 に

示す． 

 
図 10．大連辞における“シーン”の構造図解 
自動撮影編集システムで出力する映像とは，大

連辞系列における“シーン”の特徴を備えたもの

である．“シーン”は 1 つ以上の“識別可能なま

とまり（Event Block）”に分割可能とし，それら

は複数のショットにより構成される．識別可能な

まとまりとは，自動撮影編集システムにおける処

理単位に相当するものとして提示した．具体的に

は，『映画の文法 実作品にみる撮影と編集の技法』

における「アクションのない対話」，「アクション

のある対話」，「対話のないアクション」の 3 つに

対応する．ショットは，サブコードによって区別

された映像として定義する．サブコードとは一般

的にシネマトグラフィ，そしてミザンセヌとみな

されるコードの属性値を指す． 
例えばロングショット，ミディアムショット，ロ

ングショットといったようなサブコードの遷移が

見られた場合，そのそれぞれがショットになる．

このようにシーンの構造を示し，それを分析単位

と定めた上で，実際の映画におけるサブコードの

時系列分析により一般的な“シーン”を明らかに

していく． 

 

5. 固有的映画コードの選別と 

マルコフモデルの作成 

固有的映画コードについて コードには美的側面

に関係するミザンセヌと，実用的側面に関係する

シネマトグラフィが存在することは先に述べた．

しかしながら，シネマトグラフィとミザンセヌで

すべての“映画的なコード”を網羅することはな

い．映画は多コード媒体（Pluricodic Medium）

とも呼ばれる．シネマトグラフィとして分類され

る各コードとミザンセヌとして分類される各コー

ドがたがいに折り重なり作用しあうだけでなく，

日本認知科学会第27回大会 P2-16

466



それらショットをどのように接続するのかといっ

た編集方法等もコードとみなすことができる．つ

まり，映画のスタイルに関することはすべてコー

ドであり，それら多岐に及ぶコードにより映画は

形成される． 
Christian Metz によれば，映画にのみ現れる

“固有的映画コード（Specific Cinematic Code）”
と映画以外の諸言語によって共有される“非固有

コード（Non-specific Code）”の 2 極を想定した

うえで，その固有性の程度により多種多様なコー

ドを概観することができるとしている．概観のた

めに Christian Metz は，固有的映画コードと非

固有コードの輪郭を同心円の組み合わせとして描

いている（ロバート ほか，2006）．図 11 を以下

に示す． 

 
図 11．映画的コード概観 

この図 11 からもわかるとおり，出来事の流れを

損なわないように時間を短縮するコンティニュイ

ティ編集（continuity editing）は固有的である．

構図（composition）は，写真，絵画にも共通する

ことから，コンティニュイティ編集やショットサ

イズ（Scale）と比べ非固有的である．本研究では，

マルコフモデルによる時系列分析のため，映画固

有的であり映画制作において非常に重要なショッ

トサイズに注目し分析を行った． 
マルコフ連鎖と推移確率行列 Christian Metz 自身

の分析によって自律的線分及びその連辞的特性が

明らかな，Jacques Rozier 監督の『Adieu Philippine』

の“シーン”を基に，ショットサイズの時系列変

化を分析した．分析に際し，サブコードの時系列

推移をマルコフモデルとみなし，確率過程の一種

である単純マルコフ連鎖（Simple Markov Chain）

を明らかにする． 

マルコフ連鎖と推移確率行列 単純マルコフ連鎖

と推移確率行列については以下に示す． 

一つの系の状態が n=0,1,2･･･と離散的であり，

その系がとりうる状態の集合（状態空間）を S={ s1, 

s2,･･･ } とする．時点 n で，状態が sj のとき，xn=j

となる確率変数列を{ xn }とする．このときに 

 

 
 
が任意の n > 1 および，起こりうる任意の正の整

数の組( i0,i1,･･･,in-1 )，任意の j に対して成り立つ

とき，{ xn } を単純マルコフ連鎖と言う． 

 

 
 
とおけば 

 

 
 

であって， )1,( +nn
ijp を単純マルコフ連鎖の推移確率

といい，行列 )( )1,()1,( ++ = nn
ij

nn pP   を推移確率行列

（Transition Probability Matrix）という．また

n=0 における確率分布を初期分布（ Initial 
Distribution）と呼び， ),,( 21 ppp = を初期確率

ベクトルという．単純マルコフ連鎖は，これら推

移確率行列と初期確率ベクトルにより規定される． 
データの集計方法と状態空間の定義 分析対象は，

83 ある『Adieu Philippine』の自律的線分のうち“シ

ーン”として判断された 34 の自律的線分を構成す

る 237 のショットである． 

n=0,1,2･･･236 における状態空間 S は，φ，LS
（ロングショット），FS（フルショット），MS（ミ

ディアムショット），CS（クロースショット），

CU（クロースアップ）と定め，『映画の文法 実作

品にみる撮影と編集の技法』における基準を採用

し，ショット内で中心となる人物がどのように撮

影されているかでショットサイズを決定した．シ

ョットサイズの判定基準を列挙すれば，“ロングシ
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ョット（LS）”を被写体とその背景，“フルショッ

ト（FS）”を全身，ミディアムショット（MS）”
を股，“クロースショット（CS）”を胸の下，“ク

ロースアップ（CU）”を腕の種痘痕より上部と定

めた． 
推移確率行列の決定 以下に，『Adieu Philippine』
における初期確率ベクトルと推移確率行列を示す． 

表 1．初期確率ベクトル 

 

 
表 2．推移確率行列 

 

 

6. 考察 

表 1 より，自律的線分の最初のショットサイズ

として，Full Shot と Medium Shot の確率が高

いことがわかる．“シーン”は，比較的会議や会話

の場面が多いことから，状況説明のために，カメ

ラと被写体との距離が比較的長くとられている．

Close up の確率が低いのもこれと同様の理由に

よる．表 2 からは，Close Up から Close Shot，
Full Shot から Full Shot といった，互いに似通

ったショットサイズへ遷移する確率が高いことが

わかる．逆に，カメラと被写体の距離に関して対

極に位置する Close Up から Long Shot，Long 
Shot から Close up といったショットサイズ間

はほとんど推移しない．“例えば，全景からクロー

ス･アップに飛躍することは，その意外さと視覚的

なショックによって観客の注意を引く，意図的な

誤りとなる場合もある．”（J・オーモン ほか，

2000）という映画文法における記述とも合致する．

表 2 から，互いに似通ったショットサイズを繰り

返し用いることで，映像自体にリズムを持たせ，

また，対極的なショットサイズを避けることで，

視聴者の混乱を防いでいることが読み取れる．こ

れは，視聴者にとって理解しやすい映像を提供す

るための制作者側による工夫ではないかと考えら

れる．初期確率ベクトル，推移確率行列ともに，

結果としては大連辞における“シーン”の特徴か

ら十分に予想可能な結果であった．これは自律的

線分が妥当な分析単位であった可能性をも示唆し

ている． 

 

7. 結論 

映画文法内における用語の統一・再定義による

意味の明確化，大連辞による映画文法の知識の取

捨選択により，自動撮影編集システムに応用可能

な“シーン”の構造を提案できた．また，映画文

法の表層情報だけを利用するのではなく，自律的

線分による分析範囲の確定と，サブコードの時系

列推移をマルコフモデルと見なし分析することで，

映画文法の知識を最大限活用できる自動撮影編集

システム構築の指針を示すことができた．また，

ショット分析からも明らかなように，ショットサ

イズが映画理解をまさに促しているといういくつ

かの示唆を発見することができた． 
今後の課題を以下に示す． 
1） 固有的映画コード含め，映画的コードは不明

確な点が多いため実用にはほど遠いのが現状で

ある．そのため，自動撮影編集システムに必要

なコードを明らかにすることが課題となる． 
2） 自律的線分による分析範囲の確定により，映

画の分析方法に指針を示すことはできたものの，

実際分析した映画の数が不足している．自律的

線分への分割方法と，“シーン”の判別方法を示

すことができたので，分析数を増やし，より正

確なモデルを作成する． 
3） 分析対象として，今回扱ったショットサイズ

だけでなく，他の固有的映画コードの時系列分

析も行うことで，“シーン”への多角的なアプロ

ーチを目指す． 
4） 映画言語に基づく撮影技法が映画を理解する

手助けをしているということを示唆する結果は

得られたものの，マルコフモデルによる分析が

妥当だったのかについては，疑問が残る． 
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Abstract 

This article presents the pattern of sequence of acts 

which participants perform in Chiba Map Task 

dialogue.  

The facts which was observed differ from the 

prediction in classical plan based inference systems, 

and suggests the importance of replay from the 

receiver who perform the tasks. 
 
Keywords - Task-oriented Dialogue, Perlocutionary 

acts, Utterances 

 

1. はじめに 

本研究の目的は、複数の主体が課題を遂行する

際、物理的行為としての課題の遂行と発話の間に

はどのような関係があるか、また、課題を遂行す

るために言語はどのように使用されるか、という

ことを明らかにすることである。 

 主体は、自分の身体に対しては必要に応じて動

きを制御することが可能であるが、他の主体の動

作を直接制御することは不可能である。それにも

かかわらず、人は他人と複雑な協調的活動を行っ

ている。このような行為を可能にするために言語

使用は重要な役割を果たしていると考えられる。 

これまで、対話を行い、目標状態を達成するシ

ステムの研究・開発は人工知能の研究分野で盛ん

に行われてきた。そして、現在でも人と自然なコ

ミュニケーションを行うロボットの研究がおこな

われている[1][2]。これらの研究の多くは、発話の

機能は主体の心的状態を変化させる演算子として

いる。この考え方の基礎となっているのが言語行

為論[3]である。 

オースティンは、言語行為を発語行為、発語内

行為、発語媒介行為の三種類に区別した。この区

別で考えれば、課題志向対話で行われる物理的な

行為は発語媒介行為であると考えられる。しかし、

慣習的な発言の力をもつ発語内行為の遂行に比べ、

慣習的ではなく、結果を含む発語媒介行為と発話

の間には隔たりがある。たとえば、ある行為αを

聞き手が行うことを依頼したとしても、聞き手が

実際に行為αをしてくれるとは限らない。Cohen

と Perrault[4]は、このギャップを埋めるために、

信念と欲求を基礎とした推論システムにおいて、

聞き手にある行為αを行う欲求を起こさせる効果、

というステップを導入している。このモデルでは、

話し手が聞き手に対して行為αを行うこと依頼す

る(話し手は聞き手がαを行うことを欲する)こと

で、協調的な聞き手は、自分も行為αを行うこと

を欲するようになる。このモデルは、人の支援を

行うロボットとの間のやりとりとしては有効なデ

ザインであると考えられる。 

しかし、人同士による課題志向対話(千葉大学地

図課題対話[6])で、実際の発話のやりとりと課題遂

行を見てみると、このモデルが適用できない場合

が多いことが分かる。千葉大学地図課題対話は、

志向対話でありながら、これまでの研究では発話

を円滑にやりとりするための話者交代規則などの

言語的な側面についての分析しか行われておらず

[7][8]、課題の成功と発話の関係についての分析が

行われてこなかった。しかし、我々の生活におい

て決定的に重要なことは、円滑な発話や対話参加

者の心的状態の変化ではなく、どのような発話が

課題の成功に関わるのか、もしくは、課題の失敗

に関わるのか、という問題である。 
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そこで、まずは課題の遂行と発話の実態を明ら

かにすることが必要であるという考えから、千葉

大学地図課題対話コーパスを用いて調査を行った。

本稿では、この調査の結果発見されたやり取りの

パターンについて報告する。 

 

2. 問題の設定と既存の研究による予測 

千葉大学地図課題対話コーパスの課題は、情報

提供者(Giver)の地図に書かれた経路を、情報追随

者(Follower)の地図に再現することである。課題

遂行時は Giver と Follower は互いの地図は見え

ない状況なので、Follower は正しい経路を地図に

記入するには Giver の発話を参考にする必要があ

る。 

まず分析で問題になるのは、課題遂行に関わる

行為と関らない行為を区別する明確な基準が存在

しないことである。また、どこからどこまでを１

つの行為とみなすのか、という単位認定の問題も

ある。これらは重要な問題であるが、今回は、明

らかに課題遂行の一部を構成する行為であり、行

為の開始と終了が外部から見て明らかな

Follower(情報追随者)による経路の記入行為を分

析対象とする。 

既存の理論からの予測 

Grosz と Sidner[9]の談話構造の理論によれば、

は、対話に参加する目的となる談話目的(DP)は、

複数の談話部分目的(DSP)から構成されており

(意図構造)、DSP を達成することが DP の達成に

貢献する。地図課題対話では、Follower が出発地

点から目標地点までの経路を書くことが DP に相

当し、その間の地点 a1 から地点 a2 までの経路を

書くことが DSP に相当すると考えられる。また、

意図構造は実際の対話を構成する言語構造に直接

反映されるので、経路の一部を地図に記入する意

図の充足の繰り返しと共に、関連する発話が行わ

れると予想される。 

さらに、Cohen と Perrault[4]のモデルによれ

ば、Follower が経路を書く行為αは、Follower

が行為αを遂行することを Giver が欲している、

ということを Follower が認識することから、

Follower も行為αを遂行することを欲すること

で行われる。Giver の欲求を伝える効果を持った

行為として依頼が行われると考えられる。 

以上の理論から、地図課題対話では、図 1 の行

為列が最終的な目標地点に到達するまで繰り返し

行われることが予想される。 

 

① G から F への行為αの依頼(指示) 

② F による 1 の受諾 

③ F による行為αの遂行 

④ F による行為α完了の合図 

⑤ G から F への行為α’の依頼(指示) 

G: Giver, F: Follower 

行為α : 地点 a1 から地点 a2 までの経路記入 

行為α’ : 地点 a2 から地点 a3 までの経路記入 

図 1 予想される行為列 

3. 分析方法 

千葉大学地図課題コーパス 128 対話の中の 4 対

話(j1n1~j1n4)について調査を行った。タグ付け支

援ツールとして、Elan[11]を用い、発話の書き起

こしデータと Giver(情報提供者)の地図と手元の

動画、Follower(情報追随者)の地図と手元の動画、

および音声を同期させたデータ(図 2)を見ながら、

以下の２種類のタグ付けを行った。 

1. Follower が地図上に経路を書き始めた時

点からペンを離すまでの間。 

2. 1 が行われたことを Giver が予測し、新し

い地点からの教示を始めた時点。 

上記 2 種類の行為を抽出後、タグに ID を付与

し、それぞれの行為の前後で行われる発話につ

いて分析を行った。 

時間軸

G発話

F発話

F行為

①(依頼)

②(受諾) ④(完了の合図）

⑤(次の教示の開始)

③
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図 2 タグ付け方法 

4. 結果 

タグ付けの結果、表 1 に示す各対話での行為遂行

回数が得られた。 

 表 1 タグ付けの結果 

対話番号 経路の書き込み回数 Giverの移動回数 

j1n1 21 22 

j1n2 22 19 

j1n3 26 16 

j1n4 20 17 

予想と同じ行為パターン 

予想された行為列(図 1)が現れる場合もあるが、

このパターンに当てはまらない場合がほとんどで

あった。以降で、そのパターンの例を示す。 

依頼の途中で経路を書き始める場合 

Giver の依頼が終わらないうちに、Follower が経

路を書き始める場合である。 

 

図 3 依頼の途中で経路を書き始める場合 

次の教示を聞いてから経路を書く場合 

Giver が教示を行ったときには経路の記入は行わ

ず、次の教示内容を聞いてからそれ以前の経路を

書く場合である。 

 

図 4 次の教示を聞いてから経路を書く場合 

経路が書き終わる前に完了の合図を行う場合 

実際にはまだ経路は書き終わっていないのに「来

ました」や「はい」のような会話が行われる場合

である。 

 

図 5 経路が書き終わる前に完了の合図を行う場

合 

5. 考察 

  地図課題対話における、課題の遂行と発話の実

態を調査した結果、予想とは異なり、行為と発話

はさまざまなパターンがあることが明らかとなっ

た。 

 人工知能の研究で多く採用されているのは計画

を基礎にした発話理解システムであり、発話の理

解は話し手の意図を推論するプロセスであるとさ

れる。しかし、人同士の会話では、それがたとえ

所有する情報量に差があったとしても、それぞれ

個々の課題に取り組んでいる。そのため、対話パ

ターンで見られたような、Giver の依頼の途中で

経路を書き始めたり、次の教示を聞いてから経路

を記入するようなストラテジーを採用していると

考えられる。 

6. 今後の課題 

別の課題志向対話も分析に加え、以下の問題

を明らかにすることが今後の課題である。 

1. 発話の表層的な形式から行為を予測するモ

デルの構築。 

2. 対話が行われる状況(視覚条件、親近性等)

によって行為パターンはどのような影響を

受けるのか？ 

 

G発話

F発話

F行為

(依頼)

(あいづち) (受諾）

G発話

F発話

F行為

(a1→a2の経路の教示)

(あいづち) (受諾）

(a0→a1経路記入)

G発話

F発話

F行為

(依頼)

(受諾) (完了の合図）

(次の教示）
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Abstract 

The current paper examines, through comparing “Ko 

+ Spatial words” with “Ima + Spatial words”, some 

differences between “Ima” and “ko” in time 

expressions. With their implication of “point of view” 

and “direction of time”, the “Ko + Spatial words” are, 

in contrast with “Ima + Spatial words”, inclined to 

co-occur with spatial words. Thus the conclusion can 

be drawn that “point of view” and “direction of time” 

invoke their distinctions. 

 

Keywords ― Deixis, Demonstratives, Spatial and 

temporal expressions, Direction of time, Point of view 

 

1. はじめに 

従来，コ系指示詞の時間表現は，「今」との関連性

が深いことが指摘されてきた。たとえば堀口(1978)

では以下のような指摘がある。 

 

万葉集で「この夕」「この日」とあるのは，すべ

て「今夕」「今日」の意であり，観念対象指示の

用法ではなく，後述する絶対指示の用法である。 

（金水・田窪 1992:81） 

 

 しかし，「コ系指示詞＋名詞」表現と「今＋名詞」

表現のあいだには相違点も存在する。たとえば以下

のように，コ系指示詞と共起可能な語が，今とは共

起不可能であるという例も存在する。 

 

(1) 

a.｛この先／*今の先｝，どうなることか。  

b.｛この先／*今の先｝，一生会うこともないかもし

れない。  

 

 (1)の 2 つの例文において，「今の先」を使用する

ことはできない。では，「今の先」が使用できず，「こ

の先」が使用できるのは何故なのであろうか。また，

「先」に限らず，「今の前」や「今の後」といった表

現の使用も困難である。コ系指示詞と「今」の相違

点から，このような現象が生じると考えられる。 

 本論文では，「今＋空間語彙」と「コノ＋空間語彙」

の対比から，「今」とのコ系時間表現との差異の一部

を明らかにすることを目的とする。そしてそれぞれ

の語彙を比較し，共起する空間語彙の特徴の分析か

ら，「視点」と「方向性」に両者の相違が存在すると

結論付ける。また，最後に両者で共起可能な「とこ

ろ」との合成語である「今のところ」と「このとこ
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ろ」の比較も行い，分析と残された課題を提示する。 

 

2． 先行研究 

 以下では，先行研究として，「コ系時間表現に関す

るもの」，「「今」に関するもの」，「コ系時間表現と今

系統の時間表現の比較に関するもの」の 3 種類を取

り上げる。 

 

2.1. コ系時間表現に関する先行研究 

堀口(1978)では「絶対指示」という概念が提唱さ

れている。絶対指示とは，「場所・時間に関するもの

で，常に特定の対象を絶対的に指示する用法」であ

り，「時間に関する用法は，近称だけ」である。  

また，金(2004)では，堀口の「絶対指示」を発展

させた「指示詞の象徴的用法」という概念が提示さ

れている。これは Levinson(1983)や Fillmore(1997)

においても提唱されている概念で，「指示詞の語根を

選ぶ余地が残されていない，常に特定の時間と場所，

程度を指示する用法」であり，「発話の状況 / 直示

の中心に関する情報があれば，指示対象が一意的に

決まる」ものが指示詞の象徴的用法であると定義さ

れている。そしてそれはソ系やア系による代替が不

可能であるという指摘がなされている。  

このように，コ系指示詞と現在が深い関連を持つ

ことが従来から指摘されてきている。 

 

2.2 「今」に関するもの 

 以下では，「今」に関する先行研究として，田窪

(2002)，仁田(2002），浜田(2005）を取り上げる。 

 

2.2.1 田窪(2002) 

 田窪(2002)では，「時間は，場所やものと異なり，

独り言と対話的談話とで表現が異なることはない。

聞き手や読み手が時間を共有していれば，必ず共有

されている時間は同じであり，「今」という発話時現

在を表す時間がそれを表し，いわゆるダイクティッ

クな時間は，この「今」を基準点として定義される」

として，時間の中での「今」の位置づけについて明

確に定義が与えられている。そして，「「今日」「昨日」

「明日」「今年」などの単語は，それぞれ，「「今を含

む日」「「今」を含む日の前の日」「「今」を含む次の

日」「「今」を含む年」などと定義することができ，

発話時間がいつかによって，その値が異なってくる」

として，「今」との関わりのなかで値が決まってくる

語についての言及もなされている。 

2.2.2 仁田(2002) 

「今」に関する記述的な研究としては，仁田(2002)

が存在する。 

 まず，仁田は「「今」は，発話時そのものを，また，

発話時前後の時間帯を指す成分」と定義した。すな

わち，今は現在だけでなく，過去と未来に幅を持つ

表現であるということである。そして，そのことに

よって，「文のテンスとして，過去も現在も未来も簡

単に取りうる」としている。 

 

2.2.3 浜田(2005) 

 「今」に関する詳細な研究としては，浜田(2005)

も挙げることができる。 

浜田（2005）では，「今」の副詞的用法として，「今」

が過去も現在もともに表すことができる例として，

次のような例文を挙げている。 

 

(2) 今の（＝近頃の）富士山は，環境破壊が進んで

いる。＜現在設定＞ 

(3) （電車の窓から外を見て）今の（＝さっきの）

富士山，綺麗だったね。＜過去設定＞ 

（浜田 2005:2） 

 

そして時間副詞群を以下のように分類している。

尚，「今の(t)」は「近頃・最近」と置き換え可能な

もの，「今の(s)」は「さっきの」と置き換え可能な

もの，「今の(i)」はその両方と置き換え不可能である

ものである。 

 

現在設定 今の(i)／今の(t)／最近の／近頃の 

過去設定 今の(s)／さっきの／以前の／ 

昔の／この前の／このあいだの 

（ibid:2） 

 

 また，同じ過去設定の時間副詞の中でも，「時間的
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な長さに関連して文の適格性が異なってくる」とい

う問題があり，この問題を「タイムスケール」と呼

んでいる。「このあいだの／この前の」「以前の／昔

の」などは「発話時から一日以上の隔たりがないと

使用でき」ず，「「一日」という境界線になにがしか

の意味があると考えられる」とし，その例として以

下の例文を挙げている。 

 

(4) ところで，今の(s)話だけれど，・・・ 

(5) ところで，（このあいだの／この前の）話

だけれど・・・ 

（ibid:3） 

 

 そして「今の／さっきの」など発話時からの距離

が一日以下であるものを＜短＞タイプ，「このあいだ

の／この前の」「以前の／昔の」などの一日を越えた

タイムスケールを要するものを＜長＞タイプとして

分類を行っている。 

 以上のように，「今」はダイクティックな時間表現

の中心であり，また，「今」には時間的な幅があり，

直前・直後の事態であれば，過去や未来の出来事も

指示することが可能である。 

 

2.3 コ系時間表現と今系統の時間表現の比較に関

するもの 

 「これまで／から」と「今まで／から」の比較を

行った先行研究に，竹内（2007）がある。 

  

2.3.1 竹内(2007)        

ここではまず，「「今から」は発話時点から過去を

回想する用法が多く現れ，それらは「これから」と

の置き換えができない」という分析がなされている。

これが意味することはすなわち，「これから」は未来

の出来事しか指すことができないのに対して，「今か

ら」は過去と未来両方の出来事を指すことが出来る

ということである。 

 

(6) 僕が王様のレストランというドラマを書いた 

のは，{今から／＊これから}八年前のこと。 

（竹内 2007:29） 

また，「発話時点」と行為の行われる時間との間に

差異がある場合に「今から」と「これから」の違い

が顕著になるとして，次のような例を挙げている。 

 

(7)「少しお訊ねしたい事がありまして，{＊今から

／これから } 一緒に来てもらいたいんです

が･･････。30 分後に改めて訪れるので準備お願い

します」 

（ibid:31） 

 

 「30 分後」のように「その行為の実現が「発話時

点」から切り離されると，「今から」の許容度は著し

く落ちる。このように考えると，「これ」には「現時

点」すなわち「発話時点」そのものを含むことがで

きないのではないか，と考えられる」としている。

そして「今から・これから」を以下のように定義し

ている。 

 

(8)〔「今から・これから」の定義〕 

今から：発話時点を起点とする時間の前後関係 

   これから：発話時点直後を除いた「コ」で示された

範囲を起点とする未来 

（ibid:33） 

 

 「今まで」に関しては，「･･･から今までのあいだ」

というように，「～のあいだ」によって時間の範囲が

限定されている場合は「これまで」と置き換えがで

きないとし，「ある時を起点として「発話時点」を終

点とするため，今までを用い」ることになり，「「発

話時点」を問題としない「これまで」との置き換え

は許されない」としている。 

 

(9) 今日も，法子と待ち合わせ場所で落ち合ってか

ら{今まで／??これまで}のあいだに，さらに詳

しい説明を受けることができた。 

 （ibid:34） 

 

また「今まで」と異なり，「これまで」のみが用い

られるケースはかなり少ないことが指摘されている。

たとえば，以下のような例が挙げられている。 

日本認知科学会第27回大会 P2-18

476



(10) 突然ですがセブンイレブンが切手と印紙とは

がきの販売を始めました。えーーっ，{今まで／

これまで}売ってなかったの。 

（ibid:35） 

 

 しかし，「発話時点」を意識させるように変更する

と，これまでの許容度が著しく低下するとしている。 

 

(11) 突然ですがセブンイレブンが切手と印紙とは

がきの販売を来月から始めます。えーーっ，{今

まで／??これまで}売ってなかったの。 

（ibid:35） 

 

そして「今まで・これまで」を以下のように定義し

ている。 

 

(12)〔「今まで・これまで」の定義〕 

今まで：発話時点を終点とする 

これまで：発話時点前後を除いた「コ」で示された  

範囲を終点とする 

（ibid:35） 

 

そして「定義自体は「今から・これから」と同様に

なり，「これ」の場合は発話時点を含まず，「今」の

場合は発話時点そのものが要求されている」のであ

ろうとしている。 

そしてこれまでの定義から「これまで／から」と

「今まで／から」の関係が以下のように図式化され

ている。 

 

(13) 

「コ」  

これまで     これから 

 

今まで     今から 

 

発話時点 

（ibid:35） 

  

以上が時間表現におけるコ系指示詞と「今」に関す

る主だった先行研究である。 

 

3． 問題提起と分析 

 本論文冒頭では，「この先」は可能であるが「今の

先」は不可能であるという現象を指摘した。しかし，

次の表であきらかなように，それ以外の空間語彙も

「今」とは共起しにくいという現象がみられる。こ

うした現象は，従来の先行研究の結果からのみでは

説明できないものである。 

 

(14) 

今のところ  このところ  

？今の前  この前  

？今の後 この後  

？今の先  この先  

？今のあたり このあたり  

？今のあいだ このあいだ  

今のうち  ？このうち  

 

こうした現象に対して，本研究では「視点」と「方

向性」の観点から分析を行う。そしてコ系時間表現

は国広(1997)のいう「眺望視点」を持ち，一方向性

を持つ表現であるために「前」や「後」，「先」など

と共起可能であるのに対して，「今」には「前」や「後」

を認識する際の基準となる「方向性」が存在しない

ために，そうした空間語彙と共起しにくいという結

論を導く。また，両者で唯一共起可能な「ところ」

との合成語である「今のところ」と「このところ」

の比較も行う。 

 

3.1 方向性を持つ語 

国広(1997)では「マエ」と「サキ」の多義性を説

明する際，「客観的視点」と「眺望視点」の 2 つの

視点を用いて両者の違いを説明している。「客観的視

点」とは，「サキ」が過去を表す事態である。それに

対し，「眺望視点」の場合は「サキ」が未来を表し，

「マエ」が過去を表すものである。コ系の時間表現

は「この前」が過去を表し，「この先」は未来を表す。

したがって，「コノ＋空間語彙」の時間表現は「眺望

視点」を持つ。 
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そしてここから，「コノ＋空間語彙」の時間表現に

は「方向性」が存在することを指摘できる。また，

「この先」の「先」は碓井(2002)での「先」の分類

の中では「未来のサキ」に該当する。この構造にお

いては「認知主体自身が参照点となるのであるから

発話時点は認知主体の位置する現在となる」として，

以下のような例が挙げられている。  

 

(15)  a. サキが思いやられる。  

b. おサキ真っ暗  

（碓井 2002:156）  

 

そして未来の事態を指示することが可能であるのは，

先が持つ「方向性」によるという分析がなされてい

る。この碓井(2002)の分析からも，「この先」が方向

性を持つことを裏付けることができる。  

それに対し，「今から」が過去と未来双方を指示す

ることが可能であることからわかる通り，「今」の場

合は過去と未来双方に対してニュートラルな語彙で

あり，一方向性は存在しないと考えられる。  

 

(16)  a.｛今から／*これから｝50 年前  

b.｛今から／これから｝50 年後  

 

渡辺(1995)にあるように，「サキ」は「方向性を持

つものの先端」を指す。「今の先」が不可能であるの

は，「今」が方向性を持たないためであると考える。

また，「今の前」や「今の後」などが使用不可能であ

る理由も同様に，「今」には「前」や「後」を認識す

る際の基準となる「方向性」が存在しないからであ

ると考えられる。  

以上をまとめると，「コ系絶対指示の時間表現」と

「今」の差は，視点による「方向性」が存在するた

め，「前」や「後」，「先」といった空間語彙がコ系時

間表現とは共起可能であるのに対し，「今」にはそう

した方向性が存在しないため，方向性を持つ空間語

彙とは共起不可能であるという現象が生じると結論

付ける。 

 

3.2 「今のところ」と「このところ」  

ここまでは，コ系指示詞とは共起可能であるが「今」

とは共起不可能な語との関係から両者の相違点を探

ってきたが，ここからは「今」とコ系指示詞双方と

共起可能な空間語彙との関連から，両者の持つ異な

る性質についての考察を行う。先の表の中で唯一両

方ともに共起可能な空間語彙は「ところ」である。

籾山(1989)の指摘にあるように，「ところ」は「広く

自由に＜時間的範囲＞を指せるわけではなく，「現在

と密接に係わりのある時間的範囲」に限られる」も

のであり，現在指示のコ系と今の双方と共起可能で

あることは何ら不自然なことではない。では，「今の

ところ」と「このところ」はどのように異なるので

あろうか。 

 まず，その「ところ」の機能について，寺村(1984)

には以下のような記述がある。 

 

 「トコロの中心的意味は，ある全体を視野に入れ

ながら，その一部にスポットを当てるときのそ

のスポットの当たる部分，というように捉える

のが正しいと思われる。その全体と部分は，空

間的な広がりでも，時間的な広がりでも，また

もっと漠然とした状況でもよい」 

（寺村 1984:290） 

 

 仁田(2002)には，この 2 つの語彙に関して次のよ

うな記述がなされている。 

 

「現在，目下（筆者注 「今のところ」もここ

に含まれる）」がまさに発話時そのものを表し

たのに対して，「このごろ」や「このところ」

は，発話時そのものというより，発話時への広

がりを持った発話時間帯を指し示していると

言えよう。 

「このところ」も...動きに対しては繰り返し的

事態になり，...基本的に「このごろ」と同類で

あろう。 

（仁田 2002:211-212） 

 

 「今のところ」に関しては，「基本的に「現在，目

下」と同じ振る舞い方をする」とされ，それらは「幅
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を持つことによって，発話時を含み込むのではなく，

まさに発話時点そのものを表すものである。したが

って，これは，現在テンスを取ることを中心的な働

きとしている」という記述がある。そして「｛現在／

目下｝読み終わったばかりだ」のように，直前に終

わった事態とは共起可能であり，「*父は目下東京に

行く」のように未来時とは共起しないとされている。 

従来の先行研究で明らかになっていることをまと

めると，「今のところ」は発話時そのものを表すのに

対し，「このところ」は発話時周辺を指し示す時間的

により広がりのある表現であるといえる。実際，以

下の例では「このところ」を「今のところ」に置き

換えることは不可能であると考えられる。以下の例

文 は 「 現 代 日 本 語 書 き 言 葉 均 衡 コ ー パ ス

KOTONOHA」により筆者が採取したものである5)。 

 

(17) このところ，会うたびに白髪が目立ってきて

いる父は，こうして蛍光灯の明かりの下で間近

に見ると，目の下にも首筋にも老いの気配を漂

わせている。 

（乃南アサ『パラダイス・サーティー』） 

(18) このところ，個人消費中心に内需減速の影響

が生産面あるいは雇用，所得面にも及んできて

おりますので，現状，景気は停滞をいたしてお

ります。 

（『国会会議録(1998 年)』） 

(19) このところ，変わってきたんです。 

（恩田陸『象と耳鳴り』） 

 

そして 3 例文とも「てくる」が「このところ」と

共起しているが，「このところ」は「てくる」と共起

可能であるが，「今のところ」は「てくる」と共起し

にくいのではないかと考えられる。これも「このと

ころ」が持つ時間的な幅によるものと考えられる。

また，「このところ」は「ていく」とは共起しないと

考えられる。このことは，「このところ」が単に発話

時周辺を指すのではなく，過去から現在までの時間

帯を指すと考えてよいであろう。発話時から未来の

ある時点までの「発話時周辺」は指示することがで

きないと考えられる。 

まとめると，「今のところ」が発話時点を中心とし

た短い時間帯を指示するのに対して，「このところ」

は過去から現在までの発話時周辺の，より長い時間

帯を指示すると考えられる。 

また，ここで取り上げた先行研究では取り上げら

れていないが，「今のところ」には「まだ，現時点で

は」というニュアンスが存在するのに対し，「このと

ころ」にはそのようなニュアンスは存在しないと考

えられる。 

 

(20) 仕事の方は順調ですか？ 

今のところは／このところは。 

 

 (20)の例で，「現時点ではそうだが，これから後は

わからない」というニュアンスが出せるのは「今の

ところ」のみであると考えられる。 

 「今のところ」に「まだ」という未来志向性が存

在するのに対し，「このところ」にはそのような未来

志向性は存在しない。今回はこの点に関して深く考

察を行うことは出来なかったが，仮説としては，浜

田(2005)にあるように，「今」が現在を含めて過去と

同様未来に対しても開かれた存在であるのに対して，

「この」が未来に対して開かれていないことによる

のではないか，と考えられる。 

 

2.3 まとめと今後の課題 

 以上をまとめると，「コ系絶対指示の時間表現」と

「今」の差のひとつは，「視点の違い」と「方向性の

有無」に存在し，その差が「前」や「後」，「先」と

いった空間語彙がコ系時間表現とは共起しやすいが，

「今」にはそうした方向性が存在しないため，方向

性を持つ空間語彙とは共起不可能であるという現象

が生じると考えることができる。 

 また，ともに共起可能な「ところ」と結びついた

場合も異なる意味を持つ。「今のところ」が発話時点

を中心とした短い時間帯を指示するのに対して，「こ

のところ」は過去から現在までの発話時周辺の，よ

り長い時間帯を指示する。そして「今のところ」に

のみ「まだ」のニュアンスが含意されている。 

今後の課題としては，「コノ＋空間語彙」以外のコ
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系時間表現と「今」との比較を挙げておく。たとえ

ば「ここしばらく」と「今しばらく」を比較した場

合，「ここしばらく」は過去から現在までの時間帯を

指示するのに対して，「今しばらく」は現在から（近

い）未来までの時間帯を指示するという違いが存在

する。これは「今のところ」と「このところ」の差

と平行した現象であると考えられるが，同じ deictic 

center である「今」と「ここ」が，時間表現として

用いられる場合に異なる振る舞いをするのは何故な

のかといった問題に関しては，今回の調査では触れ

ることができなかった。こうした問題に対する考察

は今後の課題とする。 
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Abstract
This article investigates the extensional usage

of Japanese idioms and proverbs from the corpus
and considers that formulaic expressions�especially
proverbs�are used in more creative way, which the
hearer is required to have not only the knowledge of
the expression itself, but also the information of the
context which the expression adjusts to. This arti-
cle also claims that extensional usage of formulaic
language performs the function of discourse man-
agement and mutual agreement of shared knowl-
edge and context between speaker and hearer.
Keywords — formulaic language, creativity,
discourse management and context

1. はじめに
日常言語において，決まり文句，ことわざ，慣

用表現など既成の表現（定型表現）がひろく用い
られていることは経験的によく知られた事実で
あるが，その表現が既成の形式を破って発話され
たとき，発話者はどのようなコミュニケーション
を要求し，聞き手はどのような意味を汲み取るの
か．このような定型表現の拡張用法が発話された
とき，聞き手は (i) まず参照元となる定型表現を
喚起し，(ii) 拡張したことによる意味的な差異を
理解するという二つのプロセスを経る必要があ
る．本稿の目標は，言語の創造的な側面を言語の
定型的な側面から観察および記述をおこなうこと
で，このプロセスの解明への足がかりを探ること
である．
先行研究では，定型表現の下位カテゴリーであ

る慣用表現に対する統語的な固定性(凍結性)が取
り上げられ，定型表現の拡張的な用法には表現
の分析性や，メタファー・メトニミー的意味が関
わっているという主張がおこなわれている．それ
に対して本稿は，形式的な統制を含んだ上での分
析の重要性，意味的な側面のみからの観察の問題
点と，定型表現そのものの形式的特徴がその拡張

用法に影響している可能性を指摘し，形式面への
より詳細なアプローチの重要性を主張する．調査
対象は，『基本慣用句五主対照表』のリストから
決まった形式をもつグループの用例と，それらの
拡張用法を日本語コーパスから収集した事例であ
る．調査の結果，(i) 慣用句とことわざで形式的な
拡張の範囲が異なり，(ii) 慣用句よりもことわざ
の方が異なる内容語を用いた formal idiom的用法
が多いことが分かった．この結果から定型表現の
形式が発話におよぼす影響，言語コミュニティに
おける定型表現の拡張用法の機能，そして創造的
な言語使用の基盤としての定型表現に関して考察
をおこなう．

2. 「定型表現の分析性」への問題提起
[10]の定義では，定型表現 (formulaic sequence)

を複数の構成要素が連続または非連続的に組み上
げられ，ひとつのまとまりとして記憶かつ発話さ
れるような，既成の配列としている．ただし，定
型性は必ずしも創造性と相反する関係にはなく，
むしろ意図的に構成要素の種類や配列が破られる
ことで，創造的な言語使用が発現している．この
事実は [10]をはじめ [12]などでも指摘されている．
このような定型表現の「非定型的」特性の説明

に，拡張用法が多く観察できる慣用表現が主に取
り上げられている．[3], [8] ではこの形式的な固定
性に意味的な非構成性，特に意味的な分析性が関
係しているという説明がなされている．慣用表現
の形式的変化の容認性には，構成要素の意味的な
分析性の高低と強い因果関係にあると主張されて
おり，その観点からの分析や検証がおこなわれて
いる [11] ．[5]では意味的な分析性と統語的な固定
性の関連性を指摘し，意味的な分析性が低ければ
統語的な固定性は高くなると主張している．また
この分析性の高低にメタファーなどの比喩的意味
への解釈が強く関係しているとの主張もある [4]．
また，構文との連続性との位置づけから説明を

試みている研究もある．これまでも，[2] が formal
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idiomを取り上げ，一部の慣用表現には内容語を
自由にともなって発話されるものがあることを
指摘し，定型表現と一般的な表現との連続性を示
している．また [12] は慣用表現およびことわざな
どの定型表現に同じ形式を持つものが存在するこ
とを指摘し，定型表現は歴史的な発達過程におい
て，思考の原初的な型を表現する基本的な構文パ
ターンの一面を反映する表現であるとしている．
以上の定型表現の分析において，形式的な統制

の難しさが解決すべき課題として挙げられる．[8]
では英語のmakeまたは takeを含む慣用表現を取
り上げ，その統語的な変形の容認性を調査してい
る．日本語の慣用表現の研究では身体部位詞など
の名詞を含んだものを取り上げた分析などがあ
る [1]が，統語的な変形の容認性との関連について
の指摘まではおこなわれていない．[5]に関して
は，慣用的な動詞句を挙げ，それらの形式的な固
定性について意味的な分析性の観点から説明をお
こなっているが，対象とする用例の格形式が統一
されていない．日本語の定型表現の研究における
この形式的な統制の弱さは，意味的な記述の漠然
性とも強く関わっている．定型表現はそのカテゴ
リーの性質上，あらゆる語のあらゆる組み合わせ
が想定されうる．そのようなカテゴリーに対して
意味を「分析性の度合い」という観点から統一的
に記述するのは，(i) 形式的な変形可能性との関
連を分析する以上，統語操作とその容認性の調査
による意味記述は避けなければならない点，(ii)
あらゆる語の非構成的意味を一次元上に再現しな
ければならない点で実現可能性が低い．
したがって，本稿では可能な限り共通した形式

の定型表現を収集し，形式ごとの傾向や表現間の
比較をすることになる．したがって本稿でのアプ
ローチは，構文的な観点からのそれと近いが，い
わば構文の分析をおこなう前に，その構文となり
うる形式を定型表現のカテゴリーから抽出する
作業をおこなう点で異なっていることに注意され
たい．

3. 慣用句とことわざの拡張用法の調査
まず，調査の対象であるが，定型表現の用例に

関しては [9] の『基本慣用句五種対照表』1（以下
「対照表」）を取り上げ，実際の言語データの収集
ではSketch Engineを用いる．手順としては，対照
表に記載されている定型表現の解析をおこない，
慣用句およびことわざ全体の形式的な特徴を示し

1対照表は，慣用表現を中心とした定型表現を辞書から網
羅的に収集したものである．このうちの3630例には，「新レ
インボー小学国語辞典改訂第3版」に基づいて「慣用句」「こ
とわざ」「故事成語」「四字熟語」のタグがつけられている．
本稿で述べる「慣用句」「ことわざ」は，すべてこのタグ付
けによるものである．

た後，定型表現の拡張用法を観察していくことに
する．
まず事前調査として，対照表の慣用句とことわ

ざの全てをChaSenを用いて形態素解析をおこな
い，両者の全体的な傾向を確認した．その結果，
慣用句は動詞句が中心であるのに対して，ことわ
ざは名詞句が半数を占めていることを確認した．
両者の語数と品詞情報の詳細については以下の表
の通りである．

表 1 慣用句の末尾品詞と語数の分布
～2 3 4 5 6 7 8～ 総計

動詞 15 1088 98 96 11 3 1 1312
名詞 35 93 23 28 9 6 4 198
形容詞 5 125 20 16 10 0 0 176
助動詞 0 13 90 28 20 4 4 159
助詞 3 6 31 12 11 2 1 66
その他 2 3 2 0 0 0 0 7

総計 60 1328 264 180 61 15 10 1918

表 2 ことわざの末尾品詞と語数の分布
～2 3 4 5 6 7 8～ 総計

動詞 0 5 9 30 19 27 20 110
名詞 0 68 25 29 19 16 6 163
形容詞 0 2 2 9 4 1 1 19
助動詞 0 0 6 6 9 5 17 43
助詞 0 0 2 1 2 1 3 11
その他 0 0 0 0 0 0 0 0

総計 0 75 44 75 53 50 47 344

次に，これらの表現全体の中で，相対的に説明力
の高い表現の組み合わせをPattern Lattice Builder
(PLB) [6]を用いて抽出した．慣用句とことわざで
それぞれに説明力の高い表現の一部を図1の通り
に多数確認できたが，本稿ではその中でも「Aで
BをV」「AにBなし」に焦点を絞り，拡張用法の調
査をおこなった．
なお，「AでBをV」では11例中3例が慣用句であ

るのに対し，「AにBなし」では4例中1例のみが慣
用句である．したがって，両者は慣用句とことわ
ざが混在しているものの，「AでBをV」は形式と
してより「慣用句らしい」表現であり，対して「A
にBなし」は「ことわざらしい」表現であるとい
える．また，先程でも述べたように，慣用句は動
詞句が半数以上を占めていることからも，「AでB
をV」のかたちをとる定型表現は慣用句としての
認識がされやすいといえる．本稿はこの慣用句と
ことわざの別が用法の拡張の方向性に影響を与え
ているか否かも調査の対象とする．
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図 1 定型表現内での組み合わせの比率

� AにBなし形式
学問に王道なし，触らぬ神に祟りなし，死人
に口なし，看板に偽りなし

� AでBをV形式
後足で砂を掛ける，海老で鯛を釣る，陰で糸
を引く，肩で息をする，肩で風を切る，気で
気を病む，木で鼻をくくる，血で血を洗う，
へそで茶を沸かす，真綿で首を絞める

調査の対象とした「AでBをV」「AにBなし」の用
例は，以上に挙げた14例であるが，これらの用例
に含まれる語を2つ以上含む組み合わせをSketch
Engineから網羅的に収集し，定型表現の拡張用法
（また文脈を考慮した結果定型表現としての意味
合いを含む）と考えられる事例を手作業で抽出
した．
調査の結果，「AでBをV」の形式で264例，「Aに

Bなし」で90例（元の形式が明らかではないが，
定型表現的であると判断されるもの（後述）を含
めると209例）確認できた．それぞれの拡張のパ
ターンは，以下のとおりである．
� 後足で砂を掛ける（10例）

1. 内容語の拡張：［後足→後ろ足］［砂→泥］
［掛ける→引っ掛ける，蹴飛ばす］

2. 句の省略：後足で→φ
� 海老で鯛を釣る（13例）

1. 内容語の拡張：海老で鯛→エビで票，貿
易で日本，金で女，等

2. 態（ヴォイス）の変化：釣る→釣られる
3. その他：海老を釣るために鯛を投入する

� 陰で糸を引く（84例）
1. 内容語の拡張：［陰→後ろ，裏，背後］［糸
→手］［引く→操る］

2. 句の省略：陰で→φ
3. 助詞の拡張：影で→影から

� 肩で息をする（21例）
1. 内容語の拡張：［肩→体全部］［息→呼吸，
深呼吸，大息］［する→つく，抜く，捨て

る，整える］
2. 修飾語の挿入：肩で｛大きく｜荒く｜ひ
どく上下しながら｜まだ｝息をする

3. 句の交替：肩で息をする→息を肩でする
4. その他：肩から息を抜く

� 肩で風を切る（89例）
1. 内容語の拡張：肩→自転車，スクーター
2. 句の省略：肩で→φ
3. 助詞の省略：風を切る→風切る

� 気で気を病む（1例）
1. 内容語の拡張：病む→もむ

� 木で鼻をくくる（4例）
1. 内容語の拡張：くくる→かむ（語源）
2. 句の交替：木で鼻をくくる→鼻を木でく
くる

� 血で血を洗う（20例）
1. 内容語の拡張：洗う→争う，贖う，分け
る，塗る

2. 句の交替：血で血を洗う→血を血で洗う
� へそで茶を沸かす（8例）

1. 助詞の拡張：へそで→へそが（語源）
2. その他：血液型と交通渋滞で茶を沸かす

� 真綿で首を絞める（14例）
1. 内容語の拡張：［首→喉，国の活力］［絞
める→しめつける］

2. 句の省略：首で→φ
3. 修飾語の挿入：首を｛じりじり｜ゆっく
りと｝絞める

4. 句の交替：首を真綿で絞める
5. 自他交替：真綿で首が絞まる
6. 態の変化：真綿に首をしめられる

� 学問に王道なし（34例）
1. 内容語の拡張：［学問→ダイエット，子育
て，営業，恋愛，等］［王道→近道，横道］

2. 助詞挿入：学問に王道｛は｜が｝ない
� 触らぬ神にたたりなし（15例）

1. 内容語の拡張：神→猫，機械，〇〇，等
2. 句の省略：たたりなし→何とやら，何とか
3. 音韻変化：たたり→当たり
4. その他：「触らぬ祟り神化」した人々

� 死人に口なし（4例）
1. 内容語の拡張：［死人→ほとけ］［なし→
あり］

2. 音韻変化：口→グッチ
� 看板に偽りなし（37例）

1. 内容語の拡張：［看板→キャッチコピー，
肩書き，タイトル，等］［偽り→はずれ，
嘘偽り］［なし→ない，あり］

2. 助詞挿入：看板に偽り｛は｜が｜の｝ない
3. その他：メル・ギブソンにはずれなし
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「AでBをV」では，内容語の拡張は「海老で鯛を
釣る」で多くのバリエーションを確認できたが，
他の用例では少なかった．また内容語が変わって
いたとしても，意味的に大きな相違が見られない
表現「｛後足｜後ろ足｝で｛泥｜砂｝を掛ける」が中
心であった．助詞や副詞の挿入，格形式の変化，
句の交替などは比較的多く確認できたが，機能語
の拡張が中心であったために，意味的に大きな違
いはみられなかった．対して「AにBなし」では，
内容語の拡張が「死人に口なし」以外の全ての表
現で多く確認できた．また調査の対象となってい
ない「AにBなし」形式の事例が119例確認でき，
formal idiomとしての特徴を持っていることがう
かがえる．
� その他「AにBなし」
職業に貴賎なし，構造改革に聖域なし，空き
腹にまずいものなし

他に，助詞の挿入は「AでBをV」と同様に見られ
た．「AにBなし」だけに見られた特徴としては，
「なんとやら」などによる句の省略や，音韻的な
変化（だじゃれ）が確認できた．以上の比較から，
定型表現の中でも，形式ごとに拡張用法の形態に
一定の傾向があることが分かり，かつ創造的な言
語使用においては「AにBなし」の形式がより好
んで用いられていることが確認できる．

4. 考察
以上の結果は，定型表現の形式的なパターンに

よる違いがその拡張用法の範囲を決定する要因と
して働きうることを示唆している．特に，内容語
の拡張など，創造的言語使用と密接に関係してい
る用法は「AにBなし」形式で顕著に見られ，この
形式自体が「定型表現らしさ」の基盤となってい
ることがうかがえる．これは実際の言語活動の中
では「AでBをV」よりも「AにBなし」のほうが特
殊な文脈で用いられていると考えることもできる
が，これは今後検証が必要となるだろう．日常言
語における定型表現の拡張用法は，基本的に助詞
の挿入や句の交替または省略などごく限られた範
囲にとどまり，またその出現も決して多くなく，
表現としての生産性も低い．だが，ことわざが多
数を占める「AにBなし」は，それが構文のように
一定の生産性をもつことで他の発話を動機づけて
いると考えられる．

[10] では，定型表現が特定の言語コミュニティ
に属する個人としての同一性を示すものであると
述べている．ではその同一性を踏まえた上でさら
にその表現を創造的に拡張するという発話手段に
はどのような効果があるのか．文化的知識を必要
とする表現を，さらにその既成を破るかたちで発

話するコミュニケーション形態は負荷が高いはず
である．聞き手は文脈から推測をおこない，話者
の高度な要求に応えなければならず，対して話者
は，聞き手に適切に伝わる範囲内での拡張しかお
こなえない．両者は結果的に互いの知識と文脈を
協調的に探り合うが，この協調関係の発現が共通
の言語コミュニティに属するメンバーとしての意
識を前景化するものである場合，定型表現の拡張
用法の発話は発話者と聞き手に共通する文脈また
は価値観を認証し合う作業を伴っていると考えら
れる。定型表現を用いた創造的言語使用による修
辞性は単なる文脈への適応だけではなく，発話者
と聞き手間のこの相互認証を求める談話マネージ
メント的機能を有していると推測できる。社会的
価値観をより強く反映していると言われることわ
ざが好んで拡張用法に用いられるのも、このよう
な機能によるものと思われる。
本稿では「AでBをV」および「AにBなし」しか観

察しなかったが，より慣用句またはことわざのカ
テゴリーの中で中心的な成員を取り扱うことで，
両カテゴリーの違いがより明確になるだろう．ま
た定型表現の生産性，すなわち formal idiomとの
連続性の問題を解決するためにも，この調査を継
続的におこなっていく必要がある．
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Abstract 

The purpose of this study is to show how consumers' 

activities contribute to the naming of consumer 

products. One of the most important consumers' 

activities is their information seeking behavior on 

products they want to buy.  Our hypothesis is that the 

naming of consumer products will depend on 

consumers' information seeking behavior; products 

will be named with unfamiliar names such as 

"MAQuillAGE" and "REGZA" if consumers have 

interests in the difference and the other products will 

be named with familiar ones such as "BOSS" and 

"chip star" if consumers do not have interests.   

First, we surveyed the naming of products in four 

categories, foods, domestic appliances, other 

electronic appliances, and cosmetics, and found that, 

in general, familiar names are used in the first two and 

unfamiliar names for the others.  Then, we asked 

university students how they seek information on them, 

how they recognize their names and how they evaluate 

them when they buy products in the above four 

categories. 

The results indicate that they seek less information on 

foods and domestic appliances, whereas they seek 

more information on other electronics and cosmetics.  

The participants also reported that they have less 

difficulty in making images from the names of 

products in foods and domestic appliances.  Based on 

these results, the degree of consumers' information 

seeking behavior can be considered as one of the 

major determinants of the naming of these products. 
 
Keywords ― naming, to gather information, 

consumer consciousness, brand, schema 

 

1. はじめに 

本研究は、消費者意識が商品のネーミングに大

きく影響を与えているということを前提とし、ど

の消費者意識が影響を与えうるのかを明らかにす

る目的で行った研究である。既に、商品の名前が

消費者の購買行動に影響を与えることは明らかに

なっている。Zinkhan and Claude[1]は、ブラン

ド・ネームに対する態度は、製品やブランドに対

する態度とは別に独立して存在しており、製品や

ブランドに対する態度要因の 34%を占めるとの

結果を示した。事実、ある食品メーカーでは、中

身は全く変わっていないのに「感動の」というフ

レーズをつけただけで、以前の 137%も売上が伸

びた[2]という話もある。このように、商品の名前

はそれだけで消費者の購買行動に大きく影響を与

える性質を持っているのである。 

ここで私は、消費者行動が商品のネーミングに

影響を与えているという視点に着目したい。商品

名が消費者行動に影響を与えた結果、企業は「商

品の名前によって商品の売上が変わる」ことを認

識した。そこで消費者意識に沿ったネーミングを

するよう考慮されていったことが推測される。つ

まり、商品名→消費者行動という結果から、消費

者意識→商品名という逆の矢印が発生したものと

考えられる。だが、今まで消費者意識を考慮すべ

きだということは示されてきたものの、どの消費

者意識を知ることが必要であるかは明確に示され

てこなかった。本研究ではそうした消費者意識 X

→商品名という仕組みを明らかにすることで、企

業がネーミングをする上での 1 つの方向性を示せ

ればと考えている。 

 

2. 先行研究 

 斎藤孝[3]は既存の商品のネーミングをイメー

ジ系、説明系の 2 つに大別した上で、その中から

代表的な 29 種のひねりの型を示した。イメージ

系とは、商品のイメージや消費者が使用した際に

得られる快感、漏らすであろう感想を表したもの
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であり、説明系とは、商品の“売り”や“工夫点”、

従来商品や他社商品との違いを表現したものであ

る。また、ひねりの型とは、斎藤が複数の商品の

名称を分析した結果見出したひねり方のパターン

のことである。この“系”と“型”は、アイデア

を出す際に手助けになる。具体的には、イメージ

系、説明系のどちらのネーミングにするのかを決

め、“ひねり”のパターンに一通り当てはめてネー

ミングを行い、その中から良いものを選び取ると

いう方法である。 

確かにこれでネーミングのプロセスを確保する

ことができただろう。しかし、売れるネーミング

はこれだけではできない。売れるネーミングを生

み出すためには、消費者意識を知ることが不可欠

である。消費者が選好しやすいネーミングをする

必要がある。つまり、斎藤のやり方でネーミング

するのはいいが、問題となるのはそこから結果的

にどの名前を選び取ればよいのか、その判断基準

であると考える。斎藤は、ネーミングを行う上で

のプロセス（アイデアの出し方）については明示

しているものの、その中から結果的にどの名前を

選び取ればいいのか、その基準は明確にしていな

い。消費者意識を含めたネーミングの捉え方につ

いては不十分である。ネーミングは不変のもので

はない。常に消費者意識を把握し、それに対応し

たネーミングをしなければならない。そのために

は消費者意識の中でもどの部分を知ることがネー

ミングに必要であるのか、また、それを測定する

には消費者に何を問えばよいのかを明確にするこ

とが求められる。 

 そこで本研究では斎藤の提唱する理論を含め、

あらゆる方法で生み出された複数のアイデアから

最終的にどの名前を選び取ればいいのか、その基

準を示そうと考えている。 

 では、消費者意識のどの部分を知ることがネー

ミングに必要なのだろうか。消費者意識といって

も様々である。商品の必要性、価格に対する認識、

他にも挙げれば数多くあるだろう。問題はこの中

でネーミングに大きく影響を与えているものがど

れかということである。そこで私は複数の商品名

を分析し、その結果ある 1 つの根本となる要素を

見出した。商品に対する消費者の情報収集行動で

ある。私は今回ネーミングの研究をする上で、こ

の情報収集行動との関連に着目する。 

 

3. 理論 

 私は斎藤とは違う視点、つまり、消費者の商品

に対する情報収集行動からネーミングを 2 つに大

別した。1 つは、普段私たちにとってあまり馴染

みのない言葉で構成されたネーミングである。

「MAQuillAGE」や「REGZA」など、フランス語

やスペイン語のような外国語や難しい英語、日本

語もこれに該当する。日本語の場合は、私たち日

本人にとって馴染みのない言葉の方が少ないと思

うかもしれない。だが、例えば「耶蘇」という漢

字であればどうだろうか。「蘇」という漢字自体は

馴染みがあるだろう。「そ」と読む程度の認知はで

きるはずである。実際、これは「イエス」を漢字

表記したものだが、この単語を見て「イエス・キ

リスト」をイメージできる人は少ないのではない

だろうか。そもそもこの単語を形成している個々

の漢字から何らかの具体的なイメージを作り上げ

るのは困難ではないかと考えられる。つまり、馴

染みのない言葉で構成されたネーミングとは、商

品の名前からイメージを膨らませることが困難な

名前と言い換えることができる。既存の情報がな

いため、イメージのしようがないという考えであ

る。また、馴染みのない言葉であるため、記憶も

しにくいと考えられる。このようなネーミングは、

その商品自体を最初のイメージにしたい場合に有

効である。私は、ゼロからブランドイメージを作

り上げるネーミングという意味で、これを『ブラ

ンド形成型ネーミング』と名付けた。 

 もう 1 つは反対に私たちにとって馴染みのある

言葉で構成されたネーミングである。日本語はも

ちろんのこと、簡単な外国語もこれに該当する。

例えば、「LOVE」は外国語だが、既に私たちにと

って馴染みのある言葉である。英語に限ったこと

ではない。「ボーノ」がイタリア語で「おいしい」

を意味する言葉であることも、認知されつつある。
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「おいしい」という名前の商品では何がおいしい

のかはわかりにくいが、例えば「BOSS」という

商品であれば、「かっこいい男、親分的存在」を思

い浮かべることができるだろう。つまり、馴染み

のある言葉で構成されたネーミングとは、商品の

名前から既存の情報を取得でき、何らかのイメー

ジがわきやすい名前と言い換えることができる。

その名前から思い浮かぶイメージ＝商品のイメー

ジになる。また、馴染みのある言葉であるため、

記憶もしやすいだろうと考える。私は、消費者が

既に持っている情報や知識からのイメージに対応

して認識がなされるという意味で、これを『スキ

ーマ対応型ネーミング』と名付けた。 

 どちらのネーミングが良い悪いというものでは

ない。商品の種類によって相性がある。だが、そ

の相性は不変のものではない。相性は消費者意識

によって変化する、故にどちらのネーミングが適

切であるかは、その都度判断しなければならない。

では、どのように判断すればよいのか。その答え

は、私がネーミングを上記の 2 つに分けた所以に

もなっている。 

 どちらのネーミングを選択するかは、その商品

または会社、業界に対して消費者がどの程度関心

を抱いているかで判断ができる。イメージがわき

にくく、記憶もしにくい名前の商品は、ネーミン

グにおいて消費者に積極的なアプローチをしてい

るとは言いがたい。それでも売上を伸ばせるのは、

生産者側が伝えきれない情報を消費者が補うよう

に自主的に調べ、商品の特性や“売り”を知ろう

とするからだろうと考える。また、覚えにくい商

品であっても、積極的に覚えようとするはずであ

る。一方、消費者の関心の程度が低い商品に関し

ては消費者の自主性に頼るわけにはいかない。こ

の場合は、消費者の自主性を補うように積極的に

アプローチする必要があるだろうと考える。つま

り、消費者がどの程度情報収集するのかによって

ネーミングでどの程度情報（商品イメージを含む）

を補えばよいのかが見えてくる、というのが本研

究での私の基本となる考えである（図 1）。 

 

消費者に知ってほしい情報 

 

 

 

図 1 商品の情報量から見た基本図 

 

消費者に知ってほしい情報 

情報収集の程度が低くても、 

知ってほしい情報自体が少なければ 

アプローチは少なく済む。 

図 2 消費者に知ってほしい情報が少ない場合 

 

「（生産者が）消費者に知ってほしい情報」は、

「消費者の情報収集」と「生産者側のアプローチ」

で構成され、生産者側のアプローチは消費者に知

ってほしい情報の量と消費者の情報収集程度によ

って左右されるという考えである。つまり、生産

者側がどのようにアプローチすればよいかを知る

ためには、消費者の情報収集程度だけでなく、消

費者に知ってほしい情報についても明確にしてお

く必要がある。消費者に知ってほしい情報とは、

商品を売るために消費者に示さなければならない

と生産者側が認識している情報、また、それに加

え生産者側が個人的に伝えたい情報（こだわり）

と言い換えることができるだろう。消費者に知っ

てほしい情報の量はどの商品も一定というわけで

はない。多い場合もあれば(図 1)、少ない場合も

ある(図 2)。これは商品の質や機能の情報量によっ

て左右されると考える。商品イメージはパッケー

ジ（見た目）だけでも十分に表現できるものが多

く比較的に伝わりやすいため、消費者に知ってほ

しい情報の割合としては小さいだろう。一方、質

や機能の情報は専門的な情報が多く、一度目にし

ただけではなかなかそれが伝わりにくい。つまり、

より多く情報収集またはより積極的にアプローチ

をする必要があり、消費者に知ってほしい情報の

割合は大きいだろう。さらに、生産者はその情報

を 1番伝えたいと思っているはずである。自分た

ちのこだわった部分、それがその商品の象徴（1

番の特徴）だと生産者側は考えているはずだから

消費者の情報収集 
生産者側の 

アプローチ 
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である。また、商品イメージとは質や機能の情報

が増えれば増える程（こだわればこだわる程）大

きくなっていくものだろう。つまり、質や機能の

情報が多ければ消費者に知ってほしい情報の量も

多くなり、質や機能の情報が少なければ消費者に

知ってほしい情報の量も少なくなると考える。 

消費者に知ってほしい情報と消費者の情報収集

程度がわかると、生産者側がどのようにアプロー

チをすればよいのか、その答えが見えてくる。こ

のアプローチの仕方が、齋藤の提唱する“系”だ

ろう。イメージ系で間接的に伝えるか、説明系で

直接的に伝えるか、その多くが消費者の情報収集

の程度とそれでは補えなかった情報の量によって

左右されると考える。消費者の情報収集の程度が

高ければ間接的な表現で十分だが、情報収集の程

度が低く、質や機能において知ってほしい情報が

ある場合には、直接的にわかりやすく伝えなけれ

ば消費者にその情報は伝わりにくい。これは「お

どり炊き」「置けちゃうスリム」等、白物家電（エ

アコン、炊飯器、冷蔵庫、洗濯機等のような家庭

用電化製品）に多く見られる傾向だろう。情報収

集の程度が低くても、知ってほしい情報が少なけ

れば説明系にする必要はない（図 2）。それなら

他（イメージ系）のアプローチをした方が効果的

だろう。つまり、商品の質や機能で伝えるべきこ

とがこれ以上ないのであれば不足しているイメー

ジを、まだ伝えるべきことが残っているならば説

明系にすればよいだろうと考える。 

では、消費者の情報収集で補えない情報が何で

あるかは、どうしたらわかるのだろうか。それに

は、消費者の既存の商品の認識程度を調査する必

要があるだろう。消費者が既存の商品の質や機能

等の情報をどれだけ理解しているかを知ることで、

自然とこれから売り出す商品の特徴が普遍的なも

のであるのかどうかがわかり、補うべきことが見

えてくるはずである。これから売り出す商品の特

徴が既に普遍的なものであるならば、説明系を用

いるよりもイメージ系を用いた方がよいだろうし、

既存の商品にはない特徴があるならば説明系でそ

の特徴を示した方がよいだろう。 

ただし、先に述べたように情報収集の程度の高

い商品に関しては、基本的に全てブランド形成型

ネーミングのイメージ系を用いるべきだろうと考

える。馴染みのない言葉に対して、私たちは憧れ

を抱きやすい。例えば、日本人がアルファベット

の Tシャツに魅力を感じるのに対し、外国人は漢

字のタトゥーを入れる等、日本語に憧れを抱きや

すい。「愛」と書かれた Tシャツを見た時、私た

ち日本人ならばその言葉の意味を知りすぎている

ために恥ずかしいと感じてしまう。だが、外国人

にとってはそれが魅力的に感じる。アルファベッ

トならば、逆のことが言えるだろう。これはカセ

ット効果と同様の効果だと考えられる。カセット

効果とは、柳父章が名づけた日本語における漢字

の持つ効果である。私たちは難しそうな漢字を見

ると、よくはわからないが、何か重要な意味があ

るのだと受け取る。カセットとは小さな宝石箱の

ことで、中身が何かはわからなくても、人を魅惑

し、惹きつけるものである[4]。柳父の言うカセッ

ト効果は翻訳で用いられる難しい漢字に対しての

ものだが、翻訳に限らず、また、漢字だけでなく

アルファベットでも同様のことが言えるはずであ

る。わかりすぎない、既存のイメージが邪魔をし

ない、覚えにくい、これが魅力を感じさせるので

ある。情報収集程度の高い商品は、伝えきれない

情報を全て伝えようとするよりも、消費者にさら

に憧れを抱かせ、より情報収集したくなるように

馴染みのない言葉でブランド力を上げるネーミン

グをする方が効果的であるはずである。つまり、

積極的なアプローチに力を入れて消費者に歩み寄

るのではなく、消費者の自主性に働きかけ、消費

者の方からさらに歩み寄るように仕掛けることが

重要だと考える。 

“系”の捉え方についてだが、齋藤は「とらば

ーゆ」（フランス語で「働く」の意）のように、

説明系であると私たちが認識できないものに対し

ても説明系であると判断しているが、本研究では、

多くの消費者がその言葉の意味を理解できないで

あろうものに関しては説明系とは判断せず、イメ

ージ系と考える。つまり、「とらばーゆ」という
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新語を目にして新しくイメージを形成する意味で

のイメージ系である。その上で、私のネーミング

理論と齋藤の理論との関係性を以下に示した。 

 

ブランド形成型ネーミング        イメージ系 

 

スキーマ対応型ネーミング    イメージ系 

       説明系 

 

本研究では、他の消費者も私の考えているよう

に商品名から 2 つのネーミングの特性を認知、評

価しているのか、2 つのネーミングと消費者の情

報収集行動には関連があるのかを調査で明らかに

する。その上で、私の提唱する理論に基づき新し

く商品のネーミングを行った場合、消費者はその

ネーミングを選好するのかについても調査する。

ただし、イメージ系、説明系の決定については、

消費者に知ってほしい情報を企業から入手するこ

とができないため、今回は推測の域に留まる。 

 

4. 仮説 

先ほど説明した理論を踏まえ、以下の仮説を立

てた。 

仮説 1：情報収集の程度が低い商品には、消費者

にとって馴染みのある言葉で構成されたネーミン

グがなされるだろう。 

仮説 2：情報収集の程度が高い商品には、消費者

にとってあまり馴染みのない言葉で構成されたネ

ーミングがなされるだろう。 

馴染みのある言葉とは、①イメージがしやすい

②記憶がしやすい言葉であると本研究では定義す

る。つまり、情報収集程度の低い商品はイメージ

や記憶がしやすいネーミングであり、情報収集程

度の高い商品はイメージや記憶がしにくいネーミ

ングがなされるだろうという仮説である。 

 

5. 調査 

 

1.調査の概要 

調査対象者：都内の大学生を中心に様々な方から 

経済学部…244 名（有効回答 218 名） 

社会イノベーション学部…82 名（81 名） 

30～50 代…17 名（男性 4 名、女性 13 名） 

対象商品カテゴリー：1.[食品・飲料] 2.[白物家電] 

3.[その他の電化製品] 4.[化粧品] 

1.緑茶、缶コーヒー、カップ麺、スナック菓子 

2.エアコン、洗濯機、炊飯器、冷蔵庫 

3.パソコン、デジタルカメラ、テレビ 

4.化粧品全般 

 

2.質問項目 

質問は、大きく分けて以下の 4 つである。 

(1)既存の商品類についての情報収集程度を問う

質問（12 問） 

(2)40 個の既存の商品名（4 つのカテゴリーから各

10 個）の認知と評価（イメージしやすさ・覚えや

すさ・意味のわかりやすさの 5 段階評価）につい

て問う質問（40×3 問） 

(3)新しくネーミングした商品についての選好を

問う質問（12 問） 

(4)フェイスシート（7 問） 

 

6. 結果 

本調査では、大学生だけでなく 30～50 代につい

ても調査を行ったが、今回は大学生のデータをメ

インに扱い、その他の年代のデータはその比較対

象ではなく、参考程度に取り扱う。 

 

1.情報収集程度 

表 1 12 種の商品の情報収集程度の平均値 

平均値 標準偏差 N
パソコン 8.61 4.149 305
デジカメ 8.16 3.962 305
テレビ 7.03 4.863 305
化粧品 6.98 5.981 305
エアコン 6.03 4.816 305
スナック 5.98 4.731 305
洗濯機 5.67 4.845 305
炊飯器 5.51 4.763 305
冷蔵庫 5.36 4.733 305
カップ麺 5.3 4.47 305
コーヒー 3.98 4.189 305
緑茶 3.64 4.06 305  
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 まず現在の大学生の情報収集程度について見て

いく。表 1 は、12 種の商品についての情報収集程

度を平均値の高い順に並べたものである。全体的

に少し値が低くはあるが、私の推測通りパソコン、

デジタルカメラ、テレビ、化粧品は高く、缶コー

ヒー、緑茶は低い値を示した。つまり、パソコン、

テレビ、化粧品はよく情報収集をされており、エ

アコン、スナック菓子、洗濯機、炊飯器、冷蔵庫、

カップ麺は中程度の情報収集程度であり、缶コー

ヒー、緑茶はあまり情報収集をされていないとい

うことがこの表から読み取ることができる。以下

は、これらを因子分析した結果である。 

 

表 2 情報収集程度から抽出された因子 

因子　　　　　　　　　　(n=305)
1 2 3 4

緑茶 0.197 0.555 -0.029 0.09
冷蔵庫 0.782 0.068 0.194 0.095
スナック -0.125 0.59 0.126 0.111
パソコン 0.189 0.03 0.597 -0.032
炊飯器 0.906 0.094 0.118 0.028
エアコン 0.703 0.19 0.256 0.088
カップ麺 0.111 0.777 0.083 -0.188
テレビ 0.625 0.112 0.27 -0.031
コーヒー 0.212 0.491 -0.01 0.124
化粧品 0.096 0.094 0.062 0.698
洗濯機 0.846 0.112 0.112 0.114
デジカメ 0.255 0.064 0.485 0.146
因子抽出法: 主因子法 
 回転法: Kaiser の正規化を伴うﾊﾞﾘﾏｯｸｽ法
a. 5 回の反復で回転が収束した。  

1. 冷蔵庫、炊飯器、エアコン、テレビ、洗濯機 

2. 緑茶、スナック菓子、カップ麺、缶コーヒー 

3. パソコン、デジタルカメラ 

4. 化粧品 

 

 情報収集程度についての回答から 4 つの因子

が抽出された（表 2）。第 1 の因子に属するもの

として、「冷蔵庫、炊飯器、エアコン、テレビ、

洗濯機」があることから、これは白物家電の因子

と考えていいだろう。第 2 の因子に属するものと

して、「緑茶、スナック菓子、カップ麺、缶コー

ヒー」があることから、これは食品・飲料の因子

と名付ける。第 3 の因子に属するものとして、「パ

ソコン、デジタルカメラ」があることから、これ

はその他（白物家電以外）の電化製品の因子と考

えることができる。第 4 の因子に属するものとし

て、「化粧品」があることから、これは化粧品の

因子と考えていいだろう。情報収集の程度もほぼ

このような 4 つのカテゴリーに分かれた。 

詳しく見ていくと、第 1 因子は「購入を考えて

から情報を集める」人と「ほとんど自主的には情

報を集めない」人の 2 グループの人数が多い型。

第 2 因子は「買いに行ったお店でのみ情報を集め

る」人と「ほとんど自主的には情報を集めない」

人の 2 グループの人数が多い、または「買いに行

ったお店でのみ情報を集める」人 1 グループの人

数が多い型。第 3 因子は「購入を考えてから情報

を集める」人 1 グループの人数が多い型。第 4 因

子は「ほとんど自主的には情報を集めない」人が

最も多いが、全体的に値にばらつきが見られた型。

つまり、「普段から情報収集している」と「購入

を考えてから情報を集める」をよく情報収集する

タイプ、「買いに行ったお店でのみ情報を集める」

と「ほとんど自主的には情報を集めない」をあま

り情報収集しないタイプとすると、[食品・飲料]

はあまり情報収集しないグループ、[白物家電]は

よく情報収集する人とあまり情報収集しない人両

方がいるグループ、[その他の電化製品]はよく情

報収集するグループ、[化粧品]はよく情報収集す

るグループとあまり情報収集しない人が満遍なく

いるグループと置き換えることができる。 

以上のデータから総合的に判断すると、本研究

の対象となった大学生は現在[食品・飲料（緑茶、

缶コーヒー、スナック菓子、カップ麺）][白物家

電（エアコン、炊飯器、洗濯機、冷蔵庫）]は情報

収集の程度が低く、[その他の電化製品（パソコン、

デジタルカメラ、テレビ）][化粧品]は情報収集の

程度が高いということが言える。 

[白物家電]についてはよく情報収集する人の

比率も高かったが、それと同程度の割合であま

り情報収集をしない人がいることがわかった。

あまり情報収集をしない人の割合が少ないので

あればよいが、あまり情報収集をしないという

人が多い場合には、ネーミングは情報収集程度

の低い人に合わせるだろうと考え、[白物家電]
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は情報収集程度が低いと言える（その他、平均

値も含めてそう解釈できる）。[化粧品]につい

ても情報収集程度の低い人の割合は多かったが、

「普段から情報収集している」層が多くいるた

め、ネーミングは高い層に合わせるだろう（情

報収集程度がかなり高い人にはブランド力を上

げさらに情報収集したくなるよう仕掛ける方が

効果的であり、情報収集程度の低い人よりも高

い人を優先するだろう）と考え、[化粧品]は情

報収集程度が高いと言える。 

 

2.イメージしやすさ 

商品名 40 個に対してのイメージしやすさの平

均値を算出した。また、イメージしやすさについ

て高い値を示したものと低い値を示したものとを

比較するため、高いものとして上位 10 個、低い

ものとして下位 10 個を取り上げて検討した。先

に示した情報収集程度の結果から、[食品・飲料][白

物家電]は低く、[その他の電化製品][化粧品]は高

いとわかっている。つまり、上位に[食品・飲料][白

物家電]、下位に[その他の電化製品][化粧品]が並

べば、仮説に沿った結果と言える。結果は、上位

は 9 割が[食品・飲料][白物家電]で占めた。下位に

ついては、4 割は仮説にそぐわない結果となった。

ここで注目すべき点に絞って言及すると、下位で

仮説に合わなかった部分は[白物家電]が占めてお

り、[食品・飲料]はどれも 3.00 以上の値で仮説通

りイメージがしやすいという結果になったことで

ある。[白物家電]の名前には説明系が多く、説明

系は商品の特徴を示したものであるため、商品の

イメージはできても、商品以外のイメージはしに

くいという結果になるのも納得がいく。つまり、

「名前から商品以外の何かをイメージできるか」

という質問において低い値が出るのは、予想の範

囲内である。これについては意味のわかりやすさ

の値を見る必要がある。だが、「白い約束」のよう

に、イメージ系の[白物家電]の値も低く表れた。

調査協力者が大学生であることもあり、協力者の

白物家電に対する認知度が全体的に低く、協力者

にとってあまり馴染みのない名前の形式であった

ことが影響しているのかもしれない。特に白物家

電の名前の場合、単語自体は難しくないものがほ

とんどだが、組み合わせが独特であり、その名前

の組み合わせに普段から馴染みがないとイメージ

することは困難かもしれない。また、物質でない

言葉のせいもあるだろう。「BOSS」や「ラ王」の

ようにそれ自体が物質として成り立つイメージ系

と、「白い約束」のように商品が加わって初めて物

質として成り立つイメージ系があるようだ。それ

が結果としてイメージしにくいという結論に至っ

たのだと考えられる。 

 

3.覚えやすさ 

イメージしやすさ同様、上位 10 個、下位 10 個

について検討する。上位に[食品・飲料]、下位に[そ

の他の電化製品][化粧品]が並べば、仮説に沿った

結果と言える。覚えやすさについては、上位 7 割、

下位 6 割という結果だった。これについては、単

語頻度効果（単語親密度と単語頻度との相関）[5]

の影響は否めないだろう。ある単語に対して馴染

みがあると感じる程度と新聞等でその単語が頻繁

に出現する程度には相関がある。つまり、今回の

場合 CM や新聞、広告等で多く目にしていた名前

程、馴染みがあると感じやすい。本調査では特に

よく知られた商品名を主に扱ったため、その影響

は強く出てしまった可能性はある。実際、

「AQUOS」「uno」「GATSBY」「VIERA」等、

上位に位置していた単語の認知度は高く、「ビー

トウォッシュ」「白い約束」「愛情ホット庫」等、

下位に位置していた単語の認知度は低かった。 

 

4.意味のわかりやすさ 

[食品・飲料]については、イメージしやすさ同

様 9 割が上位、[化粧品][その他の電化製品]につ

いては、ほぼ全てが低い値になった。[白物家電]

については、意味のわかりやすさでもほとんどが

高い値にはならなかった。先に述べたように、白

物家電の名前は組み合わせが独特のものが多い。

例えば「白い約束」という単語であれば、「白い」

「約束」のように区切って考えれば理解できる単
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語が、本来組み合わさるはずのなかった単語同士

が組み合わさることで、「意味がわからない」と

の判断に至ったのだと考えられる。 

 

5.意味のわかりやすさの因子分析 

 意味のわかりやすさを（スクリープロットの結

果から因子を 4 つに指定し）因子分析したところ、

以下の 4 つの因子が抽出された。イメージしやす

さ、覚えやすさについても因子分析を行ったが、

このような構造は見られなかった。 

 

第 1 因子：COOLPIX, nocria, BRAVIA, Inspiron, 

LUCIDO, Primavista, LaVie, MG5, 

COFFRETD’OR, MAQuillAGE, VIERA, OXY, 

LUMIX, ELIXIR, EXILIM, REGZA, GATSBY 

第 2 因子：ラ王, uno, 伊右衛門, ア・ラ・ポテト, 

WANDA, お～いお茶, chip star, BOSS, 

麺の達人 

第 3 因子：置けちゃうスリム, おどり炊き, 

愛情ホット庫, ちょっと炊け, うるるとさらら, 

ビートウォッシュ 

第 4 因子：O’ZACK, まろ茶 

 

第 1 因子は、その他の電化製品・化粧品の因子

と考えていいだろう。第 2 因子は、食品・飲料の

因子と言える。第 3 因子は、白物家電の因子と名

付ける。第 4 因子は、一部の食品・飲料の因子と

考えていいだろう。このようにきれいに分かれて

いるのが見て取れる。意味のわかりやすさについ

ては、カテゴリー、仮説に対応した因子が抽出さ

れた。つまり、情報収集程度の高かった[その他の

電化製品][化粧品]の商品名は意味のわかりやすさ

において同じ因子が背景にあり、それらは情報収

集程度の低かった[食品・飲料][白物家電]の商品名

とは別の因子であるということがわかる。これは

非常に意味のある結果と言えるだろう。イメージ

しやすさ、覚えやすさについては因子にばらつき

が見られた。先に述べたように、今回はよく知ら

れた商品名を扱ったため、それが結果に影響を与

えた可能性は大いにあるだろう。 

表 3 意味のわかりやすさから抽出された因子 

因子
1 2 3 4

AQUOS 0.326 0.008 -0.074 0.36
白くまくん -0.059 0.188 0.22 0.341
COOLPIX 0.415 -0.018 0.039 0.416
置けちゃうスリム 0.112 -0.003 0.566 0.023
ラ王 0.221 0.515 -0.005 0.107
uno 0.467 0.475 -0.183 -0.077
おどり炊き 0.016 0.195 0.509 0.056
伊右衛門 0.245 0.657 -0.079 0.012
nocria 0.479 -0.072 0.278 0.011
BRAVIA 0.575 0.262 -0.15 -0.104
Inspiron 0.615 -0.197 0.217 -0.153
ア・ラ・ポテト 0.006 0.414 0.154 0.18
INTEGRATE 0.398 0.173 0.217 -0.034
WANDA 0.382 0.424 -0.076 0.212
LUCIDO 0.668 0.125 0.145 -0.031
愛情ホット庫 0.165 -0.001 0.63 0.042
お～いお茶 -0.08 0.67 0.106 -0.012
Primavista 0.659 0.22 0.072 0.022
ちょっと炊け 0.059 0.086 0.653 -0.011
LaVie 0.584 -0.006 0.151 0.172
MG5 0.585 -0.23 0.257 0.015
COFFRET D'OR 0.442 0.149 0.269 0.1
白い約束 0.356 0.014 0.37 0.176
chip star 0.069 0.6 0.066 0.081
O'ZACK 0.224 0.236 0.078 0.514
MAQuillAGE 0.498 0.317 0.095 0.196
BOSS 0.132 0.556 0.069 0.029
VIERA 0.571 0.493 -0.082 -0.042
霧が峰 0.358 0.267 0.243 0.242
OXY 0.459 0.406 -0.002 0.071
LUMIX 0.652 0.191 0.09 0.271
麺の達人 -0.173 0.503 0.238 0.098
ELIXIR 0.513 -0.107 -0.012 0.32
VAIO 0.375 0.38 0.045 0.196
EXILIM 0.63 0.143 0.128 0.134
REGZA 0.651 0.237 -0.031 0.264
GATSBY 0.544 0.382 -0.197 0.163
うるるとさらら 0.033 0.045 0.426 0.356
ビートウォッシュ 0.188 -0.087 0.499 0.361
まろ茶 -0.073 0.217 0.277 0.439

 回転法: Kaiser の正規化を伴うﾊﾞﾘﾏｯｸｽ法
a. 15 回の反復で回転が収束した。

因子抽出法: 主因子法 

 

 

6.新たに作成した商品名の選好 

 調査者が新たに命名した商品名 3 つの内から 1

つを選択してもらうという方法で、仮説に沿って

命名した商品名を選好するのか調査した。[食品・

飲料]、[白物家電]の名前については馴染みのある

言葉で構成されたネーミング、[その他の電化製

品]、[化粧品]の名前については馴染みのない言葉

で構成されたネーミングを心がけた。妨害項目は
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商品の種類によって極力違和感のない項目を入れ

るよう配慮した。例えば緑茶の場合、漢字の名前

が一般的であるため、妨害項目の 1 つに漢字を用

いた。[その他の電化製品]、[化粧品]については全

てアルファベットで統一し、妨害項目は馴染みの

ある英語（LOVE ME、PARTNER 等）を用いた。 

結果はこのようになった。緑茶、スナック菓子、

化粧品、炊飯器、缶コーヒー、カップ麺、エアコ

ン、冷蔵庫は仮説通り、テレビ、洗濯機、パソコ

ン、デジタルカメラは仮説通りにならなかった。

その中で注目すべき結果について言及する。化粧

品に ついては 仮説通り馴 染みのな い単語

「Premiere vue」が選好された。妨害項目は

「HONEY」「LOVE ME」と、全てアルファベッ

ト表記の単語である。化粧品にはアルファベット

表記のものが多いため、公平な結果になるよう配

慮した。その中で「Premiere vue」は 1 番文字数

が多く、読み方も容易ではない単語である。その

単語が最も多く選好されたというのは非常に大き

な意味を持ってくるだろう。また、その他仮説に

合った部分の結果を見ると、ここでも[食品・飲料]

は仮説通り馴染みのある言葉が多く選好された。 

 

7.30 代～50 代の結果・考察 

サンプル数が少ないため、大学生との正確な比

較はできないが、参考にはできるだろう。30～50

代は、大学生に比べ全体的に平均値は高い値にな

った。その中でも[化粧品]が特に高い値を示した。

大学生のデータから[化粧品]の情報収集程度に性

差が見られたが、30 代～50 代についても同じよ

うな結果が見られた。つまり、男性は化粧品に対

して情報収集程度が低いのに対し、女性は高いと

いう傾向があることがこのデータからもわかった。

また、[白物家電]の値の高さも目立った。大学生

での平均値は 5.36～6.03 だったのに対し、全て

7.19 以上と高い値を示した。白物家電に身近な 30

～50 代の女性が対象に入っているからだと考え

られる。今回調査した 30～50 代は[化粧品][その

他の電化製品][白物家電]は情報収集の程度が高く、

[食品・飲料]は低いという結果になった（ヒスト

グラムを見てもそのように判断できる）。 

イメージしやすさ、覚えやすさ、意味のわかり

やすさの平均値の結果を見ると、30～50 代でも

[食品・飲料]は多くが上位に位置していた。その

中でも特に注目すべき結果は、意味のわかりやす

さでの[白物家電]の値の高さである。大学生のデ

ータからはこのような結果は得られなかったが、

30～50 代では[白物家電]の一部が上位 10 位以内

に位置しただけでなく、全体的にほぼ上位に入っ

ていた。説明系が主である[白物家電]については、

イメージしやすさよりもこの意味のわかりやすさ

の値が重要になる。意味がわかりやすいというこ

とは、その単語から理解するために必要な情報を

取得できるということであり、そこには馴染みの

ある言葉が使われていると判断できる。[白物家

電]の名前は馴染みのある単語で構成されている

ということがこのデータから知ることができた。 

 

7. まとめ 

今回都内の大学生を中心にアンケート調査を行

った結果、現在[食品・飲料][白物家電]は情報収集

の程度が低く、[その他の電化製品][化粧品]は情報

収集の程度が高いということがわかった。これは

情報収集程度の平均値に加え、ヒストグラムから

情報収集程度の低い人と高い人の割合を見て総合

的に判断した結果である。平均値が少し高くても

情報収集程度の低い人の割合が多ければ情報収集

程度は低い、平均値が少し低くても情報収集程度

がかなり高い人の割合が多ければ情報収集程度は

高いと判断すべきだろうと私は考える。また、こ

の結果はネーミングと関連があり、情報収集程度

が低いものは馴染みのある単語、情報収集程度が

高いものは馴染みのない単語で構成されているこ

とがわかった。つまり、情報収集の程度とネーミ

ングには関連があるということが証明されたわけ

である。 

だが、この研究はあらゆる年代からのデータを

見て総合的に判断する必要がある。今回は幅広い

年代からのサンプルを多く採ることはできなかっ
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た。今後は 30～50 代からのデータも多く採るこ

とで、年代別の比較を行うと同時に、消費者全体

からこの関連が見られることを証明する必要があ

るだろう。 

また、今回白物家電について調査してみて、使

われた単語が馴染みのある言葉でも、単語同士の

組み合わせに馴染みがなければ値は低くなる可能

性があることがわかった。また、文字に馴染みが

なくても、発音した際の音に馴染みがあれば、「馴

染みがある」と認識される可能性もあるだろう。

今後は先行研究を参考にしながら、そういった細

かい点にも注意すると同時に、「馴染みがある」

についてさらに細かく定義し、改めて研究を進め

ていく方針である。 

 最後に、私が今回示した理論はあくまでネーミ

ングの基本となる仕組みであり、これにより売れ

るネーミング（商品名の候補）が生み出せるとい

うわけではない。また、本研究から消費者の情報

収集程度について知ることはできるが、生産者側

のアプローチの仕方、消費者に知ってほしい情報

における構造については推測の域に留まっている。

ネーミングの構造を完全に理解するには、今後こ

れらについても明確にする必要があるだろう。だ

が、今回私がネーミングを消費者意識→商品名と

いう視点から研究を行ったことについては、非常

に有意義だと言える。本研究から、ネーミングに

影響を与えている消費者意識は情報収集行動であ

るとわかり、ネーミングをする上で消費者の情報

収集程度を知ればよいとわかった。これは、ある

商品にふさわしいネーミングを見つけ出すための

基準の 1 つを明らかにすることができたと言える

のではないだろうか。 
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1. . . . はじめにはじめにはじめにはじめに    

 日本語アクセントの研究、特に共通語に対する

ものは、記述・理論を問わず多彩な分析の下で非

常に多くの成果があげられている。しかし、理論

的な研究の多くは、言語を話者の存在から乖離し

たものとして扱い、規則や制約で最適な出力形を

導き出すという手法を採る。 

 それらに対して本研究では、言語を話者の心内

行動と不可分なものとして扱い、アクセント現象

を分析する。つまり、線条的な形式実現のダイナ

ミズムの中で、従来のアクセント規則はどのよう

に捉えなおすことができるのかに焦点を当てる。 

 

2. . . . なぜなぜなぜなぜ「「「「----3333」」」」なのかなのかなのかなのか    

 現代日本語の名詞アクセント付与において最も

生産性の高い規則は、「-3 の規則」だといわれて

いる。その内容は「後ろから 3 番目のモーラを含

む音節にアクセントを置く」というものである

(McCawley, 1968)。 

(1) こ]ーべ (神戸), あお]もり (青森) 

 ロ]ンドン(ro]N.doN),ワシ]ントン(wa.si]N.toN) 

これは和語や外来語などの語種、また無意味語

や新奇語によらず広範に適用されるため、同じく

生産性のある平板型と合わせ、共通語のアクセン

ト体系は「二系アクセント体系」とまで言えるほ

どであるとされる(窪薗, 2006)。 

 しかし、この規則の成立する背景となる認知的

なメカニズムは、必ずしも明らかではない。もし

-3 位置へのアクセント付与に対して認知的に妥当

な解釈が加えられるならば、他の音韻現象にも同

様のメカニズムが働くと思われる。延いては日本

語のアクセントを説明するだけに留まらぬ、言語

横断的に有効な原理として期待されるであろう。 

 

3. . . . スキャニングモデルスキャニングモデルスキャニングモデルスキャニングモデル    

 以上のような問題意識のもと、本研究ではアク

セント付与に対して「スキャニング」という認知

的な心内行動の概念を用いる。 

これは定延(1999)において提案されたものであ

り、「集合を 1 要素ずつ粗くすばやく観察し、その

1 要素について必要な情報を得、それに基づいて

その 1 要素に属性を付与して次の行動に移るとい

う一連の心身行動(p.157)」と定義されているもの

である。この分析方法を用いた一連の研究により、

度数余剰、分節ミスマッチ、分布ミスマッチ、接

木語など、多くの現象が統一的に説明されてきた

(定延, 2000 など)。 

3-1. . . . モーラモーラモーラモーラ・・・・スキャニングスキャニングスキャニングスキャニング    

 そこで、日本語アクセントにデフォルトで働く

規則も、心内行動的な枠組みで再解釈すると以下

のようになるだろう。 

(2) モーラスキャニング 

a. 形式産出は音節単位、参照はモーラ単位でス

キャニングが行われる。 

b. アクセント付与の有無について参照可能な範

囲は、現在音韻形式を産出している音節の直後

2 モーラ分のみである。 
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c. アクセントは参照範囲内に語末情報が入った

時点で、形式産出中の音節核母音に付与される。 

 参照範囲というのは、スキャニングによって得

られる情報を管理する、心内の作業領域のことで

ある(定延, 2000, p.20)。 

この動的なメカニズムにより、(1)に挙げた例は

次のように捉えることができる。 

(3) ※四角内は参照範囲, #は語末情報 

 a. koR.be# → k]oR. be# 

 b. a.o.mo.ri# → a. o.mo. ri# 

 a. o]. mo.ri# 

 c. roN.doN# → ro]N. doN# 

 d. wa. siN. toN → wa. siN. toN# 

 wa. si]N. toN# 

 スキャニングの仮定により、従来の逆行的なア

クセント指定に、形式産出の線条性と矛盾しない

説明が可能となる。また、このメカニズムに従う

限り、モーラ数の長短に関わることなくデフォル

トのアクセント位置が予測できることになる。 

 参照範囲 2 モーラという仮定はフットと同様で

あるが、(3b)を見ても分かるように、動的な言語

観のもとでは、2 モーラフットを固定的なものと

見なしていない。また無意識レベルで生じる音位

転倒を分析した寺尾(2002)でも、この種の言い誤

りが 2 モーラの範囲内で生じ易いことが指摘され

ている(つまり 2 モーラ以上離れると生じ難い)。 

3-2. . . . 音節音節音節音節スキャニングスキャニングスキャニングスキャニング    

 しかし以上で考察したモデルから、一方では逸

脱する例外現象が存在する。それは「前進型アク

セント」と呼ばれるものである(窪薗・太田, 1998)。

これは語末に軽音節(1 モーラ音節: 以下 L)と重音

節(2 モーラ音節: 以下 H)の連続を持つ語は、-3 の

規則よりも 1 つ前にアクセント位置がずれるとい

うものである。 

(4) 前進型アクセント (窪薗・太田, 1998, p.94) 

 a. H]LH：イ]ンタビュー, モ]ンタレー 

 b. L]LH：ア]マゾン, ト]ロフィー 

 しかしこれらは心内でスキャニングされる単位

が、モーラから音節に変わっただけであり、その

メカニズムは何ら変わることはない。 

(5) 音節・スキャニング 

a. 形式産出・参照共に音節単位でスキャニング

が行われる。 

b. アクセント付与の有無について参照可能な範

囲は、原則として現在音韻形式を産出している

音節の直後 2 モーラ分のみである。しかしそれ

が音節構造の分断をきたす場合はこの限りでは

ない(つまり LH の連続は許容される)。 

c. アクセントは参照範囲内に語末情報が入った

時点で、形式産出中の音節核母音に付与される。 

 スキャニングされる単位がモーラか音節か、と

いうことは、つまり重音節をモーラで分断可能か

どうかということである。CVC の構造があった場

合、自立モーラと特殊モーラという観点から

CV+C に分割できる場合では、モーラスキャニン

グをとることになり、一方でこのような分割が不

可能な場合では、参照範囲の 2 モーラ枠が一時的

に拡張する音節スキャニングをとることになる。 

 ちなみに LH 連続時に参照範囲が一時的に拡張

するものの、アクセント付与に対する影響は語末

に来た時のみである。 

(5)  

 a. moN.ta.reR# → mo]N. ta. reR# 

 b. a.ma.zoN# → a]. ma.zoN# 

 c. siR.ra.kaN.su# → siR. ra.kaN. su# 

 siR.ra. kaN. su# 

 siR.ra.ka]N. su# 

 d. ku.ro.waQ.saN → ku. ro.waQ. saN# 

 ku.ro. waQ. saN# 

 ku.ro.waQ. saN# 

 (5c, d)では語中に LH が現れ、参照範囲が一時的

に拡大しても、前進型アクセントは示さない。 

 この音節スキャニングのメカニズムは、ラテン

語のアクセントでも働くものであり、この点でス

キャニングという心内行動的な分析が言語横断的

に有効であることを示す 1 例となる。ラテン語の

アクセントは「次末音節が重音節ならばそこに、

軽音節ならばその 1 つ前の音節にアクセントを置

く」という(これも逆行的な)規則によって説明さ

れる一型アクセント体系である。日羅両方のアク
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セント規則の背後には、同様の認知的プロセスが

関わっているといえよう。 

3-3. . . . スキャニングスキャニングスキャニングスキャニングのののの例外例外例外例外    

上で提案したモデルの例外となるものについて、

平板型と原音尊重型が挙げられる。 

平板型に関しては、和語や馴染み度に大いに関

係することから、アクセント付与の決定的機序と

なる語末情報の喪失と見なすことができる。 これ

は 1 語としてのまとまり性の欠如であり、分節や

句、文などの発話単位の中に自己の音韻的存在を

埋没させているといえる。 

原音尊重型は、外来語にのみ見られる特徴であ

り、借用した原語のアクセント位置が動いていな

いものである(ジャパ]ン、パ]ラソル、クリ]スタル)。 

 

4. . . . 重音節重音節重音節重音節へのへのへのへの志向性志向性志向性志向性    

 形式産出を規則や制約ではなく話者の行動や処

理過程と捉えると、その負担を少しでも減らす働

きが現れることが考えられる。このことはスキャ

ニングの段階において、同じ音韻的長さを有する

のなら、軽音節よりも重音節が好まれる傾向があ

ることを示唆する。つまり軽音節で構成される言

語表現よりも重音節で構成されたものの方が、ス

キャニングの回数を減らすことができる。極端な

例を挙げると、6 モーラからなる表現の場合には、

全て重音節から成るものの方が軽音節から成るも

のよりも処理の回数が半分で済むことになる。 

(6) ※M は任意の特殊モーラ 

 a. ○M.○M.○M# → ○M. ○M. ○M# 

 ○M.○M. ○M# 

 b. ○.○.○.○.○.○# → ○. ○.○. ○.○.○# 

 ○.○. ○.○. ○.○# 

 ○.○.○. ○.○. ○# 

 ○.○.○.○. ○.○# 

窪薗(1995)で問題提起されている、歴史的な音

便形成や子音脱落、また幼児語や外来語借用の際

の子音添加の条件に見られるような重音節への志

向性は、スキャニングというプロセスを仮定する

ことにより妥当な解釈が得られるのではないかと

考える。 

 

5. . . . おわりにおわりにおわりにおわりに 

本研究では、アクセントという音韻論的な現象

に対して、話者の行動的な認知プロセスを仮定し、

その枠組みの中で従来の規則がどのような意味を

持って再解釈されるのかの考察を行った。 

今後は他の方言や言語についても分析を行うと

ともに、分析単位を単語レベルからさらに広げて

いきたい。 
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条件節のノダにみる聞き手の存在 
The Japanese Noda Expression in the Conditional Clause  

and the Hearer in the Conversation 
 

乙武 香里 

Kaori Ototake 

 

神戸大学（大学院） 

Kobe University (Graduate School) 

kaoririr@hotmail.com 

 

Abstract 

The aim of this article is to clarify the relation 

between the conditionals and the event nominalization 

in Japanese language. The existence of the event 

nominalization by the noda expression within the 

conditional clause is influenced by the source of 

information that constructs the conditional clause, 

whether it is speaker’s experience or not.  This 

difference reflects the speaker’s belief state or attitude 

toward the proposition in the conditional clause. The 

hearer’s information is experienced in the speaker’s 

hypothetical world.  The interaction between the 

speaker and the hearer, the essentials of the 

conversation, brings the existence of the noda 

expression in the Japanese conditional clause.   
 
Keywords ―  Conditional Expression, Event 

Nominalization, Source of Information, Certainty,  

Interaction 

 

1． はじめに 

  本稿では，日本語の条件節とノダ文とも呼ばれ

る表現の関係について考察する．ノダの先行研究

は多いが，いずれの研究においても，ノダは接続

する命題を名詞に準じる形にするものとされてい

る．従来の条件表現の研究では，ナラ，タラ，レ

バ，トの特徴の比較が中心におこなわれてきた．

これらにノダがついた表現には，ノナラ，ノダッ

タラ，ノデアレバがある．先行研究では，ノナラ

については言及されることがあるものの，条件節

におけるノダの有無による違いが充分に議論され

てきたとはいえない．そこで，時間軸をたどって

会話でのインタラクションと話者の心内状況から

考察するというダイナミックな視点から，条件節

とノダの関係を探る． 

 

 

2． 条件節とノダの関係 

ノナラ，ノダッタラ，ノデアレバについて蓮沼・

有田・前田（2001）有田（2007）などでも挙げら

れているように，ノダの含まれる条件節には，聞

き手の先行発話を受けての発話に現れるという特

徴がある．これは，以下のような例からもみてと

れる． 

 

（1）  昨日電話をくれたの（ん）だったら，着

信履歴が残っているはずです．  

（2）* 昨日電話をくれたら，着信履歴が残って

いるはずです． 

 

ノダッタラを含む（1）は，前件の命題が対話の

相手から聞いた情報となり，自然な文となる．一

方，ノダのない（2）は非文となる．これは，前

件の情報源が聞き手側にあるか話し手側にあるか

を反映している．次のように，後件を話し手の心

情描写にすると，前件は聞き手側の情報としては

解釈できない． 

 

（3）* 昨日パーティに行ったのだったら，楽し

かった． 

（4）  昨日パーティに行ったら，楽しかった． 

 

（3）は後件に「だろう」「はずだ」「に違いない」

といった表現を付加することにより，前件命題が

聞き手の体験という聞き手側の情報になる．タラ

条件文が過去の一回性の事実を表す文になるとい

う現象は，田窪（1993）有田（2006a）でも指摘

されているが，これは自分の体験という話し手に
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とって確かな情報が条件節命題となる場合に起こ

る． 

タラ形式における既定性と仮定性の連続は，話

者にとっての前件の情報の確かさによる．確定・

不確定は，事実関係とは別に，話者の心内で決定

されるものである．話者の発話時における認識状

態からタラ形式を分析する． 

 

3． タラ形式と話者の認識状態 

仮定表現は，話者が発話時，その情報について

知っているかどうかに左右される．タラ形式はタ

形のみが現れるが，命題で表される事態の成立を

知っていてタラで言えるかどうかを表 1 で示す． 

 

 命題の事態成立を知ってい

て発話可能か 

① お金があったら × 

② ネコがそこにいたら × 

③ 神戸にいたら ○ 

④ パーティに行ったら ○ 

表 1 

 

表 1 の③④の命題事態の動作主体が話者自身で

あり事態が成立している場合，仮定表現とはなら

ない．発話時である「今」からみた自分自身の過

去の体験を知らないということはなく，疑ってみ

ることはできないからである．話者以外の存在で

あるモノや他者について言及する①②は，既知の

情報を表す文とは解釈できず，仮定しか表せない．

モノや他者の状態は話者が知っていても知らなく

ても時間を超越して存在している．話者がタ形で

その存在時点を指定した瞬間においてのみ成立事

態として描かれる． 

 

 

 

 

 

 

図 1 

益岡（1993）はタラ形式について，個別的事態

間の依存関係を表すと分析している．つまり，タ

ラ形式では前件から後件に別の事態の展開が表現

される．一時点での成立のみを表す①②は，過去

のある時点で起こり，そこから次の事態が展開し

ていくような表現としては言えないことになる．

しかしながら，仮定世界のある時点で成立した事

態としては，その後の事態を語る表現として可能

で，未来や反実仮想として言える．これは，田窪

（1993）の反事実性と状態性の分析とも一致する． 

なお，②は物語風に語る，もしくは久野（1973）

の言う話者が動作主に共感（empathize）してい

るという解釈では既知情報の過去表現として発話

可能である．これは，条件表現にアニマシーが関

与していることを示す． 

さらに，③や④を可能形の「神戸にいられた」

「パーティに行けた」にすると，話者自身が動作

主体であっても，過去に成立した事態としてタラ

で言えない．これはコントロール性の違いを示す．

可能形で表される世界は，話者自身の行動が実際

に及ぶ世界ではないからである． 

アニマシーやコントロール性は，条件表現が状

態かデキゴトかの違いだけではなく，体験できる

かどうかの違いに影響されることを示している．

生きていて，話者が共感することにより擬似体験

できる対象に起こる事態はタラ形式で過去のこと

として表現できる．また，話者自身のことであっ

てもコントロールできない世界は，過去の体験と

して表現できない．逆に言うと，現実世界で体験

として表せないものは，仮定世界における体験表

現とみなせる． 

 

4． ノダと仮想体験 

ノダを含む条件節が，聞き手の先行発話を受け

ての発話に現れるという性質の強さは次のような

ことからも観察できる． 

 

（5）  私があなただったら，飲み会に行く． 

（6）? 私があなたなんだったら，飲み会に行く． 

 

話者の認識世界における存在 

 

 

モノの存在 
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自分と他人が入れ替わるようなことは起こり得な

いが，我々は（5）のような実現不可能なことも

仮想する．（6）は一見，不自然で，ノダがつくと

実現不可能な命題は許されないように思われる．

しかし，下のような文を呈示すると，日本語母語

話者は，フィクションの世界における発話として

は自然な表現であると判断する． 

 

（7）私があなたなんだったら，何が起こったか

教えてください． 

 

（6）もフィクションの世界の文脈次第では，自

然な表現となるだろう．（6）や（7）の表現を，

日本語母語話者は，フィクションという，信じて

もよい条件を与えられると自然な文とみなす． 

  ここで，（5）は聞き手の発話を受けたものとは

ならず，話し手から導入された反実仮想である．

一方，（6）（7）がフィクションの世界で成立する

と，これらは聞き手の先行発話を受けての発言と

なる．有田（2006b）は，「ノナラ形式が反事実性

をマークすることができない」と述べているが，

これはノダッタラにも現れていることになる．ノ

ダを含む条件節は反事実を表さず，話者以外の情

報源を明示化する．これは会話文脈においては聞

き手の先行発話となることが多くなる． 

また，（6）（7）の自然さの度合いは，想起のし

やすさの違いによると考えられる．イメージのし

やすさにより文の自然さに差異が出ても，どちら

も聞き手から聞かされたことを前件で表現すると

いう特質は薄れない．聞き手発話を受けることと，

ノダの結びつきの強さがうかがえる．そして，我々

が偽だと知っていて想像するフィクションの世界

においては，聞き手から聞いたデキゴトは起こり

得ないデキゴトであっても体験したとみなされる． 

 

5． まとめ 

会話において自分の体験か，他者の体験かが明

確に区別されることが，条件節から観察できる．

話し手の体験ではない聞き手から得た情報は，ノ

ダを伴い，仮想世界の体験として表現される．話

し手は，自分が体験していなくても，聞き手の発

話で仮想の世界を作り，その世界において体験す

ることにより，会話を進めている．聞き手の発話

があり，それを受けて名詞化するという発話内に

おける話し手の行為が仮想世界を表現し，会話の

流れをつくる．    
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Abstract 
 A synesthetic metaphor (e.g., sweet touch) is a 
metaphor that results from a combination of a modifier 
and a head, where both express different perceptual 
qualities. Most of the existing studies examine how the 
acceptability of synesthetic metaphors can be 
explained by the pairing of adjective modifier’s and 
head noun’s modalities. However, little attention has 
been given to cognitive effects evoked by synesthetic 
metaphors. Sakamoto&Utsumi (2009) showed that 
synesthetic metaphors tend to evoke a negative 
meaning and the most negative meaning was evoked 
by synesthetic metaphors created from ‘color’. Their 
study raises the question as to why and in what 
processes such cognitive effects are evoked. One 
possible explanation for differences among the types 
of synesthetic metaphors would be accessibility 
different among the types of synesthetic metaphors. 
Thus, in this paper, we examine the possibility that 
negative meanings are more easily evoked by less 
accessible and less conventional (i.e. novel) 
synesthetic metaphors.  The result suggested that 
neither accessibility nor conventionality is related with 
negative meanings. Therefore, we further investigated 
the possibility that human beings tend to comprehend 
synesthetic metaphors using negative meanings 
associated with vehicles or topics. Results of 
psychological experiments showed that negative 
meanings of synesthetic metaphors are dependent on 
negative meanings associated especially with vehicles. 
 
Keywords ― synesthetic metaphor ， negative 
meaning, word association experiment, accessibility, 
conventionality 
 
1． はじめに 
 比喩に関する研究は，名詞比喩や動詞比喩を対

象としたものが多く，形容詞比喩に関する研究は

少ない．形容詞比喩の一種である共感覚比喩に関

しては，どの感覚を表す形容詞がどの感覚を表す

名詞を修飾しやすいかという方向性に関する研究

が主であり，各共感覚比喩によってどのような意

味が喚起され，その意味の喚起がどういった処理

で行われているのかについてはほとんど研究され

ていない． 

共感覚比喩から喚起される意味に関する数少な

い研究の 1 つとして，Sakamoto & Utsumi (2009) 

がある．Sakamoto & Utsumi (2009) は，共感覚

比喩は否定的意味を喚起しやすく，特にその傾向

は色彩を表す形容詞が喩辞となる共感覚比喩にお

いて顕著であると指摘している．さらに，色彩を

表す形容詞が他の感覚の語を修飾する共感覚比喩

は，楠見 (1995) などで指摘されている理解しや

すい共感覚比喩の修飾関係の方向性に反している

ため，理解しにくいといえる．そこで本研究では，

まず，共感覚比喩の否定的意味の喚起に理解度が

関与している可能性について，共感覚比喩の印象

と理解度の相関関係に注目して考察する．また，

慣習度が高い比喩に比べて，新奇性の高い比喩表

現は理解しにくいということも考えられるため，

共感覚比喩の印象と慣習度の相関関係という観点

から否定的意味の喚起の要因を考察する． 
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2． 先行研究と本研究の位置づけ 
 共感覚比喩に関する研究の多くは，共感覚比喩

に対する理解しやすさに焦点を置き，どの感覚を

表す形容詞がどの感覚を表す名詞を修飾しやすい

かという方向性に関する研究である．共感覚比喩

の方向性に関する研究として，楠見 (1995) は

様々な感覚形容語を用いて，五感に関する名詞や

心的状態に関する名詞を形容する共感覚比喩の理

解可能性を明らかにしている．そして，理解可能

性の平均評定値 (6 点尺度) から図 1 に示す共感

覚比喩の理解可能性を報告している． 

 

 
図 1 共感覚比喩の理解可能性(楠見，1990) 

 
 一方，Sakamoto & Utsumi (2009) は，共感覚

比喩から喚起される意味について研究を行ってい

る．Sakamoto & Utsumi (2009) は，認知実験か

ら得た共感覚比喩の意味変化と Osgood (1980) 

が 提 起 し た APG (Abstract Performance 

Grammar) モデルから予想される意味変化の比

較を行っている．Sakamoto & Utsumi (2009) は，

25 種類の喩辞(形容詞)と 11 種類の被喩辞(名詞)

を組み合わせた 250 表現の共感覚比喩から，予備

実験によって理解度及び慣習度が極端に高いまた

は極端に低いと判断された表現を除いた 158表現

の共感覚比喩を対象としている．Sakamoto & 

Utsumi (2009) で行われた認知実験は被験者

3267 名を 10 グループに分けて行われており，グ

ループ 1と 2の被験者には 18種類の喩辞(形容詞)

と 11 種類の被喩辞(名詞)を単独で提示し，それ以

外のグループには比喩(19～20表現)を提示してい

る．それぞれのグループには，提示された表現(喩

辞(形容詞)，被喩辞(名詞)，あるいは共感覚比喩)

に関して，表１に示す 15 種類の両極形容詞対を

用いた 7 段階 SD 法による評価を求めている． 

表１ 両極形容詞対一覧 

快い－不快な 面白い－つまらない
美しい－醜い さっぱりした－しつこい
明るい－暗い 鋭い－鈍い
澄んだ－濁った 繊細な－粗野な
好き－嫌い 力強い－弱々しい
安心な－こわい 目立つ－目立たない
うれしい－悲しい 適切な－適切でない
新しい－古い  

 
例えば「快い－不快な」であれば「快い」を肯定

的な意味合いを持つ極，「不快な」を否定的な意味

合いを持つ極とし，比喩表現となったときどちら

の極に意味が変化するかを分析している．15 種類

の両極形容詞対で評価した喩辞と被喩辞の印象及

び被喩辞と比喩の印象について，それぞれの印象

の間の有意差を，t 検定(両側，5%水準)を用い求

めている．さらに，求めた有意差の有無から，表

2 に示されるように，被喩辞の意味変化の分類を

行っている．表２は APG モデルによって予測さ

れた被喩辞の意味変化と実験から得た実際の被喩

辞の意味変化の比較結果である． 

 
表 2 予想した意味変化と実際の意味変化の比較 

0 ＋ －
T=V 0 331 17 261 609
T<V ＋ 366 230 76 672
T>V － 119 9 961 1089

816 256 1298 2370

合計
実際の変化

予測意味強度

合計
 

 
比較結果から，APG モデルの予想と異なる変化

を示した場合の数は 848 個あり，そのうち肯定的

意味の方向に変化したものが 145 個，否定的意味

の方向に変化したものが 705 個であった．APG

モデルの予想と異なり肯定的意味の方向に変化し

た場合と否定的意味の方向に変化した場合を，χ2

検定を用い比較した結果，否定的意味の方向に変

化した場合の数が肯定的意味の方向に変化した場

合の数より有意に頻出することが示された( χ2 

( 1 , N = 848 ) = 367.175 , p < .001 )．この結果，

共感覚比喩は否定的意味を喚起する傾向があると

Sakamoto & Utsumi (2009) は推測している． 

 さらに，Sakamoto & Utsumi (2009) は喩辞(形

容詞)の感覚ごとに否定的意味の傾向を分析して
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いる．Sakamoto & Utsumi (2009) は，喩辞の感

覚ごとに被喩辞の意味変化が肯定的意味か否定的

意味に変化した場合を分類し，表 3 のように示し

ている． 

 
表 3 喩辞の感覚ごとの比較 

肯定的意味 否定的意味 合計
色 4 312 316

手触り 47 84 131
音 41 64 105
味 19 145 164

におい 34 98 132
合計 145 703 848  

 
 喩辞の感覚ごとに被喩辞の意味変化を分類した

結果から，Sakamoto & Utsumi (2009) は，‘色’

を表す喩辞からなる共感覚比喩が他の感覚の喩辞

からなる共感覚比喩より有意に否定的意味を喚起

したと報告している． 

ここで，‘色’を表す形容詞（視覚経験を表す形

容詞）が他の感覚の語を修飾する共感覚比喩は，

楠見(1995)などの先行研究で指摘されている共感

覚比喩の理解度による方向性に反しているため，

一般に理解しにくいという可能性が考えられる．  

そこで本研究では，共感覚比喩の否定的意味の

喚起に理解度が関与している可能性を検討する．

つまり，否定的意味が喚起される要因として，ま

ず，共感覚比喩の印象と共感覚比喩の理解度の相

関関係を考察する．また，新奇性の高い比喩表現

は理解しにくいという可能性も考えられる．そこ

で本研究では，慣習度に関しても共感覚比喩の印

象と共感覚比喩の慣習度の相関関係から否定的意

味の喚起の要因を考察し，共感覚比喩の否定的意

味の喚起の要因を明らかにすることを目的とする． 

 

3． 実験１：共感覚比喩の印象と共感覚

比喩の理解度及び慣習度の関係 
 本研究では，共感覚比喩に対する印象と共感覚

比喩の理解度及び慣習度の相関関係を分析し，共

感覚比喩が否定的意味を喚起する要因を考察する．

実験 1 では，表 4 に示す各感覚の形容詞 25 種類

と 5 つの感覚に関する名詞(色，声，におい，味，

手触り)をそれぞれ組み合わせた 100 表現の共感

覚比喩の印象と共感覚比喩の理解度及び慣習度の

間に相関関係があるか調査した． 

 
表 4 感覚形容詞 

視覚 触覚 聴覚 味覚 嗅覚

黄色い 軽い うるさい おいしい かぐわしい
黒い 固い やかましい 甘い きな臭い
青い 柔らかい 甲高い 酸っぱい 香ばしい
赤い 熱い 静かな 渋い 臭い
白い 冷たい 騒がしい 辛い 生臭い  

 
 共感覚比喩の印象評価，理解度及び慣習度のデ

ータは，2 節で述べた Sakamoto & Utsumi (2009) 

の認知実験によって得られたデータを用いた．し

かし，Sakamoto & Utsumi (2009) では共感覚比

喩から喚起される意味が共感覚比喩の理解度や慣

習度の違いによって生じる可能性を減らすため，

理解度及び慣習度が極端に高いまたは極端に低い

表現を，実験対象とした共感覚比喩から除外して

いる．そのため，本研究の共感覚比喩の印象評価

と共感覚比喩の理解度及び慣習度の間の相関関係

を調べるには，データが不十分である．そこで実

験 1 では，理解度及び慣習度が極端に高いまたは

極端に低い表現として除外された共感覚比喩 38

表現に対し，Sakamoto & Utsumi (2009) 同様の

表 1 に示した 15 種類の両極形容詞対を用いた 7

段階SD 法による共感覚比喩に対する印象評価の

回答を，被験者 30 名に求めた．  

 
3.1 実験概要 

被験者：満 18 歳～24 歳までの男女，計 30 名 

実験方法：被験者 30 名に共感覚比喩 38 表現を提

示した．提示した表現に関して，被験者に 15 種

類の両極形容詞対を用いた 7 段階 SD 法による共

感覚比喩の印象評価の回答を求めた．7 段階 SD

法は肯定的な意味の極をプラス，否定的な意味の

極をマイナスとした．例えば，「非常に快い」なら

＋3，「非常に不快な」なら－3 とした． 

 
3.2 結果と考察 

 実験結果から，1 つの共感覚比喩に対し，15 種
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類の両極形容詞対の評価の平均値を共感覚比喩の

印象評価とした．共感覚比喩の印象評価と理解度

及び共感覚比喩の印象評価と慣習度でそれぞれ相

関分析を行った．その結果，共感覚比喩の印象評

価と理解度には弱い相関があった(N=100, r=.228, 

p<.05)．また，共感覚比喩の印象評価と慣習度に

も弱い相関があった(N=100, r=.260, p<.01)．これ

らの結果から，弱い相関はあるものの，理解しに

くい，または，馴染みがないために共感覚比喩か

ら否定的意味が喚起されるとは必ずしも言えない

ことが示唆された． 

 以上から，共感覚比喩の否定的意味の喚起は，

理解度や慣習度に関わらず，別の要因によって共

感覚比喩の意味が喚起されるという可能性が考え

られる．この考察を受けて，以降では，共感覚比

喩の意味がどのような要因により喚起されるのか

について，実験 1 とは異なる実験から考察する． 

 

4． 実験 2:共感覚比喩から喚起される否

定的意味と連想語の関係 
4.1 共感覚比喩が否定的意味を喚起する要因に

関する考察 

 実験 1 の結果から，共感覚比喩が否定的意味を

喚起する要因が他にある可能性が考えられたため，

追加実験を行った．本研究では，Utsumi & 

Sakamoto (2007) が共感覚比喩を含む形容詞比

喩の理解過程として主張している 2 段階カテゴリ

ー化モデルに着目した．2 段階カテゴリー化モデ

ルによると，形容詞比喩は，喩辞から連想される

具体的な物が仲介カテゴリーを形成し，形成され

た仲介カテゴリーと被喩辞が相互作用することで

理解される．例えば，形容詞比喩である“赤い声”

の場合，喩辞の“赤い”から連想された具体的な

物から“赤いもの”という仲介カテゴリーが形成

され，この仲介カテゴリーと被喩辞の“声”が相

互作用することで，最終的に“悲鳴”，“血”，“危

険”といった特徴が出現すると述べている．この

2 段 階 カ テ ゴ リ ー 化 モ デ ル と 後 述 す る

Baumeister et al. (2001) の主張から，共感覚比

喩が否定的意味を喚起する要因に関する新たな仮

説を立てる． 

Baumeister et al. (2001) は人が初めて知り合

ったとき印象を形成する上で悪い情報に匹敵する

どんなに良い情報があっても悪い情報が印象形成

に強く影響すると述べている．本研究は，

Baumeister et al. (2001) の主張と Utsumi & 

Sakamoto (2007) の 2 段階カテゴリー化モデル

から，以下の仮説を立てた． 

 
仮説：共感覚比喩の喩辞及び被喩辞の連想語とし

て，良い印象の連想語が想起されても，悪い印象

の連想語が同時に想起されれば，共感覚比喩の印

象形成に悪い印象の連想語が強く影響を与える． 

 
 本研究では，この仮説を検証するために心理実

験を実施し，実験から得られたデータを分析した． 

 
4.2 実験 2 の手順 

4.2.1 連想語の収集 

 実験 2 では，実験 1 と同じ共感覚比喩 100 表現

を対象とした．また，仮説の検証に必要な被験者

に提示する 25 語の形容詞（喩辞）と 5 語の名詞

（被喩辞）の連想語は，2007 年に実施された坂

本・内海と株式会社電通との共同研究における調

査で得られたデータを使用することとした．調査

は，被験者に喩辞，被喩辞，比喩表現のそれぞれ

に対して，2～3 つの連想語を自由記述で回答して

もらうという方法で行われ，表記ゆれを統一する

手続きも行われている． 

4.2.2 実験刺激とする連想語の選定 

 4.2.1 で示した表記ゆれを除去した回答結果か

ら，喩辞と被喩辞の連想語に関して，それぞれ 3

名以上が記述した連想語合計 541語を本研究の予

備実験の実験対象とした．予備実験では，喩辞及

び被喩辞の連想語 541 語を被験者 8 名に，単独で

提示した．被験者には提示した連想語の印象につ

いて，“肯定的”か“否定的”，もしくは“どちら

でもない”，の三者択一で回答を求めた．被験者の

連想語に対する印象評価の結果から，連想語を“肯

定的印象のグループ”，“否定的印象のグループ”，
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“中立な印象のグループ”，という 3 つのグルー

プに分類した．被験者 8 名が最も多く選択した項

目のグループに連想語を分類した．さらに，各喩

辞及び被喩辞の連想語の語群から，“肯定的印象の

グループ”に属している語かつ，被験者が“肯定

的”と選択した票が多い上位 5 語と，“否定的印

象のグループ”に属している語かつ，被験者が“否

定的”と選択した票が多い上位 5 語を，実験 2 で

使用する喩辞または被喩辞の連想語とした．ただ

し，ある喩辞またはある被喩辞において，連想語

を各グループに分類した際，“肯定的印象のグルー

プ”，もしくは“否定的印象のグループ”に分類さ

れた連想語が 5 語に満たない場合も存在したため，

各喩辞及び各被喩辞の連想語は肯定的印象の語

0~5 語，否定的印象の語 0~5 語とした．表 5 は，

“黄色いにおい”の場合の例である． 

 
表 5 “黄色いにおい”の喩辞及び被喩辞の連想語 

肯定的印象 否定的印象 肯定的印象 否定的印象
明るい 注意 おいしい 体臭

ひまわり 危険 甘い 生ごみ
たんぽぽ 花 臭い

花 ラベンダー 口臭
月 薫り 悪臭

黄色い におい

 
 
4.2.3 実験 2 の実施 

実験 1 とは異なる満 18 歳～25 歳までの男女，計

30 名に対して次の手順により実験を行った． 

① 予備実験で得た喩辞と被喩辞それぞれの連想

語を合わせて語群化し，被験者に提示する 

② 共感覚比喩から連想される語として当てはま

る語を，①で被験者に提示した喩辞及び被喩

辞の連想語の語群から被験者に選択させる 

③ 被験者の選択結果から肯定的印象の語と否定

的印象の語の選択された比率を比較する 

 
なお、実験 2 は，Baumeister et al. (2001) の

主張するどんなに良い情報があっても悪い情報が

印象形成に強く影響するということが，共感覚比

喩においても見られるかについて検証することが

目的である．共感覚比喩から連想される語として

当てはまる語を選択させる被験者実験で，被験者

に提示する喩辞及び被喩辞の連想語の語群のうち，

肯定的印象の連想語が否定的印象の連想語より多

い（もしくは同数）にもかかわらず，否定的印象

の連想語が多く選択されるという結果となれば，

Baumeister et al. (2001) の主張が共感覚比喩

においても見られるということが言える．つまり，

表 6 の“黄色いにおい”に関して，肯定的印象の

語 9 個，否定的印象の語 7 個を被験者に提示して

いる中で，被験者が否定的印象の語を多く選択す

るという結果となれば，Baumeister et al. (2001)

の主張に合致する．そのため，喩辞及び被喩辞単

体から想起される肯定的印象の連想語及び否定的

印象の連想語のどちらかが全くない喩辞及び被喩

辞は除外することとした．この条件に当てはまっ

た喩辞 3 種類を用いた共感覚比喩 12 表現を除外

した．また，残りの喩辞 22 種類と被喩辞 5 種類

のうち，喩辞 9 種類は単独で否定的印象の連想語

の方が多く想起されていた．この 9 種類の喩辞を

用いた共感覚比喩 36 表現のうち，被験者に提示

する連想語の語群に含まれる肯定的印象の連想語

が否定的印象の連想語より少ない共感覚比喩 11

表現は，仮説を検証するための実験刺激として不

適切なものとして除外した． 

 
4.2.4 結果と考察 

 4.2.3で述べた理由により23表現を除外した77

表現の共感覚比喩に対して分析を行った． 

実験 2 で被験者に提示した連想語は，肯定的印

象の語の総数 741 語であり，否定的印象の語の総

数 518 語であった．被験者実験の結果から，実際

に選択された連想語の数は，肯定的印象の語が

411 語であり，否定的印象の語が 329 語であった．

なお，1 票以下の語はノイズとして扱った．連想

語の選択率は(選択された語の数)／(提示した連想

語の総数)とし，肯定的印象の語は 55.5%，否定的

印象の語は 62.3%となった．肯定的印象の語と否

定的印象の語の比率の差を検定するため，χ²検定

を行ったところ，χ2 ( 1 , N = 1259 ) = 8.150 , p 
< .005 となり，否定的印象の語の方が有意に多く
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選択されていることが分かった． 

さらに，被験者 30 名が選択した肯定的印象の

語と否定的印象の語の票数における比較を行った．

肯定的印象の語の全票数は 30 名が全ての肯定的

印象の語を選択する潜在的な場合の数とし，(被験

者の人数)×(肯定的印象の語の総数) = 22230票と

した．同様に否定的印象の語の全票数は 15540 票

となった．また，被験者実験の結果から，肯定的

印象の語の全票数の中で，実際に選択された票数

の合計は 3266 票であった．また，否定的印象の

語に関しては，実際に選択された票数の合計は

2674 票であった．選択率は肯定的印象の語が

14.7%であり，否定的印象の語が 17.2%であった．

この肯定的印象の語と否定的印象の語の票数にお

いて，比率の差の検定を行ったところ，χ2 ( 1 , N = 

37770 ) = 43.663 , p < .001 となり，否定的印象の

語の方が有意に多く選択されていた． 

 さらに，喩辞及び被喩辞において，どちらの連

想語がより多く選択されているか分析を試みた． 

喩辞全体の語数は 632 語であり，被喩辞全体の語

数は 634 語であった．被験者実験の結果から，実

際に選択された喩辞の語数は 463 語であり，被喩

辞の語数は 284 語であった．連想語の選択率は喩

辞が 73.3%，被喩辞が 44.8%であった．この喩辞

と被喩辞の選択語数の比率の差の検定を行ったと

ころ，χ2 ( 1 , N = 1266 ) = 106.013 , p < .001 で

有意に喩辞の連想語が多く選択されていた．一方，

喩辞及び被喩辞の連想語の選択された票数の結果

は，喩辞の全票数が 18960 票であるのに対し，選

択された票数は 3956 票であり，選択率は 20.9%

であった．また，被喩辞は全票数が 19020 票であ

るのに対し，選択された票数は 2057 票であり，

選択率は 10.8%であった．この喩辞と被喩辞の選

択票数の比率の差の検定を行ったところ，χ2 ( 1 , 

N = 37980 ) = 719.692 , p <.001 となり，喩辞の

方が有意に多く選択されていた． 

 

5． 結論と今後の課題 
 実験 1 で，共感覚比喩の印象と共感覚比喩の理

解度及び慣習度の相関分析を行った結果，共感覚

比喩の印象は共感覚比喩の理解度や慣習度によっ

て形成される可能性は低いことが示唆された．ま

た，実験 2 から，喩辞及び被喩辞から連想される

否定的な意味の語によって共感覚比喩の印象が形

成され，特に喩辞から連想される否定的意味が共

感覚比喩の印象に強く影響を与えるということが

示唆された．つまり，喩辞から連想される否定的

印象が共感覚比喩の否定的意味の喚起の要因であ

る可能性があるといえる．しかし，本研究では共

感覚比喩が否定的意味を喚起する要因を検討した

に過ぎず，どういうプロセスで否定的意味が喚起

されるのかといった，共感覚比喩の解釈の処理過

程を検討する必要があると考えられる． 
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Abstract 

Recently, dyslexia has been receiving attention as a 

core of learning disabilities. The present study 

reviewed research in Japanese dyslexia by a 

systematic review, through which consistency of 

results and generality of effects can be demonstrated. 

245 papers, that were published between 1999 and 

2009, were reviewed. The χ
2
tests show significant 

biases in categories of papers during two decades.  In 

addition, criteria of disability were not clarified in 

many papers. The results of screening investigations 

were also different for each paper due to the samples 

of each research. 
 
Keywords ― Developmental reading disabilities, 

Systematic review, Japanese 

 

1. はじめに 

昨今，学習障がいに関する指導や支援への機運が

高まっている。1999（平成11）年に文部省（現 文

部科学省）から出された「学習障害児に対する指導

について」の報告に基づいて，学習障がいの定義づ

けがなされ，その判断基準（試案）と指導方法等が

示された[1]。その後モデル事業の実施や学校教育法

改正等の様々な経緯を経て，2007（平成19）年度か

らは全国で特別支援教育が本格的に実施されている。

それにともない，現場では教師と臨床心理士などの

専門相談員とが連携をし，試行錯誤しながら子ども

たちのよりよい学びの提供を目指した実践を重ねて

いる。 

このような学習障がいの定義のうち「読む，書く」

の習得と使用に著しい困難を示す割合は８割を占め，

読み書き障害が学習障がいの中核であるとされてい

る[2]。発達性読み書き障がいとは，読み書きが完成

した成人になってから何らかの原因によって機能が

失われる後天性の読み書き障がいと区別される。以

下読み書き障がいと記述した場合は，発達性読み書

き障がいを示す。 

読み書きはすべての学習における基礎となるもの

であり，学習の導入期においてつまずきを有するこ

とは，後続の学習に大きな影響を及ぼすものと思わ

れる。また，読み書きにおける失敗経験を重ねるこ

とで自信や意欲を喪失し，周囲からの理解を得られ

ない結果として，心理的問題を二次的に引き起こす

可能性もあるため，早期発見および支援が求められ

る。さらに，読み書きは社会生活を営んでいく上で

必要不可欠なものであり，学校段階を終えるまでに

は，ある程度の技能を習得しておくことが求められ

る。よって，学齢期における読み書き障がい児に対

する支援は，その後の人生の質を決める重要な支援

となる。 

近年では読み書き障がいの指導や支援策の構築に，

従来の心身障がい学，教育心理学，臨床心理学およ

び精神医学の観点に加え，神経生理学や工学といっ

た他分野からのアプローチも盛んになりつつある

[3]。多様な専門性を有した研究者が共通の論題に注

目し研究を進めていく上では，読み書き障がいの判

断基準において，共通の枠組みをもって取り組む必

要がある。しかし，現時点では個々の研究者がそれ

ぞれの理論や視点で研究や実践を積み重ねているも

のの，それらを統括する系統立ったレビューはほと
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んどなされていない。 

このような点をふまえ，本論文では国をあげて

教育支援が行われている学習障がい，特にその中

核をなし，教育場面だけでなく人生を生きていく

上で基礎となる能力と考えられる読み書きについ

ての研究をシステマティック・レビューの手法を

用いて検討することを目的とする。システマティ

ック・レビューとは主に医学分野で用いられるレ

ビュー手法であり，目的とする医学的介入につい

てのエビデンスを明らかにするために， 世界中か

らの論文を特定の基準で網羅的に収集し，批判的

評価を加え，要約し，公表するための方法である

[4]。これにより，科学的知見が一貫性をもつもの

であるか，対象集団や状況，治療上のばらつきに

よらずに効果が一般化されるものであるかといっ

た点を実証することができるとされている。 

本論はこれまでの読み書き障がい研究のレビュ

ーを行い，論文の種類の変遷，論文内での読み書

き障がいの判断基準，さらに研究対象とする読み

書き障がい児をどのようにスクリーニングしてい

るのか，という３点について主に取り上げる。特

に障がいの判断基準は研究の妥当性，スクリーニ

ングは信頼性に関わる重要な問題である。 

また，本論では日本語話者に焦点を絞ったレビ

ューをおこなう。その理由として，第一に英語の

読み書き障がいの研究では読字障害つまり，ディ

スレクシアが対象が多いためである。ディスレク

シアとは文字を音韻に変換する際の機能障害とさ

れているが，日本語の場合には視覚的処理を行う

という言語特性を有している[5]。そのため英語の

ディスレクシアと日本語の読み書き障がいは特性

が異なる可能性がある。また，本邦における読み

書き障がいへの支援の実態を探るため，本研究で

は日本語話者の日本語の読み書き困難を取り上げ

た研究をレビューの対象とする。 

2. 方法 

対象論文条件 日本語を第一言語として使用する

話者における読み書き障がいを扱い，1999 年 1

月より 2009 年 8 月のまでの公開された論文を対

象とした。 

データベース Cini，医中誌，PsycINFO を使用

した。 

検索用語 検索用語として以下の用語を使用した。

読み書き障がい，読み障がい，書き障がい，発達

性読み書き障がい，発達性読み障がい，発達性書

き障がい，発達的読み書き障がい，発達的読み障

がい，発達的書き障がい，発達性ディスレキシア，

ディスレキシア，発達性ディスレクシア，ディス

レクシア，意味理解困難，書字表出障がい，読み

書き指導， 読み指導，書き指導，特異的言語理解

困 難 ， specific language comprehension 

impairment，simple view of reading，language 

disorder，reading disability，reading difficulties

であった。ディスレキシアやディスレクシアとい

う単語を併用したのは，研究者によって表記が異

なる例が見られたためである。また，和論文デー

タベースである Cinii や医中誌と，英論文データ

ベースのPsycINFOを利用するため英語表記とカ

タカナ表記を併用した。 

抽出方法 各データベースで重複している論文は

一つを選び，他のデータベース内のものは削除し

た。知的障がいに由来するものは学習障がいの中

の読み書き障がいという位置づけからはずれるた

めに削除した。また，視覚・聴覚障がいなどの器

質的障がいに由来する読み書き困難を報告したも

のも除外した。加えて学習不振の１つとして読み

書き困難がとらえられているが，指導・支援の焦

点が読み書き障がいにあてられていない論文も除

外した。 

その結果，185 件の論文を一次対象論文とした。

さらに，前述したデータベースでは検索できなか

ったが一次対象論文中に引用され，かつ上記の基

準によって抽出した 60 件を二次対象論文とした。

その結果，合計 245 件をシステマティック・レビ

ューの対象とした。 

3. 結果と考察 

研究の変遷 本研究でレビュー対象とした 245件

の論文や書籍を内容にもとづいて，「総論」，「症例」，

「指導事例」，「調査」，「実験」の 5 つのカテゴリ

に分類した。総論は，レビューや概説などのデー 
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タに基づかない論文や書籍をさす。症例は障がい

児の不全機能の報告を中心にした論文，指導事例

は支援の成果も併せて報告している論文とした。

調査は，スクリーング調査に代表される大規模な

質問紙によるデータ収集結果を報告する論文が該

当する。実験は障がいを有する児童の機能や障が

いの特徴を明らかにするため健常児を統制群とし，

実験計画に基づいた結果を報告しているものとし

た。 

論文のカテゴリごとに，経年での論文数の推移を

まとめた（Table1）。読み書き障がいについて書

かれた論文の件数は 2000 年までは１桁であるの

に対し，2001 年以降は２桁，特に 2002 年からは

20 件以上と急増している。21 世紀に入ってから

増加傾向にあるのは，前述の通り 2007（平成 19）

年から実施されている特別支援教育の導入に向け

て，教育現場や研究分野内での読み書き障がいへ

の関心が高まった結果と考えられる。 

個々のカテゴリ別に論文数を比較すると，1999

年から 2009 年までの 11 年間を通して総論が 105

件と最も多く，ついで指導事例論文が 50 件と多

いことがわかる。 

経年による変化を検証するため，今回レビュー

対象とした 10 年間のうち，1999 年から 2003 年

を前半期，2004 年から 2008 年までを後半期とし

て，総論を除いた実証研究の件数を比較した。こ

れは，読み書き障がいの実証的な研究をレビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し，今後の読み書き障がい研究に提言をするこ

とを本研究が目的としているためである。よって，

以降は総論を除き，症例，指導事例，調査，実験

の 141 本の研究に関して分析を行う。 

2（時期：前半・後半）×4（論文種類：事例・

症例・調査・実験）のχ2 乗検定を行ったところ，

有意な偏りが確認された（χ2(4)= 17.70,  p<.01）。

前半期から後半期にかけて，事例と実験の報告数

が増えている一方で，症例と調査研究は有意に減

尐した。この結果から，障がいの単純な不全機能

を明らかにするための症例研究やスクリーニング

などの調査研究から，障がいの克服や改善策の検

討，より詳細な能力の検証を目的とした事例研究

や実験研究に研究者の関心や取り組みが移行して

いることがわかる。 

判断基準 障がいの有無を判断した基準について

Table2 にまとめた。「乖離」とは言語性 IQ と動作

性 IQ に統計的な有意差が見られるものや，知的

水準と読み能力の差が平均から１SD 以上あるも

の，知的発達に遅れはないが読み書きに著しい困

難を有している状態等をまとめた。「文字系」はカ

タカナ・漢字が読めない，書字に時間がかかる，

漢字の読みに極端な困難を有しているといった状

態を示す。「DSM 系」は DSM-IV もしくは

DSM-IV-TR をもとに判断したものであり，「音韻

系」には音韻課題１/３以上の失敗，音節分解・抽

出・削除１/３以上の失敗などが該当する。その他， 

Tabel1 各年ごとの論文分類(単位：件) 

 

注 1：2009 年のみ，１月から８月に刊行された論文数を示す。 

 

日本認知科学会第27回大会 P2-24

510



 

 

 

保護者からの「聞き取り」や「専門機関」の意見

を参考にしたもの，「文科省」の定義に基づいたも

のなどがあり，単一の項目として分類しがたいも

のは「その他」としてまとめた。 

判断基準の偏りを検証するため，「乖離」，「文字

系」，「DSM 系」，「音韻系」，この 4 つに含まれな

い項目をまとめて「その他」として，χ2検定を実

施した。分析の結果，各判断基準の件数に有意な

偏りが見られた(χ2(4)＝56.18, p<.01)。件数とし

ては乖離が最も多く，注目されていることが明ら

かになった。 

しかしながら，乖離の件数は 33 件と 141 件中

22．9％であった。近年，読み書き障がい研究に

工学系などの他分野などからのアプローチが増加

している[3]。この現状を考慮すると使用した判断

基準を論文中に明示し，取り組みの視点を共有す

る必要がある。そのことにより，より効果的な支

援策やプログラムの考案につながると考えられる。 

スクリーニング 調査研究にカテゴライズされた

37 本の論文のうち，読み書き困難児のスクリーニ

ングを目的とし，かつ全体のうちの障がいを疑わ

れる児童のパーセンテージを報告しているものは

３本であった[6][7][8]。そのスクリーニング法は

大きく分けると，児童自身の読み書き障がいに特

化した課題を行い，その成績を比較したもの[6]，

教師の評定に基づくもの[7]と，両方に基づく論文

[8]の３種であった。 

読み書き障がいに特化した課題の成績をもとに

したスクリーニング調査では，レーブン色彩マト

リックス検査や漢字音読書き取り，ひらがな・カ

タカナ音読書き取りなどの課題が実施されている。

結果として，ひらがな読み書き困難児が全体の 

3.8%であった[6]。 

一方で，読み書きに関連した項目(例：「書けな

いカタカナがある」，「促音や拗音を読み間違え 

 

 

 

る」)を用いた調査の結果，教師評定は 7.0％であ

った[7]。この結果は，文科省が 2002 年に教員に

対して実施した「通常の学級に在籍する特別な教

育的支援を必要とる児童生徒に関する全国実態調

査」では，「知的発達に遅れはないものの学習面や

行動面で著しい困難を有している子どもが 6.3%

と同様の結果になっている[9]。 

このように，児童の成績に基づいた調査と教師

評定に基づいた調査の 2 種のスクリーニングでは

抽出される障がい児数に差が存在する。小学校低

学年児童 672 名に対して，読み書き障がいに特化

した課題と，教師評定を両方行った結果[8]では，

その差異が明確であった。具体的には，読み書き

障がいに特化した課題を用いた結果として，11 名

の児童（1.6 %）に障がいが疑われた一方で，教師

評定では 64 名(9.5％)に疑いありという結果にな

った[8]。これらの割合は，読み書き障がいに特化

した課題だけを使用した調査結果と教師評定のみ

を使用した結果がそれぞれ一致しているため，

[6][7][8]の結果の信頼性はあると考えられる。 

しかしながら，このような差異が生じた理由は

用いられたスクリーニングテストの特性の違い，

つまり妥当性に問題があると考えられる。教師評

定は教師の主観に基づく評価であり，障がいの疑

い有りと判断する基準が低く設定される。一方，

読み書き障がいに特化した課題では平均値よりも

－２SD の成績の児童を障がいの疑い有りとみな

すため基準が高い。いわば，教師の主観に基づく

評価とテスト成績という客観的評価に差異が生じ

ていると示唆される。よって，抽出された読み書

き障がい児の特性が異なると考えられる。 

仮に教師の評定とテスト結果双方で障がいあり

と診断された児童を第三次支援群,テストでは障

がいなしと診断されるが教師からは障がいありと

みなされる児童を第二次支援群とすると，これま

Table2 判断基準分類 

 

 

注 1：2 つ以上の基準を明記している論文は 3 件であった。 

 

 

注 2： 括弧内の数は 2 つ以上の判断基準を明記している論文の延べ数を示す。 

。 
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で多く効果が報告されてきた介入方法は主に第三

次支援群の児童を対象としたものであった[10]。

その効果も第三次支援群児童の結果を基にしてい

る。一方で，第二次支援群に属する児童は，学校

場面では教師から読み書き障がいを疑われながら

も読み書きに特化したスクリーニングでは障がい

が見出されず，結果的に支援を受けられない狭間

の存在となりうる。今後，より効果的な読み書き

障がいへの改善策を検証していくにあたって，こ

のような現場の評価とスクリーング結果の一致し

ない第二次支援群の存在に注意し，支援の内容を

考慮すべきであろう。 

具体的には，まず第１に，第二次支援群に属す

る児童らは読み書き障がいのサブタイプなのか，

それとも LD ではなく学習不振児の一部なのかを

明らかにしなくてはならない。第２に，第三次支

援群と第二次支援群では能力や障がいの程度に差

があるためそれぞれにあった個別の支援が必要で

ある。これに伴い第３点として，それぞれに適切

な支援策を実証的研究を通して明確にしなければ

ならない。 

このような，障がいの程度や性質の違いに応じ

て適切な支援を実施することが，今後の読み書き

障がい研究の課題といえるだろう。 
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Abstract 
This study tested whether the metaphoric expressions 

in a text bias the inferences about emotional events. 

Many researches have shown that emotions are often 

described with heat-related terms (i.e., “anger is heated 

fluid” metaphors) or animal-related terms (i.e., “anger 

is a dangerous animal” metaphors). If the use of 

metaphoric expressions affects our thought, it is 

expected that people make different inferences about 

emotional change or control of anger when different 

metaphors are used. In this study, participants were 

presented a story that described a woman getting angry 

and asked to infer the strength, controllability and 

responsibility of her anger. Four versions of the anger 

story were prepared by crossing the kinds of the 

metaphors (heat vs. dangerous animal) and 

conventionality (high vs. low). Although the results 

showed that there was little effect of the metaphors on 

the inference, the possibility that the metaphors affect 

the attribution of the responsibility of anger was 

suggested.    . 
 
Keywords ― metaphor, emotion, inference 

 

1. はじめに 

 我々は，日々，さまざまな感情を経験し，感情

に関して何らかの思考や判断を行っている。たと

えば，怒りであれば，その怒りの原因，身体や行

動に対する影響，怒りに対する対処等について，

何らかの思考や判断を行っている。そして，この

ような思考や判断には，感情をどのように概念化

するかが関与していると考えられる。 

 感情経験の概念化については，社会心理学や臨

床心理学等のほか，認知意味論等でも取り扱われ

てきた。認知意味論では，抽象概念について表現

する際に用いられる言葉に高い一貫性が見られる

点に注目し，これらの表現を具体的知識領域と抽

象概念との比喩的対応づけ（概念比喩）の現れと

して考えている。抽象概念の中でも，感情概念は

字義通りの言語表現では伝達することが困難であ

り，感情を表す比喩表現が多数存在している。た

とえば，日本語では“怒り”を表すためにに，“は

らわたが煮えくりかえる”“怒りが爆発する”“頭

を冷やす”といった慣習的な比喩表現が用いられ

るが，これらは全て“怒り”を“熱を持った物体”

と見なしている点で共通していると言える。 

Lakoff[1]や Kovecses[2]ら認知意味論研究者は，

“怒り”に関する表現を分析し，“怒り”概念は，

“怒りは熱い液体である”，“怒りは火である”，“怒

りは危険な動物である”等の概念比喩に関連した

表現で表されることを示してきた。また，彼らは，

これらの分析に基づいて，“怒り”の感情概念は，

“熱い液体”や“危険な動物”等の具体的な概念

との対応づけによって構造化されていると主張し

ている。この主張からは，抽象概念（ターゲット

領域と呼ばれる）を理解するには，具体概念（ソ

ース領域と呼ばれる）が必ず利用されることが予

測される。 

これまでのところ，慣習的な比喩表現が必ずソ

ース領域となる具体概念が喚起するという積極的

な証拠はないとする研究が多く見られる（たとえ

ば，[3][4]）。これらの研究からは，慣習的な比喩

表現は，比喩的意味を十分に獲得しており，表現

を理解する際に必ずしも具体概念を想起する必要

がないことを示していると考えられる。 

しかし，これらの研究は，慣習的比喩表現を理

解する際に，即時的にソース領域へのアクセスが

生じるかどうかを検討したものである。そのため，

比喩表現が，思考や推論のような高次の認知過程

に対してバイアスを与えるかどうかは必ずしも定

かではない。そのため，感情を表現するためにど
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のような比喩を用いるかによって，感情の大きさ

の見積もりや感情のコントロール等に関する見通

し等に影響を与える可能性は残されている。もし

も，感情をどのような言語表現によって表すかに

よって，感情に関する推論を変化させることがで

きるのであれば，アンガー・マネジメント等の場

面での応用が期待できると考えられる。 

そこで，本研究では，主人公が怒りの感情を経

験する物語を異なる比喩表現を含む文章によって

記述したものを読ませた上で主人公の感情に関す

る推測を行わせることで，この可能性を検討した。 

 

2. 方法 

 物語としては同一だが，怒りの記述に使われて

いる比喩表現が異なる文章 4種類を用意し，物語

を読んだ後，主人公が経験した怒り感情に関して

簡単な推論を行うよう求めた。 

参加者 大学生 92名が実験に参加した。 

実験計画 比喩の種類 2種（“怒りは熱い液体だ”

“怒りはどう猛な生物だ”）×比喩表現の慣用性

（高，低）の 2要因参加者間計画 

言語材料 ある主人公が怒りを経験する短い物語

１つを用意した。その際，物語に含まれる怒り感

情に関する記述のうち，6箇所を比喩表現とした。

これら 6箇所の比喩をどのような比喩にするかに

よって，4 種類の文章を用意した。まず，先行研

究[1][5]を参考に，怒りの比喩表現として，怒りを

「熱い液体」として捉えたものと「どう猛な生物」

として捉えたものの 2 種類を用いることとした。

そして，それぞれに対して，慣用性の高い比喩表

現と慣用性の低い比喩表現を用意し，文章中に埋

め込んだ。実験に使用した文章を表 1に示す。 

手続き 実験は冊子に用いて授業時間中に集団で

実施した。参加者は冊子に印刷された物語をよく

読んだあと，次の(1)から(4)の評定と(5)の自由記

述に回答するよう求めた。また、回答時には、物

語を読み直すことのないように教示した。 

(1)怒りを生じさせる出来事にであったときに主

人公がどれくらい強く怒りを感じていたと思う

か（５．強い怒りを感じていた—１．弱い怒りを

感じていた）， 

(2)怒りを強める出来事にであったときに、主人公

がどれくらい強く怒りを感じていたと思うか

（５．強い怒りを感じていた—１．弱い怒りを感

じていた） 

(3) 主人公は、どの程度怒りの表出を我慢するこ

とが可能であったと思うか（５．全く我慢でき

なかった－１．完全に我慢することができた） 

 

表表表表 1. 実験実験実験実験にににに使用使用使用使用したしたしたした文章文章文章文章 

メタファー

の導入 

山田さんは，整理整頓がされていないこ

とに（かんかんになる/煮え立つ/気に障る

/機嫌を損ねる）たちであった． 

セッティン

グ１ 

彼女の家はいつもきれいに掃除されて

いた． 

セッティン

グ２ 

あるとき，彼女の子どもたちは部屋をお

もちゃや洋服で散らかしていた． 

感情 

イベント１ 

子どもたちの態度は彼女の（怒りに火を

つけた/怒りに点火した/怒りを駆り立てた

/怒りをけしかけた）． 

感情 

イベント２ 

（彼女は怒りをふつふつとわき上がらせ

た/彼女は怒りをぐらぐらと煮えたぎらせ

た/彼女の中を怒りが駆けめぐった/彼女

の中を怒りがかけずり回った）． 

感情 

イベント３ 

彼女は怒りを（冷まそう/冷やそう/なだめ

よう/なだめすかそう）としたが，長男が口

答えをした． 

感情 

イベント４ 

そのことで（彼女の怒りは沸騰した/彼女

の怒りは沸点に達した/彼女は強い怒り

に襲われた/彼女は強い怒りに襲いかか

られた）． 

感情 

イベント５ 

母親が長男を怒鳴りつけると、子どもた

ちは片づけを始めた。 

感情 

イベント６ 

子どもたちが部屋をすっかり片づけて

も、彼女の怒りは（冷めなかった/冷却し

なかった/落ち着かなかった/鎮静しなか

った）． 

� （）内には，順に，液体-慣習性高，液体-慣

習性低，生物-慣習性高，生物-慣習性低の比

喩表現を示している。 
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表表表表 2 各条件各条件各条件各条件におけるにおけるにおけるにおける評定評定評定評定のののの平均値平均値平均値平均値 

慣習性 高 慣習性 低 慣習性 高 慣習性 低
(1) 怒りを感じる出来事に出会ったときの怒りの強さ 3.52 3.39 3.43 3.57

(0.97) (0.64) (0.82) (0.65) 
(2) 怒りを強める出来事に出会ったときの怒りの強さ 4.83 4.70 4.78 4.83

(0.48) (0.46) (0.41) (0.38) 
(3) 表出を我慢できた可能性 3.65 3.61 3.61 3.87

(0.81) (0.92) (0.77) (0.80) 
(4) 怒りの責任の所在 3.65 3.26 3.04 3.17

(0.81) (0.99) (1.00) (0.96) 
* 括弧内は標準偏差を示す。

生物 沸騰

 
 

(4) 主人公の怒りの責任は誰にあると思うか（５．

山田さん(主人公)の気質に原因がある－１．長

男の態度に原因がある） 

(5)物語の続きとして，この後 2～3 時間における

主人公の行動や感情の変化についての自由記述 

 実験に要した時間は 15分程度であった。 

 

3. 結果と考察 

 文章に含まれる比喩の種類と慣習性の違いが，

感情に関する推論に影響を与えるかどうかを検討

するため，まず，4 つの評定項目の平均値を求め

た（表 2）。続いて，それぞれの評定項目につい

て）関して 2要因の分散分析を行った。その結果，

原因の推測に関してのみ，比喩の種類の主効果が

有意傾向にあることが示された（F(1, 88) = 2.99, 

p <.10）。つまり，“怒りはどう猛な生物である”

に対応する比喩表現を含む文章を読んだ群の方が，

“怒りは熱い液体である”に対応する比喩表現を

含む文章を読んだ群よりも，怒りの原因を主人公

に帰する傾向が強かった。 

また，自由記述に関しても，記述内容をコーデ

ィングし分析を行った。その結果，主人公が罪悪

感を持ったり反省したりすることに対する記述の

頻度が，“怒りはどう猛な生物”比喩の方が“怒り

は熱い液体”比喩よりも，高い傾向があることが

示された。たとえば，“山田さんは怒り疲れ，一息

入れたとき怒りっぽくなってしまう自分に腹が立

つ”や“いくら口答えしたからといって怒鳴りつ

けるのはやり過ぎだったと後悔していると思う”

といった記述は，“どう猛な生物”比喩で多く見ら

れた。しかし，その他の記述内容に関しては，比

喩表現による推測の差は見られなかった。 

以上のとおり，本研究では比喩表現によって怒

り感情に関する推測が影響されることが積極的に

示されたわけではない。しかし，怒りの原因やそ

の後の感情変化等に関しては，どのような比喩表

現を用いるかによって感情に関する推測が影響を

受ける可能性が示唆された。今後，言語材料の変

更等を含め実験課題を洗練させ，更に検討を行っ

ていく必要がある。 
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Abstract 

The purpose of this article is to convert the method of 
the literary research from the reception of the literary 
work to the text generation. 
 
Keywords ―  Folk Tale, Text Analysis, Text 
Generation 

 

1. はじめに 

  本研究は，誰でもが知っている物語「桃太郎」

を素材とする．だが，誰もが知っているがそれら

は必ずしも全て同じではない．この物語には，今

日でも絵本の他に[5]など正義と悪の関係を逆転

させる話型などが出現している．[7]は，[14] [20]

から抽出したものに，ネット上に公開されている

テクストを加えて全国に散見される計 63 件の桃

太郎話を以下のような尺度によって比較検討して

いる． 

 
 桃：数、色、呼び寄せ方 

 回春型、果生型 

 桃をしまう場合、桃をしまわない場合 

 爺･婆の反応 

 きび団子 

 木を抜く桃太郎 

 お供：種類、その他のお供 

 鬼ヶ島の記述 

 鬼の倒し方 

 帰還 

 
一方で「みんな違って面白い」をサブタイトル

とする[20]は，[3]に先行する資料編の全巻を網羅

すると全国で流布している桃太郎話は 680 種類を

上回ると述べている．本研究の方針としては「桃

太郎」を[8] [11]のような悉皆調査ではなく，[9] 

[10]で示したテクストと実世界との関係について

考察する，社会によって翻弄された物語の変容を

構造的に示し，新たなテクスト生成の可能性を示

す事例とする． 

 

2. 桃太郎話の成立と変遷 

 この物語は，江戸時代までは桃太郎が桃から生

まれた「果生型」ではなく桃を食べて若返った婆

から産まれた「回春型」であったことが指摘され

ている[13]．ここでは回春型から果生型へと転換

した要因をテクストの外側から検討する． 

 

3. 硯友社 

 [22]では硯友社一派による桃太郎話の特徴が

記されている． 尾崎紅葉「鬼桃太郎」と石橋思

案「是非御覧日本一」は桃太郎の後日譚であり，

前者は桃太郎に退治された鬼ヶ島に鬼桃から産

まれた鬼桃太郎が復讐を企てるというもの，後

者は桃太郎と乙姫の間に産まれる玉のために使

われる安全分娩用具の「広告文学」とされてい

る．一方でこれらは回春型から果生型転換への

過渡期の作品と考えることも可能であろう．こ

れに対して巌谷小波「桃太郎」[4] は果生型で

宝物を持ち帰るという「普通」の話である．し

かし[22]でも指摘されているように，饒舌さの

中に「日本一」や「皇国」などの文言があり，

ナショナリズムの影を見出すこともできる． 

 

4. 教科書 
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1887（明治 20）年の『尋常小学読本』に掲載さ

れたのが初めてであるが，[13]には原文が引用さ

れその変遷ぶりが検討されている．ここでは，明

治時代に小学校の教科書に掲載されたことによっ

て，この物語が被った 2 種類の変容について指摘

しておきたい．一つは，果生型の定着である．生

殖・誕生・婚姻を捨象することで小学校に「相応

しい」話型を整えたものと考えられる．二つめは，

物語の平準化と全国的な浸透である．昔話や民間

説話は，文化や経済的特色，話者による相違など

地域特性を有しているものであるが，教科書とい

う強制力によって，物語の平準化が行われ，どこ

にでもある話となってしまったと考えられる． 

 
5. 柳田國男 

  [23]において桃太郎話とは神性を帯びた「小さ

子」の話であるとして様々な異型を収斂させる方

向性が示されている． [15]は当然ながらフィクシ

ョンであるが，民俗学研究と国家の体制維持との

間で辻褄を合わせる必要に迫られる出来事が描か

れている．なお，民俗学と文学，換言すれば声の

文化と文字の文化の優位性争いは，メディア特性

による相違だとする相対的な結論が無難ではある

が，[12]は神話の構造に世界的な共通性があるこ

とをコミックによって表現している． 

 

6. 第二次大戦中の長編アニメ 

 第二次大戦中に桃太郎を主人公とする 2 編の長

編アニメが製作された．筆者は双方とも視聴する

ことができたが，戦意高揚を目的としているもの

と考えられる．[18]について[22]には，「侵略主義

のシンボル，軍国主義の旗手として桃太郎」が描

かれており，ストーリー展開は真珠湾攻撃と軌を

一つにしている，という指摘がある． [19]は，大

日本帝国海軍による南方支配の構図が下敷きとな

っており，海軍兵士による日本語教室の模様など

が描かれている．そもそも侵略に合理的意義や動

機など存在するわけが無く，ここに後述する「動

機無き鬼退治」との親和性を見出すことができる． 

 

7. 構造 

 前章では成立過程から「桃太郎」を概観したが，

ここでは[7]がまとめた 63 件の具体例に関して物

語の構造から考察を行う．表 1 に構造から検討す

べき点をまとめた． 

 
表 1 構造から検討する「桃太郎」 

どのような 桃から生まれた 婆から生まれた 

誰が 桃太郎 

誰と 犬・猿・雉 蟹・臼・糞・ 
縄・他 

何の目的で  

何をして 鬼退治 

どうなった 宝物を 
持ち帰った 

嫁を 
連れてきた 

 

8. 引かれたもの 

「桃太郎」から剥ぎ取られたのは，「婆から生ま

れた」という回春のモチーフ及び「嫁を連れてき

た」という妻覓ぎ冒険譚のモチーフである．「桃か

ら生まれた」という果生型に限定されて行ったの

は教科書への採択が最大の要因と考えられる．生

殖や婚姻を脱落させたのは，幼児向きに単純化さ

せたためという解釈[2]がある．この点に関しては，

[23]と[17]で異なる見解が示されている．なお，[6]

は果生型ながら結末を妻覓ぎとする特異な話型と

なっている． 

 

9. 足されたもの 

一方で「桃太郎」で語られることが稀であるのは

「なぜ鬼退治へ出かけるのか」という目的の部分

である．救援要請や殿様からの命令という明確な

動機づけが示されているものがあることはあるが，

ほとんどは「鬼は鬼であるから退治する」という

暗黙の了解に基づいている．戦時中のアニメは，

侵略行為の動機や理由を明確化することを避けて

おり，まさにこの「動機無き鬼退治」と同じモチ

ーフとなる．これによって物語本体では欠落して

いても，話者や受け手によって動機や理由を補完

することが可能となる． 

 

10. お供の諸変奏 
桃太郎が鬼ヶ島へ至る道中で主従関係を結ぶお供
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は，犬と猿と雉という設定が一般的である．とこ

ろが，話の中で全くお供が登場しないもの，また

蜂，臼，牛糞などがお供となるケースや柿太郎な

ど「力太郎」系統との混交も散見される．このよ

うに，お供の数，種類ともに必ずしも一定ではな

い． 

 

11. 比較 
前章まで，「桃太郎」という物語がどのように社

会からいじくられたのかを明らかにしてきたが，

ここでは「桃太郎」をいじくることによってどの

ようなテクストが生成可能となるかを検討したい． 

 

12. 比較対象としての五大昔話 

 [2]は，日本の五大昔話として以下を掲載してい

る． 

 
 桃太郎 

 猿蟹合戦 

 舌切り雀 

 花咲爺 

 かちかち山 

 
しかし昔話の代表をこの 5 点とすることに特に

根拠は無く，「浦島太郎」その他の昔話を取り入れ

ている場合もあると記されている．本研究では 5

点の是非を問うよりも，桃太郎と比較する材料と

して他の４点を取り扱うこととする．さらに，[3]

に掲載されているパロディとして「ももく太郎」

も比較対象に加える． 

 

13. モチーフインデックス 
昔話あるいは民話を研究する際に使用する尺度

としては，アールネとトンプソンによるテールタ

イプ及びモチーフのインデックス[21]が一般に良

く知られている．[3]はこれに依拠しつつも日本の

昔話に特有の事情を考慮して構築されたユニーク

なインデックスである．なお，[3]は[16]に言及し

ているが，機能と登場人物との関係から日本昔話

に特有の事情を考慮すると，この理論の適用が難

しいという見解を示している．さらに，日本の民

話をモチーフによって分類した[1]もある． 

 

14. 昔話の演算可能性 
前述した五大昔話と桃太郎のパロディ話の登場

人物とモチーフを比較してみた．「爺」と「婆」は

「猿蟹合戦」を除く 5 点に，「犬」と「猿」そし

て「臼」はそれぞれ 2 点に登場する．3 章で述べ

たが，「桃太郎」のお供に「猿蟹合戦」が混交する

事例を考慮すると，「臼」の登場は 3 点となる．

このように登場人物のみを考察しても比較対象に

は何らかの関連性があるようだが，モチーフで検

討すると興味深い仮説を導き出すことができる． 

 
（「桃太郎」＋「猿蟹合戦」）×「かちかち山」 

＝「舌切雀」 → 「花咲爺」 

 
この発展仮説では，超自然的成長や動物の援助な

どをモチーフとする単純な話型のものから，モチ

ーフの複数化を獲得して話型が複雑になっている． 

 

15. テクスト生成の指針 
本研究に先立ち，様々な桃太郎話から祖形テク

ストを生成させる試みを行っている．この祖形テ

クストについては，再検討を行うなどテクスト変

容の具体例として精緻化を図って行く予定である．

また，登場人物/動物/物体の入れ替えモチーフの

入れ替え目的や動機の再設定も試みることによっ

て新たなテクスト生成へと向かうことができる．

社会によって「いじくられた」物語をこれ以降も

どのように「いじくる」のか実例を示してみたい． 
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Abstract 

Our study proposed the mechanism for 

generating storyboards that reflect a sequence 

of shots determined by each event composing 

the scenario. The storyboard depicts the specific 

image for producing a film. Then it involves a 

set of image information that consist of a 

sequence of shots, each shot size, each camera 

position and angle, and so on. The shot depicts 

the critical element for comprehending the film, 

that is, the scene laying a foundation for 

developing events or the primitive composing 

each event that is referred as the action unit in 

the concept-dependency theory. The size, the 

camera position, and the camera angle of each 

shot are determined on the basis of the 

primitive and the film grammar. 
 
Keywords ― Situation Model, Storyboard, Film 

Grammar, Shot 

 

1. はじめに 

現在，インターネット上における映像コミュニ

ケーションが盛んに行われている．その要因とし

て，映像通信技術の発展や，映像機器の価格低下

によって映像制作が身近になったことが挙げられ

る．一般の人々によって制作された映像，特に動

画投稿サイトに投稿されている映像は単一視点の

作品であり，また，時間が短いなどの特徴をもつ．

そのような映像では制作者の意図の伝達，つまり

コミュニケーションを正確に行うことはできない． 

映像制作において，ハリウッドでは分業制であ

るためシナリオライターと監督が違うという特徴

を持つ[1]．そのような映像制作の過程では，まず

シナリオライターが作品のイメージを浮かべなが

らシナリオに書き，その後に映像監督はそのシナ

リオを読み，具体的な映像イメージを図示にする．

この図示されたイメージを絵コンテと呼ぶ．この

ように監督の手によって図示された絵コンテは，

シナリオライターの思い描いたイメージと重なる

ことが多い[2]．つまり，シナリオには絵コンテは

もとより映像化の手掛かりとなる情報が含まれて

いることが分かる． 

 

2. 研究目的 

本研究は，シナリオに記述されているイベント

から導出される情報への映像撮影編集に関するル

ールを反映した絵コンテを自動的に生成すること

を目的としている．この目的は，静的映像である

絵コンテから動的映像であるシミュレーション映

像の制作という過程の土台を与えるものでもある．  

 

3. 絵コンテ 

絵コンテとは映像制作時に用いられる映像の具

体的な作品イメージを図示したものである．この

イメージ図にはカメラアングルや画面に映す被写

体の大きさであるショットサイズなどの映像撮影

に関する全ての情報が示されている[3]．それらの

情報を撮影情報，またはショット情報と呼ぶ．ま

た，作品の編集における構成情報についても含ま

れている．つまり絵コンテを生成するということ

は具体的な映像の設計図を作ることである． 

 

4. 映画文法 

映画文法とは，映像に没頭させ編集を意識させ

ないテクニックを体系化したものであるため，映
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像生成における撮影と編集の基本的なルールを与

えるものである．例えば，絵コンテに必要なショ

ットについての知識，画面におけるショット効果

などについて書かれている． 

本研究では，映画文法を使用することで，映像

の分かりやすさや編集上の正しさなどの知識を含

んだ絵コンテを出力するために用いられている． 

 

5. 絵コンテ生成手順 

シナリオは映像を構成するそれぞれのシーンを

記述したものである．シーンとは時間と空間が同

じ状況で起こっている出来事をまとめた単位のこ

とである．シーンの中で人物がイベントを起こす

ことによって我々は内容を理解している[4]．イベ

ント情報とはシーンに記述されている人物の動

作・状態情報の出来事情報のことを指す． 

映像作品は，イベントを撮影し，映像を編集に

よってつなぎ合わせて出力する．つまりイベント

についてショットを決定することができれば，物

語全体のショットを決定することができ，絵コン

テを生成することができる． 

 

 

また，映画文法は 1 つのイベントに対して常に

1 つショットで撮影することを禁じている[2]．特

に動作主と被動作主のいるようなイベントの場合

は，2 人を画面内に収めるショットのみを用いて

はいけない．この場合，動作主を撮影した後に被

動作主を撮影するという映像構成が求められる

（図 3 参照）．以上のようにイベントに対して複

数のショットを用いて撮影する必要がある（図 2

参照）． 

 

 

 

6. 絵コンテに必要な情報 

絵コンテに必要な情報を以下に示す． 

1. イベント情報 

2. 人物配置情報 

3. 編集構成情報 

4. ショット情報 

5. ショット時間(Time)情報 

 

6.1. イベント情報 

イベント情報については「5.絵コンテ生成手順」

で述べているので説明を省く． 

 

6.2. 人物配置情報 

絵コンテには実際の撮影において人物を的確に

配置しなければいけないため，人物配置情報を加

味する必要がある．しかしシナリオからは明確な

人物配置情報を導出することはできない．本来な

らば人物の配置によってカメラのポジションやア

ングルを決定することが望ましいが，人物配置情

報を得ることができないため不可能である． 

本研究では人物の距離を常に一定にした撮影空

間を想定している（図 4 参照）．また，生成され

た映像を混乱させないために，映画文法の「二人

の人物の存在に対するカメラの配置」を参考に決

定した[1][5][6][7]．そのようにイベントに適したカメ

ラを選択するという手法をとる． 

 

図 1. 絵コンテ生成イメージ 

図 3. イベントのショット分割実例 

図 2. イベントのショット分割 

図 4. 二人の人物の存在に対するカメラ配置 
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6.3. 編集構成情報 

絵コンテは，絵コンテ生成手順で示したように，

編集構成情報が必要である． 

生成された映像によって違和感を与えるような

編集をしてはいけない．そこで本研究では映画文

法におけるルールを用い，違和感を与えないため

の編集構成を決定し絵コンテを生成する．編集構

成手順については「8.編集構成情報決定過程」で

説明する． 

 

6.4. ショット情報 

ショットは大きく分けて視点情報と視野情報か

ら成り立っている．視点情報とは撮影空間におけ

るカメラの位置であり，視野情報とはカメラから

の見え方である． 

視点情報のパラメータはカメラ配置の高中低を

指す「レベル」やカメラの上下左右の傾きを指す

「アングル」などがある．視野情報のパラメータ

は人物の身体の基準ごとに画面における大きさを

決定する「ショットサイズ」などがある． 

本研究では文章情報からショットサイズを決定

する手法を重点的に追及している．現在，レベル

やアングルについては一部で扱っているが，人物

を撮影する際にレベルは「中（アイレベル）」であ

ある．また，アングルについてもひとりの人物を

撮影する場合には正面から撮影し，2 人を同時に

撮影する場合には動作をしている人物の顔が映る

ように被動作主の肩越しに撮影する（図 3 参照）

（図 4 のカメラ 4.5）．レベルやアングルについて

はさらなる研究が必要である． 

 

6.5. ショット時間(Time)情報 

アニメーションなどの絵コンテにはショットご

とに明確な時間的長さを示す必要がある．しかし

本研究ではショット長について扱わない．ショッ

ト時間情報は今後の研究によって付加する要素で

ある． 

 

7. 絵コンテ情報導出過程 

私たちは，シナリオにおいて記述されているイ

ベントについての知識を多層フレームにより表現

し，それを状況フレームと名付けた．状況フレー

ムは，時間，空間，人物・物，行為・状態フレー

ムとそれぞれのフレームの属性情報が書き込まれ

るスロットから構成されている[8]． 

シーンについては場面情報，シーンの空間情報

は空間情報，撮影対象の情報として人物・物情報，

編集構成情報やショット情報を決定する情報とし

て行為・状態情報が状況フレームから抜き出され

る．そのデータを「イベントフレーム」と呼ぶ．

（図 5 参照）ここで表わされる１行が１つのイベ

ントである． 

 

 

 

8. 編集構成情報決定過程 

イベントに対してショット列を構成する過程で

ある．絵コンテを構成する際には，イベントに対

してのカメラ配置の切り替えや，ショットサイズ

変更などの画面上の切り替えについて考慮しなけ

ればいけない． 

 

 

絵コンテは各イベントに対して撮影対象を映す

だけではなく，イベントの動作の種類によってカ

メラ操作タイプが変化する[2]．イベントの動作の

種類は概念依存理論のプリミティブによって与え

られる．プリミティブは 1 つの動作に対し複数の

プリミティブから構成されている．そこで，イベ

ントの動作をプリミティブによって分割し，その

プリミティブ毎にショットサイズを決定すること

でショット列を生成することにした． 

図 6. カメラ切り替えサイズ切り替え 

図 5. イベントフレーム例 
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この過程の入力データは「6.絵コンテ情報導出

過程」によって得たイベントフレームを用いる． 

以下にショット列出力ルールを示す． 

1. シーン変更時には空間情報を提示 

2. シーン変更のない場合は動作主の動詞に注

目し，その動詞辞書の動作プリミティブの

数と被動作主と対象物の数を足した数にイ

ベントを分割 

3. サブジェクトの数など，状況に最も適した

カメラを選択（図 4） 

映像作品はシーンの変化を明確に提示しなけれ

ばいけない．明確な提示とはシーンの最初に空間

情報を画面に表すことである．映画文法ではこの

ショットを状況設定ショット（Establish-Shot）

と呼ぶ．本研究では状況設定ショットをシーンの

一番初めに挿入することで理解しやすい映像を構

成する． 

 

9. ショットサイズ決定過程 

ショットサイズ決定過程は，編集構成情報決定

過程により想定されるショット列に対し，適切な

撮影イメージを与えるショットサイズ情報を付加

させる処理過程である． 

撮影内容に応じた適切な撮影イメージを与える

ショットサイズ情報は，理解しやすい映像制作の

基本である．本研究おいては，以下の 5 種類のシ

ョットサイズに注目した． 

Long-Shot 場面の変化を表すショットである． 

Full-Shot 人物の全身を撮影するショットで

あり，人間の存在や，人物の移動な

どの大きなアクションを含むイベ

ントを撮影するために用いられる． 

Waist-Shot 人物の上半身を撮影するショット

であり，これは会話などの人間関係

に関連するイベントを撮影するた

めに用いられる． 

Close-Shot 人物の顔や手先を撮影するために

用いられるショットである． 

Close-Up  人物の表情を撮影するために用い

られるショットである． 

ショットサイズは，特定の動作や状態と強い結

びつきがあることが映画文法から読み取れる．  

Long-Shot 以外のショット撮影方法は，人物の

動作や状態を表すためのショットである．  

ここでイベント分割に用いた各プリミティブと

各ショットサイズを対応させることでショットサ

イズを決定していく．映画文法によって各ショッ

トサイズの適切な用いられ方と最も近いプリミテ

ィブとを対応させることで決定した（図 8 参照）．

また状況設定ショットにはLong-Shotを対応させ

た． 

 

 

 

10.  考察 

本研究では，シナリオから絵コンテを自動生成

する過程を設計し，そのアルゴリズムを適用する

ことによって映像制作に必要なショット列とその

ショットの重要な要素となるショットサイズやカ

メラポジションとアングル情報が，プリミティブ

と映画文法によって得られることが確認された．  

ただし，現在のルールは人物が 2 人の時に限っ

ている．なぜならシナリオから人物配置情報が得

られないため，2人の時のカメラ配置と同様に，3

図 7. プリミティブ 

図 8. プリミティブとショットサイズの対応表 
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人の時のカメラ配置を映画文法のルールから決定

したいが，映画文法に 3 人の時の明確なカメラ配

置ルールと正しいショット列の構成が曖昧である

からである． 

今後の展望として，3 人以上の時の人物配置ル

ールや根本的解決のために人物配置情報を得るた

めの研究を行う．また，ショット長情報を得るた

めの研究を行う必要がある． 

現在の手法の確からしさを証明するために映像

の解析を行う必要がある． 実際の映像からショッ

トを抜き出し，ショットサイズを決定する．また

映像の動作を複数のプリミティブとして捉え，そ

の時のイベント分割とショットサイズがプリミテ

ィブと関わりについて調査を行う必要がある． 
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Abstract 

In the present study, the mechanism of automatic 

video editing was devised to provide comprehensible 

image of event sequence. Event sequence represented 

the interaction of two persons. Event information was 

provided through image analysis of videos captured by 

four cameras and speech analysis of sound recorded by 

head-set microphone. Then it was applied to some 

shooting rules on the basis of film grammar to 

determine each appropriate shot. We examined some 

videos edited in such a way and the devised 

mechanism to obtain some implications of event 

representation.  
 
Keywords ― Event sequence, Automatic Editing,  

Film Grammar, Comprehensible image, Shooting 

rules 

 

1. 研究目的 

近年，映像に関連する技術の発展により，誰で

も映像を撮影することができるようになった．さ

らに，撮影機器やインターネットなどの通信技術

の発展により，映像をコミュニケーションのひと

つとして利用する機会が増えてきている．しかし，

我々が普段目にするテレビや映画のような，視聴

者にとって理解しやすい映像を制作するのは，撮

影と編集に関する専門的な知識や技術がないと容

易ではない．そのため映像を自動的に撮影し，編

集する研究が進められている．先行研究[1][2][3][4]

では，映像の区切り（セグメントと呼ぶ）の長さ

を機械で処理しやすいようにあらかじめ定めてい

るが，本研究では，セグメントの長さをイベント

の長さによって決定している．これは，我々があ

るイベントの流れをみたときに頭の中で生成する

イメージ（心的表現と呼ぶ）もイベント単位で扱

っているとされており，表現方法が近いものであ

ると考えられる．セグメントの長さをイベントの

長さによって決定することにより心的表現と近い

表現ができ，視聴者にとって理解しやすい映像に

なるのではないかと考える．映画文法[5]に基づき

撮影をすること．さらに，得られた映像の理解し

やすさを検討することによって，イベント系列の

心的表現を考察することを目的とする． 

 

2. 映画文法 

映画文法とは，視聴者が映像を見たときに，意

識しなくても映像を理解できるような編集方法が

記されたものである．映画のあるワンシーンをシ

ョットという映像の単位に分け，図 1 のように，

人物の動きやカメラの配置，カメラで撮影した映

像の代表的なものを描いた図とともに，人物の映

る大きさや，カメラの操作方法などが自然言語で

記されている．シーンとは，ある定められた空間

の中で起こった出来事（イベント）の流れである

とする．ショットとは，切れ目なしに連続して撮

影された映像の単一断片を指すものである．撮影

時の技法によりバストショット、ミドルショット、

フルショットなどに分類される． 

 

図 1 映画文法内の図 
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3. イベント 

イベントとは，ある定められた空間の中で起こ

った出来事を指す．大きく分けて，アクションあ

り対話なし，アクションなし対話あり，アクショ

ンあり対話ありの 3 種類に分類できる．なお今回

はアクションの中で，もっとも単純な移動のみを

扱っている．つまり，移動あり対話なし，移動な

し対話あり，移動あり対話ありとなる．これらは

移動の有無と発話の有無により構成されている．

よって移動と発話の 2 種類をイベントと定義する． 

 

4. イベント情報 

環境認識カメラで撮影された映像を 0.2 秒毎に

サンプリング(5fps)し，静止画として保存する．

この静止画から移動しているのか静止しているの

かを導出する．同様に登場人物に装着したワイヤ

レスヘッドセットマイクで録音された音声を 0.2

秒毎に区切り，0.2 秒の間に発話があったかどう

かを導出する．しかし，ショットを選定するにあ

たり，イベントだけでは不十分なため，イベント

のほかに人物の位置，人物の向き，人物の認識番

号が必要となる．これらの情報を合わせてイベン

ト情報と定義する．イベント情報の導出方法は後

述する． 

 

5. システム構成 

本システムは図 2 のように画像解析部，音声解

析部，イベント判定部，ショット選定部で構成さ

れている．画像解析部では，撮影空間に設置した

環境認識カメラによって撮影された映像を処理す

ることによってイベント情報を導出する．音声解

析部では，登場人物に装着したワイヤレスヘッド

セットマイクによって拾われた音声を処理するこ

とによって発話の有無を導出する．イベント判定

部では，画像解析部と音声解析部で導出されたイ

ベント情報からイベントを判定する．ショット選

定部では，イベント情報から，映画文法に基づき

視聴者が理解しやすいショットイメージ（これを

目標ショットとする）をイベント単位で導出し，

そのショットと同じショットイメージを与えるシ

ョットカメラの映像を抜き出す．そして，それら

を時系列的に組み合わせて出力をするという流れ

になっている． 

 

図 2 システム全体の流れ 

 

6. 撮影空間 

図 3 のように撮影空間は，縦横に 4.0m，床は

0.4m間隔で 10×10マスの格子状になるように区

切られる．この撮影空間のまわりに環境認識カメ

ラとショットカメラを設置する． 

環境認識カメラとは，撮影空間内の人物の数，

人物の位置，人物の向きなどを検出するための映

像を撮影するカメラである．撮影空間の対角線上

に撮影空間の中心から，約 3.39m の距離に設置す

る．画像解析部での処理を考えて，人の腰の高さ

（約 0.92m）で設置する．なお環境認識カメラで

はイベントの同定に使用するために，各環境認識

カメラで人物の映っていない背景のみの画像（背

景画像）を撮影しておく． 

ショットカメラとは，撮影空間内で起こった出

来事を撮影するためのカメラである．ショットカ

メラは，約 1.6m の高さで，撮影空間の中心から

縦横に約 3.2m の距離と，対角線上に約 4.53m の

距離で設置する． 

 

図 3 撮影空間 

 

7. イベント情報導出方法 

人物の位置は 1 フレーム毎に導出している．図

4 のように，各環境認識カメラからの角度θが算
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出できれば，2 直線の交点を求める式から人物の

座標が導出できる．θを求めるための解析手順は

次のようになっている． 

1. 背景画像と入力画像をグレースケール化し，

平滑化する． 

2. 背景画像と入力画像の差分をとる． 

3. 二値化し，ノイズを除去する． 

4. ラベリングをし，重心を求める． 

5. 環境認識カメラから撮影可能な範囲と画像

を 39 等分し，どの範囲に重心があるかを求

め，環境認識カメラからの角度を算出する． 

その後 2 直線の交点に一番近い座標に人物がい

るとし，人物の位置を導出している．なお人物の

位置は(0,0)～(10,10)で表現される． 

人物の向きの導出は，前後のフレームで位置の

差を計算し，左下を 1 とし，反時計回りに 1~8 の

数値を与えている．なお，位置の差が無かった場

合は，前のフレームと同じ方向を向いているとし

ている． 

 

図 4 人物の位置の導出 

発話の導出は，登場人物に装着したワイヤレス

ヘッドセットマイクによって拾われた音声を解析

することによって導出する．録音した音声を 0.2

秒毎に区切り，区切られた範囲内の音声データを

それぞれ解析する．登場人物が発話した場合，音

声データの振幅が大きくなる．これを利用し，振

幅が閾値を超えた回数を記録し，その回数が 50

回を超えた場合に発話があったとする．画像解析

部との同期を考え秒単位ではなく，0.0 秒~0.2 秒

を 0 フレームというようにフレーム単位に変換し

ている．これらをもとに，イベントを判定し，そ

のイベントに対応したショットを選択する． 

 

8. ショット選択ルール 

映画文法を基にショット選択ルールを構築した．

映画文法にあるイベントのショットイメージ（目

標ショット）と同じショットイメージを与えるシ

ョットカメラを選択する．移動の場合アクション

ラインを引き，その片側にあるカメラを選択する．

アクションラインとは，映画文法内に記されてい

るカメラ配置の基本的な原則の一つで，移動とい

うアクションに対しては，人物の移動の軌跡上に

引かれるものであり，基本的にはアクションライ

ンの片側に設置したカメラからの映像を使用する．

その中でも，動きの始めの座標と止まったときの

座標が映るカメラを優先的に選択する．二人の対

話の場合は，イマジナリーラインを引き，その片

側にあるカメラを選択する．イマジナリーライン

とは，あらゆるシーンで中心となる二人の人物の

間で生じる関心を示す線のことであり，この線の

一方の側のカメラを選んだら，その側から離れて

はいけないという基本的な規則である．これを守

らないと，ショット間で人物の位置が逆になって

しまい，視聴者が混乱をしてしまう．その中でも，

発話者の顔が分かるように，人物の顔が正面に映

るようなカメラを選択する．これらは，人物の座

標と人物の向き，各ショットカメラの位置の情報

を基にショットカメラに映るか映らないか，顔が

正面に映るか映らないかを算出している． 

 

9. 結果 

ショット選択の時に 1 つのイベントに対して，

複数の候補が選択され，最終出力となる映像が複

数出力されてしまった．出力候補となる映像全て

が視聴者にとって理解しやすい映像であれば，出

力候補の中から 1 つ選んで出力すればよい．本当

に出力候補となる映像が全て視聴者にとって理解

しやすい映像となっているのかを調べるために，

「二人の人物の対話」という 1 つのシナリオにつ

いて実験を行った． 
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このシナリオは『A さんがやってくる．すると

前から B さんがやってきた．A さんは言った「こ

れから学食に行くけど，一緒に行かない？」B さ

んは言った「俺は先に研究室行くよ」二人は別々

に去って行った．』となっている．図 5 にシナリ

オの流れを示す．出力候補となる複数のショット

を組み合わせて A~P の 16 本の映像を制作した．

被験者として，大学生 12 人に協力してもらい，

それぞれの映像に対して，以下の 5 つの質問項目

について 7 点尺度上で評価してもらった． 

① 発話者の様子が分かったか 

② 聞き手の様子が分かったか 

③ シーン全体を通して登場人物の位置関係が

分かったか 

④ 映像全体のイベントの流れが分かったか 

⑤ 映像全体のイベントの内容が分かったか 

これらの質問で得られた評定に対して，多重比

較検定を用いて各質問項目で映像間の有意差を調

べた結果，③シーン全体を通して登場人物の位置

関係が分かったかという質問に対して映像(E)に

有意差が見られた．図 6 は質問③に対する参加者

の 7 段階評価である．評価が低かった映像(E)は，

人物Aと人物Bの入退場のショットが対称性を保

っておらず評価が低くなったと考えられる． 

 

図 5 二人の人物の対話シナリオの図 

 

図 6 質問③に対する参加者の 7 段階評価 

10. 考察 

視聴者にとって理解しやすい映像の候補をいく

つか出力することができた．しかし実験から，出

力候補となる映像の中に視聴者にとって理解しづ

らい要素をもった映像が含まれてしまうことが分

かった．そのため，この理解しづらい要素をもっ

た映像を取り除く仕組みが必要となってくる．ま

た，今回はアクションについて移動しか扱ってい

ないため，今後姿勢の変化などをアクションとし

て認識するための仕組みも必要となってくる．さ

らに，人間が注意を向けている場所を大きく表示

するなど，より視聴者にとって理解しやすい映像

を出力する仕組みを組み込むことが今後の課題と

なってくるだろう．環境認識カメラ 4 台の映像を

利用し，イベント情報を導出しているため，今後

カメラの性能の向上により撮影可能な範囲を容易

に広げることが可能となると考えられる． 
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Abstract 

In order to investigate the mechanism that 

underlies mental simulation during story 

comprehension, we designed the system that can 

generate animation from the story text. Mental 

simulation is analogous to mental reproduction of 

the microworld depicted by each sentence. It was 

revealed that animation needs information 

composing the microworld as well as information 

determining how to shoot the microworld. Based 

on these findings, we indicated the mental 

representation and some mental computations 

necessary to mental simulation. 

 
Keywords ―  Situation Model, Mental 

Simulation, Automatic Generation of Animation, 

Film Language 

 

1. 研究概要 

  現在の認知科学では，人間は文章（や映画）を見

る際，頭の中に心的小世界を作り出して理解をして

いると考えられている。本研究はこの頭の中の心的

小世界がどのような構造で作られているかを参考

にし，それに近いようなアニメーション映像を自動

で生成することで，人間の理解を助ける，あるいは

文章を見なくとも，それを読んだときと同様に理解

ができるようなシステムの構築を目指す． 

  これまでにも，文章からアニメーションを生成す

るという研究はなされてきたが，それらの中でも，

心的小世界の視点や，何に注目して構成されている

か，といった部分に焦点を当てた研究は十分になさ

れているとはいえない．しかしこの視点は決して固

定ではなく，むしろ注目すべきものはそれが更新さ

れるごとに変わるものだと考える．そこで本研究で

は，人間が心的小世界を作り出す際にどこに注目し

ているかを考え，これをカメラ操作という形でシス

テムに組み込むことでより没入感を与えられるア

ニメーションの生成を目指す． 

 

2. 状況モデル 

 本研究ではテキストからアニメーションを生成す

るモデルとして，状況モデル[1][2]という考え方を導

入する．状況モデルとは，テキストに記述された状

況についての心的表現であり，人間が物語を理解す

る際に頭の中で構成する心的小世界のことである． 

 状況モデルを生成するために，まず人はテキスト

から表層的な言語情報を得る．次に得られた言語情

報に関連する情報を自らの世界知識から活性させ，

計算や推論を行う．最後にこれらの情報を統合し，

その状況についての状況モデルを形成する． 

 Zwaanによると状況モデルを形成するためには 5

つの次元，すなわち時間，空間，人物や物，因果，

意図(行為)の情報が重要であるとされる．そこで本

研究ではこれを踏まえ，図 1 のように自動処理が困

難な因果を除いた時間，空間，人物，物，行為を注

目すべき要素とし，これらをテキストから導出する． 

 

図 1 状況モデルの注目すべき要素のイメージ 
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 人間が状況モデルを生成する際，自分自身がまる

でテキストに記述された状況の中心にいるかのよう

に感じ，物語に没入することで理解をしていると考

えられている．つまり，常に遠くからその状況を傍

観している舞台的な表現ではなく，映画のように注

目する情報によって視点を様々に変化させていると

考えられる．本研究ではこのような視点の変化をカ

メラ操作として実装し，図 2 のように文中のどの要

素に注目しているかといった情報からこれを決定，

より没入しやすいアニメーションの生成を行った． 

 

図 2 カメラ操作を決める要素のイメージ 

 

3. システムの構成 

 本研究の大まかなシステム構成及び処理は以下の

図 3 のようになっている． 

 

図 3 アニメーション自動生成システムの構成 

 本システムは，物語テキストを入力とし，まず自

然言語処理を行う．解析結果から一文ごとにアニメ

ーション生成に必要な言語情報を導出．これらの情

報をフレーム構造の中に格納し，更新と計算を行う．

次に今回のアニメーションにおいて重要なカメラ操

作を決定するため，これらの情報から if-then で決

定した撮影ルールを適用する．以上の過程で導出し

たアニメーションに必要な情報を全て TVML 言語

に変換し，TVML Player に読み込ませる．これに

より，TVML に内蔵されているデータでは足りない

キャラクタや動作のデータをデータベースから引用

し，場面ごとのアニメーションが生成される． 

 

4.テキストからの情報の導出 

 初めにテキストからアニメーションに必要な情報

を導出する処理について詳しく説明する．この部分

の構造は図 4 の通りである． 

 

図 4 アニメーションに必要な情報の導出過程 

 本研究では，入力となるテキストを解析しやすい

ようにあらかじめパターン化した状態で扱う．この

パターン化によって，一文に行為は一種類としてい

る．まずテキストに形態素解析を施し，単語に分割

する．本来ならばここで行うべき構文解析は文のパ

ターン化によって必要がなくなり，意味解析は現段

階では実用的な処理が困難なため，テキストに出て

くる単語の意味をあらかじめ辞書として用意するこ

とによって回避している．これらはよく用いられる

名詞辞書と動詞辞書に分かれており，例えば動詞辞

書には動詞ごとの入退場に関する情報といった，本

研究に必要な情報も付加できるようになっている． 

次に単語分類プログラムによって単語ごとの文中

での意味を格助詞と主語から決定する．ここでは文

中の名詞を深層格[3]に当てはめ，後の処理で利用し

やすくしてある．また主語は，動作，感情，状態の

全てを持つ「人物」，感情は持たない「物」，どちら

にも当てはまらない「その他」に分類した．この決
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定のアルゴリズムは表 1 のようになる． 

表 1 格助詞と主語による深層格の決定 

格助詞＼動作主 人物 物 その他

が/は

に 被動作主 対象 空間

へ 被動作主 対象 終点

を 被動作主 対象 空間

、 ― ― 時間

から ― ― 起点

で ― 道具 空間

動作主

 

 ただしいくつかの例外があり，例えば従属や装飾

を示す格助詞「の」については状況によって前後の

単語の関係が大きく変わるため，現段階では処理方

法を決定しきれていない．また表には記載していな

いが，助動詞「と」については常に並列を表す助動

詞として扱い，これは前後の単語の深層格を等しく

する働きをもつ． 

このようにして決定された文中の各単語は，その

役割に応じて状況フレームに格納，編成される． 

 

4.1.状況フレーム 

 本研究では状況モデルという概念を利用しテキス

トから情報を導出するため，これを知識表現として

コンピュータ上で編成できる必要がある．本研究で

はこの知識表現に Minsky[4][5]のフレーム理論を用

いた．これを状況フレームと呼ぶ． 

 一般的にフレームは階層構造の形を取る．状況モ

デルもまた，必要とする情報によって重みがあるこ

とを考えると階層構造と言えるため，これらは親和

性が高い．各フレームは，そのフレームが持つ要素

を表すスロットを持ち，スロットには状況に応じて

様々な値が代入される．スロットに値が代入される

と，そのスロットに関連する情報を表す下位フレー

ムを探索、移動し，下位フレームが見つからなかっ

た場合は新たに生成される．ただしこれを繰り返す

と無限にフレームを生成しなければならなくなるた

め、本研究では状況モデルにおける重要な情報をそ

のままフレームとし，それ以上に細かい情報のフレ

ームは生成しないものとする．本研究における状況

フレームの構造を図 5 に示す． 

状態フレーム
・状態名
・程度
・動作主
・被動作主
・道具
・対象

感情フレーム
・感情名
・程度
・動作主
・被動作主
・対象

動作フレーム
・動作名
・程度
・動作主
・被動作主
・起点
・終点
・道具
・対象 会話フレーム

・会話文

人物フレーム
・名称
・属性
・動作
・感情
・状態
・登場回数

物フレーム
・名称
・属性
・動作
・状態

場面フレーム
・時間 ・空間
・人物 ・物

 

図 5 状況フレームの構造 

現在解析している文における，最も重みが大きい

と考える時間，空間の情報と，その空間の中に存在

する人物，物をひとつの場面(シーン)とみなし，こ

の場面のフレームが始めに生成される．場面フレー

ムは最も重みのある情報群であり，時間，空間フレ

ームと呼べるものを内包していると考えられる．次

に空間の中に存在する人物，物に関するフレームが

生成され，最後にその人物や物の変化，すなわち行

為に関するフレームが生成される．また，人物の発

話あるいは会話は他の行為に比べて情報の重みがあ

ると考え，本研究では会話に関するフレームを実装

した．ただし会話内容を解析すると非常に複雑な処

理が必要になってしまうので，フレームの生成はこ

こで終了となる． 

 

4.2.アニメーション生成に必要な情報 

 状況フレームに編成した情報を用いることで場面

設定は整うが，本研究ではメンタルシミュレーショ

ンにおいて注目する場所がどこであるかが，メンタ

ルシミュレーションを構成する重要な要素と捉える．

そこで状況フレームに編成された要素に計算，推論

を加え，アニメーションにおける視点の変更すなわ

ちカメラ操作を決定する情報を導出する．これらは
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複数の要素や複数の文から決定する．表 2 にその種

類と性質を示す． 

表 2 カメラ操作を決定する追加情報 

 場面変化の判断 場面が変化した文の推論

 場面の登場人数
その場面に何人の人物が
登場したかの計算

 動作主/被動作主の人数
その文で動作主と被動作
主が何人いるかの計算

 場面に初めから存在する人物
存在はしているが言及
されていない人物の推論

 場面ごとの人物の登場回数
登場人物ごとの各場面内
での登場回数の計算

 物語中の人物の登場回数
登場人物の物語を通して
の登場回数の計算

 場面ごとの主人公
各場面において最も注目
すべき人物の推論

 物語の主人公
物語全体において最も
注目すべき人物の推論

 人物の位置情報
登場人物をどこに配置
するかの推論  

 まず場面変化が起こるという情報から，状況説明

ショット(establish shot)の利用を判断できる．場面

の登場人数をあらかじめ計算することで人物の位置

情報を決定し，場面ごと，物語全体の人物の登場回

数を計算することで場面ごと，物語全体それぞれの

主人公を決定することができる．この主人公は最も

注目される人物である．このような追加情報によっ

てカメラ操作がより詳細に決まる． 

 基本的にこれらの情報は，文ごとのオンラインな

情報を編成する状況フレームには格納できない要素

であるが，例外として人物の登場回数は人物に関す

る情報であると考え，人物フレーム中にスロットと

して用意している． 

 状況フレームとカメラ操作を決定する追加情報が

全て編成されると，これをアニメーションに必要な

情報として CSV 形式のテキストファイルにして一

度出力する． 

 

5. 撮影ルールの適用 

  アニメーションにおける視点とはすなわちカメラ

の配置である．そこで本研究では，導出されたアニ

メーションに必要な情報から if-then ルールにより

カメラ操作を決定し，生成されたアニメーションに

状況によって変化する視点の概念を導入する．撮影

ルールの適用及び最終的なアニメーションの出力

までの過程を図 6 に示す． 

 

図 6 最終的なアニメーション生成までの過程 

  今回，視点を決定する撮影ルール構築のために映

画文法[6]を利用した．映画文法とは映画制作関係者

によって経験則的に養われた知識を自然言語によ

り記録したものである． 

  アニメーションに必要な情報が記載されたテキス

トを読み込み，文ごとの情報に撮影ルールを適用す

る．決定したカメラ操作の情報を加え，これらの情

報を TVML[7]言語で記述された TVML ファイルに

変換する．これは本研究ではアニメーションの出力

に TVML Player を用いるためである．TVML は独

自のインタプリタ型言語である TVML 言語を持ち，

TVML 言語で記述されたファイルを TVML Player

に読み込ませることでアニメーションを生成する

ことができるソフトウェアで，TVML Player によ

る映像はカメラを非常に自由に配置することがで

きる．また本研究では，あらかじめ TVML に用意

されたデータでは汎用性に問題があると見て，新た

にキャラクタや動作のデータを作成し，TVML 

Player で利用できるようにしている． 

 

5.1. 撮影ルールのカメラ操作モデル 

  本研究のカメラ操作モデルは，初めに場面情報が

変わったかという情報，次に文中の動作主が人物ま

たは物であるという条件の下で，動作主及び被動作

主が何人いるかという情報によってショットを決

定する．このカメラ操作モデルを図 7 に示す． 

日本認知科学会第27回大会 P2-29

532



場面情報が
変化したか

被動作主がいるか

動作主が
複数か

より多くの人物に注目する
グループショット

動作主又は
被動作主が複数か

人物間のインタラクション
に注目するショット

１人の人物を
映すショット

状況説明ショット
(establish shot)

 

図 7 ショット決定のカメラ操作モデル 

  以下で各ショットの説明をする． 

A) 状況説明ショット(establish shot) 

状況説明ショットとは Griffith[8]が提唱したもの

であり，場面の冒頭に挟むことにより視聴者が状況

を理解しやすくなるショットのことをいう．後に説

明する Long Shot がこれに該当する． 

B) 一人の人物を映すショット 

このショットでは，注目する人物が画面の中央に

収まるようにカメラを配置する．また，その人物の

動作の種類を分析することでカメラのショットサイ

ズを決定する．ショットサイズとは映像を意識的に

空間文節するものであり，一般的には人物の心理的

な距離の描写等に利用される． 

本研究で扱う CG キャラクタは等身が現実世界の

人間とは異なるため，図 8 のように統合した四種の

ショットサイズを利用する． 

環境

シチュエイション

存在

アクション

人間関係

表情手先

顔 魅力

LS（ロングショット） FS（フルショット） WS（ウエストショット）CU（クロースアップショット）

状況
人間関係環境 存在

アクション 手先
顔

表情
魅力

Long shot Full shot Closeup shotWest shot  

図 8 意味的な分類によるショットサイズ 

C) 人物のインタラクションに注目するショット 

会話や物の受け渡しといった，二人の人物の関連

性を表すショットでは，個々の人物ではなく動作の

受け手の表情や周囲の背景など，そのシーンの出来

事そのものを映す必要がある．これを満たす撮影方

法として求心ショット，中でも図 9 のように，一般

的に映画製作等の会話シーンで扱われる肩越しショ

ット(over-the-shoulder)，すなわち一方の人物の背

後から頭と肩のリア映しこみ，その向こうに相手を

映すといったショットで撮影する． 

 

 

 

 

図 9 二人の人物の会話シーンの撮影 

D) より多くの人物に注目するグループショット 

映画等でグループ撮影を行う場合，グループ内に

は必ず最も注目されるリーダー的人物すなわち主人

公が存在し，その人物を中心にしてシーンが構成さ

れるため，その人物を主体としたカメラ操作が行わ

れる．そこで，物語あるいは場面の主人公，つまり

一つの場面で最も言及されることが多かった人物を

中心に撮影するショットを扱う． 

  アニメーションに必要な情報のうち撮影ルールを

決定する要素は大きく分けて場面 (scene)，人物

(character)，出来事(event)の 3 種類であり，これら

の要因により決定するカメラをそれぞれシーン駆

動，キャラクタ駆動，イベント駆動のカメラと呼ぶ．

ここでいう場面とは，状況フレームにおける時間と

空間の情報のことである．  

 これらのアニメーションに必要な情報とショットの

対応関係は図 10 のようになる． 

場面(scene)フレーム
時間
空間
人物
物

人物(character)フレーム
行為（動作，感情，状態）
登場回数

より多くの人物に注目
するグループショット

行為(event)フレーム
動作主
被動作主
道具
対象
行為の種類- 移動を伴う動作

上半身の動作
全身の動作
感情
状態

人物間のインタラクション
に注目するショット

１人の人物を映すショット

状況説明ショット
(establish shot)

アニメーションに必要な情報
（状況フレーム，カメラ操作を決定する追加情報） ショットの種類

場面変化の判断

場面の登場人数
場面ごとの主人公
物語の主人公
人物の位置情報

動作主/被動作主の人数
場面に初めから存在する人物

 

図 10 状況フレームとショットの対応関係 

  例として，我々が“桃太郎は犬に吉備団子をあげ

た”という文を読んだとき，撮影ルールに従うと動

作主である桃太郎と被動作主の犬という二人の登
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場人物がいることから“人物間のインタラクション

に注目するショット”によってこの状況をシミュレ

ートする．このとき登場人数から二人は空間の中心

で向きあって立ち，初めに被動作主である犬の後ろ

から肩越しショットで撮影し，次に物を受け取った

犬を桃太郎の背後から肩越しショットで撮影する，

といったカメラ操作が決定される． 

6. 結果と考察 

 “桃太郎”の物語テキストをパターン化し，シス

テムによって一部試験的にアニメーション化を行っ

た．出力されるアニメーションのわかりやすさを考

え，桃太郎が鬼退治に出かけ，3 匹の動物をお供に

する場面を利用した．出力の結果，様々な問題や不

具合が発生した． 

 まずテキストについて，今回“桃太郎”の物語を

利用したが，この物語には主人公である桃太郎が状

況フレームの構造上では二人存在することになって

しまう．初め赤ん坊として登場した桃太郎は，しか

し，長い時を経て成長し，成人男性あるいは青年と

なる．この二人は同一人物であるため，状況フレー

ムの中ではどちらも“桃太郎”として扱うべきであ

る．しかし文中の情報から作成されるフレーム構造

の中では，赤ん坊と青年の桃太郎を同一とみなすの

は困難である．これを処理するためには“なる”と

いう動詞に対して A と B を同一とみなす，といった

特別な意味を持たせる必要があるが，単語の意味も

場合によって変わってくるため判断が非常に難しい． 

 今回アニメーションの出力に TVML Player を使

用したが，本来 TVML は TV 番組を作るという目的

で制作されたソフトウェアであり，本研究の目的に

沿うようなアニメーションを生成するものではない．

そのため，キャラクタの表示が思い通りにいかなか

ったり，PC 環境によって表示距離などが細かく変

わってしまったりといった不具合が多く発生した． 

 またキャラクタの配置の都合上，カメラの位置に

よってはキャラクタがキャラクタの後ろに隠れてし

まうといった問題も起こった．肩越しショットの場

合は内側から切り返した遠心ショットで二人の人物

を別々に撮ることで解決できたが，グループショッ

トの場合都合のいいカメラを探すとカメラの選択肢

が大量になるためあまり現実的ではない． 

 

7. 結論 

 本研究は，アニメーションの生成に必要な情報と，

アニメーションにおける視点，すなわちどのように

撮影するかを決定する情報を導出することによって

アニメーションの自動生成を実現すべく取り組んで

きた．今回の研究と試行によって，尐なくともアニ

メーション生成に必要な情報が何なのか，視点を決

定する情報が何なのか，の指針が得られた．同時に

これらはメンタルシミュレーションにおける心的表

現や，それに伴う計算，推論に必要な情報について

指摘することも可能にしたといえる． 
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Abstract 

While words have referential meaning which refers 

to objects, properties, events, relations and actions in 

the physical world, phrases have functional meaning 

which exerts an influence upon listeners. Robots in 

everyday situations need to understand both the 

meanings, and the paper proposes a method for 

acquiring the both meaning through interaction in a 

dining table simulator. A robot in a simulator learns the 

referential meaning based on the co-occurrence 

between the words and the objects or actions, and the 

functional meaning by reinforcement learning. The 

acquired knowledge of semantic meaning bootstraps 

the functional meaning acquisition, and vice versa. 

The result of a preliminary experiment is also 

reported. 
 
Keywords ―  referential meaning, functional 

meaning, co-occurrence, reinforcement learning, 

language acquisition 

 

1. はじめに 

 ロボットが人との自然なやりとりの中で言葉の

意味を獲得することができれば，たとえ未知の場

面であっても，人の意図を正しく理解し，その場

に応じた振る舞いができるようになる．これは予

め言葉と行動の対応表をロボットに登録しておく

ことに比べて，言葉を覚えるまでに時間がかかる

一方，人それぞれの言い回しや省略の仕方にも柔

軟に対応することができる．また，人が明示的に

ロボットを訓練する場合に比べて，訓練しなけれ

ばいけないという心理的な壁がなく，人が意識し

ていなかった言葉の意味まで獲得できる可能性も

ある． 

 獲得すべき言葉の意味には，物や動作を指し示

す参照的意味と，聞き手に影響を与える働きを持

つ機能的意味の２つがある[1]．参照的意味の獲得

については Roy[2]や Yu と Ballard[3]らの研究が

あり，機能的意味の獲得については左ら[4]の研究

があるが，これらの研究では参照的意味と機能的

意味のどちらか片方だけに注目している．しかし，

参照的意味と機能的意味には相補的な性質があり

[5]，同時に学習していくことで効率的に獲得する

ことが期待できる． 

 そこで本研究では，参照的意味と機能的意味を

同時に学習する方法を提案する．本手法では，発

話と状況（または行動）の共起の数え上げと強化

学習を組み合わせることで，参照的意味と機能的

意味の学習を相補的に進める． 

 本稿では，人とロボットのやりとりの場面とし

て，人とロボットが食卓に向かい合って座り，食

べ物や食器などを指差したり渡してもらったりす

る状況を想定する．ただし，現時点では実際の食

卓ではなく，食卓を模した食卓シミュレータを用

い，ロボットを模したエージェントとＧＵＩを通

して対話する． 

 本稿の構成は次の通りである．まず２節で参照

的意味と機能的意味，および，本研究で使用した

食卓シミュレータについて説明し，３節で提案す

る参照的意味と機能的意味を同時に学習するアル

ゴリズム（提案手法）について説明する．４節で

それを検証するための実験について説明し，５節

でその実験結果を示す．最後に６節でまとめと今

後の展望を述べる． 

 

2. 食卓シミュレータにおける語意獲得 

2.1 参照的意味と機能的意味 

 参照的意味とは，物やその属性，また，動作な

どを指し示す言葉の意味である．参照的意味は，
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言葉と共起する実空間中の事象とを対応付けるこ

とで獲得できる．例えば，「ごはんがあるね」や「ご

はんちょうだい」などの発話がなされた時に「ご

はん」とテーブル上の物体＜ごはん＞は対応付け

の候補となる．本研究においては，このような言

葉と事象の共起度数に基づいて参照的意味を獲得

する． 

 機能的意味とは，聞き手に影響を与える働きで

ある．例えば，「ごはんちょうだい」という発話は，

聞き手に対して，ごはんを話し手に渡す行動をと

るよう働きかける．そして，話し手は自身の発話

の（機能的）意味が正しく受け取られたことに対

して「ありがとう」などという．本研究ではこの

行動－報酬のプロセスに着目し，話し手の発話と

ロボットの行動の対応付けを強化学習することで

機能的意味を獲得する． 

 ある発話における機能的意味は，その発話中の

各語句の参照的意味を組み合わせることで推測で

きることが多い．また，各語句の参照的意味は，

それらの語句で構成される発話の機能的意味の要

素になっていることが多い．そこで本研究では，

獲得した参照的意味を用いて未知の機能的意味を

推測し，また逆に，獲得した機能的意味を要素に

分解することで未知の参照的意味の獲得を支援す

る． 

 

2.2 食卓シミュレータ 

 図１に本研究で用いた食卓シミュレータの実行

画面を示す．人は，キーボード上のキーを押すこ

とで，ロボット型エージェントに対して発話でき

る．エージェントは受け取った発話内容とテーブ

ルの状況から行動を決定する．人はエージェント

の行動が自身の意図に沿ったものか否か，評価キ

ーを押すことでエージェントに伝える．評価を受

けたエージェントは機能的意味の学習を行い，ユ

ーザから次の発話を受け取るまで待機する． 

なお，本研究では以下の前提を置く． 

 エージェントは発話中の語句を分節できる 

 エージェントは意味付けの対象となる概念

を獲得している 

 エージェントは物体と属性と動作を分節で

きる 

 人の発話は状況を描写する発話と，エージェ

ントに対して命令する発話の２種類とする 

 

 

図１ 実験で使用した食卓シミュレータ 

 

3. 提案手法 

3.1 参照的意味の獲得 

 参照的意味は発話に含まれる各語句と状況／行

動の要素との共起を数え上げることで獲得する．

状況と行動のどちらの要素との共起を数え上げる

かは話者がどちらを対象として発話しているかに

よる．テーブル上の状況の要素である物体やその

属性について描写する発話(以下，描写発話)であ

れば，物体や属性との共起を数え上げる必要があ

る．また，聞き手の行動に働きかける命令や依頼

といった発話(以下，命令発話)であれば，行動の

要素との共起を数え上げる必要がある．ただし，

命令発話の場合，必ずしも話者の意図通りに聞き

手が行動するとは限らないため，共起を数え上げ

る際は，話者の意図通りに聞き手が行動したこと

を確認する必要がある． 

 なお，語句 w との共起度数が最も高い意味 m

が語句wの参照的意味であるとするのは問題があ

る．各物体や属性の生起頻度には偏りがあるため，

その語句が持つ本来の意味によらず，生起頻度が

高い概念と結びついてしまうのである． 

 そこで，各概念の生起頻度を考慮して語句の意

味づけを行うために Fisher の直接法を用いる．
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Fisher の直接法を用いて，語句 w と特異的に高い

共起度数を持つ意味 m を抽出し，その意味 m を

語句 w の参照的意味とする[6]． 

 

3.2 機能的意味の獲得 

 機能的意味は強化学習の手法の１つであるＱ学

習を用いて獲得する．Ｑ学習ではある状態におけ

る各行動の価値の期待値をＱ値として表現する．

このＱ値は正の報酬が与えられると上がり，負の

報酬が与えられると下がる．各行動の選択確率は

Ｑ値に依存する． 

 状態はテーブル上の状況と人の発話からなると

する．ロボットが人の発話に対して意図通りに行

動すると褒められる（正の報酬が与えられる）と

する．正の報酬が与えられると，その状態（ある

状況である発話がなされた状態）でのその行動の

Ｑ値が上昇するため，その行動の選択確率が上昇

し，ロボットは徐々にその状況におけるユーザの

発話の意図通りに行動できるようになる．これが

機能的意味の獲得になる． 

 

3.3 参照的意味を用いた機能的意味の推

測 

 「ごはん食べて」の発話の機能的意味は（状況

にもよるが）＜ごはんを食べる＞ことである．語

句「ごはん」の参照的意味が＜ごはん＞，「食べて」

の参照的意味が＜食べる＞であるとすでに獲得し

ている時（＜＞は概念を表す），これらの知識を用

いることで「ごはん食べて」という発話を初めて

聞いた場合でも，その発話の機能的意味である＜

ごはんを食べる＞を推測できると考えられる．こ

れが参照的意味を用いた機能的意味の推測になる．

ただし，機能的意味は同じ発話であっても状況に

よって変化するため，語句の参照的意味からだけ

では正確に推測することは難しい．そのため，こ

の方法は機能的意味の獲得の支援に留まることに

注意する必要がある． 

 

 

 

3.4 機能的意味を用いた参照的意味の獲

得の促進 

 機能的意味を，状況における行動として表現し，

かつ，行動がいくつかの要素から構成される時，

獲得した機能的意味を用いて参照的意味の獲得を

促進できる．前述の通り，話者の意図通りにエー

ジェントが行動した時，発話と行動の要素同士の

共起を数え上げることができる．機能的意味を獲

得している場合，毎回，正しい行動を行うことが

でき，共起の数え上げを毎回行えるため，参照的

意味の学習を促進することができる． 

 

3.5 参照的意味と機能的意味の同時獲得 

 参照的意味を元にして機能的意味を推測するこ

とができると同時に，機能的意味を元にして参照

的意味の獲得を促進することができることを述べ

た．これら２つの方法を併用することで両方の意

味を相互にブートストラップ的に獲得することが

できる． 

 

3.6 アルゴリズム 

 本節では参照的意味および機能的意味を獲得す

るアルゴリズムを説明する． 

 参照的意味は発話と状況／行動との共起を数え

上げ，それを Fisher の直接法を用いて獲得する．

機能的意味は強化学習を用いて獲得する．また，

獲得した参照的意味を用いて発話から機能的意味

を推測することで強化学習の効率を上げる．同時

に，獲得した機能的意味を利用して参照的意味の

獲得効率を上げる． 

アルゴリズムの流れを次に示す： 

 1) 現在の状態を取得する． 

 2) ユーザの発話を識別する． 

 3) 描写発話時の数え上げを行う． 

 4) 参照的意味の学習を行う． 

 5) 行動を選択し実行する． 

 6) 報酬を獲得する． 

 7) 機能的意味の学習を行う． 

 8) 命令発話時の数え上げを行う． 

 9) 1)に戻る． 
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(1) 状態の取得 

 物体とその属性からなるテーブル上の状況とユ

ーザの発話を取得し，状態を取得する．なお，「ご

はんどうぞ」と「どうぞごはん」のように語順が

異なるが，同じ語句を用いた発話は同じものとし

て扱う．また，「ごはん A が近くにありごはん B

が遠くにある」状況と「ごはん B が近くにありご

はん A が遠くにある」状況のようなペアも同じも

のとして扱う． 

 

(2) 発話の識別 

 取得した発話が描写発話か命令発話かを識別す

る．「ごはん食べて」や「どうぞどうぞ」のような

命令／依頼の語句が１語以上含まれている発話を

命令発話，「みそ汁近くだね」や「あるねあるね」

のような描写／变述の語句が１語以上含まれてい

る発話を描写発話として識別している． 

 現在は発話中の語句の知識を用いて識別を行っ

ているが，将来は，発話の韻律情報や語尾の助詞

などから識別することを計画している． 

 

(3) 描写発話時の共起の数え上げ 

 ユーザの発話が描写発話である時，描写発話に

用いられている各語句とテーブル上の各物体およ

び各属性との共起を数え上げる． 

 例えば，図２のような(ロボットから見て)りん

ごが近くにあり，バナナが遠くにある状況で人が

「りんごあるね」と話しかけた時，「りんご」と＜

りんご＞，＜バナナ＞，＜ある＞，＜近い＞，＜

遠い＞のそれぞれの共起が数え上げられ，同様に，

「あるね」と＜りんご＞，＜バナナ＞，＜ある＞，

＜近い＞，＜遠い＞のそれぞれの共起が数え上げ

られる． 

 描写発話を重ねることで「りんご」は＜りんご

＞，「あるね」は＜ある＞と学習するようになって

いる． 

 

 

図２ テーブル状況の例 

 

(4) 参照的意味の学習 

 ステップ(3)および(8)で数え上げた共起度数か

ら Fisher の直接法を用いて語句の意味づけ（参照

的意味の獲得）を行う． 

 まず，数え上げた共起度数からある語句 w1 と

ある意味 m1 の共起度数の四分表を作成する．次

に，Fisher の直接法を用いて，作成した四分表以

上に偏った四分表が得られる確率を求める．そし

て，その確率の逆数を計算する（以下，こうして

求めた値を確信度と呼ぶ）．なお，Fisher の直接

法を用いた結果，共起度数が特異的に低いとされ

た意味については，確信度を０とし，意味づけの

対象から外す．この一連の処理を m1 以外の各意

味 m2～mN に対しても同様に施す． 

 描写発話時の各語句に対する各意味の共起度数

から前述の処理を用いて確信度を求める．同様に

して，命令発話時の各語句に対する各意味の共起

度数から確信度を求める．この２つの確信度を足

し合わせた値を語句w1が各意味m1～mNである

確信度とする． 

 最後に，確信度の総和が１になるように正規化

し，正規化後の各値を語句 w1 が各意味 m1～mN

である確率とする． 

 

(5) 行動選択 

 発話が描写発話の時，＜笑顔で会釈する＞行動

を選択する． 

 発話が命令発話の時，学習した参照的意味(語句

w が意味ｍである確率)から各行動の確からしさ

を求め，その総和が１になるように正規化する． 

 なお，行動の確からしさは発話から次のように

して求める．発話が語句 wx と wy の連接で表さ

日本認知科学会第27回大会 P2-30

538



れ，行動が要素 mx，my からなる時，(wx の意味

がmxである確率)×(wyの意味がmyである確率)，

および，これらの組み合わせを入れ替えた(wx の

意味が my である確率)×(wy の意味が mx である

確率)の値を求め，大きい方の値を発話(wx,wy)に

おける行動(mx,my)の確からしさとしている． 

 次に，Ｑ値からボルツマン選択を用いて各行動

の確率を計算する．この２つの確率の平均を各行

動の選択確率とし，その選択確率に応じて行動を

１つ選択する． 

 

(6) 報酬の獲得 

 ユーザに褒められた場合，正の報酬を獲得する．

逆に，ユーザに叱られた場合，負の報酬を獲得す

る．また，報酬を獲得する前に次の発話がなされ

た場合，報酬は与えられない． 

 

(7) 機能的意味の学習 

 得られた報酬と現在のＱ値を元に，Ｑ値を更新

し，機能的意味の学習を行う． 

 

(8) 命令発話時の共起の数え上げ 

 ユーザの発話が命令発話であり，かつ，正の報

酬が与えられた時，命令発話に用いられている各

語句と行動の要素との共起を数え上げる． 

 

4. 実験 

 参照的意味の学習精度および機能的意味の学習

性能を調べるための実験を行った．実験協力者は

６人であった． 

 

4.1 参照的意味の学習精度 

 参照的意味の学習精度を次のように定義した． 

 各語句 w1～wN の真の意味がそれぞれ m1～

mN である時，w1 の意味が m1 である確率，w2

の意味が m2 である確率，…，wN の意味が mN

である確率の平均を参照的意味の学習精度とした． 

 

4.2 機能的意味の学習性能 

 試行開始から試行終了までに与えられた報酬の

総和を命令発話が発せられた回数で割った値をそ

の試行時における機能的意味の学習性能とした． 

 

4.3 実験概要 

 参照的意味の学習と機能的意味の学習を相補的

に行う場合(実験Ａ)と，それぞれの学習を独立し

て行う場合(実験Ｂ)の２つの場合に分けて実験を

行った． 

 

4.4 実験内容 

 図１に示した食卓シミュレータを用いて実験を

行った． 

 実験はごはん２つ，みそ汁２つおよび卵焼き２

つがエージェントの近くに並べられている場面か

ら始まる．ユーザとエージェントは食卓上の料理

を渡したり貰ったりしながら食事をする．食卓上

の料理が無くなったら試行を終了し，次の試行に

移る(学習内容は引き継ぐ)．試行は１つの実験に

対し３回行った． 

 

4.5 実験設定 

(1) 実験の要素 

 実験の要素は次の通りである(「」は語句を表し，

<>は意味付けの対象となる概念を表す)． 

 語句 = {「ごはん」 「みそ汁」 「卵焼き」 「あ

るね」 「近くだね」 「遠くだね」 「ちょうだい」 

「どうぞ」 「食べて」} 

 料理 = {<ごはん> <みそ汁> <卵焼き>} 

 属性 = {<ある> <近い> <遠い>} 

 動作 = {<もらう> <あげる> <食べる>} 

 

(2) 発話 

 発話は２語からなり，キーボード上の２つのキ

ーを組み合わせて押すことで発話される．発話を

構成する各語句は次の図３のようにキーボード上

の各キーと対応している([ほめる]と[しかる]およ

び[ごちそうさま]は語句ではない)．また，実験参

加者に分かりやすいように，実験時には各キーに

対応する語句を書いたシールを貼り付けた． 
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図３ 各キーと各語句の対応 

 

(3) 操作方法と手の届く範囲 

 食卓シミュレータ上の手はマウスを使って動か

すことができる．料理に手を重ねて左クリックす

ることで料理を掴み，掴んだ状態で右クリックす

ることで料理を離すことが出来る．また，料理を

掴んだ状態で，人またはエージェントの顔に手を

重ねて，右クリックすることで掴んだ料理を食べ

ることができる． 

 なお，人とエージェントの手の届く範囲に制限

を設けている（図１中の半円形の領域）．手の届く

範囲を設けることでインタラクションの必要性を

作っている． 

 

(4) エージェントの行動 

 エージェントの行動は対象と対象に施す動作の

２つの要素からなる．また，行動中に叱られた場

合，行動を中断する（負の報酬は与えられる）．な

お，エージェントは発話が与えられた時のみ行動

を行う． 

 

4.6 実験手順 

 食卓シミュレータの操作方法を書いた文を読ん

でもらい，操作に慣れてもらうために，練習を行

った．練習後，ユーザへの教示を含んだ実験の説

明書きを読んでもらい，実験協力者の半分には実

験Ａ→実験Ｂの順で，もう半分の実験協力者には

実験Ｂ→実験Ａの順で実施した．２つの実験が終

わった後，アンケート欄に実験の感想を記入して

もらい，インタビューを行った． 

 ユーザに与えた教示は次の通りである． 

 褒める／叱ることでロボットは言葉の意味

を学習する 

 描写発話時に言葉の意味を学習する 

 期待通りの行動を行った時に褒めて下さい 

 あなたとロボットの両方がまんべんなく料

理を食べるようにして下さい 

 

5. 実験結果 

 図４は３試行後の参照的意味の学習精度(「～っ

て何？」と聞かれて正しく答えられる確率)を示し，

図５は機能的意味の学習性能(各試行中に得られ

た報酬の平均値)を示している． 

 

 

図４ 参照的意味の学習精度 

 

 

図５ 機能的意味の学習性能 

 

6. 結論 

 言葉の意味には参照的意味と機能的意味の２つ

があり，ロボットは両方の意味を理解できること

が重要である．それぞれを共起の数え上げ（と

Fisher の直接法），および，強化学習を用いて獲

得する方法について述べ，両意味の間にある相補

性に着目して，互いにブートストラップ的に獲得

する方法について述べた． 

 提案手法を検証するための実験を行った結果，

参照的意味と機能的意味をブートストラップ的に

進めることは有効であると結論できそうである． 
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 今後は，参照的意味を用いた機能的意味の推測

の効果，機能的意味を用いた参照的意味の獲得促

進の効果，および，両方の機能による相互作用の

効果を評価するための実験を計画し，行う予定で

ある． 
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Abstract
This study investigates the role of participants’ eye 

gaze matching in collaboration. We recorded each 
gaze of participant pairs and conducted percentage of 
gaze matching and the cross-recurrence analysis.
Keywords ― Gaze Matching, Collaboration, Eye 
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1. はじめに

人間のコミュニケーションにおいて，相手が示

している事柄が何を指すのかを正確に同定し，情

報を共有することが重要である．これらを明らか

にする指標の一つとして，「視線の共有」があげら

れる．栗山ら[1]では，パズルを題材に共同で問題

を解決する際の 2 者それぞれの視線情報を同時

に測定し，解決群と未解決群の視線一致の比較を

おこなったところ，解決群の方が，全てにおいて

一致時間の割合が高く，それは後半により高くな

ることあきらかになった．しかし，課題解決時に

2 度のヒント提示をおこなっていること，視線の

測定精度が低いこと，２者の視線測定データの同

期方法に関する問題が残されていた．そこで本研

究では，先行研究よりも測定精度を向上させ，さ

らにヒントを与えない条件での再実験を行うこと

により，解決者のゴール図形参照の影響や，視線

一致のずれを考慮した解決時間を序盤・中盤・終

盤で比較を行い全体の視線一致の傾向を検討する．

情報を共有するためのコミュニケーションの場合，

相手からの言語による指示によって視線の一致が

起こることが予測されるが，指示をする前に「次

の手」を両者とも予想し，その予想が同じ場合な

どは，言語による指示をする以前から視線が一致

している可能性もあると思われる．言語指示の前

の視線の一致だけでは，両者の予測が一致してい

るか なのか，それとも，偶然同じものをみてい

ただけなのかについては分離不可能である．しか

し言語による指示の以前の視線の一致を分析する

ことによって，事前に情報を共有していたのか，

共有していなかったのかを分析することは可能で

ある．事前に情報を共有している場合は，その後

の視線一致も理解がスムーズに行われることが予

測され，また事前に全く別のものを見ているよう

な場合は，指示後に考えを変える必要も生じるた

め，指示後の情報共有に困難（タイムラグも含む）

が生じる可能性があると予測される．

そこで本研究では，主に２つの分析を行うこと

によって，コミュニケーションに及ぼす視線の一

致の影響を考えたい．１つは，参照表現による指

示発話をすべて抜き出し，指示対象に関する参照

表現を発話した時間を 0 秒として，その前後の視

線一致率の分析を行う．これによって，事前にど

の程度視線が一致していたのかについて明らかに

できると考える．もう 1 つは，クロスリカレンス

分析を用いた分析である．この分析は，一方の視

線情報を固定し，もう一方の視線情報の時間軸を

前後にずらした場合の視線の一致率を求めるとい

うものである（図 1）．時間軸を全くずらさない場

合の視線一致は，同時刻に視線が一致していると

いう視線一致であり，両者の視線が同じものを見

ているということは，同時に情報を共有している

ことを示唆している．「聞き手遅れ」の視線一致は，

話し手の発話よりも遅れて聞き手が同じものを見

る状態であり，「話し手の発話内容の同定までのタ
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イムラグであると専攻研究によって示唆されてい

る[2]．「話し手遅れ」の視線一致は，聞き手が話

し手の指示を聞くよりも先に話し手の指し示す物

体を予測している状態を示している可能性が考え

られる．

仮説を明らかにするために，本研究においては，

図形パズルを用いて 2 者に解決者（ＳＶ）と操作

者（ＯＴ）という役割を持たせた．解決者には正

解のシルエットを提示し，操作者には正解のシル

エットは提示せずに，解決者からの指示でマウス

を操作するように指示した．お互いのアイコンタ

クト等のコミュニケーションを排除するために，

モニターを通じて相手のピース操作が見えるよう

に設定した．

2. 方法

実験参加者：大学生もしくは大学院生 5 組 10 
名の仲のよい同性の友人のペア．

材料：課題は,ゴール図形が対称（2 題）と非対称

（2 題）の計 4 種類のタングラムパズル（図形パ

ズルの１種で，四角形や平行四辺形や三角形など

計 7 ピースを組み合わせて，様々な図形を作るパ

ズル）であり，PC 上で操作できるプログラムを

用いた．

手続き：2 人の課題解決中の視線測定を行うた

めに，最初に各アイトラッカーのキャリブレーシ

ョンをそれぞれに対して行った．2 者の役割は，

片方は，PC 画面上の完成図のシルエットを見て，

解決をしながらパズル操作の指示を口頭で伝える

役割（解決者：SV），もう一方は，解決者の指示

に従って実際にPC 上のピースをマウスによって

操作し目標図形を完成させる役割（操作者：OP）
である．解決者にのみ完成図をシルエットで提示

し，解決者による指示に従い，操作者は PC 上の

図形のピースをマウスで操作し，2 人で協力して

目標図形を作成する課題を行った．モニターを分

岐させ 2 者が同じ画面がみられるように設定し

たが，操作者にはゴール図形が見えないように設

定した（図 1）．パズル解決問題は 4 題出された．

前半 2 問（対照図形 1 題・非対称図形 1 題の順）

が終わったところで，解決者と操作者の役割を交

代し，前半と同様に後半（非対称図形 1 題・対称

図形 1 題の順）でも 2 題を解答させた．課題解

答の制限時間は 1 題につき 15 分とし，それ以前

に正解に至ったペアは正解した時点で終了とした．

測定項目：PC 上のタングラムのピース操作，マ

ウス操作，課題解決時における操作者と解決者の

会話を記録した．また，2 台のアイトラッカー（両

者とも Tobii T60 をそれぞれ用いた）を使用し，

操作者・解決者両者の視線情報を測定した（2 台
の視線測定装置は，CPU を２つ積んだ１台の

Windows マシンによって制御し，時間コードを

同期させた）．被験者に提示したモニター画面のサ

イズは 1280×1024pixels で，目から画面までの

距離は 45cm 程度であった．

3. 結果と考察

本研究では，両者の視線が測定できた 2 組 4 名
（5 組 10 名中），合計 8 対話のデータを分析対

象とした（除外した 3 組は，すべて片方の被験者

の視線の測定が困難（眼鏡のタイプによっては測

定が困難な場合がある等）であり，正確な視線一

致率が産出できなかった）．視線計測データは，

6Hz のローパスフィルタを用いてスムージング

をおこなった．本研究では両者の視線が 0.1 秒以

上 100 ピクセル以内に停留した場合を視線が一

致したと見なし分析を行った．

解決者（SV） からのピースを動かす指示をす

るときに用いられた参照表現（「それ」「三角形」

「大きいの」等）のみを抽出し，発話開始を 0 と
し，－3～5 秒の間の視線一致率を序盤・中盤・
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終盤に分けて分析を行った．発話開始前の一致は，

指示の参照表現によらない視線一致であり，解決

者にとっては，次の指示のため，操作者の方は次

の解決者による指示を予測したものである可能性

が考えられる．また，発話後の視線一致は，発話

による視線一致の可能性が高い．本分析において

は，参照表現同士が時間的に近接している場合，

その一致が参照表現の発話による一致であるか，

それとも次の参照表現の予測に基づく一致である

か区別ができないため，10 秒内に参照表現が産出

されたものは分析から除外した．

分析の結果，解決ペアにおいては，発話以前か

ら同定度の一致率が継続しているが，不正解ペア

ではいったん発話するときに一致率が下がる傾向

があることが明らかになった．また，正解・不正

解ペアそれぞれに発話前後に分けて分散分析を行

った結果，正解ペアのみ，発話後に関して経過時

間と序盤・中盤・終盤の間の交互作用の傾向が見

られ，その後の検定において，序盤と中盤，序盤

と終盤に有意差がみられた．どちらのペアにおい

ても，先行研究[2]と同様に指示の発話開始から 2
～3 秒遅れが一致のピークであり，解決ペアにお

いては終盤の視線一致率が高いことがあきらかに

なった（図 2，図 3）．

図 4：クロスリカレンス分析の方法

図 5：クロスリカレンスプロット（正解ペア例）

図 6：クロスリカレンスプロット（不正解ペア例）
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図２：参照表現発話（27発話）における平均視線一致率（課題１正解ペア）
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先行研究[2]と同様に時間のずれを考慮した視

線一致の分析をおこなうために，同時に測定した

２者の視線データをクロスリカレンス分析[3]を
用いて検討した（図 4）．プロット図の対角線上は，

両者の視線の完全一致を示し，両者の視線が同じ

ものを見ているということは，情報を共有してい

ることを示唆している．「聞き手遅れ」の視線一致

は，話し手の発話よりも遅れて聞き手が同じもの

を見る状態であり，「話し手の発話内容の同定まで

のタイムラグである[2]．「話し手遅れ」の視線一

致は，聞き手が話し手の指示を聞くよりも先に話

し手の指し示す物体を予測していることを示唆し

ていると考えられる．分析の結果，先行研究[1]
と同様に，解決課題においては，未解決課題より

も問題解決の解決直前において視線一致率が高く，

プロット図より視線一致の凝集性も高いことから，

解決直前は両者の探索空間が小さくなっている可

能性が示唆された（図 5,図 6）．

4.まとめと今後の課題

  本研究より，先行研究[2]と同様に指示の発話開

始から 2～3 秒遅れが視線一致のピークであるこ

と，さらに解決ペアにおいては終盤の視線一致率

が高く，解決直前の探索空間が小さくなり，情報

や知識の共有が頻繁に行われていた可能性がある

ことが示唆された．

一方，視線一致に関する分析については，偶然

視線が一致していただけなのか，相手の視線を予

測して視線を一致させたのか等については，視線

一致のデータのみからは，言及することができず，

限界があることも明らかになってきた．

今後の課題は，データ数を増やし，対話単位で

の両者の視線一致の質的な分析をおこなうこと，

さらに，視線一致しているときのピースのどの部

分を見ているかなどについて詳細な分析すすめる

ことである．さらに，共有知識や推論と視線の一

致の関係を検討するためには視線の測定だけでな

く他の生理指標なども同時に測定して検討するこ

とが必要であると考えている．
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カテゴリー特異性障害を説明するためのデータ表現とアトラク
ターネットによるそのシミュレーション
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Abstract
The author implemented the attractor neural net-

work, which was originally developed by Hinton
& Shalice(1991), and applied to the date of Tyler
et.al.(2000). There are 3 conditions (category, ho-
mogeneous, and identity conditions) to simulate the
human brain damage patients. The category condi-
tion could be the candidate to mimic the human data.
Keywords — Neural networks, Attractor net-
work, Neuropsychology, Rehabilitation

1. はじめに
意味記憶に障害を呈する患者のデータを用いた

神経心理学的研究は，意味記憶の構造と内容に関
して重要なデータを提供している。脳損傷患者の
示す障害と，その障害があっても，なお保たれて
いる意味記憶の知識のパターンを詳細に調べるこ
とで，意味記憶の構造，情報，格納方法，アクセ
ス方法などに関する興味深い洞察が得られる。と
りわけ，患者の示すカテゴリー特異的な障害，す
なわち，意味記憶内の特定のカテゴリーに選択的
な障害に関するデータが示唆に富む。最もよく観
察される障害のパターンは，生物についての知識
が侵される一方で，人工物についての知識は比較
的よく保たれているというものである。また，こ
の逆（人工物の知識が侵され，生物の知識が保た
れている）のパターンも散見される。従って，生
物の知識と人工物の知識は二重に乖離していると
されてきた。このような障害のパターンから，意
味記憶の体制化とその性質を推し量ることが行わ
れている。脳損傷による障害によって，一方の知
識が保存され，他方の知識が障害されるような，
知識の特定のパターンを生ぜせしむるためには，
どのように意味記憶の知識は表象され構成されて
いるのであろうか。これらの障害は異なる意味記
憶が別々に局在化していることを示すのであろう
か？あるいは，意味記憶内の知識は，分散表象さ

れ，脳内に拡散して格納されているとした方がよ
いのであろうか？
カテゴリー特異的な障害には，さまざまなもの

があることが報告されている（果物，野菜，動物，
など）。そのようなカテゴリーの障害には，少な
くとも２種類あることの証拠と解釈されてきた。
すなわち，カテゴリーに特異的な障害は，知覚的
な知識と機能的知識に関して組織化されている
とされてきた (E. K. Warrington & Shallice, 1984;
E. Warrington & McCarthy, 1983; E. K. Warrington
& McCarthy, 1987)。Warringtonと彼女の同僚らは，
主に知覚的な特性を用いて区別できるという意味
で，楽器と宝石が生物と類似していると主張した。
一方，人工物と身体の部位は機能的な記述が顕著
である知識のカテゴリーであるという。このよう
に，脳障害によって，選択的に知覚的意味の知識
をそこなうならば，それ生物により大きな影響を
及ぼすとされる。彼女らの仮説，すなわち，知覚
的特性と機能的特性との異なる重み付けに基づ
くカテゴリーの差別化という意味記憶の体制化
に関する仮説は，行動データとニューラルネット
ワークによる研究によって支持されてきた (Farah
& McClelland, 1991)。コンピュータシミュレーショ
ンによって，生物は人工物に比べて，より知覚的
な特性によって記述されているので知覚的意味記
憶が障害されれば，その特性によって生物の知識
に対して大きな障害を示すことを明らかとなった。
しかし，知覚的な特性についての選択的な障害を
伴うことなく，生物についての知識に障害を持っ
ている患者の報告もある。さらに，生物が機能的
な特性（Farah & McClleland のシミュレーションに
とっては不可欠な仮定である）より，多くの知覚
的特性を持つという仮定に対する支持も，疑われ
てきている(Caramazza & Shelton, 1998)。あるカテ
ゴリーに特有の障害の結果として，異なる種類の
意味記憶の特性についての証拠は疑がわれても
いる。
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しかし，知覚的，および機能的な記憶表象の特
性の貢献によって，生物と非生物との区別がなさ
れるという基本的な観点に関しては，変わらない
と言ってよいであろう。議論の焦点は，個々のカテ
ゴリーメンバーシップの保持のされ方から，機能
的，知覚的意味情報は別個に保持されており，局
所的脳損傷によって独立に障害されうるという保
持されている情報のタイプに議論が移ったと言っ
てよかろう。カテゴリー特異性障害は，独立した意
味記憶の分化というより，異なる意味カテゴリー
における概念の内容と構造の差異の結果として出
現することが示唆される。
上記のような趨勢に鑑み，本研究では，カテゴ

リー特異性障害を説明するための意味記憶表象と
して，生物ー非生物，あるいは知覚的ー機能的の
ような二分法に頼るのではなく，個々のアイテム
の弁別性と相関性に基づいてデータを表現した。
このデータ表現方法は Devlin et　al.(1998)のデー
タ表現を踏襲したものである。このようにして表
現されたデータに対して，Tyler et. al(2000)に基
づき，以下のような特徴を持たせた。すなわち，

1. 特徴の特殊性：意味表象は，同一カテゴリー内
の他の表象から，いかに検索されるかにおい
て，さまざまに変動する。一般に生物は，よ
り共有される意味特徴を持ち，人工物と比べ
てより少ない弁別特徴を持つ。

2. 相関関係：共起する特徴は，相互活性化によっ
て相互に強化される。生物概念は，人工物概
念より高い相関のある特徴が多い。

である。Tyler et. al(Tyler et al., 2000)の用いたデー
タを以下の表tab:Tylerに示す。

表 1 Tyler et.al(2000)で用いられたデータ
生物

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

非生物
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

ただしこの行列の相関行列を考えてみると必ず
しも，著者らの意図どおりにはなっていない。表
1から計算した相関行列を図1 に示す。

2. アトラクターネット
Tyler らは三層のフィードフォワードタイプのモ

デルを用いた。このタイプのネットワークは，生
物と非生物の二重乖離を説明するためには十分で

図 1 Tyler et.al.(2000)の用いた刺激の相関行列。図
中白ヌキの円は正の相関を，黒い円は負の相関を
表す。円の大小が相関係数の大きさを表している

あるが，意味記憶の諸相を表現するにはアトラク
タネット (Plaut, 1996)の方が適していると思われ
る（図2）。

図 2 アトラクターネット

Plautらは，アトラクタネットを使って意味性の
錯読や視覚性の誤りと意味性の誤りとの混ぜ合わ
さった誤りの説明を試みた。ニューラルネットワー
クではユニットが相互に結合されている。この相
互作用から生じる活性化パターン上で定義された
空間の中で，ユニットの状態がある特定の状態に
遷移することによって意味記憶の検索を表現する。
すなわち単語が提示されてからその単語に対応す
る意味表現を検索するときに，ユニットの活性値
が意味空間上で遷移する。任意の初期値からある
領域へと引き込まれることをアトラクタに吸引さ
れたと言い，各単語毎に吸引領域が異なると考え
るのである。
アトラクターネットにおいては，ポイントアト

ラクタが一つの概念を表し，アトラクタのベイシ
ンがその範囲を表わす。ノイズなどの外乱によっ
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てアトラクタから多少離れた位置にある概念が置
かれたとしても，ベイシンの範囲内ならポイント
アトラクタに引き込まれることで正しい概念に到
達できる。
あるいは，ネットワークの損傷によってアトラ

クタの位置，ベイシンの形状や大きさが変化する
ことで，誤った概念に到達することになったり，正
解に至るまでの時間がかかる（繰り返しの回数が
増える）ようになることが予想される(図3)。

CAT

DOG

attractor

basin

図 3 アトラクターネットのベイシンと損傷による
その変化

実際アトラクタネットの処理能力はかなり高い。
一般に 3 層のパーセプトロンにおいては，中間層
のユニット数が十分に多ければ，任意の関数を任
意の精度で近似できることが知られている (上坂
吉則, 1993)。ところがアトラクタネットでは中間
層の素子数が限定されていても任意の関数を近似
できると考えられる。しばしば用いられる例とし
て，排他的論理和の問題があるが，これをより難
しくしたパリティ問題を解かせてみると，4ビット
パリティ(入力層 4 ユニット，学習パターン数 16)，
8 ビットパリティ(入力層 8 ユニット，学習パターン
数 256) を最小の中間層数，すなわち 1 で学習で
きる。わずか 1 の中間層で 8 ビットパリティ問題
を解いた場合の最終的な結合係数の値を図4にし
めした。

+0.947872 

+0.333694
+0.365649

+0.298292
+0.301315

+0.314958
+0.367147

+0.360986+0.362422

+1.409942

+0.432054

-5.513330

-0.045105

 +0.013427

図 4 8 ビットパリティ問題を解いたアトラクター
ネットの結果

Plaut らは意味記憶における障害によって深層
失読の症状が再現できることを示した。彼らのシ
ミュレーションでは，さらに意味記憶の構造を操作
することで，具体語と抽象語との二重乖離の説明
にも成功している(Plaut, McClelland, & Seidenberg,
1995; Plaut, 2001)。具体語における意味表現は抽
象語の意味表現に比べてより多くの特徴を持って
いるとして意味記憶を構成し，損傷の程度が軽度
ならば具体語よりも抽象語の方がより損傷の程度
が大きく，損傷が重篤な場合には反対に具体語の
方が損傷されやすいという結果を示した。
本研究では，上述のように，生物ー非生物の意味

記憶表象の問題を考えるために，二分法的な個々
の概念の分類に頼るのではなく，個々のアイテム
の弁別性と相関性に基づいてデータを表現し，意
味記憶のモデルとしてより多くの現象（混同率，
反応時間）を説明するために妥当なモデルと考え
られるアトラクターネットを採用し，上記のデー
タ表現の妥当性を検討した。

3. 数値実験
Tyler et.al(Tyler et al., 2000)では，恒等写像，す

なわち入力層に提示される入力パターン(図1)を出
力層で正確に再現できることをもって，概念を獲
得したと定義している。しかし，これ以外にも正
当パターンが考えられる。すなわち，生物パター
ンか，非生物パターンかを 1, 0 で表現した場合
（この場合16行2列の行列となる。これを category
条件とする），データのそれぞれを同定させるも
の（この場合16行16列のデータ行列で対角要素が
すべて1の単位行列となる。これを identity条件と
する），そして，Tyler et.al.が用いた恒等写像（こ
れを homo条件とすうる）。いずれのパターンもそ
れなりの意味を持つ。category 条件では，個々の
概念の上位概念を学習させるものであり，identity
条件は，それぞれのメンバーを正確に同定するこ
とを求めるものである。
ここでは，中間層のユニット数を 10，クリーン

アップ層のユニット数を 1，出力層とクリーンアッ
プ層の間での繰り返しの上限を 50 とした。学習
は誤差伝播学習法に従い学習係数を 0.01 とした。
各結合係数の初期値は −0.1から 0.1までの一様乱
数とした。学習の成立条件は，個々のパターンの
二乗誤差がすべて 0.05 以下になったこともって学
習成立とした。図5 は，アトラクタネットに Tyler
et.al.の刺激を学習させた場合の学習成立までの繰
り返し数の平均である。3つの条件は，正解パタン
（すなわち上記の 3 条件，category, homo, identity）
の違いである。条件ごとのヒゲは標準偏差を表し
ている。
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図 5 アトラクタネットで Tyler et.al.(2000)の刺激
を学習させた場合の収束までの繰り返し回数の平
均(n=20)

図5 からは，もっとも簡単だったのが homo 条
件であり，個々の事例を学習しなければならない
identity 条件は難しかったということができよう。
次に，アトラクタに引き込まれるまでの繰り返

し回数，すなわち出力層とクリーンアップ層との
間の繰り返し τ の平均を図6に示す。
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図 6 アトラクタネットで Tyler et.al.(2000)の刺激
を学習させた場合の出力層とクリーンアップ層と
の間の平均繰り返し数(n=20)

category 条件ではほぼ 3 であり，クリーンアッ
プ層との結合を利用していた条件がcategory 条件
であると言える。一方，home 条件，identity 条件
では繰り返し数(τ) が 1.0 から 1.5 であり，ほぼク
リーンアップ層を利用せず，3 層のパーセプトロ
ンとして機能していたことが伺える。
図7では，クーンアップ層と出力層との結合を遮

断し，その正答数を示したものである。16が完全
正解となるが，カテゴリー条件はもっともτ が多
かったにもかかわらず，損傷に対しては眼瞼だっ
たと言える。

category 条件での個々のデータを表2に示した。
たとえば 13 試行目，18，19試行目では，特定の

カテゴリーだけ正解し，他方のカテゴリーをまっ
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図 7 アトラクタネットで Tyler et.al.(2000)のデー
タを学習させた後，クリーンアップ層との結合を
離断した場合の平均正答数(max=16)

たく正解できなかった。このことは，カテゴリー
学習の面でも興味深い。カテゴリー特異性を説明
する際に繰り返し数が上限に達して正解できない
パターンがアトラクタネットで実現できたことを
意味するからである。
また，人間の脳損傷患者が示すカテゴリー特異

性障害を再現したと捉えることもできる。

4. 考察
category条件の教師信号行列は 16行 2列，homo

条件の教師信号行列は 16行 24列，identity条件で
は 16 行 16 列である。行数は学習しなければなら
ない項目数であるので同じである。それぞれの条
件の出力層のユニット数は異なり列数に等しい。
おそらく表現すべきデータの複雑さと教師信号
行列の列数が関連すると考えられるのであれば，
category 条件が最も簡単であり，homo 条件がもっ
とも学習しにくい。ところが，図5からは，もっと
も容易なのは homo条件でありアトラクタネットが
学習することがもっとも得意な条件であると考え
られる。アトラクタネットが人間の概念形成のモ
デルとして考えられるのであれば，視覚像に写っ
たイヌの姿をそのまま受け入れるのが homo条件，
動物の一種であるという認識を持つのが category
条件，「イヌ」というラベルを与えるのが identity
条件であると考えられよう。アトラクタネットに
とって homo 条件が簡単であったのは，このよう
に考えることができるのではないかと思われる。
category 条件は，出力層とクリーンアップ層との
ループをもっとも使った条件であり，カテゴリー
判断のモデルとしてアトラクタネットワークを採
用すべき一つの理由をなしていると考えることも
できる。加えて category 条件の損傷実験で，カテ
ゴリー特異性と思われる症状が見られたのは偶然
ではないと解釈することもできよう。
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表 2 category 条件での各試行ごとの正解(=1)と不
正解(=0)

試行 結果
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
8 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
11 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5. まとめ
本稿では，アトラクタネットを用いて人間の脳

損傷患者の示すカテゴリー特異性症状を説明する
ための妥当なデータ表現を探った。用いた 3 条件
の中では category 条件を設定すれば，カテゴリー
特異性の一端を生じせしめることができたように
思われる。
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Identity文化パラメータの進化シミュレーション
Evolutionary Simulation on Identity Cultural Parameter
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Abstract
An evolutionary simulation was conducted to pro-

vide a decision theoretic basis to the idea of Identity
cultural parameter which was introduced to capture
variations in how conversational interactions are or-
ganized in different social groups. The simulation re-
sults indicated that high group identity value groups
can survive with inter-group migration and conflict if
group membership judgment is accurate.
Keywords — culture, evolutionary simulation

1. はじめに
社会集団には集団ごとに固有の行動様式がある．

社会集団の持つ行動様式の固有性は，東洋と西欧，
関東と関西，あるいは学校ごとの校風の違いなど
さまざまなレベルで取り出すことができる．そし
てそのような行動様式の違いは多くの場合，集団
の有する文化の相違として説明される．行動様式
には，結婚式や葬式をどのように執り行うかなど，
歴史的に蓄積された営みの結果，習俗として残っ
ている個別的側面だけでなく，集団構成員に共通
する思考様式や価値体系によって規定される普遍
的側面もある．
複数の言語集団による課題遂行対話の定性的、

定量的比較分析に基づいて，インタラクションス
タイルの相違と，その背後の文化的特性とを取り
出す試みを続けている．その一環として，集団ご
とのインタラクション行動様式の相違をパラメー
タによって特徴づける提案を行った [2]. 本稿では，
その中のIdentityパラメータを取り上げて，進化シ
ミュレーション [1]を用いてパラメータの位置づけ
を計算論的に確認することを試みる．

2. Identity 文化パラメータ
Identityパラメータは，インタラクションにおけ

る主体の行動選択において，個体としての自分自
身に対する配慮と自分の所属する社会集団に対
する配慮の相対的な重み付けとして導入された．
Identityパラメータ値が低い(個体配慮) 場合には，
行動主体は自分自身の利得を行動選択基準とし
て，個体としての自分自身にとってもっとも有利

となる行為を選択する．対話インタラクションで
は，自身の主張内容を明確直截的に述べて相手に
伝えて説得し，合意を得るという行動スタイルを
とる．また聞き手としては，相手の主張に対して
明確に賛否を表明するというスタイルをとる．そ
れに対してIdentityパラメータ値が高い(集団配慮)
場合には，行動主体は自分自身の利得だけでなく
自分の所属する集団にとっての利得を考慮して行
動を選択する．対話インタラクションでは，相手
との意見の対立が明示化されることを避けるため
に，自分の主張は間接的暫定的な形で述べ，また
相手の主張に対して明示的な反対は示さず，協調
的発話を多用するというスタイルをとる．
他者利益を配慮した利他的行動を伴う意思決定

は囚人のジレンマ状況となるため，意思決定が個
体の利得最大化のみによるならば，利他的行動は
選ばれることはない．しかし現実の人間社会には
利他的行動があふれている．行動選択の基礎とな
る利得行列は表1のように表わすことができる．

表 1 行動選択基準とグループ配慮

G I
G b-c+g,b-c+g -c+g,b
I b,-c+g 0,0

G,Iは利他的/非利他的行動の選択を示す．bは利
他的行動が集団構成員全体にもたらす正の効用，
cは利他的行動をとることによってその行為者が
負担するコスト，gは利他的行動が行為者にもた
らす心理的効用である．心理的効用g を無視する
と，利他的行動にはコストcが伴うため，囚人の
ジレンマ状況となって利他的行動選択は起こらな
い．一方，社会集団が集団配慮行動を高く評価す
る結果，利他的行動のもたらす心理的効用gがコ
ストcよりも高くなれば，利他的行動選択が可能
となる．心理的効用は実質的利得ではないので，
それだけでは子孫繁栄に結びつかない可能性が高
い．しかし，集団構成員の多くが利他的行動をと
ればまったく利他的行動をとらない集団と比べて
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(a)グループ間独立: 高精度同一集団判断 (b)グループ間独立: 低精度同一集団判断

(c)グループ間交配・競合: 高精度同一集団判断 (d)グループ間交配・競合: 低精度同一集団判断

図 1 Identity文化パラメータの進化シミュレーション

実質的利得の面でも上回る可能性がある．Identity
文化パラメータを社会集団に属する人々の行動選
択要因として理論的に位置づけるためには，利他
的行動選択を引き起こす集団配慮の Identity値が
進化的に存続可能であることを示す必要がある．

3. 進化シミュレーション
インタラクション行動類型を特徴づける概念と

して提案したIdentity文化パラメータを計算論的に
基礎づけることを目的として進化シミュレーショ
ンを行った．シミュレーションの前提は以下の通
りである．(1) エージェントは合理的であり，利得
表に基づいて自己の利得を最大にするように行動
選択を行う．(2) 利得表は基本的な合理性のレベ
ルでは集団を利する利他的行動のコストを反映し
て，個体優先行動の方が利他的行動よりも有利な
囚人のジレンマ構造をしている．(3) 社会的感情
が集団優先行動を引き起こす原因となる心理機構
として存在し，集団を利する利他的行動の主観的
利得を高める．(4) Identityパラメータは社会的感
情による利他的行動の主観的利得変更の大きさを
決める．(5) Agentは相手が自分と同一集団に所属
すると判断した場合には Identityパラメータ値に
従って利他的行動を選択する．ただし，同一集団所

属判断の正確さは確率的に定まる．(6) Multi-level
selectionを想定する．
シミュレーションの結果を図1に示す．集団間が

独立の場合には高い Identity値は安定して生存で
きないが，集団レベルの選択まで加えると同一集
団所属判断が正確であれば高い Identity値が生存
できることが示された．

4. おわりに
進化シミュレーションは文化による人々の行動の

相違を計算論的にとらえる枠組みを提供すると考
える．今回のシミュレーションによって，Identity
パラメータが進化的に意味のあるパラメータであ
る，すなわち異なったパラメータ値の個体が安定
に存在可能であるということが確認された．対話
インタラクション行動の分析によって得られた行
動スタイルの相違との接続は今後の課題である．

参考文献
[1] Robert Boyd and Peter J. Richerson. The Origin and

Evolution of Cultures. Oxford University Press, 2005.
[2] Yasuhiro Katagiri. Finding parameters in interaction,

a method in emacipatory pragmatics. 11th Interna-
tional Pragmatics Conference, July 2009.

日本認知科学会第27回大会 P2-33

552
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Abstract

In this paper, we investigate the cognitive mechanism

underlying choral speaking, in which two speakers utter

the same content in unison. We consider two factors, self-

organized rhythm and local adjustment of perceived mis-

alignment, and show how these factors determine the de-

gree of synchrony in choral speaking based on an analysis

of dialogs conducted through delayed auditory channels.

Keywords — choral speaking, cognitive mechanism,
conversation

1. はじめに

会話においては、あいづちや話者交替のタイミ
ングなど、参与者の行動の間に時間的な協応構造
がみられる (Erickson & Shultz, 1982; Couper-Kuhlen,

1993)。その最たるものとして、話者間で同一の内
容を一音一音同期させて発話する同期発話（choral

speaking; unison）がある。会話において同期発話が
生じる連鎖上の特徴についてはいくつかの報告が
あるが(串田, 1997; Lerner, 2002)、同期発話の背後に
ある認知メカニズムを検討した研究はない。同期
発話は話者間の高度な協応によって成立している
はずであり、そのメカニズムを探求することは、
複数の行為者の間に見られる協応現象一般の仕組
みを探る上で重要な手掛かりとなる。
筆者ら(Ishizaki et al., 2008)は、伝送遅延環境下で

の対話において半自発的に発現した同期発話を分
析し、参与者たちが同期を成立させるために用い
ているいくつかの方略を明らかにした。本稿は、同
じデータを異なる観点から分析したものである。

2. 協応現象のモデル

データ分析に入る前に、協応現象の認知メカニ
ズムをどのように捉えるかを説明したい。
時間的協応の例として、ピアノの連奏を考えよ

う。奏者たちは打鍵のテンポを合わせなければな
らない。しかし、彼らはすべての音符の打鍵にお
いて自己の行動を相手と調整しているわけではな

∗所属は投稿時

協同
モード

自律
モード

協同
モード

自律
モード

相互
認知
環境

行為者 行為者

共同活動の場

相互作用

図 1 共同活動の二重モデル

い。むしろ、要所要所でタイミングを調整しつつ
も、それ以外の部分は練習で体得した自己のリズ
ムにまかせて演奏している。
伝 (2000, 2004)は、このような考えを日常の共同

活動一般に適用し、自律モードと協同モードから
なる共同活動の二重モデルを提案した（図1）。こ
のモデルでは、会話のような共同活動の場におい
て、個々の行為者は状況に応じて自律モードと協
同モードという2つのモードに認知状態を切り替
える。自律モードでは、相互認知環境を参照しつ
つ、自律的に自らの行動を決定し、他者の行動に
反応する。一方、協応モードでは、自分と他者と
を含む共同活動の場全体を客体化し、いわば観察
者の視点から参照しながら行動する。このモード
では、自分と他者との相互作用を明示的に調整し
ながら行動する。
本稿では、このモデルを同期発話の分析に援用

し、同期発話を成立させる要因として、(i)発話タ
イミングの自己内のリズム（自律的側面）と(ii)同
期ずれの検知に基づく局所的な調整（協同的側面）
という2つの要因を導入する。

3. 方法

3.1 分析資料

伝ほか (2007)が収録した伝送遅延環境下での課
題指向対話を分析資料として用いた。本課題では、
ペアを組む実験参加者に相違点を含む架空の鉄道
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図 2 同期傾向・自己内リズム・局所的調整の指標。波
形はペアを組む二人の話者の音声波形

路線図を提示し、これらの相違点について情報交
換しつつ、始点から終点に至る共通に利用できる
経路を見つけることを求めた。試行終了時に、見
つけた経路上の駅名（正解は9駅）を二人で復唱
することにより課題の達成を合図させた。各ペア
は異なる路線図を用いて3試行を行ない、それぞ
れの試行において、音声遅延装置を用いて0ミリ
秒・250ミリ秒・500ミリ秒の伝送遅延をかけた。復
唱時に発話タイミングを同期させることは教示し
なかったが、大半のペアにおいて、遅延状況下で
も自発的に発話を同期させようという傾向が観察
された。すべての遅延条件で同期発話がみられた
ペア15組を分析対象とした。

3.2 ラベリング

本研究では試行終了時の同期発話の部分のみ
を分析対象とする。すべての駅名は音声とスペク
トログラムを頼りにモーラに分割され、話者間で
モーラごとに対応付けられた。遅延のある条件で
は、DAF下の発話に見られるような音韻の引き延
ばしや繰り返しが見られたが、引き延ばしや繰り
返しを含めた全体を1モーラ相当とみなした。

3.3 指標

以下の指標の算出で経路上の最初の駅は除外し
た。これは、ペアによっては最初の駅の時点では同
期発話が始まっていないことがあったためである。
■同期傾向 発話の同期傾向を測るため、各駅名
の単語頭・最終モーラ頭・単語末の時間の話者間
でのずれを算出した。たとえば、図2では、lmが単
語頭でのずれ、lp, l′pが単語末でのずれである。こ
れらの各位置でのずれの1試行内での平均平方和
を求め、そのペアのその試行における同期傾向の
指標とした（値が小さいほど同期傾向が強い）。
■自己内リズム もし話者が自己内のリズムに従っ
て発話タイミングを決定しているなら、各駅名は
等間隔で発話されるはずである。駅名のモーラ数
は必ずしも等しくないが、内的な発話リズムとい
うものがあるならば、継続長や休止長を調整する

ことで単語頭を等間隔で配置するであろう。たと
えば、図2では、ti−1, ti, ti+1が話者Bの単語頭の発話
時間であり、これらが等間隔で配置されるであろ
う。そこで、試行ごと、話者ごとに、単語頭の発
話時間を駅順（何駅目か）で回帰する回帰直線を
求め、その正規化残差平方和（駅数で割った残差
平方和）を自己内リズムの指標とした（値が小さ
いほど自己内リズムが安定している）。
■局所的調整 もし話者が同期ずれを検知した際
に発声中のモーラの継続長を増減させることで局
所的な調整を行なっているならば、モーラ頭の時
間の話者間でのずれと当該モーラの継続長の間に
は相関が見られるはずである。たとえば、図2で
は、lmが（話者Bから見た）あるモーラの開始時間
の話者間でのずれ、dmが（話者Bの）当該モーラの
継続長であり、lmが負の大きな値を取るほど（話
者Bが遅く開始するほど）dmは短くなり、逆に、lm
が正の大きな値を取るほど（話者Bが早く開始す
るほど）dmは長くなるであろう。
さらに、音声遅延がある場合には、相手話者の

発話は遅延時間Dの分だけ遅れて聞こえる。した
がって、実際に話者が知覚するずれは lmにDを加
えたものとなる。そこで、各モーラの開始時に話
者に知覚されるずれとそのモーラの継続長とを対
応づけ、試行ごと、話者ごとにそれらの間の相関
係数を求め、局所的調整の指標とした（値が大き
いほど局所的調整が強く働いている）。
ただし、最終モーラは一般に休止直前でやや長

く発声されるため別扱いとした。また、先行する
駅名の単語末でのずれ lp (+D)と駅名間におかれる
休止の継続長dpの間でも同様の相関が見られると
考え、その間の相関係数も算出した。

4. 結果

同期発話が一定のリズムでなされず、途中で大き
な断絶が観察されたペア2組を分析から除外した。

4.1 各指標と遅延条件との関係

■同期傾向 単語頭・最終モーラ頭・単語末におけ
る話者間のずれの平均平方和（同期傾向の指標）を
算出し、遅延条件ごとに平均値を求めた（図3。エ
ラーバーは標準誤差）。2要因分散分析の結果、遅延
条件と位置の主効果がいずれも有意であり（遅延
条件: F(2, 24) = 20.29, p < .001;位置: F(2, 24) = 9.31,

p < .005）、交互作用は有意でなかった（F(4, 48) =

.23, p = .92）。Ryan法による多重比較の結果、遅延
条件では、0ミリ秒 < 250ミリ秒 < 500ミリ秒の順
で有意に値が大きくなり、位置では、単語頭が最
終モーラ頭や単語末よりも有意に値が大きく、最
終モーラ頭と単語末の間には有意差はなかった。
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図 3 遅延条件ごとの話者間の時間のずれの平均平方
和（単語頭・最終モーラ頭・単語末）

■自己内リズム 単語頭の時間の回帰直線の正規
化残差平方和（自己内リズムの指標）を話者ごと
に算出し、値の小さい話者と大きい話者のそれぞ
れについて遅延条件ごとに平均値を求めた（図4）。
2要因分散分析の結果、遅延条件と大小の主効果
がいずれも有意であり（遅延条件: F(2, 24) = 6.23,

p < .01; 大小: F(1, 12) = 22.62, p < .001）、交互作用
は有意でなかった（F(2, 24) = 1.23, p = .31）。多重
比較の結果、500ミリ秒遅延は0ミリ秒・250ミリ秒
遅延に比べて有意に値が大きかったが、0ミリ秒
遅延と250ミリ秒遅延の間には有意差はなかった。
■局所的調整 各駅名の先行休止・最終モーラ以
外のモーラ・最終モーラにおける開始時の話者間
のずれと継続長の間の相関係数（局所的調整の指
標）を話者ごとに算出し、値の小さい話者と大き
い話者のそれぞれについて遅延条件ごとに平均値
を求めた（図5）。それぞれの位置に関して2要因分
散分析を行なった結果、先行休止と最終モーラ以
外のモーラでは、遅延条件と大小の主効果がいず
れも有意で（先行休止: 遅延条件: F(2, 24) = 22.74,

p < .001; 大小: F(1, 12) = 35.60, p < .001; 最終モー
ラ以外: 遅延条件: F(2, 24) = 12.29, p < .001; 大小:

F(1, 12) = 78.17, p < .001）、交互作用は有意でな
かった（先行休止: F(2, 24) = 1.99, p = .16;最終モー
ラ以外: F(2, 24) = .37, p = .70）。いずれの位置でも
250ミリ秒・500ミリ秒遅延の間に有意差はなく、0

ミリ秒遅延の先行休止は有意に値が小さく、最終
モーラ以外のモーラは有意に値が大きかった。一
方、最終モーラでは、大小の主効果のみが有意で
（F(1, 12) = 123.66, p < .001）、遅延条件の主効果も交
互作用も有意でなかった（遅延条件: F(2, 24) = .88,

p = .43;交互作用: F(2, 24) = .40, p = .67）。
■まとめ 遅延時間が短いほど同期傾向が強く、話
者間の同期は単語末において強まるが、最終モー
ラ開始時に既にその傾向が見られた。遅延時間が
非常に大きい場合（500ミリ秒遅延）にのみ、自己
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図 4 遅延条件ごとの単語頭の時間の回帰直線の正規
化残差平方和（話者間での値の大小ごと）

内リズムの大きな乱れが見られた。遅延がない場
合（0ミリ秒遅延）に最終モーラ以外のモーラで程
度のやや強い調整が見られ、遅延がある場合には
むしろ駅名間休止で程度の強い調整が見られた。
一方、最終モーラでは局所的調整の指標が遅延条
件に依存せずほぼ一定で、最終モーラの継続長の
増減は必ずしも同期の調整に使われているわけで
はなかった。さらに、自己内リズムと局所的調整
で、値の小さい話者と大きい話者の間に有意な差
があったことから、これらの指標は必ずしも話者
間で一致した傾向を示すわけではないと言える。

4.2 重回帰モデル

前節の結果を踏まえ、単語末における話者間の
ずれの平均平方和を同期傾向の程度を表わす目
的変数とし、自己内リズムと局所的調整の指標を
説明変数とする重回帰モデルを構築した。各駅名
の最終モーラでは既に同期が成立していること、
最終モーラでのずれの調整は行なわれないこと
から、局所的調整の指標としては先行休止と最終
モーラ以外のモーラにおける値のみを用いた。自
己内リズムと局所的調整の指標は話者間で必ずし
も一致した傾向を示さないことから、これらの指
標については、小さい話者の値・大きい話者の値・
両者の平均値の3通りの可能性を検討した。これ
らすべての可能性に対してAICによるモデル選択
により最適モデルを求めた。
遅延条件ごとの最適モデルを表1に示す。0ミリ

秒遅延では、最終モーラ以外のモーラによる局所
的調整の指標の話者間平均と自己内リズムの指標
の小さい（より安定している）ほうの値が有意な
貢献を示し、前者の係数は負、後者は正であった。
250ミリ秒遅延では、自己内リズムの指標の話者
間平均のみが有意な正の貢献を示した。500ミリ
秒遅延では、自己内リズムの指標の小さい（より
安定している）ほうの値と最終モーラ以外のモー
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図 5 遅延条件ごとの開始時の話者間のずれと継続長の間の相関係数（先行休止・最終モーラ以外のモーラ・最終
モーラ、話者間での値の大小ごと）

表 1 遅延条件ごとの最適モデル

係数 SE t値 p値
0ミリ秒遅延
切片 .01 .00 3.95 < .005
最終モーラ以外（平均） −.03 .01 −3.16 < .05
リズム（小） .16 .06 2.96 < .05
250ミリ秒遅延
切片 .04 .01 2.65 < .05
リズム（平均） .51 .17 2.99 < .05
500ミリ秒遅延
切片 .09 .02 4.09 < .005
リズム（小） .64 .18 3.59 < .005
最終モーラ以外（小） .12 .07 1.89 < .1

ラによる局所的調整の指標の小さい（より程度の
弱い）ほうがともに有意な正の貢献を示した。

5. 議論

重回帰モデルの結果は遅延条件ごとに異なった。
0ミリ秒・500ミリ秒遅延では、より安定した自己内
リズムを持つほうの話者のリズムの指標が有意な
正の貢献（安定しているほどずれが小さい）を示
し、いわばリードする側の自律的な行動が同期発
話の成立に重要な役割を果たしていたと言える。
一方、これらの遅延条件での局所的調整の影響は、
いずれも最終モーラ以外のモーラにおける調整が
関与しているという点では共通しているが、その
方向性は対照的である。遅延のない条件（0ミリ秒
遅延）では、両話者が平均的に程度の強い調整を
行なうことが同期の程度を高めていたが（調整の
強さとずれの大きさに負の依存関係）、遅延の大
きな条件（500ミリ秒遅延）では、より程度の弱い
調整を行なうほうの話者が調整を控える（あるい
は逆向きに調整する）ほど同期の程度が高くなっ
ていた。遅延が大きい状況では、調整がかえって
悪い結果をもたらす（相手に合わそうとするほど
ずれが大きくなる）ため、調整を抑える方略を用
いたほうがよりよく同期が成功したと思われる。

250ミリ秒遅延では、自己内リズムのみが有意

な正の貢献を示した。局所的調整が有効に機能す
る0ミリ秒遅延や、逆に調整が悪影響するため調
整することを放棄しがちな500ミリ秒遅延に比べ、
250ミリ秒遅延では、局所的調整に頼る者と頼ら
ない者が混在していたのではないかと思われる。
以上のように、参与者たちは、状況に応じて自

律的側面と協同的側面のバランスを変化させなが
ら、同期発話を成立させている。今後は、同期発話
の成立過程を微視的に観察することで、局所的調
整のメカニズムをより詳細に検討したい。また、
一部の話者では、うなずきでリズム取りする現象
が観察されている。本データはモーションキャプ
チャーにより身体動作が記録されているため、こ
のような身体動作の影響も検討したい。

謝辞 本研究は石崎雅人・深代千之両氏との共同研究
のデータを再分析したものです。
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Abstract 

The relationship between an operator and the 

character in a computer game is experimentally 

investigated when voice is used as an operating media 

instead of a game controller. The relationship is 

compared with the case of voice media and that of a 

game controller, and also an operator’s utterances are 

investigated through an experiment. 

 Operators who have not played the game don’t take 

the voice operation for a mere tool to control the 

character’s motion. Instead they speak to the character 

as if it were a person. Their utterances include many 

words indicating the vague quantitative motion range. 

It is suggested that information of situation and 

speech prosody is very important to analyze the 

intention of the operator. 

 

Keywords ― motion control, computer game, voice 

operation, operator’s behavior, controller 

 

1. はじめに 

  人と道具の関係は、便利に作業を行えるよう

になると、道具は体の一部のようになる、という

見方がある．石黒浩[1]は、訪問者とジェミノイド

との対話が 5 分ほど続くと、操作するものはジェ

ミノイドの体が、自分の体であるような錯覚を覚

えるようになり、遠隔操作しているロボットを他

人が突いた場合にはその操作者は自分が突かれた

ような感じを受けると述べている．これは、操作

者に対して物理的なフィードバックがないような

道具(ジェミノイド)であっても感覚の共有に類し

たことが起こることを示している．また、リーブ

ス＆ナスら[2]によれば、人はコンピュータに対し

ても無意識のうちに人間に対応するときと同様の

社会的反応をしているという． 

 上記のような視点を踏まえつつ、本発表では通

常はコントローラによってキャラクターの動きを

操作するようなゲームにおいて、キャラクターを

操作するメディアを音声にすることにより、操作

者とその操作対象となるキャラクターとの関係が

どのように変化するかについて実験的に検討した．

また、音声操作を行う場合には不要語、指示の繰

返し、程度の副詞の使用など計算機によって音声

操作を処理する上で多くの問題があるが、ここで

は程度の副詞に関わる問題についても検討する．

程度の副詞に関してはすでにかなりの検討がある．

例えば、新山, 徳永, 田中ら[3]では、「ちょっと」

「かなり」などの程度を表す語句に見られる漠然

性の処理には難しい問題があるが、どこに対象物

があるのかということを示す手掛りとして利用が

可能であると指摘している．しかし、程度の副詞

や状況に応じて対象をどの程度動かせばよいかに

ついての具体的な検討は行われていない．一方、

勘久保,小林ら[4]は、人間は「あと 50mm/sec 加速

しよう」や「100mm/sec 減速しよう」というよう

な具体的な物理量をもとにして運動の加減をする

ことはまれであり、人間自身が行う運動に関して、

「もっと速く」や「少し遅く」という指示を行う

のが普通であるとしている．人間は程度副詞、そ

れ自体に対する一定の解釈を持っているが、程度

の副詞を含む指示を受けて実際の場面で行われる

運動との間にはズレがあるとしている． 

本発表では、操作者が程度の副詞を使用する状況

や発話者の意図を適切に解釈するために必要とさ

れる情報等について検討を行った． 
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2. 実験 

 実験に用いたゲームは「モンスターハンターフ

ロンティアオンライン」である．このゲームでは、

通常コントローラを用い、ゲーム内の仮想空間に

出現する敵であるモンスターを討伐することがゲ

ームの目的である．このゲーム中の課題にはモン

スターの討伐を直接的な目的とはしていないもの

がある．その一つは、キャラクターが、2 つのア

イテムを採集し、調合するというサブ課題で、こ

の課題の達成時間は 10 分程度で実験課題として

適切であるため、これを実験課題として用いた．

キャラクターはアイテムを探すために仮想空間内

を歩き(走り)探索を行うが、実験に際しては予め

地図上にアイテムに至る経路を示したものを与え

た．被験者に示したマップを図 1に示す． 

 

 

 課題は右下の赤い丸で囲まれている 1 番より 2

番に移動し、2 番内の上部にある 1 番と左にある 2

番にて必要アイテムを採集し、調合を行うことで

目的のアイテムを作成する．マップ左下部分キャ

ンプへアイテムを納品することで実権の課題は達

成される． 

図 1 被験者へ提示した MAP 

 

被験者にマップを示したのは、指定ルート以外を

使用すると、途中に通過困難な崖や待伏せている

モンスターが出現し、課題に失敗する場合がある

ので、それら障害を避け、一定時間内に上記の課

題を達成させるためである．被験者にはマップの

赤く囲まれている番号が振ってある経路以外には

行かないように指示した．出発地のキャンプ地点

から 1 番まではオートパイロットでキャラクター

が移動する．被験者は示した地図通りにキャラク

ターを進めることによって、キャラクターを攻撃

してくるモンスターとの遭遇はなくなる．キャラ

クターの向き(カメラ視点)と前進動作、アイテム

の採集、調合という操作のみで被験者への課題は

達成可能となっている． 

通常のゲーム操作と同様にコントローラで操作を

行う実験 1 と、音声によりキャラクターの操作を

行う実験 2 を実施した．両実験ともゲームを処理

するコンピュータは同一のものを使用した． 

実験 1(コントローラによる操作)： 

[被験者] 本ゲームの未経験者 2名 

[実験課題] 上記の課題 

[手順] コントローラによってキャラクターを操

作し、課題を実行する．被験者へは、キャラクタ

ーとカメラを動かす方法のみを教示した．被験者

にはゲームを操作するメディアとして、2 本のア

ナログスティック付き 17 ボタンのゲームパッド

を使用してもらった．キャラクターの前進の速さ

はアナログスティックの押し方の程度によって制

御可能になっている． 

実験 2(音声による操作)： 

[被験者] 本ゲームの経験があるもの 1 名と未経

験者 2名 

[実験課題] 実験 1と同じ 

[手順] 音声によってキャラクターを操作する．

音声は、音声認識装置を経てキャラクターの動き

が操作されると被験者に説明し、操作に有効な命

令はカメラの方向指示とキャラクターの進行方向

の指示が可能であると教示した．音声認識装置が

機能する単語に制約があるかどうかについては特

に言及しなかった．実験に当たっては、音声認識

装置は用いず、ウィザードオブオズ法を用い別室

にいる実験者が、被験者による指示を聞き取り、
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コントローラを使用してキャラクターを動かした．

このとき音声指示が「少し前へ」で 3歩、「前へ」

で 5歩、「もっと前へ」で 8歩前進させるように操

作したが、程度の副詞に応じてどの程度キャラク

ターが移動するかは被験者には教示されていない．

また、実験者からは実験中の被験者の手の動きや

目線などを見ることはできず、被験者の音声発話

のみにもとづいて操作を行っている．さらに、被

験者と実験者との視覚情報の差を減らすため双方

に同一サイズのモニタを用意し、同一コンピュー

タから同時に同じ画面を出力するようにした．さ

らに、実験者が被験者の発話をリアルタイムで聞

き取るために、実験者と被験者の双方で Google

トークとヘッドセットを使用した． 

実験 1 及び 2 の状況はすべてビデオを用いて録画

し、音声も同時に収録した．ただし、実験の目的

上、被験者に対して操作に関しての意識的な発話

(プロトコル)は求めていない． 

 

3. 結果と考察 

1） 本ゲームの未経験者における音声操作と

コントローラ操作の比較 

 音声操作では操作に有効ではない用語を

多く使用した．コントローラ操作では機能的

に不必要なボタンを操作するなどして、他画

面への移行や武器の出し入れ等を行い本課

題の達成には障害となる余計な操作が見ら

れた．音声操作では過度にキャラクターを動

かすことがないため他画面への移行などは

起こらなかった．これに対してコントローラ

操作者では多数の不要な試行錯誤が発生し

ている．これはボタン押しによる操作が反射

的に行われている一面があることを示して

いる． 

2） 音声におけるゲーム経験者と未経験者の

比較 

ゲーム未経験者の発話では、「もっと(前

へ)」「ちょっと(前へ)」といった前進の程度

を示す言葉が有効に働くかどうかを実験に

先立って明示的に示さなかったにもかかわ

らず、これらの用語が少なからず使われた．

ゲーム経験者は最初、指示に反する目的場所

へ「○○(場所)へ移動してください」という

依頼の形で音声操作をしたが、直接場所の明

示による操作が実験の指示に反することが

指摘された直後から、コントローラによる操

作の代用としての発話へと移行した．また、

ゲーム未経験者では、発話は終始依頼の形で

あったり、「なんか採集してよ」と話しかけ

たりする場面が見られたほか、キャラクター

やカメラをコントロールするのに有効でな

い多くの用語が使われていた．この割合を整

理して表 1に示す．また、同じ音声操作者で

あっても操作に関係しない発話が多い被験

者は程度を含む発話数も多い．また、同じ音

声操作者であってもキャラクターの操作に

直接関係しない発話が多い被験者は前進の

程度を指示する発話数も多かった． 

 

表 1 音声操作に使われた発話内容の分類 

 

 
経験

者 
未経験者 E 

未経験者

Y 

総発話数 90 179 181 

操作発話総数 87 119 90 

 (前進の程度を

含まない発話数) 
87 105 75 

 (前進の程度を

含む発話数) 
0 14 15 

操作に関係しない

発話数 
3 60 91 

 

 

3） 音声操作時に見られる操作者の意図と韻

律情報 
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 音声操作において、キャラクター操作に関

する単語を連続して発話している状況で異

なる意味を持たせていることがあった．その

一つは、単純に動作の制御を行う「前」「右」

等を一つの動作に対応させている場合であ

り、それらの用語が繰り返されるときには、

一回の「前」という指示で進む時よりも、そ

れを繰り返した回数だけ多く進むことを意

味していた．もう一つは、指示した単語を確

認するために再度同じ単語を発話する場合

であった． 

また今回の実験において、「左の方向に・・・斜

め左、上斜め左」と発話している場合があった．

この時、一言目の「左の方向」の部分では迷いが

見られ、最後の「上斜め左」では通常時よりも早

口になっているが、「斜め左」と発話があった場合

は通常の操作時と変わらない発話速度であった．

この発話に関する操作者の意図はマップ上では

「上斜め左方向」に、キャラクターから見ては「斜

め左」方向への操作を意図していた．単に程度の

副詞や言い誤りの処理といった範囲を超えた音声

によるキャラクター操作の処理の解析には、韻律

情報等も取り込んだ高度な処理を必要とし、それ

がない場合には、操作者(ユーザー)にとって使い

にくい操作メディアになると考えられる．また、

別の被験者では「右、右、だめだよ・・・カメラ

を右・・・5 度」と発話する場面が見られた．は

じめの「右、右」の部分は非常に早口で発話し、

すぐに通常の速度で発話をしなおしている．この

とき発話者の意図は「右、右」と言ってまだキャ

ラクターがその動作を開始する前に訂正を行おう

としている．発話者の意図を正確に読み取るため

には、この場合韻律情報のみならず、実際に操作

者に観測されているキャラクターの動作状況等を

含めた総合的解析が必要になることを示している．

なお、この被験者では「前、前、前、前」と一単

語を一動作の制御に対応させる発話が多く見られ

たが、このような場合は普通の発話速度でほぼ一

様に発話されていた． 

上記(1)～(3)の結果を総合してみると、コント

ローラを使用する場合には操作者はコンピュータ

に対してそれを単純に機械としてみなしているよ

うに見え、道具の使用範囲を試すために指示され

ていないボタンの操作等も行っている．一方、音

声操作では、コンピュータへの依頼者の立場に立

っており、これが人間への対応に対して現れるの

と同じような発話が頻出している要因になってい

る．これは操作メディアの相違による影響を表し

ている． 

 

4. まとめ 

音声操作の場合、コントローラを使った当該ゲ

ームの未経験者は依頼という形での操作に関する

発話が多かった．ゲーム経験者ではコントローラ

を前提にした発話となり、あくまで道具の延長と

しての発話操作になっている． 

程度副詞に関しては操作発話総数の約 16％使

われており、繰返しに関しても少なからず使われ

ていることが明らかとなった．また、発話操作の

意図を正確に解析するには韻律情報と状況の利用

が重要であることが示唆された． 
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Abstract 
We have measured magnitude of illusion and eye 

movement data in recognition of visual illusion and 
investigated the relation between eye movement and 
illusion. The results suggest that eye movement affects 
the magnitude of illusion and that eye movement is 
caused corresponding to the illusion. 
 
Keywords ―  Eye movement, visual illusion, 
magnitude of illusion 

 

１．はじめに 

われわれの見る物の形や大きさは，外界の実際

の物の形や大きさとは必ずしも一致しないことが

あり，そうした現象のことを錯視と呼ぶ．錯視に

はさまざまな種類があるが，本研究では幾何学的

錯視を取り扱う．幾何学的錯視というのは，平面

図形における大きさ，長さ，方向，角度，曲率，

形などの幾何学的性質が，刺激の客観的関係より

組織的にかつ相当量異なって知覚される現象であ

る[1]． 

しかしながら，錯視は何ら特別な現象でも異常

な現象でもなく，知覚の歪みは通常の視知覚にお

いて一般的に生じていることであり，錯視図形で

そのような歪みが特に顕著に現れるにすぎない

[2]．ただ，錯視においては比較的簡単な刺激布置

の割に顕著な歪みが生じるとことから，２次元知

覚の機制を解く手がかりとしての役割が期待され

ているのである[1]． 

幾何学的錯視に関する研究は 19 世紀半ば以降，

数多くなされてきた．1890 年代には研究が特に活

発であって，今日知られている多くの錯視図形は，

ほとんど 19 世紀末までに多くの学者たちによっ

て案出された．それらの学者の中には，生理学者，

心理学者，物理学者，天文学者などさまざまの領

域の学者がいる．多くの錯視図形は，考案した学

者の名をつけて誰々の錯視と呼ばれている．その

後も幾何学的錯視に関する研究がなされており，

特にわが国で盛んである[2]． 

錯視についての研究においては，錯視図形の幾

何学的条件や提示条件によって錯視量がどのよう

に変化するかが調べられるとともに，錯視の生じ

る理由が検討され，いくつもの学説が提案された． 

たとえば，ミュラー・リヤー錯視は，多くの錯

視のなかでもきわめて有名であり，研究例も多く，

この錯視が紹介されて以来，数多くの学説が提出

されている．そうした錯視の学説の一つに眼球運

動説がある．古典的眼球運動説は，眼球運動は外

向図形では頂点を越えて長く，内向図形では逆に

短くなるという，誤った眼球運動が錯視の原因で

あるとするものであるが，瞬間提示や静止網膜像

という眼球運動の機会がない観察事態でも錯視が

生じるので，この説は支持されないことになる[3]． 

しかしながら，眼球運動が錯視の原因でないこ

とは示されたとしても，眼球運動が錯視図形の認

識に与える影響についてはまだ充分に検討されて

いるとはいえない． 

そこで，本研究では，錯視図形の認識における

眼球運動を測定し，眼球運動と錯視がどのように

関係しているかについて検討することを目的とす

る． 

本研究では，ミュラー・リヤー錯視を対象とす

るが，その理由は，錯視量が大きく，提示条件に

伴う変化が測定しやすいこと，また，比較可能な

先行研究が数多くあることによる． 
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認識実験としては錯視図形の判定実験と操作実

験を行う．判定実験では７段階の提示時間を設定

し，標準図形と比較図形とを比べてどちらの主線

が長く見えるかを判定させることで錯視量を測定

するとともに，眼球運動測定装置（アイカメラ）

を用いて視線データを測定し，眼球運動の有無を

確認する．一方，操作実験では標準図形と比較図

形の主線の長さを見比べて長さが同じに見えるよ

うに比較図形の主線の長さを調整させることで錯

視量を測定するとともに，視線データを測定し，

視線移動距離を算出する．このように錯視図形を

操作・認識する過程において即時的に眼球運動を

測定した例は見られない． 

本研究では，錯視図形の判定実験および操作実

験をコンピュータ画面上で行える実験システムを

作成し，錯視図形についての予備知識のない者を

対象として実験を行い，錯視量と視線データを測

定し，錯視図形の認識と眼球運動との関係を明ら

かにする． 

 

２．実験方法 

2.1 実験システム 

 
図１ 実験システムの構成 

 
実験システムは，図１に示したように錯視図形

提示システムと眼球運動測定システムから構成さ

れている．錯視図形提示システムから送信される

信号により，眼球運動測定システムでの測定との

同期が取られる． 

2.1.1 錯視図形提示システム 

錯視図形提示システムは，市販のパーソナル・

コンピュータと周辺機器を中心に以下のもので構

成されている． 

コンピュータ：Optiplex GX150（デル），

PentiumⅢ 1GHz，512MB，40GB，Windows XP 

Professional 

ディスプレイ：15 型 TFT 液晶ディスプレイ

LCV-15MAT（エプソン），1024×768 画素 

ディジタル入出力ボード：PIO-16/16T(PCI)

（コンテック） 

テンキーパッド:NT-9USV（サンワサプライ） 

2.1.2 眼球運動測定システム 

眼球運動測定システムは，ナックイメージテク

ノロジーの眼球運動測定装置 EMR-8BNL を中心に

以下のもので構成されている．特に記載のないも

のは同社の製品である． 

コンピュータ：Dimension 8400（デル），

Pentium4 2.8GHz，1GB，160GB，Windows XP 

Home 

ディスプレイ：15 型 TFT 液晶ディスプレイ

1503FP（デル），1024×768 画素 

データプロセスボード 

画像入力表示ボード：MSGII05HR（日立超 LSI

システムズ） 

コントローラ 

LED 電源ボックス 

ビデオコンバーター：VABOX2（アイ・オー・

データ機器） 

ビデオモニタ：AS4312U（イーヤマ） 

ビデオデッキ：GV-D1000（ソニー） 

信号変換ボックス 

眼球撮影カメラ 

あご台 

眼球データ解析ソフトウェア 

キャリブレーションソフトウェア 

これらのうち，眼球データ解析ソフトウェアに

は，眼球データを実時間でコンピュータに取り込

同期信号 

テンキー 

カメラ 眼球運動 

測定システム 

錯視図形提示 

システム 

被験者

錯視図形提示

ディスプレイ
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む機能が含まれており，視線データとして錯視図

形提示用ディスプレイの座標値（ｘ軸方向および

ｙ軸方向，単位は画素数）がサンプリング周波数

60Hz で得られる．視距離は 66cm である． 

 
2.2 実験課題 

実験に用いる図形は次の３種類（図２）である． 

Ｈ型図形：主線と斜線の角度 90° 

内向図形：主線と斜線の角度 45° 

外向図形：主線と斜線の角度 135° 

 

Ｈ型図形     内向図形   外向図形 

図２ 実験に用いる図形 

 
2.2.1 判定実験 

被験者の課題は，左右に表示される標準刺激と

比較刺激の図形を見比べて，主線の長さの長短を

答えることである． 

(a) 錯視課題 

目印の提示：画面の中心点に一辺 20 画素の

十字を１sec 表示，その後 200msec は無表

示 

図形の提示時間：50msec，100msec，200msec，

500msec，１sec，２sec，５sec の７段階 

標準刺激：内向図形（主線の長さ 100 画素，

斜線の長さ 35 画素） 

比較刺激：外向図形（主線の長さ 51～83 画

素，斜線の長さ 35 画素） 

刺激間の間隔：20 画素 

ＳＯＡ：200msec 

マスキング時間：200msec 

マスキングパターン：横 300×縦 99 画素の範

囲に３×３画素の白または黒のドットを

ランダムに表示 

(b) 対照課題 

図形の提示時間：500msec  

標準刺激：Ｈ型図形（主線の長さ 100 画素，

斜線の長さ 35 画素） 

比較刺激：Ｈ型図形（主線の長さ 88～112 画

素，斜線の長さ 35 画素） 

目印の提示，マスキングについては錯視課題と

同じである． 

比較刺激の表示位置（左または右）と主線の長

さ（錯視課題では４画素刻み，対照課題では３画

素刻み）はランダムに設定される．各図形に対す

る長短の判定と判定時間が記録される． 

2.2.2 操作実験 

被験者の課題は，左右に表示される標準刺激と

比較刺激の図形を見比べて，主線の長さが同じに

見えるように調整することである． 

標準刺激：Ｈ型図形（主線の長さ 150 画素，斜

線の長さ 38 画素） 

比較刺激：内向図形（主線の長さは 149～155

画素または 189～195 画素，斜線の長さ 53 画素）

あるいは外向図形（主線の長さは 103～109 画素ま

たは 143～149 画素，斜線の長さ 53 画素） 

比較刺激の配置として右側配置と左側配置があ

り，また，比較刺激の主線の長さを調整させる向

きとして上昇系列と下降系列がある． 

比較刺激の主線の長さ（１画素刻み）はランダ

ムに設定される．被験者は主線の長さが同じに見

えるようになった時点で確定させるが，それまで

の操作量と操作中の視線データが記録される． 

以下の図３と図４がそれぞれ実際の実験で用い

る標準刺激と比較刺激の２種類の組み合わせとな

る． 

 

図３ 標準刺激と比較刺激（内向図形） 
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図４ 標準刺激と比較刺激（外向図形） 

 
2.3 被験者 

錯視図形について予備知識のない 18 歳から 23

歳までの健常な大学生 28 名（男性 19 名，女性９

名）を被験者とした．すべての被験者について，

裸眼もしくは眼鏡・コンタクトレンズの使用によ

り，本実験を行うのに充分な視力（両眼で 0.7 以

上）を有していること確認した． 

 
2.4 実験条件 

判定実験では，７段階の図形の提示時間の順序

を被験者によって変えることで順序効果を相殺す

る． 

操作実験では，比較刺激の配置と系列の４つの

組み合わせの出現順序を被験者によって変えるこ

とで順序効果を相殺する． 

 

2.5 実験手順 

実験に先立ち，被験者には，文書により実験の

概要と手順を理解させたうえで，実験への参加の

同意書と視力や利き手などに関する調査票に記入

させる． 

測定に入る前に，まず，実験課題を確認し，実

験機器などに慣れさせるため，どちらの実験にお

いても，練習試行を行い，次に，眼球運動測定装

置の個人別較正を行う．以上の準備ができたら，

実験条件に従って実験を行う． 

判定実験では，錯視課題の前に対照課題を実施

する． 

操作実験では，操作課題の前と後にプレテスト

およびポストテストとして，主線の長さが等しい

標準刺激と比較刺激を 20sec 提示し，被験者に左

右の図形の主線の長さを見比べさせ，視線データ

を記録する． 

 

３．解析方法 

判定実験においては，被験者の各図形に対する

長短の判定を－１，０，１のいずれかとする評価

値とし，その評価値について以下の式に示した距

離の重み付き総和の絶対値を算出し，比較図形の

主線の長さの関数として表す． 

( ) ∑
−=

−=
k

km
mmnxns )(

 

この関数の最小値を与える長さを錯視の主観的

等価点とする． 

一方，操作実験においては，確定時の比較図形

の主線の長さを主観的等価点（以下，等価点）と

する． 

そして，等価点をもとに錯視量および錯視率を

以下のように定義し，算出する． 

錯視量＝｜等価点－標準図形の主線の長さ｜

（単位は画素数） 

錯視率＝（錯視量／標準図形の主線の長さ）×

100（単位は％） 

判定実験においては，各提示時間についての，

すべての被験者の評価値を合計して錯視量を算出

するとともに，被験者別の錯視量も求める．そし

て提示時間と錯視量についての関係をグラフで表

し，被験者ごとに算出した等価点について分散分

析を行う． 

一方，操作実験においては，等価点について，

試行に伴う変化，右側配置・左側配置の別，上昇

系列・下降系列の別に，平均値を示したグラフを

作成するとともに，分散分析を行う． 

また，判定実験の視線データからは，各提示時

間での眼球運動の有無を調べる．操作実験の視線

データからは，標準図形あるいは比較図形に対応

する停留点間距離を以下の手順により算出する． 

(1) 実験で得られた視線データから余分な部分

を切り取る． 
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(2) 前処理として，まばたきなどによるエラー

の区間に対して線形補間を施す． 

(3) 同様に，錯視図形の提示領域から外れたデ

ータも異常値として除去して線形補間を施す． 

(4) 修正された視線データから，一定の空間的

および時間的条件に当てはまるデータを停留

点とする． 

(5) 停留点が標準図形あるいは比較図形の端点

に対応しているかどうか推定する． 

(6) 停留点が標準図形あるいは比較図形の端点

から端点へと移動している場合は，それぞれ

に対応する停留点間距離（図形の両端同士の

視線移動距離）を算出する． 

 

４．結果と考察 

4.1 眼球運動の有無 

判定実験では，すべての試行の視線データにお

いて，７段階の提示時間のうち 200msec 以下では

眼球運動は生じず，500msec 以上において眼球運

動の発生が確認できた．これはサッケードの潜時

特性[4]を考慮すれば妥当な結果であると言える．

また，提示時間が長くなるにつれ，視線移動距離

も増加していった． 

 

4.2 提示時間と錯視量 

判定実験では，眼球運動が生じない提示時間

50msec などにおいても錯視が観測された．また，

提示時間が最も短い 50msec では 41 画素（図５），

最も長い５sec では 28 画素（図６）の錯視量が観

測され，提示時間と錯視量の関係（図７）につい

ては，提示時間が長ければ有意に錯視量が小さく

なるということが確認できた（F (6,162) = 30.582, 

p < 0.001）． 

このことにより眼球運動により錯視が生じると

する古典的眼球運動説は支持されなかった．しか

し，提示時間が長くても短くても錯視量が変わら

ないとする従来の報告[5]とは異なる． 

さらに，200msec～１sec に錯視量の大きな変化

が見られた．これは眼球運動の有無と対応してい

る．このことより，眼球運動によって図形の物理

的な情報をより正確に獲得することで，より実際

の物理量に近い認識になるように修正されると推

察される． 
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図５ 提示時間 50msec の評価値の総和と 

平均反応時間（等価点 59） 
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図６ 提示時間５sec の評価値の総和と 

平均反応時間（等価点 72） 
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図７ 提示時間と錯視量の関係 

 
4.3 試行順序や提示時間による影響 

判定実験おける試行順序や提示時間による影響

を調べるため，主観的等価点について分散分析を

行った結果，試行順序についての有意な主効果は

認められなかった（p = 0.830）． 
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つまり，試行順序と錯視量の関係はなく，判定

実験において錯視量に影響を及ぼすのは提示時間

のみであるということが確認できた． 

 
4.4 内向図形・外向図形に対する錯視量 

操作実験（図８，９）において，すべての被験

者のすべての試行の平均による錯視量を測定した

結果，比較刺激が内向図形の場合は 18 画素（錯視

率 12％），外向図形の場合は 23 画素（錯視率 15％）

であった．また，標準刺激を内向図形，比較刺激

を外向図形とした先行研究では，錯視量が 37 画素

（錯視率 25％）であったが，この値は今回の実験

での内向図形の錯視量と外向図形の錯視量の和に

近いと言える．すなわち，通常のミュラー・リヤ

ー錯視は，内向図形に対する過小視と外向図形に

対する過大視の効果の和によるものであること，

また，相対的には内向図形よりも外向図形に対す

る錯視量の方が大きいことが推察される． 
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図８ 比較図形（内向図形）の操作量と 

停留点間距離の時系列データ 
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図９ 比較図形（外向図形）の操作量と 

停留点間距離の時系列データ 

 

4.5 試行に伴う変化 

操作実験の主観的等価点について，試行回数を

要因とした分散分析を行った結果，試行回数につ

いての有意な主効果は内向図形，外向図形のどち

らにおいても認められなかった（内向図形：p = 

0.917，外向図形：p = 0.246）．すなわち，錯視量

は試行に伴い増減することなく，練習効果はない

ことが示された． 

 
4.6 標準図形と比較図形に対する停留点間距離 

操作実験での停留点間距離は実際の主線の長さ

に比べて短いが，標準図形と比較図形に対する値

はほぼ等しく，また，ある程度の相関が認められ

た（相関係数は，比較刺激が内向図形の場合 0.43，

外向図形の場合 0.46）．プレテストおよびポスト

テストにおいても同様にある程度の相関が見られ

た．このことは，被験者は標準図形と比較図形の

長さが同じと判断したとおりに，視線を動かして

いると考えられる． 

しかし，いずれの場合も標準図形（Ｈ型図形）

に対する停留点間距離にかなりばらつきがあるこ

とから，被験者によって図形のとらえ方は個人差

があると考えられる（図 10，11）． 
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図 10 標準図形と比較図形（内向図形）の 

停留点間距離の相関関係 
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図 11 標準図形と比較図形（外向図形）の 

停留点間距離の相関関係 

 
4.7 主観的等価点と停留点間距離 

操作実験の各試行における主観的等価点と対応

する停留点間距離の相関係数を求めたところ，こ

の両者にはほとんど相関が見られないことが分か

った（相関係数は，比較刺激が内向図形の場合

0.13，外向図形の場合 0.18）．しかし，主観的等

価点は比較図形の物理的な長さであり，その長さ

に対して被験者がどのぐらいの長さと判断したか

を示しているのではない．よって，被験者によっ

て主観的等価点が大きく異なるのだから，被験者

が判断した長さと相関のある停留点間距離との相

関が低いのは当然と言える（図 12，13）． 
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図 12 主観的等価点と停留点間距離の 

相関関係（内向図形） 
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図 13 主観的等価点と停留点間距離の 

相関関係（外向図形） 

 

５．まとめ 

本研究では，錯視図形の認識における眼球運動

を測定し，眼球運動と錯視がどのように関係して

いるかについて検討することを目的とした．ミュ

ラー・リヤー図形を対象とし，錯視図形の判定実

験および操作実験を行い，錯視量と眼球運動を測

定した．その結果，判定実験からは，眼球運動の

有無が錯視量に影響を与えていることが推察され

た．操作実験からは，錯視に対応した眼球運動が

生じていることが推察された． 
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ラバーハンド錯覚における視覚遅延による脳活動の変化 

Sensorimotor area activity during rubber hand illusion under 

delayed visual feedback 
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Abstract In this study, we measured the 

activity in the sensorimotor area during 

rubber hand illusion (RHI) under delayed 

visual feedback by functional near-infrared 

spectroscopy (fNIRS). We suggest that 

temporal inconsistency between sight and 

touch modulates sensorimotor area activity 

during RHI. 

Keywords－ self-recognition, rubber hand 

illusion, temporal discrepancy  

 

１．はじめに 

我々は視覚や触覚などの様々な感覚を通じ

て自己の身体を感じることが出来る。この自

己身体認識の１つの基準となるのが視覚と内

在性感覚の時空間的一貫性である。これに関

する錯覚として身体保持感を自分以外の物体

に対して感じるラバーハンド錯覚がある

(Botvinick & Cohen,1998)。この錯覚は自分

の手とラバーハンドが同時に撫でられると起

こるが、撫でるタイミングがずれると起こら

なくなる。つまり二つの手に対する視覚刺激

と触覚刺激が「同時に」与えられることが、

ラバーハンド錯覚が起こるためには不可欠で

ある。先行研究において触覚に対して視覚刺

激を 400ms 以上遅延させるとラバーハンド

錯覚が有意に起こりにくくなることがわかっ

た（Shimada et al,2009）。また、ラバーハン

ド錯覚が起きている時に運動前野が活性化す

る こ と が 報 告 さ れ て い る (Ehrsson et 

al,2004)。 

そこで、本研究ではアンケートのような主

観的な評価を用いなくてもラバーハンド錯覚

が起こっているのかを調査するため、視覚と

触覚の刺激間に時間をずらした時の被験者の

運動野の活動を fNIRS(近赤外分光装置，

OMM-3000，島津製作所)で測定し、検討する。 

 

２．実験方法 

被験者は右利きの人を対象に 12 名（男性

11 名、女性１名の平均 22.4±1.6 歳）に協力し

てもらった。 

実験装置の概略を図１に示す。テーブルの

上方に両面鏡が設置してあり、被験者は直接

ラバーハンドや自分の手を見ることができな

い。両方の手を同時に撫でるがラバーハンド

の映像だけが視覚として与えられる。映像は

遅延装置(EDS3305,ELETEX)を用いて遅延

時間 100ms・400ms・600ms の条件下で提示

される。各条件 6 回ずつ 20 秒間のタスクを計

18 回ランダムに行う。タスクは右手の人差し

指とラバーハンドを1－2秒間に1度撫で続け
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ている。タスク間のレストは 10 秒間とした。 

 

図 1 実験配置 

脳活動計測 

左半球運動野（C3 を中心とする 9×9cm2

の領域（図２））の活動を NIRS で計測する。

NIRS は脳血液中のヘモグロビン変化量を非

侵襲に測定し，酸化ヘモグロビン(oxy-Hb），

脱酸化ヘモグロビン(deoxy-Hb)及び総ヘモグ

ロビン(total-Hb)の変化量を計測することが

でき，この中で oxy-Hb が脳活動を最も反映

していると考えられており，本研究でも

oxy-Hb を主な観測データとして扱う。 

 

図２ 測定位置 

 

３．実験結果 

タスクを 3 つの時間帯（タスク開始後 5－

10s，10－15s，15－20s）に分類して、effect 

size を計算し、一標本ｔ検定を各条件化で行

った（P＜0.05）。結果を下図に示す（下図：

赤色が有意、緑色が負に有意）。 

 

 

 

 

遅延時間 100ms 時 

ch1 ch2 ch3
ch4 ch5 ch6 ch7

ch8 ch9 ch10
ch11 ch12 C3 ch13 ch14

ch15 ch16 ch17
ch18 ch19 ch20 ch21

ch22 ch23 ch24  

ch1 ch2 ch3
ch4 ch5 ch6 ch7

ch8 ch9 ch10
ch11 ch12 C3 ch13 ch14

ch15 ch16 ch17
ch18 ch19 ch20 ch21

ch22 ch23 ch24  

ch1 ch2 ch3
ch4 ch5 ch6 ch7

ch8 ch9 ch10
ch11 ch12 C3 ch13 ch14

ch15 ch16 ch17
ch18 ch19 ch20 ch21

ch22 ch23 ch24  

遅延時間 400ms 時 

ch1 ch2 ch3
ch4 ch5 ch6 ch7

ch8 ch9 ch10
ch11 ch12 C3 ch13 ch14

ch15 ch16 ch17
ch18 ch19 ch20 ch21

ch22 ch23 ch24  

ch1 ch2 ch3
ch4 ch5 ch6 ch7

ch8 ch9 ch10
ch11 ch12 C3 ch13 ch14

ch15 ch16 ch17
ch18 ch19 ch20 ch21

ch22 ch23 ch24  

ch1 ch2 ch3
ch4 ch5 ch6 ch7

ch8 ch9 ch10
ch11 ch12 C3 ch13 ch14

ch15 ch16 ch17
ch18 ch19 ch20 ch21

ch22 ch23 ch24  

遅延時間 600ms 時 

ch1 ch2 ch3
ch4 ch5 ch6 ch7

ch8 ch9 ch10
ch11 ch12 C3 ch13 ch14

ch15 ch16 ch17
ch18 ch19 ch20 ch21

ch22 ch23 ch24  

ch1 ch2 ch3
ch4 ch5 ch6 ch7

ch8 ch9 ch10
ch11 ch12 C3 ch13 ch14

ch15 ch16 ch17
ch18 ch19 ch20 ch21

ch22 ch23 ch24  

10－15s 

15－20s 

5－10s 

10－15s 

15－20s 

5－10s 

10－15s 

5－10s 

日本認知科学会第27回大会 P2-37

569



ch1 ch2 ch3
ch4 ch5 ch6 ch7

ch8 ch9 ch10
ch11 ch12 C3 ch13 ch14

ch15 ch16 ch17
ch18 ch19 ch20 ch21

ch22 ch23 ch24  

 

遅延時間要因の影響を調べるために各被験

者の effect size を用いた分散分析を行った結

果、ch23 で 10－15s 時に有意差が見られた

(F(2,22) =3.64, P<0.05)。Tukey HSD 検定

の結果 100－600s間で有意傾向にあった(P≒

0.05)。paired-ｔ検定では ch23 では 100ms

‐400ms 間と 100ms‐600ms 間で有意差

(P<0.05)が見られた（図３）。 

 

図 3 ch23 の t 検定（10-15s） 

 

４．考察とまとめ 

今回の実験では C3 の前側のチャンネルで

有意な活動が見られた。さらに 100ｍｓでは

測定部の下側、400ms、600ms 時には上側で

活性化している。この結果は Ehrsson et 

al(2004)の実験でラバーハンド錯覚が起きて

いる時には腹側運動前野で活性化するという

結果とほぼ一致する。また、先行研究の結果

において遅延時間を 400ms 以上与えるとラ

バーハンド錯覚が起こらなくなるという結果

が得られているか（Shimada et al,2009）、今

回運動野の下側で 100ms と 400ms の条件間

で有意差が出ていることから整合性のある結

果と考えられる。先行研究における主観報告

の結果と併せて考えると、400ms よりも

100msの方が運動野で活動が見られたという

ことは時間的に近接した（300ms 以内）視覚

と触覚の情報が自己身体イメージの中に統合

され、身体保持感を引き起こすことを示唆し

ている。 
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 縦格子とドット平面による立体錯視現象の脳内距離計算に関する基礎研究 

－２つの異なる長方形の同一視と認知距離の測定― 

 
大槻 正伸・大野雄基・保科龍也（福島工業高等専門学校）中野 良樹（秋田大学） 

 
     
 
概要 

小正方形を複数個描画した平面を、縦格子を通して両眼

視すると、各小正方形が実際の位置から様々にずれて知覚

される現象について考える。この現象は、小正方形が縦格

子によって遮蔽され、左右網膜には、2 つの異なった形の

長方形像が入力され、脳内でこれらの同一視、融合および

距離計算されることによるものと考えられる。今回は、左

右網膜像と計算される距離の関数を特定するための基礎

データを得てこの観察者の距離計算傾向について調べた。 
 
１．はじめに 
「縦格子とドット平面による立体錯視現象」とは、
ここでは次の現象のこととする。 

まず「ランダムドット平面 PL(R)（以下 PL）」
とは、一辺 R の正方形（以下「ドット」）を、ラ
ンダムな位置に配置したものである（図１）。 

「縦格子面 Gr(m１,m２)（以下 Gr）」とは幅 m１

の黒色の帯を平面(透明な OHP シート等)に縦に
m２の間隔で規則的に配置したものである（図 2）。
PL,Gr を h だけ離して配置し Gr を通して PL を

d の距離をおいて両眼視すると、あるドットは実
際の位置よりも手前に、あるドットは奥に知覚さ
れる（図 3）。   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ドット位置を制御すると、帯状立体やトーラス

状立体の錯視を誘起できるが１）２）より複雑な図

形の錯視は少ししか実現されていない５）。 
 また、この錯視現象の脳内計算過程を明らかに

するためにいくつかの実験がなされているが精

度の点でやや問題があった４）。 
そこで本研究の目的は次の２点にある。 

(1) 実験精度を向上させ、この脳内計算推定のた

めのより信頼できるデータを提供する 

(2) 「左右端点融合の重み付けモデル」で脳内計

算過程の数学的な表現を試みること 
 
２．本立体錯視現象の発生メカニズムの推定 

この錯視現象のメカニズムは次のように推定

される。図４は(a)(b)とも縦格子によりドットが

遮蔽され左右眼で A、B の像が得られているとこ

ろである。像 A,B ともに、もとの正方形の一部が

欠けた長方形となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 縦格子 Gr(m１,m２) 図１ドット平面 PL(R) 

一辺 R 

ｍ1 ｍ２ 

図４ 遮蔽パターンと認知距離 

A B 

点 P 

A B 

(a)A,B が基準縦格子を (b)A,B が基準縦格子 
はさんで両側にある  の同じ側にある 

 ［奥に知覚される］  [手前に知覚される] 
A：左眼でのドット像、 B:右眼でのドット象 

ドット 

図３ 縦格子とドット平面による立体錯視 

観察者が知覚する 
ドット位置 

Gr(m１,m２) 
PL(R) 

ｈ＝5～10[mm]程度 ｄ＝30～100[cm]程度 

観察者 
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従来の研究で、(a)ではドットが実際よりも奥に、

(b)では実際よりも手前に知覚されることが確認

されている３）。 
脳は、もとの正方形の情報から見ると不完全な

情報から、ドット位置を推定計算することになる

が、計算結果（ドットの位置）をどこと結論づけ

るかが問題となる。いま(b)の場合について考える。

もし、(仮定 1) 得られている A,B は同一ドットの

ものである、(仮定 2) 左端点が同一である、と仮

定すると、図４(b)点 P の位置にドットがなければ

同一性に矛盾するから、P がドット位置と推定さ

れ知覚される。このような計算を左端点の融合と

よぶ。 
以上のように推定されるメカニズムではある

が６）７）８）これが正しいかどうかは明らかではな
い。結局、左右眼で得られた、異なった2つのド
ット像（異なった図形）からの同一視と距離計算
の過程を明らかにすることがこの現象を理解す
るためのキーとなると考えられる。  
 
３．心理物理学的実験 
 我々は、図５に示す装置で、ドットの知覚突出
距離、および左右網膜像を測定した。 

まずディスプレイ装置にドットを描画し PL と
する。PL の前に Gr を配置し、被験者は両眼視す
る。そして手前に突出して知覚されたドットに着
目し、ｘ軸に平行に張った糸と糸に取り付けた比
較用の紙片を、糸を前後に動かして、知覚された
ドットに合わせる。このときの糸の位置(ｙ座
標,i.e.突出距離)をものさしで計測する。これを 10
回行い、平均値を突出距離とする。 
 次に、左眼、右眼により図６の①～⑥のｘ座標
を、ディスプレイ上に垂直に表示した縦線 A を合
わせることにより計測する。 

以上の測定を１試行とし、１試行後は、別のド
ット平面を描画し次の試行を行う。   

今回はこの実験を、m1=0.3[cm],m2=0.4[cm], 
R=0.5[cm],d=73.0[cm],h=3.8[cm]の条件で、一人
の被験者 O で 27 試行行った。 
 これに近い実験は文献 4)でも行われていたが、
突出距離の標準偏差が大きく信頼性の点でやや
問題があった。今回は糸に比較用紙片をつけるこ
とで、突出距離の標準偏差が小さくなり（ 文献 4）
の 0.2～0.5[cm]から 0.03[cm]～0.11[cm]に減少）
信頼性が格段に向上した。 
 
４．実験結果と考察 
 実験結果は図７のとおりである。図７では、横

軸に試行番号、縦軸に突出距離をとり、突出距離

の測定結果、左、右端点融合による理論値（これ

らは左右眼による①～⑥の測定から得られる）を

示している。この結果を見ると、文献 4)でも指摘

されたとおり、人間は単に左あるいは右端点融合

（あるいはその平均）のみにより距離計算をして

いるのではなさそうであると考えられる。 

以下で、この被験者は左端点融合、右端点融合

をどの程度の割合で使用して計算しているのか 
について考察する。いま 
 

2)})()(()({),( ∑ +−=
i

RLM iydixdidyxf  

として、この ),( yxf を最小にする yx, を求める。

ここで、ｄM(i)は、第ｉ試行の実測突出距離（10
回の平均値）、ｄL(i), ｄR(i)はそれぞ 
れ第ｉ試行の左,右端点融合の理論値である。 

),( yxf は「左右端点融合理論値に yx, による重

みづけをした値」と実測値との誤差 2 乗の総和で

ある。 

),( yxf を最小とする yx, を、 0,0 =
∂
∂

=
∂
∂

y
f

x
f

に

より求めると、 =x 0.28, =y ｙ＝0.50、このと

き ),( yxf ＝7.586,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nyxf ),( ＝0.530[cm]であった。 

単純にこのモデルで考えると、被験者 O は右端点

融合を重視して距離計算をしていると考えられ

る。今後は、被験者数を増やして、個人による左

右端点融合の重みの違い等について検討するこ

とが必要となる。 
 
 
 

図５ 実験装置 

ディスプレイ装置(PL) 

糸 

レール 
被験者 

縦格子(Gｒ) 

レール 

手 前 に 知

覚された 
ドット 

ものさし 

ｘ 

ｙ 

O 

比較用紙片 
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図６ 縦格子とドットの見え方測定 
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図７ 被験者 O の測定結果と端点融合の理論値 
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付録（縦格子による立体錯視現象を誘起する刺激） 
下記縦格子をOHPシート等にコピーし、ドット平面から10～20[mm]程度離して縦格子面を配置し、 

50～100[cm]程度離れた位置から縦格子面を通してドット平面を自然に両眼視する。 

（上のランダムドット平面）物理的に存在しない帯状立体面が2～3本知覚される。 

（下のドット群）同一平面上にあるドットに遠近感がつく。 
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自己身体認識における身体映像の回転と遅延の与える影響 
Effects of rotation and delay of visual feedback in self-body 

recognition 
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1. はじめに 

  我々はどのように自己身体を認識できるのだろ

うか？人間が身体を動かすときに、運動野から手

へ動作指令が出るのと同時に、その情報が運動野

から頭頂葉へ発され（遠心性コピー）、これによっ

て動作の結果を予測することが可能だと考えられ

ている。これまでの研究で、遠心性コピーによる

予測と感覚間の整合性は自己身体認識において重

要な役割を果たしていることが確認されている。 

Shimadaら（2009）は映像遅延装置を用いて

視覚と体性感覚が時間的に不整合な状況を作り出

し、能動的および受動的運動における自己身体認

識の特性を調べた。どちらの運動も約 230ms以下

の遅延ならば遅延したことに気付きにくく、逆に

それ以上遅延させると遅延することに気付きやす

いと結果を出した。また能動的および受動的運動

を比較すると弁別曲線の勾配が能動的運動のほう

が急であることが示された。 

van den Bosら（2002）は被験者と実験者の２

本の手を対称に置き４パターンの角度（0，90，

180，270°）に回転した映像を表示させ、自分の

手がどちらか判断する実験を行った。この研究で

は被験者は手が本来の位置（0°のとき）に対応

した映像が表示された場合、他の角度の映像より

自分の手を認識できた。しかし逆に映像を 180°

回転させた映像を表示させた場合被験者の手があ

るべき位置に他者の手があると自己を認識するこ

とが困難になった。この研究では視覚と体性感覚

の空間的整合性が重要であると報告された。 

本研究では能動的運動において視覚と体性感覚

の時間的不整合性と空間的不整合性を組み合わせ

た場合、自己身体認識にどのような影響があるの

か調べる。 

 

2. 実験 

2.1  実験参加者  

年齢 20 歳から 23 歳までの明治大学の学生 16

名（男性 10 名，女性 6 名）が協力した。全被験

者が右利きであった。 

2.2 実験装置  

実験を行うシステムは主にカメラ、映像遅延装

置、映像回転装置、ディスプレイの４つで構成さ

れており、以下のような流れになっている。 

①被験者が右手を台上に置き指運動を行う。 

②カメラ映像を映像回転装置，映像遅延装置に経

由させる。 

③出力された映像をディスプレイに表示し、被験

者がそれを見る。 

2.3  実験課題  

被験者は右手を閉じた状態で台の上に置き、実

験者が合図をしたら人差し指を開くという運動を

行う。その際、被験者にはその動きをカメラで撮

影したものをリアルタイム（実際は微小時間遅延

されたもの）にディスプレイ越しに見てもらいな

がら指運動を行わせ映像が｢遅れている｣か｢遅れ

ていない｣かを判断させる。その後、人差し指を閉

じさせる。一定の間隔を置きながらこの課題を繰

り返す。 
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2.4  実験材料  

６種類の映像遅延（166，200，233，266，300，

333ms）をランダムに挿入する。装置を接続する

ことによる遅延が存在するため、166msが最少の

遅延時間となった。これら６種の遅延で各８回ず

つ計 48 回試行を行い、これを１セットとする。

以上の課題を４種類の角度（0，90，180，270°）

で１セットずつ行う。なお、順序効果を避けるた

め角度の順番は被験者間でカウンターバランスを

取った。 

 

3.結果 

 実験で得られたデータを図 1に示す。 

 
図図図図 1111    測定結果測定結果測定結果測定結果    

    

    遅延を与えたどの角度で指運動を行っても単調

増加がみられ、ロジスティック曲線へのフィッテ

ィング（Matlab, MathWorks, Natick, MA）を行

った。各角度での時間の主観的等価値（遅延に気

付いた割合が 50％となった値）および勾配それぞ

れについて分散分析を行ったところ、時間の主観

的等価値において角度による効果が見られた（F

（3, 45）=3.59，p<.05）。さらに HSD法による

多重比較を行ったところ 0°－180°間でのみ有

意差が見られ 0°のほうが 180°より短い遅延時

間で気づくことが示された。（HSD=14.42，p 

<.05）。勾配に関して有意差は見られなかった（F

（3, 45）=0.14，p>.05）。 

 

4. 考察 

本研究でどの角度においても約 250ms までな

ら人は遅延された自分の手の映像を見ても遅れて

いない自分の手として認識することが確認された。

Shimada ら(2009)の研究では時間の主観的等価

値は 230msであり、本研究でも 232msであった

のでほぼ同等の結果が得られた。また、van den 

Bos ら（2002）の研究で、0°の映像のときは他

の角度のときよりも自分の手と認識することがで

きた。反対に 180°回転させた映像のときは最も

困難で、±90°回転させた映像のときはその中間

の値となったと報告した。今回の研究でも角度が

増加するにつれて遅延された映像を見ても自身の

手と判断してしまう時間が増加した。つまり両者

の研究、時間的整合性と空間的整合性を組み合わ

せた結果となり、このことから時間的および空間

的整合性は自己身体認識に対して独立に影響を与

えることが示唆された。 

 

図２図２図２図２    各角度における時間の主観的等価値各角度における時間の主観的等価値各角度における時間の主観的等価値各角度における時間の主観的等価値    
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曲線到達運動において経由点と開始軌跡が運動に与える影響
Via point and an onset pathway for curvilinear reaching

movements
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Abstract
In this research, variability of curvilinear reaching

movement was analyzed to investigate the effect of
path indicators on motor control. The results sug-
gested that both a via-point and an initial path can
stabilize movement even when online visual informa-
tion is not usable.
Keywords — motor control, reaching move-
ment, variability, accuracy

1. はじめに
書字運動のような複雑な経路を必要とする運動

について，通過する経由点を設定することでタス
クを実現できることが示されてきている [1][2]．し
たがって，あらかじめ適切な経由点を提示するこ
とによって何もないときよりも被験者は運動学習
を容易に行えるようになることが期待される．
このような予想に基づいて，以前に著者らは書

字運動において経由点を提示することで手本経路
との誤差を減少させられるかを調査した [3]．その
結果，経路の途中に経由点を設置した条件だけで
なく，運動開始において手本経路の一部（連続し
た経由点とみなせる）を表示することでも，誤差
が減少することが分かった．本研究は [3]の結果を
踏まえた上で条件を整理して，到達運動において
経由点と開始経路が運動制御にどのような影響を
与えるかについて調べた．

2. 計測実験
実験について事前の知識のない健常な右利きの

20代の被験者12名が実験に参加した．被験者は着
席した状態で2次元平面上における右上肢の到達
運動を指示された．被験者の右手示指位置が3次
元位置計測装置（Flock of Birds, Ascension社）に
よってサンプリング周波数約144 Hzで計測された．
被験者の作業領域の前方に紙に印刷された手本

経路が提示され，被験者はこの手本経路のような
経路で始点から終点へできる限り速く正確に手先
を動かすように指示された．始点と終点は紙に印

刷された直径1 cmの黒色の円として提示された．
手本経路は図1(a)に示すような，ヒトの2点間の
自然な到達運動の経路よりも身体から外側に湾曲
した曲線であった．これは被験者の運動を難しく
して条件ごとの違いを強調するためであった．
視覚に関する条件（2条件）と運動手がかりに関

する条件（3条件）の組合せによる計6条件が被験
者に課された．それぞれの条件は以下のとおりで
ある．
視覚に関する条件

• 視覚あり…常に視覚が与えられる．
• 視覚なし…運動開始前は視覚が与えられるが，
運動中と終了後に視覚情報は与えられない．

運動手がかりに関する条件
• None 条件…作業領域には始点と終点だけが
与えられる．図1(b)．

• Via条件…作業領域には始点と終点に加えて，
運動手がかりとして経由点（直径1 cm黒色の
円）が与えられる．図1(c)．

• Path 条件…作業領域には始点と終点に加え
て，運動手がかりとして始点から手本経路の
一部が与えられる．図1(d)．

視覚に関する条件については，すべての被験者が
視覚あり条件を先に行った．ただし，視覚あり条
件と視覚なし条件の間には30分程度の休憩が挟ま
れた．運動手がかり条件の順序については，被験
者間でカウンターバランスが取られた．1つの条
件につき連続して20試行を実施した．

3. 結果
平均軌道
図2に，全被験者にわたる条件ごとの時間を正

規化した軌道を平均化した軌道を示す．いずれの
条件でも平均軌道の軌跡はよく似ていた．

ばらつきの時間変化
試行ごとのばらつきの時間変化を調べるために，

各時刻における平均軌道の法線と試行ごとの軌道
が交差する点の分散を求めた．図3は典型的な傾
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19 cm

19 cm

(a) 手本経路

9.5 cm

14.25 cm

2.96 cm

7.17 cm

(b) None 条件 (c) Via 条件 (d) Path 条件

図 1 (a) 手本経路と(b), (c), (d) 被験者に提示され
る運動手がかり

視覚あり 視覚なし

図 2 平均軌道．実線：None 条件，一点鎖線：Via 条
件，破線：Path 条件

向を示した被験者の例である．運動手がかりにか
かわらず，視覚ありの方が視覚なしよりも分散は
小さかった．視覚ありの場合，軌道中間で分散が
一旦大きくなるが，フィードバック制御によって
終点近傍で分散は減少する．それに対して，視覚
なしの場合では終点近傍でも分散はさほど減少せ
ず，運動が専らフィードフォワード制御によって生
成されていたことを示唆している．

軌道全体のばらつきの比較
条件によって軌道のばらつきがどのように変化

したか調べた．軌道全体のばらつきは以下の手順
で求めた．
(1) 各条件について軌道（20試行分）を時間で正
規化する．この操作は被験者ごとに行う．

(2) (1)で求めた正規化した軌道と，平均軌道との

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

400300200100

V
ar

 [m
m

2 ]

Time [ms]

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

300200100

V
ar

 [m
m

2 ]

Time [ms]

視覚あり 視覚なし

図 3 ばらつきの時間変化．実線：None 条件，一点
鎖線：Via 条件，破線：Path 条件
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図 4軌道全体のばらつき．白抜き：None条件，点：
Via 条件，斜線：Path 条件．∗∗ : p < 0.005, ∗ : p <

0.01, n.s.: no significant difference

軌跡の差をDPマッチングで求める．
(3) (2)で求めた値を運動時間で除する．
(4) (3)で求めた値を軌道のばらつきとみなして，
同一条件における全被験者（12人）で平均・標
準偏差を求める（n = 20 × 12 = 240）．

この手順で求めた軌道全体のばらつきを図4に示
す．視覚ありではNone条件とVia条件，None条件
とPath 条件の間に有意な差があった（p < 0.005）
が，視覚なしではNone 条件とPath 条件との間に
だけ有意な差があった（p < 0.01）．

4. 考察
運動中に視覚があるときに，経由点や開始経路

といった運動の手がかりを与えることによって軌
道のばらつきが減少することは容易に予見できる
ことであったが，本実験の結果は，運動中に視覚
がなく，運動開始前にだけ運動の手がかりを与え
ることでも軌道のばらつきが減少することを示し
ている．すなわち，適切な手がかりを与えること
は運動中の視覚を頼りにしたフィードバック制御
を改善するだけでなく，運動開始前の運動計画に
も影響を与えることが推測される．
また，平均軌道は6条件のいずれでも似たよう

なものになっていたにもかかわらず，軌道のばら
つきが視覚なし条件でも運動手がかりによって変
化していたことは，運動のばらつきが運動実行中
に運動指令に加わる生体ノイズによって発生して
いるのではなく，運動計画において利用できる感
覚情報の不足やあいまいさを主要因として発生し
ている可能性を示唆している．
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入れ子になった空間領域における整列効果
Alignment effects in nested spatial regions
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Abstract
In order to examine the use of spatial frames of ref-

erence, map drawing task and orientation judgement
task were conducted in nested spatial regions. The
alignment effect differd by the region, and it was sug-
gested that the frame which was used in the task also
differed.
Keywords — Alignment effect, Orientation
Specificity

1. はじめに
基準方向により方向判断の誤反応率が異なるこ

とを整列効果と呼ぶ。この効果は，たとえば北が
上の地図で記憶した領域に関して南を基準にした
方向判断を誤りやすいというように地図の記憶に
ついては明らかに示されるが，現実の空間移動に
よる記憶には異方性がないため生じないとされて
きた。しかし松井 [1][2]は，現実空間の記憶に関し
ても，課題の基準方向が自由に描かせた手描き地
図の上方向と一致する場合には誤反応率が小さく
なることを示した。この結果が生じるのは，手描
き地図の向きは描き手がその領域を捉えるときの
自然な枠組みを反映しており，それが方向判断処
理に影響しているからであると解釈できる。
ただし，現実の環境は多くの場合入れ子になっ

ており，ある地点を含む領域は一つとは限らない。
そして，複数の領域の枠組みの向きが異なる場合
もあるはずである。このような場合に整列効果が
どう生じるのかはまだ検討されていない。
実験は中部大学のキャンパス全体 (大領域)と人

文学部(小領域)を対象とした。キャンパス全体は南
側の正門から主に北方向に広がっており，手描き
地図はこれまでの実験では北または南を上にして
描かれる場合が多かった。一方，人文学部は元は
附属短期大学だったためキャンパス西北側の植え
込みで囲われたやや独立した領域にあり，門と正
面玄関は東を向いている。そのため，この学部だ
けを領域としてみると東西方向を基準として捉え
られる可能性が高いと思われる。この予想の通り
両者の手描き地図が異なった方向に描かれた場合，

図の上方向が北。大きい円が学部外，小さい四角が学部内の地点。

図 1 キャンパスの地図と使用した地点

以下の点についてどのような結果が得られるのか
を探索的に検討するのが本研究の目的である。

• 異なる領域内での方向判断では異なった枠組
みが使われるのか

• 方向判断課題に現れる地点が2つの領域にま
たがっている場合にはどちらかの枠組みが優
先されるのか，併用されるのか，あるいは他
の枠組みが使われるのか

2. 方法
参加者　中部大学人文学部に1年以上在籍してい
る学生80名。
刺激　人文学部内の5地点と学部外の7地点を使っ
て，「AにいてBが前 (または後)にある。Cはどの
方向か」という形式の方向判断課題を92問作成し
た。この中にはA・B・Cがすべて学部内(中-中-中)，
A・Bだけが学部内(中-中-外)，Aだけが学部内(中-
外-外)，すべて学部外 (外-外-外)の課題が20問ずつ
含まれていた。また，どの20問にも基準方向がほ
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ぼ東・西・南・北となる課題が5問ずつ含まれてい
た。なお，この80問ではAが学部内である問題が
大半になり，しかもAが学部外なら必ず全ての地
点が学部になってしまうため，Aが学部外でBか
C(または両方)が学部内になる課題を12問加えた
(分析対象外)。
手続き　実際に向いている方向を意識させない
ため，人文学部内の窓のない防音実験室中にダン
ボールと黒ビニールで直径約2.5m・高さ約2.0mの
円柱状の空間を作成して参加者ごとに実験を行
なった。実験中は換気扇などを作動させず机上の
スタンドだけを点灯したため，自分の向きを知る
手がかりはなかった。参加者は実験室外で目隠し
をしてキャスター付きの椅子に座り，実験者が実
験位置に誘導したあと目隠しを外した。
各地点を知っていることを参加者に確認したあ

と，大学全体の地図と学部だけの地図を自由な向
きで描かせた。続いて妨害課題 (2桁×1桁の乗算
20問)を行なわせたあと方向判断課題を実施した。
「–にいて–が前にあります」のような文で基準方
向が呈示され，参加者はその状況が思いうかべら
れた時点でマウスのボタンを押した。すると「–は
どの方向でしょうか」のような文で目標地点が呈
示され，参加者は基準方向で示された位置と向き
からの目標地点の方向を判断しマウスを動かして
反応した。基準方向呈示からボタンが押されるま
での反応時間 (表象形成時間)，目標地点呈示から
マウスが動かされるまでの反応時間 (解答反応時
間)，マウスを動かした方向が記録された。

3. 結果と考察
地点数が多かったためか，これまでに実施した

同種の実験に比べて全体に平均反応時間が長かっ
た。試行ごとにみると，多くの試行でどちらの反
応時間も7～8秒以内である (これまでの実験でも
最長の反応時間はその程度である)のに対し，極端
に反応時間の長い(15秒以上)がときどきみられる
のが特徴的である。このような試行では処理が他
とかなり異なっている可能性が高いと考え，どち
らかの反応時間が10秒を超えた試行は分析から除
外した。除外された試行数は全体の5%程度であっ
たが，この除外により試行数が3未満になってしま
う条件があった参加者21人分のデータは，誤反応
率の計算の都合上全体を分析対象から除外した。
地図描画の結果，予想通り，大学全体は北，学部

は西を上に描いた参加者が22名で最も多かった。
2つの向きが一致していた24名のうち最も多かっ
たのはどちらも北を上にした13名であった。
方向判断課題の結果は，前後軸・左右軸によっ

て方向を4つの象限に分け，正しい方向と参加者

がマウスを動かした方向の象限が異なっていた場
合を誤反応とみなして分析した。
まず，これまでの実験と同じ結果が得られている

かどうか確認するため，大学全体の地図を北また
は南を上にして描いた参加者について，外-外-外条
件のうち基準方向が北または南となる課題の各指
標について描画方向×基準方向の2要因分散分析を
行なった。その結果，誤反応および表象形成時間に
ついてはどの効果も有意でなく，解答反応時間に
ついては交互作用が有意であった(F (1, 52) = 8.81,
p < .01)。反応時間の結果はこれまでの実験とまっ
たく同様だったが，誤反応ではこれまでとは異な
り交互作用がみられなかった。ただし，描画方向ご
との整列効果について検討するため単純主効果検
定を行なったところ，北を上にして描いた参加者は
南を上にした課題で誤反応が多い(F (1, 52) = 4.68,
p < .05)という，これまで同様の結果が得られた。
次に，2領域で描画方向が異なる場合の誤反応に

ついて，もっとも人数の多い大学全体-北/学部-西群
を用いて検討した。課題タイプ×基準方向の分散
分析の結果，課題タイプの主効果(F (3, 63) = 6.21,
p < .001)と交互作用 (F (9, 189) = 4.34, p < .001)が
有意であった。各課題タイプで誤反応が多いのは
どの基準方向かを検討することが特に必要である
ため課題タイプごとにライアン法による多重比較
検定を行なったところ，外-外-外条件では北<南，
中-中-外条件では北<南 /北<西 /東<西，中-中-中
条件では南<東 / 南<西 / 北<東が有意であった。
以上の結果から，単一の実験の同じブロック内

で試行が行なわれる場合であっても，異なる領域
内での方向判断には異なる枠組みが使われ，その
枠組みの方向はおおむね手描き地図と一致してい
るといえる。また，地点が領域間にまたがった方
向判断課題ではどちらとも異なる枠組みで判断が
行なわれる可能性が示唆された。特に，大学全体-
北/学部-西描画群の中-中-外条件において西課題の
誤反応がもっとも多かったことと，学部の出口か
ら大学キャンパスへ向かう方向が東であることを
合わせて考えると，いったん小領域内での視点が
作られたあとで領域外の地点への方向を判断する
場合には，大領域内での小領域の位置付けが枠組
みを強く既定するのかもしれない。今後はこの点
について詳細に検討したい。

参考文献
[1] 松井孝雄, (2006). “現実の環境における空間認知の
異方性” 東海心理学研究, Vol. 2, 40–48.

[2] 松井孝雄, (2008). “現実の環境における整列効果の再
現性” 中部大学人文学部研究論集, Vol. 19, pp. 181–
189.
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テクスチャ画像の色彩と提示回数がスケール感に及ぼす影響  

Effects of coloration and frequency of texture stimuli 

 on estimations of the scale 
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Abstract 

  In this study, we investigated whether the scale 

estimations of the texture images were affected by the 

colors and frequency of the stimuli. In the experiments,  

participants were presented grayscale satellite imagery 

with the same scale on various places in GoogleMap or 

GoogleEarth, and evaluated the specific length of each 

picture, and then, received the recognition task of the 

stimuli. As a result, gray-scale images were considered 

smaller than the full-color images, and the variation 

tended to increase for the gray-scale image. In addition, 

the scale assessments have changed with increasing 

number of presentation of the stimuli. In the recognition 

task, the discrimination of presented and non-presented 

stimuli was accurate in many participants. 

 

Keywords ―  Perceived size, Objects and spaces, 

Implicit associative memory 

 

1. はじめにに 
 身の回りにある物や空間の表面や壁面のテクスチ
ャは，我々に様々な質感の印象を与えるとともに，
その物や空間の大きさの感覚に関わる特徴も含んで
おり，そのテクスチャから知覚される大きさの感覚
も様々であると考えられる．その際，テクスチャの
もつ色彩やパタンなどの特徴は，日常の具体的な対
象を顕在的あるいは潜在的に連想させる要因となっ
ている可能性がある．また，そのテクスチャの新奇
性や親近性によって，対象の大きさの感覚であるス
ケール感が変化することも考えられる．例えば，初
めて訪れた場所や空間は，時間や接触とともに馴染
んで親密度が増すに従って，その知覚される大きさ
の感覚は次第に小さな空間として認識されたり，あ
るいはもはや空間や場所としてではなく，一つの物
体や対象物といったオブジェクトとしての認識に変
容していったりする過程があり，その大きさの感覚
は小さくなっていくと考えられる． 

 本研究では，テクスチャ画像から受けるスケール
感にどのような要因が影響を及ぼすのか調べた．実
験では，実験参加者に 1 枚ずつ提示されたテクスチ
ャ画像がどのくらいの大きさに感じるか評価させ，
それぞれの画像から感じるスケール感を調べた．本
研究では，テクスチャ画像として一見して衛星写真
とはわかりにくい衛星画像を用い，そのスケール感
にどのような影響を及ぼすのかについてテクスチャ
の色彩（実験１）と提示回数（実験２）に着目して
検討した． 
 

2. 実験１ 
 実験１では，テクスチャ画像のスケール感に色彩
の有無がどのような影響を与えるのかについて調べ
た． 
2.1. 方法 
 画像刺激 刺激として用いた画像の原画像は，
Google Map と Google Earth から任意の地点を選
び，縮尺が同じとなる画像を 800×800 pixel で用意
した．予備調査をもとに，衛星画像と認識しにくい
画像 32 枚をテクスチャ画像として選定した．なお
本稿では，フルカラーを FC (full color)，グレース
ケールを GS (gray scale)と表記する．各原画像が印
刷用紙上で 150 dpi の解像度となるように縦と横の
長さを 135.5 mm に調整し，1200 dpi のカラープ
リンタで印刷して画像刺激とした． 
 手続き 各刺激に対する回答時間は1 枚につき5
～10秒程度を目安として回答させた．刺激の提示順
序は実験参加者ごとにすべてランダムとした．なお，
刺激提示の乱数系列は参加者の人数分用意し，かつ
FC条件と GS条件で対応させることとした．各画像
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刺激の大きさに対する評価は，画像の下に設けた一
定の線分の長さについて，1，10，100，または 1000
の数と，μm，mm，m，または km の単位とを組
み合わせて回答させた．全ての回答終了後には，「飛
行機搭乗経験の有無」（AP の有無）と「Google Map
と Google Earth の使用経験の有無」（ME の有無）
についても口頭で質問した． 
 実験参加者 実験は，FC 条件が 20～51 歳の男
女 21 名（女性 6 名，男性 15 名，AP 無 1 名，ME
無 3 名），GS 条件が 17～52 歳の男女 21 名（女性 9
名，男性 12 名，AP 無 0 名，ME 無 1 名）の実験参
加者によってそれぞれ行った． 
2.2. 結果と考察 
 FC 条件と GS 条件の各刺激に対して回答された長
さの常用対数（本稿では，単位をμm とするので，
範囲は 0-12 であり，6 が 1m に相当）の中央値の平
均と四分位偏差の平均を Table 1 に示した．テクス
チャ画像は，色彩を取り除いてグレースケールにす
ると，フルカラーに比べて小さく見る傾向があり，
また，テクスチャに対するスケール感の評価のばら
つきが大きくなり，曖昧性がより増長する可能性が
示唆された．さらに，FC と GS 条件の回答の長さの
関係を散布図に表したのが Figure 1 である．FC 条
件で大きく判断された刺激が GS 条件で小さく判断
されることはあっても，その逆はほとんど見られず，
色彩を取り除くことによって小さく判断される傾向
は，FC 条件で大きく判断されることと関係のある
ことがわかった． 
 

3. 実験２ 
 実験１で用いたグレースケールのテクスチャ画像
を複数回提示し，その画像に対するスケール感が提
示回数とともにどのように変化していくのか，また，
実験１で用いた画像刺激とその上下反転画像に対す
る既知感がどのように変化するのかについて調べた． 
3.1. 方法 
 この実験は２つのセッションからなっていた．  
画像刺激 第 1 セッションでは，実験１の GS 条件
の画像刺激と同じであった．第 2 セッションでは，
第 1 セッションでの提示画像，その上下反転画像， 

   

   

 

Figure 1  実験 1 の各刺激の FC 条件と GS 条件
で回答された長さの常用対数の関係．  

 
および未提示の画像それぞれ 32 枚，計 96 枚を用い
た． 
 手続き 第１セッションでは，実験１と同様に行
った．ただし，32 枚の画像刺激をブロック化してブ
ロック内と実験参加者間でランダムとし，各刺激は
計 3 回提示した．第２セッションでは，計 96 枚の
画像刺激をランダムに提示し，第 1 セッションで見
た感じがするかどうかの既知感について，0（見た
感じがしない）～5（見た感じがする）の６段階で
評価させた．なお，第２セッションの画像刺激には，
画像の下に線分を設けなかった． 
 実験参加者 20～42 歳の男女 16 名であった． 
3.2. 結果と考察 
 Figure 2 には，第１セッションの１回目の提示刺
激に対する反応を基準として，２回目以降の提示刺
激に対する反応の差が負，正，または零であった試
行数の平均を示した．全体として，提示の２回目も
３回目も１回目に比べて反応が負となる試行数が多
かった．つまり，１回目に比べて２回目以降のスケ
ール評価は小さくなる傾向にあったといえる．これ

Table 1  実験１の FC 条件および GS 条件
の刺激に対して回答された長さの常用対
数の中央値と四分位偏差の平均． 

中央値の平均  四分位偏差の平均  

FC  GS  FC  GS  

7..6  5..5  2.44 3.1 
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は，すでに見たことのあるテクスチャ画像に対して
慣れや学習が進むことによって，対象の矮小化が生
じることを示唆するものである．しかしながら，テ
クスチャ画像はある程度均質な画像刺激であること
から，画像刺激の境界にいわゆる境界拡張[1]が生じ
た可能性があることを示すものであるかどうかは明
確ではない． 
 

 

Figure 2  実験 2 で 1 回目に提示された刺激に
対する反応を基準として，2 回目(#2)と 3 回目
(#3)の提示に対する反応の差が負  (-)，正  (+)，
または零  (0)であった試行数の平均．  

 
 

 

Figure 3  実験 2 の第２セッションにおける各
刺激条件での各刺激に対する既知感の評価の
平均．  

 

 Figure 3 には，第２セッションでの既知感の評価
を刺激ごとに示した．第１セッションで提示した画
像刺激に対しては，提示された刺激であるかどうか
の判断は概ね良好であり，評価も平均 3.75 であっ
た．一方，上下反転画像はその評価が平均 3.34 で
あり，提示刺激と比べて既知感がやや低下する傾向
にあった．これは，たとえ顕在的にも潜在的にもラ
ベリングの難しいテクスチャ画像であっても，提示
刺激と上下反転刺激とを弁別している可能性がある
ことを示すものである．未提示刺激の評価は平均
1.18 であり，そのほとんどが低い評価であったが，
テクスチャ画像であることによって，既知感の誤謬
を引き起こしている可能性は考えられる． 
 

4. 今後の課題と展望 
 今回の実験では，主にテクスチャの色彩の有無と
画像の提示回数がスケール感に及ぼす影響を検討し
た.しかし，テクスチャパタンの形状，大きさ，密度
など，テクスチャパタンそのものもスケール感に影
響することが予想されることから，今後はテクスチ
ャが持つフラクタル性やテクスチャパタンの色や濃
淡の分布など，テクスチャのどのような視覚的特徴
がスケール感に影響を及ぼすのか検討していく．ま
た，使用した画像刺激に対する感性評価について，
12 の評価項目を用いた SD 法による収集が進行中で
あり，用いた画像刺激の質感とスケール感との関係
について検討していく．さらに，テクスチャのもつ
質感印象は潜在的な連合学習や記憶過程と結びつい
ていると考えられるので，直接または間接プライミ
ングを用いたパラダイムにより，文脈効果や教示に
よる方向付けがテクスチャの知覚にどのような影響
を及ぼすのか詳細に検討していけるのではないかと
考える． 
 

引用文献 
[1] Intraub, H. & Richardson, M. (1989) "Wide-angle 

memories of close-up scenes," J. Exp. Psychol. 

Learn. Mem. Cogn., 15, 179-187. 
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Abstract 
  Japanese is a rare language because of two types of 

writing direction (vertical and horizontal writing). 

However, there is little reason for our switching between 

the writings. Therefore, we examined which type of 

writings fit better for sensibility estimation of Japanese 

words consist of three types of characters (kanji, hiragana, 

or katakana) on two kinds of medias (paper and computer 

screen). As a result, there is a difference of writing 

direction across each word presented. 

 

Keywords  Writing direction, Emotion and 
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裏をかかなければならないわけではない 

－フェイント論的サッカー観への異論－ 
Not Necessary to Outwit 

－An Alternative to Feint-centered View on Soccer－ 
 

 高梨 克也†           関根 和生‡ 

Katsuya Takanashi         Kazuki Sekine 
 

†科学技術振興機構さきがけ / 京都大学   ‡日本学術振興会特別研究員PD / 国立情報学研究所 

PRESO, Japan Science and Technology Agency          Japan Society for Promotion Science 

/ Kyoto University                 / National Institute of Informatics 

takanasi@ar.media.kyoto-u.ac.jp,                 sekine@nii.ac.jp 

 
Abstract 
This article proposes an analytic framework for 
so-called `feints’ in soccer. This view regards feints 
not as a matter of intention reading, but as depending 
on sequential generation of spatio-temporal gaps 
between a ball holder and defenders. Through case 
analyses, we find that plays with feints can be `passive 
moves’ and therefore not necessarily preferred options.  
 
Keywords―  Soccer, Feint, Touch, Step, Spatio 
-temporal Gap 
 
 
1. 理論的背景と本稿の狙い 

 1.1 サッカーにおけるフェイントの役割 

サッカーにおいて，敵（チーム）にボールを奪

われないようにすることはボール保持者（チーム）

にとっての極めて優先的な課題である．また，そ

の中でも，ドリブルなどの場合には，ボール保持

者は自分がボールを離さないまま，敵選手がボー

ルに接触できないようにすればよいのに対して，

パスやシュートなどのプレーでは，現在のボール

保持者がボールを離す必要があり，一旦離したボ

ールが敵選手に触れられることなく目標地点（味

方選手や敵ゴール）に到達することが目指されて

いる．この「ボールが敵選手に触れられることな

く目標地点に到達する」という目標を達成するた

めには，ボール保持者は自分と目標地点との間の

軌跡が敵選手によって干渉されないようにする必

要がある．この干渉の可能性を排除ないし軽減す

るための振る舞いとして，特にボール保持者が行

う「フェイント」と呼ばれるさまざまな振る舞い

が重要になると考えられる． 

「フェイント」とは，まずは「実際に行うこと

になるのとは異なる行動の予測を相手に抱かせる

振る舞い」であるといえる．これは「裏をかく」

プレーと表現されることが多く，「相手がどのよう

な行為予測を抱いているかを予測する」という意

図推論に関わる現象と見なすこともできる．しか

し，サッカーのプレーの特徴を捉える上では，「裏

をかく」という特徴づけには落とし穴もある． 
 

 1.2 「裏」から「ずれ」へ 

一般に，「裏をかく」という場合，そこで想定さ

れている思考・推論には，パスやシュートといっ

た行為の種類やこれらの行為の空間的な方向性に

ついての選択が含まれていることが前提とされて

いるといえる．言い換えれば，フェイントという

現象は選択肢集合の中からの選択という問題とし

て定式化することができそうにも見える．しかし，

この定式化では，認知と運動の実時空間性という

サッカーの持つ本質的な特徴[6]が抜け落ちてし

まい，「巨人の星」的な無時間的な推論プロセスが

想起されやすいという問題があると考えられる． 

また，実際のパスやシュートでは，フェイント

を伴っていないプレーの方がはるかに多いため，

「ボールが敵選手に触れられることなく目標地点

に到達する」という目標の達成にとって，フェイ

ントという解決方法は必ずしも常に 優先のもの

であるわけではないと考えることもできる．むし

ろ，パスやシュートにおいては，結果としてフェ

イントが不要だと判断された場合にも，この目標

を達成するためのさまざまな問題解決方法が用い
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られているはずだと考える方が生産的である． 

そこで，本稿では，フェイントを「予測の裏を

かく」という意図推論レベルでの（表象主義的な）

問題としてではなく，現実のプレー環境内での時

空間的な「ずれ」という，身体運動およびその観

察（知覚）のレベルの問題として位置づけなおす

ことを試みる．この方向転換は，問題設定とその

解決のレベルの変更という，認知科学における理

論的転換を意味するだけでなく，とかく「裏」が

フェイントの「有無」を問題にする単純化された

二項対立的構図に立脚しているのに対して，「ず

れ」という観点からは実時空間における程度問題

を扱うことになるため，明らかなフェイントを伴

ったプレーとフェイントのないプレーとを連続的

に扱うことのできる，より現実的な分析枠組みに

つながるものでもある． 

以下では，時空間的ずれを記述するための分析

枠組みを構成する各概念装置を，マクロからミク

ロへ，空間から時間へという順に導入していく． 

 

2. サッカーにおける空間参照枠 

ピッチ領域や選手の身体の周囲の空間は均質で

はなく，選手はさまざまな非均質性についてのあ

る程度共有された認識を前提として自らの行為を

決定していると考えられる．ここではこうした非

均質性を，空間参照枠の観点から整理する． 
 

 2.1 軌跡・ピッチ領域のプライオリティ 

パスやドリブルの軌跡やこの軌跡が向かう先の

ピッチ領域は対等・均質ではなく，選好がある．

こうした非均質性は，「ある軌跡・領域の持つ，ゴ

ールへの直結しやすさ」である「プライオリティ」

の観点から区別できる．例えば，シュートを打て

る状況では，シュート＞パスが一般的だと言える．

逆に，ディフェンス側から見れば，プライオリテ

ィの高い領域や軌跡はより「危険」であり，優先

的に防御すべきものとなる．空間参照枠の観点か

ら言えば，こうしたプライオリティに基づくピッ

チ領域や軌跡の差異化は「絶対枠」に基づく区分

であると言える．なお，こうした判断はオフェン

ス・ディフェンスのどちら側の選手にとっても一

致することが多いことから，軌跡や領域に関する

プライオリティはある程度規範化されていると考

えられる1．一般に，プライオリティが高くなるほ

ど（フェイントなどの）工夫が必要になる． 
 

 2.2 身体の内在的構造 

一方，移動方向や視覚領域といった人間の身体

に内在する構造の観点からは，ボール保持者の身

体の周囲の空間には次のような区分が見られる．

これを「内在枠」と呼ぶ． 
 

 身体前面 

controllable 

↑ 

moderate 左 ←    → 右 moderate 

          ↓※利き足に advantage 

  uncontrollable 

  身体背面 
 

 2.3 プレー空間 

 ボール保持者周囲の「プレー空間」[6]は敵選手

からの侵略を受ける可能性がある．こうした敵選

手との相対的位置関係の観点からは，ボール保持

者のプレー空間には次のような区分が見られる．

これを「相対枠」と呼ぶ．なお，相対枠において

は，敵の基本位置はピッチの俯瞰的なプライオリ

ティである絶対枠に基づいていることが多い． 
 
         敵 

         ↓ 

invadable 

          ↑ 

  moderate  ←    → moderate 

          ↓ 

         safety 

 

3. フェイントと時空間的ずれの生成 

 ボール保持者が敵にボールを奪われないように

するには，自身のプレー空間が敵にとって侵略可

能な空間と重ならないようにする必要がある．ま

た，後述するように，このずれは必ずしも単に静

態的な空間配置のみに関するものではなく，時間

的なずれも考慮しなければならない．データ分析 

                                                  
1 ただし，各選手が個々のプレーの際にこうした認識を
抱いているかは，微視的分析を通じて経験的に検証して
いく必要がある．この点は会話への社会的制度の影響に
関する会話分析の主張にも類似した課題である[4]． 
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ずれの種類  誰の行為か ずれを生み出す行為 得られる効果

A. 空間的 

① ボール保持者 身体位置の変化（敵とボールの間に
自己の身体を入れる） 操作空間の安全化 

② ボール保持者 身体前面空間と，ボール，敵，進行
方向との総体的位置関係の変化 操作可能領域の拡大 

③ ボール保持者 切り返しフェイント 敵が防御しようとしている方向と
は異なる方向へ進む 

④ ボールの受け手 スペースへの走りこみ 敵のマークをはずす 

B. 時間的 

① ボール保持者 跨ぎ（敵を抜かない） 跨ぎが完了するまでは，敵がプレ
ー空間を侵略しにくい 

② ボール保持者 キックフェイント 

相手にシュートやパスの軌跡を予
測させ，この軌跡を防ぐ姿形（重
心移動）を取らせることで，時間
的優位を生む 

③ ボール保持者，受け手 緩急をつけた動き（Run-stop-run） 相手の動きが遅れる，マークをは
ずす 

④ ボール保持者，受け手 
目指している空間以外への視線や身
体（ジェスチャー，声も含む）の指
向の表示 

敵にもう一つのプレーの可能性を
予測させることで，判断を遅らせ
る 

⑤ ボール保持者 
規則性の創出（同側の足でのタッチ
の繰り返し）とその変更（突然逆側
へ交替してパス） 

パスのタイミングを予測させない

⑥ ボール保持チーム 規則性の創出（同テンポでのパス回
し） 

次に来るであろう行為のタイミン
グを予測させない 

表 1 時空間的なずれを生み出す行為の例 
 

を通じて実際に観察された，時空間的ずれを生み

出す動作の例を[表 1]にまとめる． 

例えば，A①の場合，ボールと敵の間に自分の

身体を置く（敵に背を向ける）ことによって，プ

レー空間が敵から侵略される可能性が低くなる．

しかし，多くの場合，敵はボールと敵自身のゴー

ルとの間に位置するため（2.3 節），この配置はプ

ライオリティ（2.1 節）の高い空間への進行には

向かないものである．従って，敵のゴールを目指

すためには，敵と正対し，敵からの侵略を受けや

すい，相対枠における invadable 領域（2.3 節）

にボールを置くことが必要になるが，内在枠（2.2

節）の観点からは，保持者の前面が controllable

領域であるため，この空間領域でのボールの操作

可能性と敵の侵略可能性の間の駆け引きが重要に

なる（A②）．この観点から言えば，「切り返し」

フェイント（A③）は，敵からの侵略をかわす位

置にボールを位置づけなおすことだと言える．実

際のプレーの中では，フェイントは，敵を抜き去

るためでは必ずしもなく，まずは安全を確保する

（ボールを取られないようにする）ための手段と

して用いられていることが多い2． 

                                                  
2 なお，A④のように，ボール保持者ではなく，受け手
となる味方選手の動きによって空間的なずれが共同的
に生み出される場合もあるが，この点については 5.3 節
で改めて論ずる． 

このように，ボール保持においては，空間的な

ずれが重要である．しかし，「敵から侵略可能な空

間」が必ずしも常に「既に侵略されてしまった空

間」であるわけではないのは当然である．つまり，

そこには時間的なずれも存在している． 

例えば，跨ぎ（またぎ）フェイント（B①）は，

ボールタッチを伴わず，保持者とボールとの位置

関係も変わらないものであり，またこれによって

敵を抜き去ることができることも実際には非常に

少ないにも関わらず，比較的多く観察される．お

そらくこれは，跨ぎフェイントの 中には，敵の

実際の侵略行為（足を出す）が一時的に生じにく

くなるため，「侵略可能な空間が侵略されない時

間」を作り出すことに貢献していると考えられる． 

また，キックフェイント（B②）は，足の振り

上げから予測されるシュートやパスの軌跡を防御

するように敵を導くことによって別の軌跡を確保

するだけでなく，目の前の敵からの侵略を時間的

に遅らせることにも貢献する3． 

このように，プレー空間とこれに対する侵略は，

一見空間的な配置に関する問題のように見えるが，

これを無時間的に捉えるのは適当でなく，そこに

                                                  
3 ディフェンス側から見た場合，相手の保持しているボ
ール自体へアプローチするのか，パスやシュート，ドリ
ブルの軌跡を切るのかの判断が重要になるが，この点は
今後の課題としたい． 
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含まれる個々の振る舞いの持つ時間的構造を正確

に記述していくことが必要になる．また，ドリブ

ルや移動の際の「緩急をつけた動き」（B③）には

さまざまなヴァリエーションがあり，これらをす

べて「フェイント」と呼ぶのは適当でない．そこ

で，以下では，タッチやステップの持つ時間構造

とそこに見られる微視的な差異の分析を可能にす

る記述枠組みを導入し，事例分析を行う． 

 

4. タッチ・ステップレベルのずれの記述 

4.1 ボール保持とタッチ・ステップ 

  サッカーでは，1 人のボール保持者が明確な時

間が多いため，各ボール保持者の「ボール保持単

位」を認定できる[6]．選手間での「ボール移動」

の区間では受け手がボールに対する準備動作を行

うことが多いため，この区間は次選手のボール保

持単位に前置された「準備」として記述する． 

次に，ボール保持単位の中で，保持者は 1 回以

上のボールタッチを行い，各タッチには左右の足

による複数のステップが伴う．手によるジェスチ

ャーには，ホームポジションから開始され，一連

のジェスチャーを行った後でホームポジションに

戻るという時間構造が観察されるが[1]，足のステ

ップについても，それぞれの足が地面から離れ（ス

テップ n），再び着地する（ステップ n+1）という

構造がある．単なる移動の場合とは異なり，ボー

ルタッチを行う場合には，タッチはステップ n と

n+1 の間で（通常は 1 回だけ）生じる． 

さらに，会話において，話し手のターンが 1 語

ごとに進行するのに応じて変化する「投射

projection」（発話の統語的形状や完了可能点，行

為タイプについての予測）[3]に対して聞き手が指

向しているのと同様，サッカーでも，ボール保持

者以外の選手は，ボール保持者の保持区間におけ

る 1 つ 1 つのタッチごと，ステップごとに生み出

される投射に指向して，各自の次の行為を決めて

いる[6]4．そのため，ボール保持者とそれ以外の

選手との間の相互行為を分析するためには，保持

者の各タッチやステップに対するそれぞれの選手

                                                  
4 手のジェスチャーに関わる投射については[2]参照． 

の反応という個人間行為連鎖[6]を記述していく

必要がある． 
 

4.2 タッチ・ステップの順接と逆接 

多くの瞬間において，ボールや人は止まってい

ない以上，常に何らかの投射が生成され続けてい

るはずであるため，投射が全くない静止した状態

を前提とした議論は妥当でない．こうした行為の

局所的文脈の中で，タッチやステップの連続が方

向や速度，大きさなどの点で規則的な場合には，

同様のタッチやステップの反復が予測されやすく

なる．こうした場合を「順接」のタッチ・ステッ

プと呼ぶ．逆に，ステップ（着地）の際の身体方

向のねじりやボールタッチによるボール方向やス

ピードなどの変化が大きい（予想外）なほど，「逆

接」の程度が大きくなる．「逆接」が顕在化するの

はタッチの瞬間や着地の期間中においてである．

この程度が も大きいものの極が「切り返し」の

ようなフェイントだと考えられる．このように，

ボール保持者の進行中のプレーによる投射に対し

ては，タッチやステップの瞬間ごとにその確認や

修正がなされる．  

なお，軌跡・ピッチ領域のプライオリティ（2.1

節）が規範的・マクロ的性質をもっているのに対

して，タッチ・ステップの順接/逆接はどちらかと

言えば，身体動作の運動学的容易さについての認

知的予測に関するものであり，各プレーの置かれ

ている局所的な時間的文脈に強く依存している． 
 

4.3 フェイント再考 

以上のようなタッチ・ステップレベルの記述を

用いるならば，いわゆるフェイントは次のように

再定式化できる． 
 

○タッチレベル 

・跨ぎ（[表 1]B①）：ボールタッチはない．やる

と予想されたボールタッチをしない． 

・切り返し（A③）：ボールタッチがある．やると

予想されたのとは角度，速度，大きさなどの異

なる「逆接」のボールタッチをする． 

・キックフェイント（B②）： 終的には切り返し

に至ることが多いものの，予想されたシュート
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やパスなどの強いボールタッチの不在という点

では跨ぎにも近い． 

○ステップレベル 

・タッチレベルでのフェイントに付随しこれを達

成するのに必要なステップと，タッチレベルの

フェイントとは独立に，ステップ自体における

逆接の度合いがフェイントとしての効果を持つ

場合（B③「緩急をつけた動き」）とがある． 
 

このように，タッチ・ステップレベルでの記述

に基づく分析枠組みにおいては，フェイントはそ

の「有無」が明確に区別できるものでは必ずしも

なく，各プレーを「逆接」の度合いの異なるもの

として連続的に記述することが可能になる． 

 

5. 分析 

5.1 データ 

  分析には J1 リーグ戦 G 大阪（以下 G）vs 清水

（S）（2010 年 4 月 17 日）を用いた．分析は対象

となるボール保持区間をビデオデータから選択し，

そのピッチ上での全般的配置とボール保持区間内

での各タッチとステップを図示して行った．分析

対象とする各プレーは，次の 3 種類の図の組み合

わせによって記述した． 
 

 【俯瞰図】 

対象としているプレーが生じたピッチ上での位

置や近辺の選手の配置を示す． 

○囲みの数字はボール保持選手の順序，( )の数

字は当該ボール保持区間内でのタッチ数，赤→は

パス・シュートの軌跡，青★はパス・シュートが

発せられた位置，実線の黒→はボール保持時の移

動，点線の黒→はボールなしでの味方選手の移動，

白抜き⇒は敵選手の接近を，それぞれ表す． 
 

【ステップ・タッチ】 

対象となっているボール保持区間内でのタッチ

やステップの流れを示す． 

足形はステップを表す．添えられた数字は当該

ボール保持単位内でのステップの順序を表す．○

囲みの数字の時点が【静止画】に対応する．進行

方向と歩幅，着地の向きを極力正確に記述すると

ともに，体重が多く乗っているほど大きく表現す

ることを試みている． 

★はボールタッチを表す．タッチの種類は吹き

出しで示す．当該ボール保持単位内でのタッチの

順序は吹き出し内の Tn で表す． 

黒→はドリブル，黒の白抜き⇒はパスやシュー

トの軌跡，青⇔は大きなキックの前の足の後ろへ

の振り上げ，赤の曲がり⇒は着地時点での足の回

転が顕著に大きいこと，をそれぞれ表す． 
 

【静止画】 

当該ボール保持区間中の【ステップ・タッチ】

中の○囲み数字のステップの時点での静止画． 
 

5.2 分析 

■事例 1：明白なキックフェイント[図 1] 

S ボスナーが敵陣中央やや左でパスを受け，明

白でかなり大きな動作での典型的キックフェイン

トからの切り返しを 2 度繰り返す． 終的にシュ

ートは打たず，横パスする．1 回目のキックフェ

イントについて，シュートが行われそうなのはタ

ッチ 2 の時点であり（実際には切り返し），その

ための 終的な立ち足の踏み込みはステップ 7 で

あるが，敵選手（G 明神）がかなり早い時点から

このシュートの可能性に気付き，その軌跡を防衛

しようとして接近してきており，ステップ 6 の時

点で，スライディングのためのジャンプをしてい

る．つまり，ステップ 6 以降の時点では G 明神は

スライディングを中止することができない．従っ

て，S ボスナーにとっては，タッチ 2 とステップ

8 の時点での切り返しが成功することがかなり確

実に予想できる状況である． 
 

■事例 2：フェイントなしのミドルシュート[図 2] 

S 兵働が敵陣中央やや左から前方へと直線的に

ドリブルし，そのままミドルシュートを放つ．こ

の直前の S 兵働へのパスを侵害しようとした敵デ

ィフェンダー（G 二川）がパスカットに失敗した

こともあり，パスを受けた時点で，前方のプライ

オリティ（2.1 節）の高い領域に，極めて広大な

空きスペースがある．従って，他の敵ディフェン

ダーが自分に接近するぎりぎりまで前方へのドリ 
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 図 1 事例１：後半 21:25：S ボスナー 
 

 

【俯瞰図】 
【ステップ・タッチ】 

 

 

【静止画】 
 

ブルによってゴールに接近した上でシュートを放

てばよく，フェイントのような時空間的に逆接的

な動作は不要であるだけでなく，プレーを遅らせ

るという意味では有害ですらある． 
 

5.3 考察 

 両事例とも，左利きの当該選手がほぼ同様の位

置で味方からのパスを前向きで受けることによっ

て，ミドルシュートの可能性が高まっている．し

かし，【ステップ・タッチ】の比較から明らかなよ

うに，事例 1 では 2 回のキックフェイントと切り

返しに伴う多くの逆接的なタッチやステップがあ

るのに対して，事例 2 ではこうした逆接性の高い

タッチやステップはあまり見られない． 

 このように，当然ではあるが，フェイントを伴

わないプレーは極めて多く見られ，またサッカー

というゲームにおいて，それらが重要でないとい

うことは全くない．むしろ，事例２と比べれば，

事例１では既にプレーが遅れているのだと考える 
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図 2 事例２：前半 5:01：S 兵働 

 

  
 

【俯瞰図】  

 【ステップ・タッチ】 
 

 
【静止画】 

 

こともできる．この点について，ボール保持者の

タッチやステップなどの行為とこれに対する敵選

手の反応との間の個人間連鎖を分析してみる． 

上述のように，G 明神のスライディング開始は

S ボスナーのキックフェイントからの切り返しよ

りも早いステップ 6 の時点である．つまり，S ボ

スナーがシュートを放つ（ことのできるタッチ 2）

より前に，既にこのシュートの軌跡が G 明神によ

って切られることが明らかだからこそ，S ボスナ

ーはこのシュートを断念したのであり，その結果

として生じたのがこのキックフェイントであると

いうことができる．その意味では，ここではボー

ル保持者 S ボスナーではなく，ディフェンス側の

G 明神の方に行為連鎖上のイニシアティブがあり，

S ボスナーはこれにリアクティブに対処する立場

にあると考えることもできる． 
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 この点を踏まえ，一見より単純な事例 2 を再度

見ると，S 兵働は S 本田からのパスを受ける直前

の時点で，後方にステップしつつ G 二川との距離

を広げていることが分かる（【俯瞰図】中の点線矢

印）．つまり，パスを受けた時点で，上述のように

「前方のプライオリティの高い領域に，極めて広

大な空きスペースがある」というのは偶然ではな

く，「パスを受けるより前」の時点での判断と行為

によって生み出された意図的な空間的ずれである

と言える（[表 1]A④「スペースへの走り込み」）． 

一般化すると，とかくフェイントの分析では， 
 

・時間 n：ボール保持者の身体が敵ディフェンダ

ーからどのように見えている（と予測している）

か 

・時間 n+1：時間 n での問題に対するボール保持

者の対処（フェイントやその他） 
 

という 2 つの行為・状態間の連鎖だけが対象とさ

れやすいが5，実際には，これらよりも前に， 
 

・時間 n-1：敵ディフェンダーの身体がボール保

持者からどのように見えているか 
 

という問題が存在してはずであり，n-1 への対処

に成功していれば，時間 n での問題への対処とし

てのフェイントはそもそも生じないことも可能で

あるし，またその方がより望ましいとも言える． 

さらに，身体運動のレベルでの逆接的なタッチ

やステップが必ずしも常にフェイントのような効

果を伴うわけでないことも明らかである．比較的

順接的な動きで構成された事例 2 においても，ス

テップ 6～9 ではシュートの準備としての歩幅調

整のための小さなステップの連続が含まれている

（【タッチ・ステップ】中の赤○）．これはシュー

トのような強いタッチを投射するものであり，こ

の投射は敵ディフェンダーにとっても利用可能な

情報だが，実際のシュートは阻止されておらず，

既に生み出されていた時空間的余裕をプレー空間

や軌跡が侵害されない範囲内で有効活用したもの

                                                  
5 [5]では，「主体 B が他の主体 A の観察可能な振る舞
いなどから A の認知状態についての情報を獲得するこ
とを通じて，環境についての情報を間接的に獲得する」
現象を「他者の認知の利用」と呼び，考察している． 

であることが分かる． 

 

6. まとめと課題 

 本稿では，ピッチ上及び身体の周囲の空間的構

造や，ボールタッチやステップの持つ時間的構造

を詳細に記述することを通じて，サッカーにおけ

るフェイントを「裏をかく」という意図推論の問

題としてではなく，時空間的ずれという観点から

相対化することを試みた．その背後には，サッカ

ーにおいて，互いの身体の微細な振る舞いから，

その認知状態がどのように推測できるか，という

より一般的な問題が存在しているが，この点は今

後も引き続き検討していく予定である． 
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見えないイメージに触れる―治療モデルとしての「暗箱」 

                                大崎晴地（東京藝術大学） 

 

本研究で紹介する「暗箱」（＊１）は、中枢性疾患などで障害を持つ人や認知症の人にとっての触覚性認知

に働きかける治療器具、または訓練器具である。同時に美術作品として人間の知覚やイメージ、認知一般

に働きかけるモデルでもあり、新しいイメージの探究を試みようとするものである。暗箱は治療モデルと

いっても機能回復のための治療技法や理論を応用したものではなく、むしろ新しい経験や現象を追求する

なかで制作した作品であり、結果的に神経系の形成の回路を探る治療モデルにも接近していたという方が

実情に近い。現にここでは治療の成果が目指されるよりも、新しい経験の多様なモードをリスタートさせ

るようなモデルの提案であり、その経験を分析、記述することにある。本論では暗箱の経験の分析を通じ

て、視覚—触覚の照合といった既存の治療課題の可能性を探り、またイメージの直接性について論じる。 

 

-解説- 

 

箱は一辺が 8 ㎝の立方体であり、木材で作られている。モデリングペーストで表面を上塗りしているため

箱は密閉状態であり、中身は見ることも開けることもできない。箱の中には玉が入っている。暗箱には三

種類のタイプがあり、迷路課題、メジャーメント課題、多面体課題がある。 

  

      

 ＊１ 暗箱、外観 
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＜迷路課題＞（＊２） 

構造：立体の迷路になっており、ステンレスの玉（直径約 15㎜）が入っている。迷路の経路に異なる材質、

パターンを持った素材が取り付けられている。素材は木材、ゴム、プラスチック、鉄、ビニールなど。迷

路のスタートとゴールの部分（内側）にマグネットが付いており、玉が磁気で引っ付く仕掛けになってい

る。マグネットの近くの面に小穴が空いており、棒をさして玉を離らかせることができる。 

方法：迷路の軌道を知覚しながら、ゴールを目がけて玉を転がす。 

＜メジャーメント課題＞（＊３） 

構造：外向きに二つのプラスチック半球が取り付けられている。半球には一つずつ玉が入っている。箱に

よって二つのプラスチック半球のサイズが異なり、また中の玉の材質（アクリル、真鍮、ビー玉、鉛など）

や玉の大きさが異なる。箱の外側には窓が二カ所空いていて、一方はプラスチック、もう一方はレンズ（覗

き穴）となっている。二つの半球の隙間は二枚のスリットの空間になっており、アクリル玉の動きに沿っ

た光がその空間に投じる仕掛けになっている。 

方法１：暗箱を揺すり半球の中の玉を円運動させることで、上下の玉と半球の相対的な大きさ、重さの違

いを判別する。 

方法２：箱のプラスチックの窓を光源のある場所で上を向け、レンズの窓を側面にして覗くと、スリット

の空間に玉の動きの投影（明暗や軌跡）が見える。光の動きに合わせて、見えない玉の動きを調整する。 

 

                 

 

＊２ 迷路課題、内部              ＊３メジャーメント課題、内部 
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＜多面体課題＞（内部の写真は無し） 

構造：箱の内側に多面体が極大で固定されて入っている（４面体、８面体、１２面体、１４面体、２０面

体、２６面体、計６個）。その多面体の中に鉛玉（直径約 10㎜）が入っている。 

方法：玉を転がし多面体の形状の内側をなぞることで、多面体を内側から知覚する。 

 

課題はそれぞれ内部を探索した後、中身の構造を視覚的に示す４択の図柄（＊４）が書かれた紙を提示し、

照合・選択させる。 

      

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!""!!!!!! !!!!!"!!!!!!!!! !!!!!!"!!!!!!!

""""""""""""!!!""""#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""!!" !!!!!!!!!"!!" !!""!"" "!!!"!!!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"""""""""""""""""#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ""!!!"" "!!!""" """!!"

"""""""""""""""""#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$

!
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＊４ 視覚̶触覚照合の図（迷路課題、メジャーメント課題、多面体課題） 

 

 

̶考察̶ 

 

暗箱は手にしなければただのブラックボックスであり、箱を手に持って玉を転がすことで、はじめて箱の

内部が知覚されるという現象学的な側面を持ち、同時に内部構造をしっかりと持った物理的な箱である。

物理的特性を持った内部は手にする者が誰もいなければ実在しないようなものである。これは別段哲学的

な議論をしようというわけではなく、端的に人間に手にされなければ内部は現れることができないという

ことだ。そしてこのことは本論の一番の問題とも通底してくる。間接的な（直接手で触れられない）触知

と空間知覚としてイメージされる暗箱の内部は、触覚と知覚の異なる働きとともにある。触覚性認知の働

きにより箱の内部は曖昧な認知プロセスとなり、イメージは能動的に作動し（遂行的イメージ）、また見え

ない分、直接的なもの（直接イメージ）になると考えている。三種類のタイプでそれぞれ認知のあり方が

異なり、注意の向け方や触覚性のモードも異なるため、一概にこうだと記述することはできないが、ここ

では各認知の特色を経験的に綴っていく中から、新しい経験を形成する可能性とイメージの新しいモード

を探っていこうと思う。 

 

（１）迷路課題 

 

ここでいう迷路は通常の俯瞰的な迷路からは程遠い。迷路そのものは暗箱の玉の動きを通じて知覚される

!!""""""""""!!!!!!!!!!"""

""""""""""""" "!"" ""!" !!!!!!!!!!!!!!!

"""""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&

""""""""""""" "!!!!!!!!! ""!!!!!!! ""!!" "

"""""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&

"""""""""""!!"" "!"!"! !!!!"!"! "!!!!!!!!! "

"""""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&
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のであり、迷うことで迷路そのものの構造が知覚されるという逆説的状況である。玉の運動感によってか

たちづくられたイメージの迷路において迷うこと。転がるのは玉なのだが、箱（迷路）そのものを転がし

てもいるのであり、端的に記すと次のようになるだろう。 

 

 迷路そのものを転がす（傾ける）~玉が転がる~玉の運動感を感じる~迷路のかたちを知覚（この循環） 

 

運動感としては、玉が転がることで箱の中の重心が移動し（重量感、位置感覚）、それにともなって内側の

空間はイメージされる。迷路の空間軌道は、玉の衝突、落下、水平移動、垂直移動などの力学的な運動を

通じて、座標軸にもとづく視覚イメージを構成する。しかし、空間軌道の座標軸は手の探索とともに動い

てしまうから、上も下もない。自分で行為のさなかに方向を一からつくっていかなければならない。頭の

中でコンピューター画面上の３D を操作するように座標軸を回転させることは困難であり、認知とともに

配置をつくっていくことになる。だとすれば、空間軌道は一時的な短期記憶にしたがって局所的にイメー

ジを構成していくのだろうか？迷路課題は物理的には四層の面からなる経路で構成され、平らに四層を重

ねた二次元的な空間軌道の迷路から、縦横無尽に入り組んだ三次元的な空間軌道の迷路まである。（治療器

具的には相当難易度が高いため、層を少なくするなどしてレベルを落とすことが考えられる。治療課題は

まったく分からないか逆に分かりすぎる（簡単すぎる）のは悪い課題であり、正答率が半々になる中間領

域が良い課題とされている。） 

暗箱は内部の構造と地続きであり、箱を傾ければ内部の構造も傾く。仮に生態心理学の用語を借りれば、

箱の中の構造は一種の「不変項」と考えることができ、玉は構造の中で可動特性を持った物質として記述

できるだろう。この場合は感覚や刺激、あるいは運動感のような内的感覚ではなく、情報の探索モデルと

して知覚が外在化される。迷路課題は動く玉を通じて構造の不変項を抽出し、迷路の軌道を知覚していく

能動的なプロセスである。不変項はもともと環境の中を観察者が動くことで環境の不変特性を抽出する光

学的な概念であるが、暗箱の場合は観察者に変わって玉が動くことで触知的に迷路を探索し、同時に間接

的な玉の動きは迷路から分離される可変項の環境である。このように両義的な記述になってしまうのは、

おそらく触覚と知覚のカテゴリーの違いに由来する。不変項は空間軌道の情報を捉えることには適してい

るが、触覚的な内と外の感じ取りの形成についてまでは記述できない。現在の迷路モデルは複雑であるた

め、情報探索的に空間軌道を追うかたちしか描けないようなところがある。しかし、実際は短期記憶によ

って局所的にテクスチャーを配分しているに過ぎない。 

 

したがって今度はテクスチャー（触覚的肌理）を通して考察する。暗箱の内部の材質のテクスチャーは、

直接手で触れるわけではないので間接的なものである。しかし間接的ではあれ、確かな触印象を与えてく

れる。内側の玉の転がりが箱に振動を与えているのだから、ある種の「振動感覚」としてテクスチャーは

現れるといえる。箱の内側の経路の質（粗さ／滑らかさ、柔らかさ／硬さなど）と動く玉との間で起きる

日本認知科学会第27回大会 P2-45

600



 6 

摩擦から固有の振動感覚が手に伝わり、経路のテクスチャーの差異などを判別することができる（しかし、

意識は箱の中に向いているため、複合的に考える必要があるだろう）。たとえば経路がゴムであればスーッ

と静かに転がり、金網ではガラガラと音を響かせて転がる。素材によっては玉の質感が分からなくなるこ

ともあり、錯覚的にステンレスの玉がゴム製と感じられることもあった。加えて摩擦音もテクスチャーの

判別に役立っている。テクスチャーの触印象の確かさは物理的な材質の確かさとは異なる。 

玉の運動感によるテクスチャーの言語表現が効果音のように記述されるのは、振動（触覚）と音（聴覚）

とが密接である証拠だろう。手で振動を感じることは、手で音を感じることでもある。音が聞こえない状

態にしても、材質の種類は十分判別することができた。逆に他人が暗箱を手にして音だけが聴こえてくる

状態では、テクスチャーはイメージできるが空間軌道の知覚までは伝わらない。 

以下はシステム論の河本英夫による触覚の一つの図である。知覚と異なる触覚性のイメージを考える上で

示唆的である。 

 

 物の特性̶触知・運動感（気づき）…遂行的イメージ 

 

ここで述べたテクスチャーは物の特性のことであり、それを触知することによりイメージを作動させる。

箱という形によって箱の中へと知覚が働くのだが、箱の中にイメージを直接感じさせることは、手の内側

の「ここ」に感じる機能が働くためである。手は身体イメージにおいてつねに「ここ」に感じられ、箱の

中の「ここ」に直接、遂行的イメージが働くのである。 

 

テクスチャーは空間軌道の触知にも影響を与えていると思われる。玉の直進や落下運動、弾力性、壁の抵

抗や窮屈さ、隙間を抜ける感じなど、経路の材質によって印象が異なり、経路のイメージはテクスチャー

の触知（気づき）とともに作られるのだろう。先の不変項の情報は空間軌道の物理特性にあまりに根ざし

た記述であった。暗箱は見えない分イメージの幅が大きいと考えられ、テクスチャーから触覚性を分析す

れば曖昧なプロセスとなる。視覚的な空間軌道の照合課題にすると、どこか一つの正解に向かう課題と捉

えてしまいがちであるが、視覚イメージの選択肢は暗箱の認知プロセスのための手がかりに過ぎない。材

質が異なるということは玉の転がる速度が変わるということであり、材質が空間や距離のイメージ（触知）

にも関係している。暗箱は局所的に材質（物の特性）の感じ取り、玉の運動感、位置感覚、重量感などが、

見えない箱の中で「ここ」に現象学的に複合したイメージを作り上げ、未分化な触印象を与えているよう

にも思えるため、直感的に「距離のテクスチャー」（マドリン・ギンズ）とも呼んでみたくなるが、実際は

内部を遮蔽した箱という立体の形状が内部を物理的、視覚的にイメージさせているように思われる。「見え

ない箱」は中身を視覚的にイメージさせてしまう。不変項にもとづき情報探索的に手の動きを誘導すると

考えたくなるのは、箱という立方体が座標軸にもとづく視覚イメージを誘発するためであろう。距離や面

といった空間性は玉の運動感との間でつねに調整されているはずだが、物理的な玉の動き（あるいは玉の
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速度）がイメージを断ち切るかのように淡々と（即物的に）動く（玉の均質運動は素早く、調整する暇が

ないとも言える）。これも知覚を誘発する印象を強化する。逆にテクスチャーを感じ取ろうとすれば、手の

動きは出鱈目な動きになり、玉は思うように進まなくなるだろう。テクスチャーと距離の相互関係は玉の

物理的な速度として、固有の触印象（触知）をもたらしているともいえる。たとえば暗箱の一面を透明に

して中身が見えるようにし、あるところで玉が見える状態、大半が見えない状態にしたとき、玉の運動感

は持続しているにもかかわらず視覚的には消えたと感じられる錯覚現象が起きた。触覚性の「ここ」の位

置感覚が、知覚との間で誤差（誤差という表現は視覚を基本とした言い方だ）を生む結果、錯覚が起きる。 

 

（２）メジャーメント課題 

 

箱の上下に取り付けてある半球のプラスチックのサイズと、その中の玉のサイズに注意を向け、相対的に

大きさの違いを感じ取る。重さの錯覚は百年前から知られているが、そこでは視覚が重さの錯覚を生み出

す原因となっていた。しかし、この暗箱では、（１）半球のサイズが同じでも中身の二つの玉の大きさが違

えば、半球のサイズも違う印象を持つのではないか。（２）玉の大きさが同じでも半球のサイズが違えば、

玉の大きさが違う印象を持つのではないか。（３）鉛や銅のような重い玉は大きく感じられるのではないか。

以上の仮説にもとづいて作られており、ここでは視覚イメージ（物理的な大きさのイメージ）が関与する

ことになるのだろう。半球の内側をアクリル絵具で塗って質感を変えたものもあり、これも印象を変える

ことでそれぞれの大きさの感じ取りの変化（テクスチャーがサイズに影響を及ぼすかどうか）を問題にし

ている。 

暗箱は半球内で玉を回転運動させることにより、空間を内側から運動感として感じ取る。たとえば、回転

や揺れをともなった運動感による触覚は「ダイナミック・タッチ」と呼ばれる。棒を見ずに振ったり回転

させたりすることで、その長さを知覚する働きである。ある種の身体の延長のように物が扱われる場面で

は、この行為が関与していると思われる。ターヴェイが述べているように「神経システムが物理的不変項

を検知しているというアイディア」からすれば、暗箱の内部の不変項を回転の運動感から判別することで、

形状を知覚していると考えることができる。ダイナミック・タッチが手に直接物を持って軸を作り、回転

する物質の重心から慣性モーメントを発生させるのに対して、暗箱の玉は手から離れている分、遠心力に

よる運動感を利用している。玉は手から分離しているため、半球のなかで回転をなかなか止めることがで

きない。つまり中心軸があるのではなく、半球の容器（不変項）の内（玉にとっては外）に運動が委ねら

れる。回転運動の運動感が恒常的な自己組織化のプロセスであるのに対して、玉の力学的な回転は一定の

均質運動である。前者は触覚性認知、後者は知覚探索の働きで捉えられる。ダイナミック・タッチは触覚

を扱いながらも身体を生態物理的な知覚から分析している。 

 

暗箱に空いたレンズから玉を透過して射影された光を覗く動作（メジャーメント課題の方法２を参照）は、
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手の不自由な人（たとえば道具使用が困難な失行症など）に効果的であるかもしれない。玉は箱を持つ手

の微動によって簡単に揺れる為、玉を透過した光の動きの知覚が手の筋を制御する働きがある。この間接

的な注意の向け方（「地」の制御）は、リハビリの動作訓練に効果的なアプローチであると予想できる。玉

の回転音の聴覚リズム、運動感による触覚リズムなどが、光の軌道（または光の明滅）の視覚リズムとカ

ップリングする。カップリングはシステム的な粗い言葉であるが、異なるモードが連動することで知覚（視

覚）とは異なる内在的なイメージの地平を拡げることができる。 

 

（３）多面体課題 

 

多面体課題は視覚的な幾何学と照合するかたちではあるが、箱の内側の多面体は図形に見られるような外

形ではなく内形、つまり内側から多面体を捉えることになる。外から多面体を視点的に捉えるのではなく、

内側から動きの中で捉える多面体は建築的なイメージを与える。多面体の持つ固有の角度（多面体を構成

する面の組み合わせ）を玉の運動感とともに傾きや角度の度合いとして感じ取り、度合いの連続的な変化

として多面体の固有の形状に触れること。多面体によって広さ／狭さも異なり、４面体は狭く多面体の角

度が鋭角であるために、玉が角に嵌って動かなくなる（消える）場合も稀にある。このような多面体は視

覚的な図形の多面体とどのように連続しているのか？中枢性疾患の患者は視覚と体性感覚の情報を乖離す

ることが多いとされるが、触覚性認知の働きを通して視覚図形との繋がりをどう作っていくのか。近年、

視覚を経由した「どこ」と「なに」の回路は、触覚でも発見されている。しかし、こうした情報の回路で

認知を照合、特定することは最終審級（観察能力）の場面である。視覚の「どこ」と「なに」に繋がるた

めの触知の運動（行為能力）は、注意の設定の仕方によって複数の選択肢をつくることができると思われ

る。 

 

たとえば「球体に近い順に並べ替える」課題によって、多面体の角張りや滑らかさの度合いから比較する

ことができる。注意の向け方（選択的注意）によって体性感覚野の活性化も異なると言われており、イメ

ージの作られ方も異なるのだろう。いきなり中身が何面体かを探索するのではなく、複数の箱の中で二つ

を手にとり、どちらが滑らかか、凹凸があるか、面が多いか、少ないか、空間が広いか、狭いか、などの

比較を通すことによって、中身を「知る」ことではなく「感じ取る」レベルの探索が可能になる。本来、

こうした「知る」ことの手前には膨大な触覚性認知のモードがあるはずだが、緻密に見て行かなければ観

察者の審級によってこのプロセスをすっ飛ばしてしまう。ここは迷路課題で述べた不変項における情報探

索とは異なり、触覚的な感じ取りのモードを活用している。迷路課題のテクスチャー、またメジャーメン

ト課題の回転運動もそうだが、できるだけ高次の認知を使わずに「感じ取り」のレベルで判別させること

が治療にとっても肝要であり、触知の側から見れば最終審級を遅延させることが必要である。課題の出し

方によって認知は抽象的にも具体的にもなる。多面体は通常、視覚的な三次元立体であるが、暗箱の場合、
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触覚探索した上で視覚に置き換えているわけではない。空間として捉えられる以前に感じ取られる多面体

がある。面が多くなっていくほど角度が小さくなり球体に近づくため、少し動かしただけで球が踊るよう

である。２０面体の中でダンスをイメージしてみる、あるいは登山をしているときのような重苦しさを感

じる４面体など、視覚図形からは想像できない多面体の持つ内的な力感を秘めている。これらは触覚的な

ある種の主体性の境界の変動にもとづいた触覚性認知の運動であり、暗箱は空間として知覚される以前に

「ここ」という場所を占める働きであるといえる。 

 

＊ 

 

ここまで治療モデルとしての「暗箱」というよりは、認知—現象学的な暗箱の経験の記述を試みてきた。

このようなスタイルをとるのは実践的なデータが不完全であることや、治療理論の枠組みから演繹的に論

じる立場にないということもあるが、むしろそれ以上に自作の「暗箱」を通じて視覚—触覚の構図を内側

から捉えなおしていくことが生産的であると考えるからである。選択の視覚図は一つの解答（目的）のよ

うなところがあるため、触覚から現象学的に接近しつづけ、穴を掘り進めて行く先に視覚に辿り着くとい

ったような方法がとれないかと考える。視覚的な選択肢は触覚的な分岐をつくるための手がかりである。

先に論じたように暗箱の内部は知覚的な空間と誤解されやすい。「ここ」は空間知覚ではなく触覚性認知の

働きである。以前、都内の病院のリハビリ現場に暗箱を持ち込んだところ、箱は中身が見えないとはいえ、

目を閉じて箱を持つのだとあるセラピストは言った。部屋の周りの環境が視界に入ってしまうためだ。目

を閉じるということは知覚を極力排除して、触覚に集中することであろう。また箱の中で響く音も周りの

患者さんの注意を向けてしまうため問題があるとのことだった。 

臨床として恒常的に活用するモデルにするためには、このような認知̶現象学的な機構の学際的な解明と配

慮が必要である。「暗箱」は患者の千差万別な症状のタイプを特定しながら（健常者も含めて）、その人に

見合った暗箱の注意の向け方を洞察し、この三種類以外でも新たにパターンを制作していくことが可能で

ある。課題の設定は情報探索といった一義的なやり方ではなく、広く触覚の試行錯誤というかたちで枠組

みを考案していくべきだろう。 
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アフォーダンス系の創発と遷移に関する哲学的考察 

 

中山 康雄 ・ 福田 佑二 

大阪大学大学院人間科学研究科 

 
本稿では、生態心理学の基礎概念「アフォーダ

ンス」を拡張し、「アフォーダンス系」という概

念を規定する。この概念を用いる利点は、運動系

に関連させて知覚系を表現できることにある。す

ると、ある生物体の運動能力の変化にともなう知

覚系への影響は、アフォーダンス系の変化として

記述できることが予想される。本稿では、この概

念を用いて生物体の発達過程やロボットの学習

過程を描写することを試みる。このとき、アフォ

ーダンス系の遷移の問題を、ゆらぎ方程式の枠組

みとの関係も踏まえて議論する。 
 

１「アフォーダンス」とは何か 

「アフォーダンス（affordance）」という概念は、

アメリカの知覚心理学者ジェームズ・Ｊ・ギブソ

ン（James Jerome Gibson, 1904-1979）により提唱

された概念である。それは、事物が観測者に提供

しうる（afford）事柄をさす（境ほか2002 p.4, Gibson 
1972/1982）。動物の場合、環境の意味はそれぞれ

の動物種に特有な形で現れてくる。つまり、動物

が環境から受け取る情報は、その動物自身から独

立ではなく、その動物に依存した形で現れてくる

（佐古 2008 p. 134）。 
 

「環境のアフォーダンスは、環境が動物に提
、

供する
、、、

もの、良いものであれ、悪いものであ

れ、用意したり備えたりする
、、、、、、、、、、、

ものである。 … 
アフォーダンスという言葉で私は、既存の言

葉では表現し得ない仕方で、環境と動物の両

者に関連するものを言い表したいのである。

この言葉は動物と環境との相補性を包含し

ている。」（Gibson 1979/1986 邦訳 p. 137） 
 
ギブソンは、情報を動物の内部にではなく、動

物が活動する環境の中に求める（佐々木  1994 
p.54）。そのため、ギブソンが活動を展開した心理

学 研 究 の 分 野 は 「 生 態 心 理 学 （ ecological 
psychology）」と呼ばれることもある。 
ところで、ギブソンは強調していないが、環境

の意味は動物の認知能力や運動能力の発達によ

っても変わってくる可能性がある。本稿で扱うの

は、このような、動物の発達にともなう環境の現

れ方の変化の問題である。 
 
２「アフォーダンス系」の規定 

ギブソンは、『知覚システムとしての感覚』

（1966）で、知覚のために組織される身体を「知

覚システム（perceptual system）」と呼んでいる。

しかし、この用語は知覚に重点を置きすぎている

という問題がある。というのも、知覚は身体運動

との連関の中で捉えられるべきだからである。ま

た、アフォーダンス概念の曖昧さについては、多

くの論者が指摘している（Marr 1982, Fodor 1980, 
Fodor and Pylyshyn 1981, 三嶋 2000 p. 210, 佐古

2008 p.134）。ギブソンの生態心理学への諸論者の

批判が、たとえ、誤解に端を発するものであると

しても、ギブソンの概念規定の曖昧さもその誤解

を招いた一因である。 
私たちは本稿で、ある動物のある時間帯での

「環境のアフォーダンス」を、その時間帯でのそ

の動物に対する「環境の現れ方」として解釈する。

同一状況にいる二種類の動物では、環境は、通常、

異なる仕方で現れる。それは、環境への関係の仕

方や関係の築き方が、動物の種類によって異なる

からである。その意味で、知覚情報は動物がその

動物特有の仕方で環境に働きかけるときに環境

から得られる情報ということになる。 
本稿で私たちが論じるのは、発達にともなう運

動系・知覚系の相互依存的発展および統合的遷移

という現象である。例えば、それまでバタバタと

手足を動かすことしかできなかった乳幼児がハ

イハイができるようになることを考えてみよう。

このようなときには、組織的なアフォーダンスの

変化が発生している。というのも、自ら動きまわ

ることができるようになった乳幼児では、動くこ

とによる知覚の変化と運動パターンの増加に伴

い、この乳幼児が受けとる環境の意味や価値も変

わると考えられるからである。このようなタイプ

のアフォーダンスの組織的変化を描写するため

に、「アフォーダンス系（affordance system）」とい

う用語を本稿では導入したい。アフォーダンス系
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 というのは、動物やロボットなどの行動体にある

時間帯に提供されているその行動体にとっての

環境に関する情報の集まりのことである。人間の

成長過程の中では、このアフォーダンス系の創発

と遷移が何段階かのステップによりなされ大人

へと成長していくと考えられる。これは、障害児

の成長に関しても同様である。 

)(2),(1 tTkB
x

txUx
dt
d B η

ρρ
+

∂
∂

−=

バイアス変調を伴うランジュバン方程式 
 

（柳田ほか 2009 より） 
３ ゆらぎ方程式とは何か 

 
本稿では、アフォーダンス系の遷移の問題を記

述する枠組みのひとつとして、ゆらぎ方程式を扱

う。ゆらぎ方程式というのは、〈生体ゆらぎに学

ぶ知的人工物と情報システム〉のプロジェクトで、

柳田敏雄（大阪大学生命機能研究科）や石黒浩（大

阪大学基礎工学研究科）らの大阪大学のグループ

が提案しているもので、生体システムの研究をそ

の出発点としている。ゆらぎ方程式は以下の議論

の前提になるので、ここでは、このプロジェクト

の成果の概略をまとめておくことにする（柳田ほ

か 2009）。 

ここで B は、アクチンとの相互作用の歪みセン

サによる変調の度合いに対応するパラメーター

で、ブラウン運動をバイアスする働きを持つとす

る。 
この方程式をより一般化したものが、次のゆら

ぎ方程式ということになる。 
 

dx/dt = f(x) ∗ activity + η 
 
ゆらぎ方程式は、生物の制御原理を示すものと

して提案された。ここで、dx/dt は系の状態を表し

ている。そして、ηはノイズを表わしている。ま

た f(x)はアトラクタを持つ制御構造を表し、 f(x) = 
− dU(x)/dx とする。ロボット制御においては、f(x)
を「制御モデル」とも呼ぶ。このとき U(x)は、ポ

テンシャル関数で、ゆらぎを受け入れコアスなオ

ーガナイズを可能にする構造を持つエネルギー

関数である。さらに、アクティビティ（activity）

は、環境変化に応じて
、、、、、、、、

ポテンシャルを変調させ、

ゆらぎによるアトラクタ選択を実現するもので

あり、最適化したい量である（柳田ほか 2009）。 

ゆらぎ方程式は、生体システムの制御を記述す

る過程で用いられる方程式である。生体は、ノイ

ズやゆらぎを遮断せず利用することにより、高次

元システムをコアス（coarse, いい加減）に制御し

ている。例えば、細胞内で小胞を運んだりしてい

るタンパク分子機械であるミオシン分子モータ

ーの運動は（図１）、バイアス変調を伴うランジ

ュバン方程式というもので表現できる（ρ: 粘性

係数、U(x,t): モーターとレールとの相互作用ポテ

ンシャル関数、B: バイアス（相互作用の変調）、 

η(t): 熱ゆらぎ（白色ガウス雑音））。 
 ロボット制御においては、activity として目的ま

での距離を表わすセンサなどを用いることがで

きる。ここで、制御モデル f(x) に従って目標に近

づいているときには、activity は増加するように定

められているとする。すると、activity が小さいと

きには、ノイズ ηが支配的になり、局所解を乗り

越えやすくなる。そして、真の解に近づくととも

に activity が大きくなり、真の解の近傍で緻密な探

索が可能となる（柳田ほか 2009）。このようなと

きには、ノイズは相対的に小さくなり、装置は制

御モデルによりほぼコントロールされる。これに

対し、制御モデルが不正確で、それに従って動い

ていても目標に近づけない場合には activity は減

少し、相対的にノイズがシステムの主たる行動決

 

 

図１ ゆらぎを利用した高次元システムのコア

ス化（柳田ほか 2009 より） 

 

日本認知科学会第27回大会 P2-46

606



定要因となり、システムはでたらめに動くことに

なる（石黒 2009 p.197f）。 
 またゆらぎ方程式で、ゆらぎの階層化構造を表

わすことも提案されている（柳田ほか 2009）。1

生物学では、activityを独立に持つ細胞を相互作用

させると、細胞集団の適応性（activity）が上がる

ように変化することが示唆されている（柳田ほか 
2009）。 
 ゆらぎ方程式には、activity という環境情報を評

価する項が含まれている。このことにより運動制

御は環境評価と連動して定められることになる。

ここに、運動系と知覚系の相互作用を通した運動

制御の実現が成立する。activity が最適化されたと

きには、安定した環境情報の読み取りが生み出さ

れるという意味で、「新しいアフォーダンス系が

創発した」と言うことができる。 
 
４ ゆらぎ方程式の応用例の分析 

 ロボット制御の学習に関してゆらぎ方程式を

利用する例を二つ紹介しておこう。 
まず、生体模倣型腕ロボットの制御への適用例

について説明しておく。この腕ロボットは、人間

の上肢を模倣した複雑な間関節に２６個の空気

圧アクチュエータを持っている。このような腕ロ

ボットでは、アクチュエータ同士の干渉や各アク

チュエータの非線形な特性のため、厳密な制御モ

デル f(x) をあらかじめ定めることができない。こ

のロボットに関してゆらぎ方程式に基づく探索

的制御を適用してのリーチング（つまり、手先を

目標に近づけること）の学習が試みられた。この

とき、ゆらぎ方程式に現れる変項 x はロボットの

状態を表し、２６個のアクチュエータの空気圧バ

ルブの開閉量に対応している。そして、f(x) には、

多数のアトラクタが適当に配置された。また

activity は、腕ロボットの手先が目標に近づいてい

るときに高くなるように設計された。このように

設計された腕ロボットは、はじめは適当なアトラ

クタに引き込まれランダムな動作を行う。しかし、

                                                        
1 これは、ある行為の遂行を別の人が補助すること

の記述と関連して重要になるだろう。例えば、状態

として援助者とクライエントの二人の状態をそれぞ

れの人物の上の階層としてとり、二人の共同行為を

ゆらぎ方程式で記述することが考えられる。下の階

層には、それぞれの個人の状態を表すゆらぎ方程式

が用いられることになる。 

ノイズによって偶然に目標に近づく動きが出た

ときに activity があがり、この動きが強化される。

このようにしてロボットは、十数秒後には目標の

リーチングに成功したと報告されている（図２, 
柳田ほか 2009, Fukuyori et al. 2008, 2009）。 
 ここでゆらぎ方程式によって解かれたリーチ

ング問題の解決は、ターヴェイらが指摘したベル

ンシュタイン問題の解決と深く関わっている。ベ

ルンシュタインによれば、運動は一連の流れの中

で行われる。いま行っている運動は、その前の運

動の影響を受けており、またその後の運動に影響

を与える。このような運動の流れに現れる前提を

「文脈」と呼ぶと、運動の文脈には次の三つの前

提があるとベルンシュタインは分析している

（Turvey et al.1982, Bernstein 1996, 三嶋 2000 pp. 
80-96）。 
 

(1) ［運動を開始する位置の問題（解剖学的多

義性の問題）］ 動物の筋肉は引く力しか

持たない。動物が関節を動かすためには、

その運動を推進する方向で働く主働筋と

主働筋と拮抗する力を発生する拮抗筋と

いう少なくとも二つの筋群が協調して働

くことで実現される。そしてこのため、特

定の筋肉を収縮させたときにどのような

運動が生じるかは、運動が開始されるとき

にその部位が置かれている位置などの「文

脈」によって変化する。 
(2) ［環境条件が毎回違うという問題（力学的

多義性の問題）］ 運動を開始するときの

筋肉の緊張状態によっても、運動に違いが

生じる。また立ち上がるという単純な行為

でも、それをどこで行うかにより力のかけ

方は異なってくる。 
(3) ［介在ニューロンの解釈の問題（生理的多

義性の問題）］ 脳と筋肉を制御する神経

には、脊髄の中にある介在ニューロンが接

続しネットワークを形づくっている。ここ

には、脳と脊髄の間の協調の問題が現れる。 
 

(1)と(2)の問題は、ゆらぎ方程式の問題により

解くことができることを、リーチングの実験は示

している（図２）。 
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図３ 人型ロボットのハイハイ動作生成の結果

（柳田ほか 2009 より） 
 
 この実験で興味深いのは、左右の肩・肘・膝・

股を用いた移動方法としてハイハイ運動が自発

的に学習・構成されたことである。この意味で、

このハイハイ動作は、身体を持つロボットが環境

と相互作用しその移動距離を評価基準としてゆ

らぎ方程式で探索することにより「創発した」と

言える。というのもこのハイハイ運動は、外から

プログラムされたものではなく、ある評価基準を

もとに生成・学習されたものだからである。この

とき、移動するのに適切な身体の動かし方のコツ

をロボット自身が試行錯誤の後に自ら見つけ出

したことになる。 

図２ 人間の腕の構造を模倣した複雑なロボッ
トとリーチング制御の結果（柳田ほか 
2009より） 

 
また、activity を円の類似度として定義してゆら

ぎ方程式による探索的制御を行うと、腕ロボット

は数分後には円に近い軌道を描くようになった

ことも報告されている。 
 

 周期運動の自発的学習による獲得は、小型の人

間型ロボットを用いても実験されている。この実

験では、ロボットの左右の肩・肘・膝・股関節の

合計８個のモーターの運動の位相をゆらぎ方程

式により探索的に制御することが試みられた。こ

のときactivityとしては、ロボットの移動量が用い

られた。つまり、ロボットが移動した距離が大き

いほど、activityの値が高くなることになる。この

ような設定では、ロボットは、はじめはランダム

なバタバタ運動をはじめる。2しかし十数分後には、

全体の動きが調和したハイハイ運動が実現され、

自分の身体の移動ができるようになる（図３, 柳
田ほか 2009）。 

６ 自己組織化するシステムの特徴とゆらぎ方

程式 

三嶋博之は、自己組織化するシステムの特徴を、

プリゴジンらの記述に基づいて次の七つの特性

にまとめている（三嶋 2000 pp. 90-96, Prigogine  
et al. 1984）。 

 
(1) ［マクロな秩序は自律的に生まれる］ 例

えば、鍋に水を入れて熱すると、多自由度

のミクロな下位要素が相互作用すること

で全体的なパターンが自律的に生まれる。 
(2) ［秩序の混乱がさらなる秩序を生む］ 秩

序を生み出す自己組織化の現象は、秩序が

失われていくことを表わす熱力学の第二

法則と矛盾しない。 

 

(3) ［ゆらぎの果たす役割］ 自己組織化にと

もなうマクロなパターンは、アルゴリズム

が忠実に実行されることによって生じる

パターンと違って、常にゆらぎを内包して

いる。 

                                                        
2 人間の赤ちゃんの場合、仰向けに寝かされた姿勢

で脚をバタバタと交互に動かす動作は、「仰向けキッ

ク」と呼ばれている。この仰向けキックには一定の

リズムがあることが、知られている。Ｅ・テーレン

の研究によれば、この仰向けキックのリズムは、身

体を構成する神経システムや筋・骨格システム、血

管・循環器システム、脂肪などの体細胞、環境の重

力などのさまざまな要素が相互作用し、協調した結

果から生じている（Thelen et al. 1994, 三嶋 2000 p. 
98f）。 

(4) ［マクロとミクロの循環］ 自己組織化現

象によって生じたマクロな秩序は、アルゴ

リズムによって生じたパターンとは異な

り、そのシステムの下位要素の振る舞いに

は還元できない。 
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(5) ［制御パラメーターとアルゴリズムの違

い］ システムの秩序に影響を与える制御

パラメーターは、アルゴリズムとはまった

く異なっている。 
(6) ［自己組織化現象の流れ］ 自己組織化現

象は、状態空間の中では、アトラクタの誕

生、そのレイアウトの変更、消失として表

現できる。 
(7) ［自己組織化のモデル化］ 自己組織化現

象のうち、その振る舞いがよく理解された

ものに関しては、力学システムとしてモデ

ル化できる。 
 

ゆらぎ方程式によりその振る舞いが表現され

る多くのシステムは、この七条件を充たしている。

例えば、第３節で紹介したミオシン分子モーター

は典型的な自己組織化するシステムと言ってい

いだろう。 

自己組織的なシステムでは、相転移が起こるこ

とがある。例えば、馬の足並みは、歩行とトロッ

ト（早足）とギャロップ（全力疾走）の三つに分

けられる。このとき、トロットは前肢と後肢の間

の逆位相の協調となり、ギャロップは同位相の協

調となる（Hoyt and Taylor 1981, 三嶋 2000 p. 105）。
このような三つのアトラクタがゆらぎを通して

転移する様態は、ゆらぎ方程式で学習できること

が予想される。 

 

７ 身体運動による触覚学習 

 ギブソンは、運動知覚は静止知覚より根本的な

ものと捉えていた。彼は、知覚を刺激作用の受容

ではなく、生物体が環境に存在する情報を能動的

に検出・探索する働きとして捉えていた（Gibson 
1966, 境ほか 2002 p.40）。そして、現在のロボッ

ト研究では、身体を動かして環境と相互作用する

ことそのものが感覚系の発達に重要な意味を持

つことが実験を通して指摘されている。例えば、

國吉康夫らによる胎児シミュレーションの研究

では、運動野を使って身体を動かし、その結果得

られる情報が体性感覚野に伝えられるようなシ

ミュレーションを行うことにより、体性感覚野の

中で機能分化が行われることが報告されている

（Kuniyoshi and Sangawa 2009, Asada et al. 2009 p. 
16f, 浅田 2008 pp. 46-51）。 
浅田稔をリーダーとする「ERATO 浅田共創知

能システムプロジェクト」で作成された子供ロボ

ット CB2でも、身体運動による皮膚センサの機能

分化の研究がされている。CB2 は、５１個の空気

圧アクチュエータ（人工筋肉）と１９７個の触覚

センサを持ち、目の機能を担う左右のカメラ、耳

の機能を担うマイクロフォン、発声するための人

工声帯を備えている（図４）。CB2の触覚学習では、

人に触ってもらったり、自分で体をもぞもぞと動

かしたりするときにどの皮膚感覚器が反応した

かを整理することにより、皮膚センサの場所を理

解できるようになることが確かめられた。またこ

のようにして、人に触られたのか、それとも自分

が動いて何かに触ったのかの区別もできるよう

になる（浅田 2008, 石黒 2009 pp. 180-203）。 
 

 

図４ CB2（Asada et al. 2009 より） 
 
このようなロボット研究の成果は、動物におけ

る知覚系の発達過程を示唆している。つまり、動

物が環境から受け取る情報は、単にその動物に依

存した形で現れてくるだけではない。これに加え、

その情報を抽出する脳や神経系や感覚器を含ん

だ身体自身の知覚系が、環境との相互作用を通し

て構造化されていくのである。 
このような環境との相互作用による脳の構

造・機能分化は、視覚の発達過程に関してもよく

知られている。例えばネコなどの高等哺乳動物で

は、大脳皮質一次視覚野の生後発達の過程におい
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て正常な視覚体験が必要であり、異常な視覚入力

のもとでは視覚野の神経回路網やニューロンの

光反応性が異常になったり、失われたりすること

が報告されている（畠 2002）。このような事例は、

脳や神経系を含んだ知覚系の少なくとも一部は、

環境との相互作用を通して構造化されることを

示唆している。 
 

８ 乳幼児の発達におけるアフォーダンス系の

遷移と環境 

赤ちゃんが立ち上がり動作ができるようにな

るときに、適当なものにつかまったりして物体を

利用するということはよく見られる。例えば、壁

に固定された棚を立つことのために利用できる

ようになった赤ちゃんにとり、環境は以前とは異

なる形で現れているはずである。このとき、「そ

の棚はその赤ちゃんに立ち上がることをアフォ

ードするようなものとして知覚されるようにな

った」と言っていいだろう。いずれにしろ、赤ち

ゃんが身体能力の新しい発達段階に達するとき

には、自分の周りの生活環境は新たな質を持つも

のとして赤ちゃんに現われてくる。 
ここで、乳幼児の発達における次の七段階を考

えてみよう3： 
 
(1) バタバタと手足をばたつかせている状態

（生後２か月程度）。 
(2) 手先が器用になり、興味を持つ物体（おも

ちゃなど）に手を伸ばしてつかむことがで

きるようになる状態（生後４カ月程度）。 
(3) おすわりができるようになる状態（生後６

カ月程度）。 
(4) ハイハイ移動ができるようになった状態

（生後８カ月程度）。 
(5) つかまり立ち（環境を利用して固定された

物体につかまりながら立つこと）ができる

ようになった状態（生後１０カ月程度）。 
(6) 伝い歩きができるようになり、椅子、テー

ブル、ソファー、壁などを利用して歩ける

ようになった状態（生後１１カ月程度）。 
(7) 一人で歩けるようになった状態（１歳～１

歳半）。 

                                                        
3 発達の表現に関して、山崎（2008）を部分的に参

考にした。 

 
このそれぞれの発達段階移行期で、アフォーダ

ンス系の遷移が起こっていると考えることがで

きる。バタバタと手足をばたつかせている状態で

は、やわらかいものや硬いものや生きているもの

などが環境の中に現れてくるとともに、それを知

覚する感覚系全体がより精密に反応できるよう

構成されていくと考えられるだろう。すでに述べ

たように、このことはシミュレーションでも確か

められている（Asada et al. 2009 p. 16f）。段階２で

は、赤ちゃんは物体の個別化と認知に成功し、物

にあふれた環境を発見する。物に手を伸ばすとい

う行為は、このようなアフォーダンス系遷移の後

にはじめて可能になる。この発達段階の赤ちゃん

には、多くのものはおもちゃのように、それを用

いて遊べるものとして現れてくるだろう。次に、

赤ちゃんにハイハイ移動ができるようになれば、

赤ちゃんには床が固定されていて自分の移動を

可能にするものとして現れてくるだろう。そして、

固定された棚に体を押しつけながら立てるよう

になった幼児にとっては、棚は体を支えることを

アフォードするものとして現れてくる。このよう

な棚の現れ方は、ハイハイ移動しかできなかった

ときにはなかったものである。そして、立って歩

けるようになったときには、物はあるときには障

害物としてあるときにはつかまって休止するこ

とをアフォードする物として現れてくる。このよ

うに、赤ちゃんがｎ段階からｎ＋１段階への発展

の後には、「同じ場所にいながら別の生態学的環

境の中で生きるようになった」と言える。発達に

従って、アフォーダンス系はより豊かになってい

き、自分がしている行動に合わせて環境は別の側

面を自分に対して見せてくるようになる。 
 
９ 聞くことと発声すること 

 浅田らのグループは、「音声模倣ロボット」を

用いて母音の学習を研究している（図５, Ishihara 
2008, 吉川ほか 2009, 浅田 2008 pp. 53-58）。この

ロボットを用いた実験において、浅田らの研究結

果は、アフォーダンス系の問題に関して興味深い

現象を示唆している。 
 浅田らは日本人の被験者に約四百種類の母音

をランダムに聞かせて、それを模倣させた。する

と、模倣された母音は日本語の「あいうえお」の

いずれかに引き寄せられることがわかった（浅田 
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2008 pp. 56-58）。つまりこの場合、母音の聞き分

けが自分が発音できる母音発声に影響されてい

ることが判明した。これは、「マグネット効果」

と呼ばれている現象である（古川ほか 2009, Kuhl 
1991）。このことを、ゆらぎ方程式の言語で解釈

すると、日本人の大人の場合、五つの母音を局小

値として持つ制御モデルf(x) 獲得されており、

activityの値は高く、多少の母音のずれはノイズと

して解釈され無視されることになる。4このことを

より抽象的に表現すると、聞かれた母音はすでに

確立されたアフォーダンス系によって知られて

いるどれかのパターンに適合するものとして分

類され、それに従って模倣の音声が発生される。

そしてこのとき、母音発声パターンの種類と母音

の聞き取りのパターンが一致している。浅田も言

及しているように、赤ちゃんは生後６カ月くらい

まではあらゆる言語の母音を発するが、それを過

ぎると次第に母国語の母音しか話さなくなる（浅

田 2008 p. 58）。ここにアフォーダンス系の遷移が

起きており、母国語の母音を話すようになるとき

には、母音を母国語の分類によって聞き分けるよ

うになると思われる。 

類できる形に（無意識に）整形して聞いている。

この能力のために逆に、日本で成長期を過ごした

私たちが、読めば理解できる外国語の文を聞いた

場合でも発音を聞き分けられないので理解でき

ないという現象が起こるのである。 
 
１０ 動作法とリラクセーション 

動作法というのは、成瀬悟策らにより提案され

た臨床的アプローチであり、脳性マヒ児の動作不

自由の改善を目的として開発された援助法であ

る。近年では動作法は、動作不自由をともなう他

の症例に適用されたり、心理治療にも応用された

りしている。動作法では、具体的な特定の動作を

課題としてクライエントに与え、それを適切に遂

行するようクライエントに努力させる。そして、

その特定の動作の制御によってクライエントの

障害の特徴が変化するようクライエントの自己

制御を促す援助が行われる。  
動作法の中心になるのは、リラックスしている

身体状態の理解の獲得である。『リラクセーショ

ン』（2001）で成瀬は、四十肩などを例にとりリ

ラクセーションの状態を説明している。成瀬によ

れば、四十肩は緊張が習慣化し慢性化することか

ら発生する。そのため、四十肩の動作法による治

療は完全脱力の状態がどのようなものかを習得

させる訓練というものとなる。最初、四十肩のク

ライエントは、自分の腕が慢性的な緊張状態にあ

るということを知っていない。そのような緊張状

態にありながら、自分は脱力していると思ってい

るのである。だから動作法では、妨害的な緊張を

排除し、適正な力だけが入れられるように訓練す

るのである。 

 

 

この四十肩の治療過程で発生するアフォーダ

ンス系遷移は、身体内部で起こっていると解釈す

ることができる。クライエントがそれまで意識で

きなかった緊張状態を確認できるようになり、さ

らに腕を脱力できるように訓練し、その脱力状態

を的確に意識できるようになるときには、アフォ

ーダンス系遷移が起こったことになる。そしてこ

のアフォーダンス系遷移が、（上で描写した）適

切な力の入れ方を習得することを準備すること

になる。このようにして、動作法の治療過程で、

クライエント自身の身体との関わり方が変わっ

ていくのである。 

図５ 発話ロボットBurpy（吉川ほか2009より） 
 
 この母音の聞き取り現象を一般化させると、私

たちは環境そのものを知覚しているわけではな

いことがわかる。私たちは、入ってくる情報を分

                                                        
4 実際の音声模倣ロボットでは、学習アルゴリズム

として、ゆらぎ方程式ではなく、相互連結型クロス

モーダルマップというタイプのニューラルネットワ

ークが用いられている。しかし、ゆらぎ方程式を用

いた学習も音声模倣に適用できるように思われる。 
このリラクセーションの問題は、スポーツにお
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けるパフォーマンス向上にも関連していること

はよく知られている。陸上の短距離走や跳躍競技

や投擲競技では、すばやい反応には適切なリラク

セーションが前提になっている。言い換えると、

筋肉が（不適切な）緊張状態にあるときには反応

が遅れてしまうのである。 
また、筋肉のリラクセーションと適正な力の入

れ方に関連するロボット研究には、國吉らによる

「起き上がりロボット」の研究がある（浅田 2008 
pp. 22-29）。この起き上がりロボットは、身長 155 
cm、体重 70 kg、片腕６自由度、片脚６自由度、

腰３自由度、首３自由度、片眼３自由度、片手５

自由度の全身４６自由度のロボットで丸みを帯

びた形状を持っている。また全身には、１８００

個を超える触覚センサが付けられている。このロ

ボットは、試行錯誤の後に、いわば起き上がりの

ツボを会得し、自力で起き上がれるようになった。

その起き上がり方は人間そっくりであり、寝てい

る状態から両足を頭の方向に振り上げ、その両足

を前方に戻してくる反動で立ちあがってしまう

というものだった。この立ち上がり方のコツは、

リラックスした状態からちょうどうまい具合に

適切な筋肉を適度に用いることで可能となる。こ

のコツを学習したときに、アフォーダンス系遷移

が起こったと言えるだろう。この学習の瞬間に、

環境の新しい安定したある種の知覚パターンが

獲得され、それを運動系と適切に連動できるよう

になったと言える。 
 
１１ 立ち上がりの援助 

脳性マヒ児の動作不自由に関して、動作の固定

化という問題がある。この動作の固定化を工学的

に表現すれば、身体の制御がある一定の仕方でパ

ターン化し、そこに局所的に安定してしまってい

ると言える。動作法の実践事例から判断するなら、

脳性マヒ児の動作不自由に対してもリラクセー

ションの訓練は効果的である。クライエントは、

身体の脱力状態の把握と立ったり歩いたりする

ときの適切な力の入れ方と身体の調和した動か

し方を学ばねばならない。 
人間の場合、身体全体で重要な筋肉は約２００

本あると言われている。立ち上がるためにどの筋

肉をどのように使えばいいのかを、脳性マヒ児が

自分で探すことはかなり困難である。ここに、援

助者とともになされる訓練の重要さが現れる。子

供ロボット CB2を用いた実験でも同様に、援助者

の役割は重視されている 
CB2 は、自律的に立ち上がったり、歩いたりす

ることはできない。その代わりに、人の手を借り

ながらCB2を立ち上がらせる研究がなされている

（図６, 石黒 2009 pp. 185-191, Asada et al. 2009 p. 
19, Ikemoto et al. 2008）。人は、CB2の両手を引っ

張って立たせようとし、このとき立ちあがるため

の人工筋肉の使い方をCB2に学習するようにさせ

る。立ち上がりの教え方にはコツがあり、無理や

りに手を引くような教え方ではロボットは学習

しない。援助者は、ロボットがどの筋肉を使おう

としているかを考えながら、力の入れ方やタイミ

ングを調整しないといけない（石黒 2009 pp. 
186-188）。これは、動作法における脳性マヒ児の

立ち上がりの援助と共通した特徴である。 
 

 

図６ CB2の立ち上がりの援助（Asada et al 
2009 より） 

 
援助者は、脳性マヒ児の場合でもロボットの場

合でも、彼らをモノ
、、

としてではなく、自律的な行

動主体として対処しなければならない。このとき、

この行動主体の立ち上がりはその行動主体と援

助者の共同行為なのである。この共同行為の中で

援助される行動主体は、リラクセーションと適正

な力の入れ方の部位とタイミングを学習する。こ

こに、四十肩のときに述べたようなアフォーダン
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ス系遷移が起こっており、このステップが自律的

立ち上がりの準備となるのである。5 
また行動主体が立って歩けるようになれば、そ

れまでとは異なる新しい質の環境との相互作用

が生まれるとともに、遠距離の場所やモノへの関

心が生まれてくる。こうして運動系の発達は、新

たな環境の意味の発見を可能にし、アフォーダン

ス系のさらなる「進化」を可能にしていく。 
 

まとめ 

 本稿では、運動系と知覚系の変化の連動を説明

するために「アフォーダンス系の創発」とその「遷

移」という表現を導入した。また、グローバルＣ

ＯＥプログラム「認知脳理解に基づく未来工学創

成」における一連のロボット研究を、生物体のア

フォーダンス系の創発と遷移の問題を構成的手

法により明らかにしようとするものとして、哲学

的観点から解釈することを提案した。 
本稿では、発達におけるアフォーダンス系の遷

移を主たるテーマとした。しかし、このアフォー

ダンス系の遷移は、事故などによる身体の損傷や

老化による身体障害にも現れる。例えば、片足を

失って松葉杖を使って歩くようになれば、杖の地

面との接触を身体で感じることに関して敏感に

なるとともに、身体のバランスをとりながら松葉

杖を制御する方法が学ばれねばならない。また、

老化による諸機能の低下は、アフォーダンス系遷

移のひとつのタイプである。例えば、視力が著し

く衰えてくれば、これに合わせて人はより用心深

く歩行する方法を学ばなければならなくなる。継

続的運動の実行は知覚からの何らかのフィード

バックを必要とするので、運動系と知覚系の相互

作用とその変化を説明するために、「アフォーダ

ンス系」という概念が有効になると言える。 
本研究はなお、初期段階にあり、諸文献の解読

を通して概念的整理を行うことが本稿の主たる

課題であった。今後、本研究をさらに発展させる

ためには、ロボット工学研究や臨床動作療法の現

                                                        
                                                       

5 動作法によるリハビリテーションは、ワーヘナル

らのリハビリテーション研究と近いように思われる。

彼らは、身体を力学システムとして捉え、制御パラ

メーターの調整により秩序パラメーターに影響を与

えようとするリハビリテーション研究を行っている

（Wagennar and Van Emmerik. 1994, 三嶋 2000 p. 
109）。 

場から学ぶことが必要になるだろう。6 
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情報処理のホメオスタシスと知識の循環性

Ｈｏｍｅｏｓｔａｓｉｓ ｉｎ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｍｏｄｅｌ ｏｆ Ｓｙｓｔｅｍｓ ｉｎ Ｎａｔｕｒｅ ，

and Circulative Characteristic of Knowledge

福 永 征 夫 アブダクション研究会

Masao FUKUNAGA Abduction Research Institute

１．情報処理のホメオスタシスと知識の循環性

１．1 知識の進化の仕組みを構成論的に考える

（１）人間の脳は，主体が行う，過去を想起し未

来を想像し予期して現在に対処する営みにおいて，

全ての情報処理と制御の機能を担う．

（２）以下の論述は、自然や脳のシステム

（system）のモデル（model）を考えながら，人

間の知識が進化する仕組みを構成論的に取り扱う．

主体が生存のために環境を予測し方略を試行し実

行するという人間の理解と働きかけの営みそのも

のを探求するための有意な記述の試みになること

を期している．

１．２ 自然の系の認識に相補性の視座を導入

（１）人間は動いている自然の系を捉えることが

出来ないので，部分に分節して，止まっているも

のとして捉えざるを得ない．そこで，認識すべき

系に既存の領域的な知識を適用して，系のある部

分を，分析論的に捉える．しかし，それだけでは，

系の異なる他の部分をも含めた系の全体を捉える

ことが出来ない．それには，新たな領域的な知識

を探索して，認識すべき系の捉えきれていない部

分を構成論的に捉えようとする必要がある．その

谷間には，主体の人間における、感覚・知覚・認

知・行動がよって立つ，視座（standpoint）の切

り替え・転換がなければならない．その視座は，

相補性（complementarity）を有する視座でなけ

ればならない．

（２）自然の系を、本来の動的な姿でダイナミッ

ク（dynamic）に捉えるためには，自然を，「引

き込み合い」と「斥け合い」という相補性の間で，

視座の切り替わる，ポジティブ（positive）とネ

ガ テ ィ ブ （ negative ） な フ ィ － ド バ ッ ク

（ feedback ） の あ る ， ホ メ オ ス タ シ ス

（homeostasis 恒常性）を満たした系として，

捉えなければならない．

（３）Ｗ・ハイゼンベルク（Heisenberg）は，

その著書「部分と全体」で，相補性の概念につい

て述べている．『相補性という概念は，２つの異な

った座標系を通して，同一の出来事を一度に見る

ことができるような状況を記述することを目的と

している．この２つの座標系はお互いを排除しあ

うものであるが，しかもまたお互いに補い合うも

のでもあって，この２つの矛盾する座標系の両立

があって初めて，現象の現われに対する完全な見

方が可能となるのである．』

１．３ 自然の系のホメオスタシスの規律がシス

テムの場に情報の自己組織化を生む

（１）宇宙のシステムや生命・生体のシステムな

ど、自然の系では，ホメオスタシス＜恒常性＞の

規律に基づき，引き込み合うポジティブ・フィ－

ドバックと，斥け合うポジティブ・フィ－ドバッ

クの間にネガティブ・フィ－ドバックが作動して，

エネルギ－（energy）の場の均衡からの逸脱と，

均衡への回帰のバランス（balance）が逐一に調

節され，このシステムの場のダイナミズム

（dynamism）を通して，情報の自己組織化がダ

イナミックに達成される．

（２）人間の脳という認知のシステムにおいても，

また，しかりであって，ホメオスタシス＜恒常性

＞の規律が、認知の場に知識の構造を生み出す．

１．４『 ラティスの構造モデル 』を創案する

二つの部分と,その間の論理積および論理和の関

係からなる数学的な構造をラティス（lattice

束）と呼ぶ．筆者が創案する自然のシステムの『ラ
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ティスの構造モデル』 は，自然のシステムのホメ

オスタシス＜恒常性＞を表現するものである．こ

のモデルを脳の情報処理に適用して，人間の知識

が進化するプロセス（process）をシミュレ－シ

ョン（simulation）することができる．

１．５ 経験と学習の蓄積で知識の個人史が発展

する仕組み――知識の循環性――

（１）人間の個体における記憶という知識の歴史

は，新たに経験し学習した領域的な知識が，以前

に経験し学習した既存の領域的な知識に結合して，

最新の知識のネットワ－ク（network）を形成し，

新しい知識のネットワ－クが，以前の知識のネッ

トワークの上に，次々にかぶさって，重層化しな

がら，新旧のネットワ－クが，並行して認知・思

考・行動のための機能を果たし，新旧のどの層も

生存を支える歴史的な知識の記憶情報として，活

用され続ける．

（２）このように最新の知識のネットワ－クを形

成するプロセスは，新たに経験し学習した領域的

な知識に基づいて，過去の経験や学習を再解釈し

て，新機軸の広域的な知識のパタ－ン（pattern）

という新しい知識の構造を作り出すところの，個

人の成長のプロセスだと言える．

（３）過去の領域的な知識の間に連続性が確保さ

れていて，断絶がなければ，より新しい知識のネ

ットワ－クほど，多くの既存の領域的な知識の蓄

積に基づくので，より一般性と抽象性の高い新機

軸の広域的な知識のパタ－ンを作り出せる可能性

がある．

（４）その新機軸の広域的な知識のパタ－ンが，

未来における更に新たな経験と学習に遭遇する可

能性を生み出し，新たな領域的な知識をまとめ上

げることに繋がって行く．

（５）知識の循環性とは，新しい経験と学習が過

去の知識にフィ－ドバック（feedback）されて，

新しい知識のネットワ－クが形成され，その中に

新機軸の広域的な知識のパタ－ンを作り出して，

未来に向け、フィ－ドフォワ－ド（feedforward）

し，新しい領域的な知識を引き寄せて生み出す，

人間の情報処理の特質を言う．

２．脳や心の変調と機械化・情報化技術社会

２. 1 深刻な記憶の連続性の障害が生じている

（１）TV で見た日本の若年性認知障害者グル－

プの海外交流での会話．オ－ストラリアの人が日

本のある人に 『あなたはやっていることに，なお

連続性を見出しているから幸せだ』と言った．

（２）今の自分と過去の自分の記憶，自分と他者

の関係の記憶，場所や事物や情報の記憶，などの

断絶にも繋がりかねない記憶の連続性に関する障

害を背負っている人が，比較的に若い中高年者の

間に稀ではない頻度で発生している．

（３）これは，1970 年代から今日までの 40 年

の間に生じた現代人の生活環境の余りにもドラス

ティックな変化と，それへの対応のされ方の中に，

原因を探る糸口があるかも知れない．

① 読み・書き・ソロバンという基礎能力の作ら

れ方，それらの維持と更新のされ方に，記憶の場

の連続性を損なう断絶の芽生えがないだろうか．

② 衣・食・住など，の生活習慣のあり方，家族

や社会の人間関係・相互関係のあり方，それらの

維持と更新のされ方に，記憶の場の連続性を損な

う断絶の芽生えがないだろうか．

③ 生活の場の作業や労働，職業の形態のあり方，

それらの維持と更新のされ方に，記憶の場の連続

性を損なう断絶の芽生えがないだろうか．

④ 経験と学習の繰り返しによる認知の強化のあ

り方，事実の情報＜知＞・価値の情報＜情＞・目

的の情報＜意＞の三位一体の蓄積のあり方，それ

らの維持と更新のされ方に，記憶の場の連続性を

損なう断絶の芽生えがないだろうか．

⑤ 自然や社会の生存環境の大きな変動によって

もたらされる集団的・個人的なストレスに起因す

る障害への対処のされ方に，記憶の場の連続性を

損なう断絶の芽生えがないだろうか．

２．２ 機械化・情報化技術と生身の人間の能力

の維持

（１）1960 年代以降に大きく進んだ家庭生活や

職場労働の情報化・自動化・機械化は，人間の生

活や労働の負荷を軽減し効率と安楽の増加をもた

らした．

（２）また，近時における社会全般のデジタル・

バ－チャル（digital・virtual）革命は，社会に計

り知れない効用をもたらした．

（３）こうした機械化・情報化技術の輝かしい光

の部分の反面，前頭前野の 46 野の失調症という

ボタン制御の作業習慣やデジタルワ－ク（digital

work）の過剰に関わるかも知れない，プロセス

を制御する行動能力の不調に苦しむ人が現れてい
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る．

（４）また、40～50 代の人の間に，人に対する

意思の一方向的な発信はできても，相手からの意

思表示を上手に受信して，相手に得心を与えるこ

との不得手な人が確実に増えているようにも思わ

れる．

（５）更には，社会の人々の間で，対話と言葉が

貧困になって，他者と意味を共有して共感し，抽

象をし，汎化をして，合意をつくるという能力が

退行する傾向にあるようだ．

（６）今までの機械化・情報化技術の影の部分の

影響が顕在化してきたのであろうか．

２．３ 知・情・意の情報の各々の時間・空間的

な順序の配位

（１）人間は過去を想起し未来を想像し予期して，

現在に対処する営みにおいて，＜知＞という事

実・＜情＞という価値・＜意＞という目的の情報

の各々に関する，時間・空間的な順序の起・承・

転・結の配位に，生存に意味のある，リスク（risk）

とチャンス（chance）の，新たなスト－リィ

（story）を見出す．

（２） この新たな領域的な知識のアイデアが，

試行と実行の後に，新たな領域的な知識にまとめ

上げられて，新たな記憶として脳という認知の場

に定着して行くことになる．

２．４ 重要な知・情・意の三位一体性と各々の

「物語り性」

（１）今までの機械化・情報化技術の影の部分は，

KNOW-WHAT に相当する「為すべき確定操作」

に関する目的の系の情報，即ち＜意＞の情報に加

重がかかり過ぎて，KNOW-HOW に相当する「プ

ロセスの制御」に関する事実の系の情報，即ち＜

知＞の情報および KNOW-WHY に相当する「意

味づけ」に関する価値の系の情報，即ち＜情＞の

情報が欠落し勝ちの傾向にあったことと関係して

いる．

（２）機械化・情報化技術の日常的な利用に関与

する人の記憶形成においては，三位一体の情報と，

各々の情報がもつ時間・空間的な順序の起・承・

転・結の配位によって生み出される，「物語り（ス

ト－リィ）性」が欠如しているのかも知れない，

という点に原因のある可能性がある．

（３）＜知＞の情報は，主体・他者の誰か，事物・

事象の何かが，いつ，どこで，何をした，どうな

った，どう存在した，という事実の情報を表象す

る．

（４）＜情＞の情報は，事実の系の個別の情報お

よび目的の系の個別の情報に対する，よい・わる

い，心地がよい・心地がわるい，きれい・きたな

い，等の感情や評価の情報，意味・意義・価値の

情報，を表象する．

（５）＜意＞の情報は，何をどうするのか，の意

図，目的と手段，主体自らの思考，主体自らの行

動，という目的の情報を表象する．

２．５ ストレス障害と新たな領域的な知識の記

憶の蓄積

（１）精神的なストレス（stress）に悩んで何も

出来ない状態にある人は，過去を想起して，過去

の知識を活かして，未来を想像し予期して，問題

の解決をプラン（plan）し，現在に対処する行動

に移すことが困難になっているから，新たな領域

的な知識としての営みの記憶を有効に蓄積するこ

とが出来ない．

（２）ストレス要因を直視し，＜起＞始めて＜承

＞やり続けて＜転＞うまく，まとまるように，や

り方を転換して＜結＞とにかく，やり通し終える，

というステップを踏むことが，経験と学習の記憶

の場を豊かに連続させて，断絶のリスクを防ぐこ

とに通じる営みの基本となる．

３. 先ず生活の基礎能力を不断に磨き，鍛えるこ

とが重要

３．1 生活の基礎能力は若年者と高年者の生きる

力の基本

（１）現在の中学生には，ものづくり経験の不足

によって，基礎技能や生活技術の深刻な低下が認

められるという．また，彼等の生活を垣間見ると，

言葉によって表現する能力の練度に不足が感じら

れる．

（２）他方，例を見ない高齢化の中で，高年者が

生活の基礎能力を前向きに保持することは，決定

的に重要である．

（３）高年者の問題は，若年者の今日からの課題

であり，若年者の問題は，今日の対処を怠れば，

明日の高年者の課題になる．

３．２ 人間の本性と生活の基本に属する三つの

基礎能力を鍛える

人間にとって， ○社会環境に働きかけるための

言語と説明の能力 ○物理環境に働きかける技
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能と技術のプロセス制御の能力 ○経験の豊か

な先人や他者から，教えられたり，見聞きをした

り，先人の著作から学び取ったりして，言語と説

明の能力，および，技能と技術のプロセスの制御

能力を，自らに移転させる能力， の三つの能力

は，人間が環境の変化に適応して，よりよく生き

続けるために求められるところの，他の能力によ

る代替不能の基本の能力であり，生活の中で，不

断に磨かれ鍛えられなければならない．

３．３ 開かれた創意と自己完結性を高めて経験

と学習を積み重ねる

（１）更に，もっと積極的に生きる力を高めるた

めには，先の三つの基礎能力が関わる過去の営み

の記憶を活性化して，活用しながら，未来に向け，

知・情・意を総合的に駆使して，新たな営みの経

験や学習を積み重ねることが求められる．

（２）そのような新たな営みでは，

＜１＞自らの発意で，

＜２＞切迫した状況の中で，

＜３＞自分としての新しい方法を用いて，

＜４＞三つの基礎能力を錬磨しながら，

＜５＞新たな営みの方略の部分と全体を，分析論

的な視座と構成論的な視座から，まとめ上げ，融

合して，広域的な知識や高次的な知識を構築し，

＜６＞実施の模擬をして，評価・選択し，実行に

移して，結果を評価・確認し，

＜７＞必要に応じ，追加的な創意・転換・補正を

して，結果を再評価・確認し，営みを最後的に達

成する，

ことが重要である．

４. 人間の知識は過去から未来に向けて重層化し

続ける

（１）人間の積極的に生きる能力を高めるために

は、明晰で判明な理解と行動の能力をいつまでも

維持することが重要である．それには，環境の変

化に対応して，その人なりに，生きるための新た

な領域的な知識を発見し，知識を進化させ続ける

ことが肝要である．

（２）人間の知識とは，知・情・意の情報の総体

のことを意味している．

（３）人間の個体における記憶という知識の歴史

は，新たに経験し学習した領域的な知識が，以前

に経験し学習した既存の知識に結合して，最新の

知識のネットワ－クを形成し，新しい知識のネッ

トワ－クが，以前の知識のネットワークの上に，

次々にかぶさって，重層化する．そして，どの層

も現在と未来の生存を支える歴史的な記憶情報と

して，活用され続ける．

（４）新たに経験し学習した知識が，以前に経験

し学習した既存の知識に結合して，最新の知識の

ネットワ－クを形成するプロセスは，新たに経験

し学習した知識に基づいて，過去の経験や学習を

再解釈するところの，成長のプロセスだと言える．

（５）再解釈のプロセスで，知識が，より広域的

なものに組み換えられて，得られた新機軸の広域

的な知識が，未来における更に新たな経験と学習

の可能性を捕捉し，引き寄せ，新たな領域的な知

識を発見させて行く．

５．脳の情報処理の機能を維持し向上させるのに

必要な条件

５．１ 新たな領域的な知識をまとめ上げ，知識

を進化させる

脳の情報処理の機能を維持し向上させて，新たな

領域的な知識をまとめ上げ，知識を進化させるた

めのポイントは，『 既存の領域的な知識をべ－ス

にして，新たな領域的な知識を探索し，それらを

広域的な知識に組み換える 』 ことにある．

５．２ 知識を進化させるために必要な条件

知識を進化させるために必要な条件と考えられる

ものは，次の通りである．

① 常に，異なる多様な情報の記憶のインプット

（input）が維持されていること．

② どの二つの情報の記憶の間にも，互いに意味

の差異があるという，画然とした意味の非連続性

（領域性，あるいは，分散性）を表象する認知の

場のメカニズム（mechanism）が正しく働いて

いること．これは，「X または Y」（OR）という

「分ける」「微分」のメカニズムである．

③ どの二つの情報の記憶の間にも，互いに意味

の類似があるという，意味の連続性（共通性、あ

るいは、収束性）を表象する認知の場のメカニズ

ムが正しく働いていること． これは，「X かつ Y」

（AND）という「まとめる」「積分」のメカニズ

ムである．

④ 主体の，現在の適応上のニ－ズ（needs）に

応じて，「分ける」「微分」のメカニズムか，ある

いは，「まとめる」「積分」のメカニズムか，のい

ずれかが選択されるメカニズムが正しく働いてい
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ること．

⑤ 主体の認知の場のメカニズムや記憶の総体と

しては，互いに相補性の関係にある「分ける」と

いう「微分」の過程と，「まとめる」という「積分」

の過程とが，概ね，バランスしているのが自然で

あろうと思われる．主体の個性や性向によって，

いずれかの一方に相当の偏りを生じて，しかも，

戻りが利き難い場合には，いずれの方向への偏り

であっても，別の意味で，問題を生じるかも知れ

ない．

⑥ 一に多を見る，「演繹」のメカニズムが正しく

働いていること．つまり，一つの情報の記憶に，

多様な意味の「顔」を持たせて，その記憶が，同

語異義的に活用されていること．

⑦ 多に一を見る，「帰納」のメカニズムが正しく

働いていること．つまり，多くの情報の記憶に，

一様な意味の「顔」を持たせて，それらの記憶が，

異語同義的に活用されていること．

⑧ 主体の認知の場のメカニズムや記憶の総体と

しては，互いに相補性の関係にある「一に多を見

る」という「演繹」の過程と，「多に一を見る」と

いう「帰納」の過程とが，概ね，バランスしてい

るのが自然であろうと思われる．主体の個性や性

向によって，いずれかの一方に相当の偏りを生じ

て，しかも，戻りが利き難い場合には，いずれの

方向への偏りであっても，別の意味で、問題を生

じるかも知れない．

⑨ 過去から現在に至る，各々の時点において，

今現在，新たに経験し学習した領域的な知識の記

憶と，過去に経験し学習した既存の領域的な知識

の 記 憶 の 間 に ， 常 に ， ア ッ プ ト ゥ デ － ト

（up-to-date）な情報のネットワ－クが形成さ

れ，より以前のネットワ－クの上に，新しいネッ

トワ－クが，次々にかぶさって，重層的に，積み

重ねられるメカニズムが正しく働いていること．

このメカニズムが，新たな領域的な知識を，既存

の領域的な知識にリンクさせて，それらを，より

広域的な新機軸の知識に組み換える．われわれが

事物・事象を解釈するのに当たって，過去の経緯

を踏まえつつも，新たな環境に応じて，意味の側

面を柔軟に変化させる能力を有することも，この

メカニズムに依存するものと考えられる．

６．認知の場に知識の構造を生むシステムのホメ

オスタシス＜恒常性＞

６．１ 自然のシステムを規律するホメオスタシ

ス＜恒常性＞の原理

（１）宇宙のシステムを全体として捉えるならば，

非平衡化と平衡化の狭間で，ある宇宙定数に向か

って，バランス（balance）が成立し，宇宙のシ

ステムは，エントロピ－（entropy）の増加速度

が最も小さい経路を辿って進化し続けているもの

と考えられる．

（２）生命のシステムについても，同様に考えら

れる．部分域と部分域の相互作用は，平衡化をも

たらすところの，正の共振と，非平衡化をもたら

すところの，負の共振から成り立ち，正の共振は，

互いを促進し，負の共振は，互いを抑制して，エ

ントロピ－の増加速度が最も小さいエネルギ－の

レベルに落ち着くことになる．

（３）これが，ホメオスタシス＜恒常性＞と呼ば

れている状態である．

６．２ 自然の系のホメオスタシス＜恒常性＞を

表わす『ラティスの構造モデル』を構築する

（１）脳を含む自然のシステムの二つの部分域を

P₂ ，P₁ ，として，

それぞれが保持するエネルギ－の準位の相対的な

比率を

ℓP₂ ，ℓP₁ ，とし，ℓP₂＝１，1＞ℓP₁＞０，と

する．

そうすると，自然のシステムのホメオスタシス＜

恒常性＞を表わす『ラティスの構造モデル』は，

次のように表現することができる．

（２）Ｐ₂と Ｐ₁の間の引き込み合う関係は，

ℓP₂／ℓP₁＞（ℓP₂＋ℓP₁）／ℓP₂ ・・・・・

[式１] で，表わすことが出来る．

その解は，ℓP₁＜（√５－１）／２となる．

（３） ₂引き込み合う関係とは，Ｐ と ₁Ｐ の間

のポジティブフィ－ドバックによって生じる，引

き込み合う相互作用のことである．

（４）Ｐ₂と Ｐ₁の間の斥け合う関係は，

ℓP₂／ℓP₁＜（ℓP₂＋ℓP₁）／ℓP₂₂ ・・・・・ 

[式２] で，表わすことが出来る．

その解は，ℓP₁＞(√５－１）／２となる．

（５）斥け合う関係とは，Ｐ₂と Ｐ₁の間のポジ

ティブフィ－ドバックによって生じる，斥け合う

相互作用のことである．
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（６）Ｐ₂とＰ₁の間のト－タルとしての中立的な

融合（fusion）の関係である，ホメオスタシス＜

恒常性＞の関係は，

ℓP₂／ℓP₁＝（ℓP₂＋ℓP₁）／ℓP₂ ・・・・・

[式３] で，表わすことが出来る．

その解は，ℓP₁＝(√５－１)／２となる．

（７）ト－タルとしての中立的な融合の関係であ

₂る，ホメオスタシス＜恒常性＞の関係とは，Ｐ

₁とＰ の間に生じる「引き込み合いのポジティブ

フィ－ドバック」と「斥け合いのポジティブフィ

－ドバック」の間に生じるネガティブフィ－ドバ

ックの相互作用のことである．

（８）［（√５－１）／２≒0.61803398］ を

『 融 合 準 位 』 ＦＬ ［FUSIONAL

ENERGY LEVEL］ と名づける．

（９）P₂ から P₁ へ移動するエネルギ－の準位

を，

『 循 環 準 位 』 ＣＬ ［CIRCULATIVE

ENERGY LEVEL］ と名づける．

（10）ＦＬ と ＣＬ の間には，

（ＦＬ＋ＣＬ）（ＦＬ＋ＣＬ）＝ ＦＬ ・・・・

[式４] という関係が存在し，

ＣＬ＝√｛(√５－１)／２｝－（√５－１）／２

≒0.168117389 となる．

６．３ システムの部分域がネットワ－クをつく

り知識の構造を創発する

（１）上のモデルの機序によって，システムの部

分域が結びつく過程を比喩的に言うと，「私」が結

びついた「知人」の「知人」と，「私」が結びつく

ことを繰り返して，「私」が見知らぬ人と，飛び石

伝いに「知人」として結びつくのが，ネットワ－

クをつくる仕組みである（式３･式４）．

（２）これで，「私」と「知人」と「知人」の「知

人」から成るクラスタ－（cluster）が，重層的な

ネットワ－クを形成して，小域的なクラスタ－か

ら，中域的なクラスタ－へ広がり，更に，大域的

なクラスタ－へと，情報の自己組織化が限りなく

発展して行く．

（３）そして，「知人」の中味が，「友人」（AND）

として結びつくのか（式１）， または「他人」

（OR）として結びつくのか（式２）， が決まっ

て行って，

｢友人｣（AND）×｢友人｣（AND）×｢友人｣（AND）

のクラスタ－関係が実現すれば，知識の構造の創

発を生む．

（４）後の 8．１の記述において，脳の認知の場

が，ネットワ－クをつくり，構造を創発するプロ

セスを具体的にシミュレ－トする．

６．４ 自然の系のホメオスタシスの規律がシス

テムの場に情報の自己組織化を生む

（１）自然のシステムでは，ホメオスタシス＜恒

常性＞の規律に基づき，引き込み合うポジティ

ブ・フィ－ドバックと，斥け合うポジティブ・フ

ィ－ドバックの間にネガティブ・フィ－ドバック

が作動して，エネルギ－の場の均衡からの逸脱と，

均衡への回帰のバランスが逐一に調節され，この

システムの場のダイナミズムを通して，構造の自

己組織化がダイナミックに達成される．

（２）人間の脳という認知のシステムにおいても，

また，しかりであって，ホメオスタシス＜恒常性

＞の規律が、認知の場に知識の構造を生み出す．

７．人間の歴史の過去・現在・未来の繋がりを考

える

７．1 歴史は過去を解釈し未来を展望する

E・カッシーラ－（Cassirer）は歴史について次

のように述べている．『 歴史は，来るべき事件を

予言することはできない．それは過去を解釈する

だけである．・・・過去の新しい了解は，同時に

未来の新たな展望を与えるのであり，これが逆に，

知的および社会的生活の衝動となるのである．』

（宮城訳『人間』９７岩波書店）

７．２ 新たな環境適応が新たな領域的な知識を

進化させる

（１）人間の歴史の過去・現在・未来の繋がりと

は，人間が，現在の新たな環境に適応するという

視点から，過去に経験し学習した既存の領域的な

知識を捉え直し，より抽象的で一般的な知識とし

て，現在の適応のために転用し応用しながら，営

みを効果的・効率的に変革し，現在と未来の生存

を確かなものにして来た，という進化の歴史であ

る．

（２）人間の脳が担う情報処理の機能は，過去を

想起し，未来を想像し予期して，現在に対処する
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営みを通じて，新たな領域的な知識をまとめ上げ，

人間の知識を進化させて行く．

（３）領域的な知識とは，特定の目的行動を達成

するのに必要な，事実・価値・目的の三つの系の

情報から成る，一つの総体としての知識，および，

その要素知識をいう．

７．３ 新たな領域的な知識が形成・蓄積される

脳の認知の場

（１）人間は，過去を想起し，未来を想像し予期

して，現在に対処する営みを通じて，現在から未

来に向けて，新たな領域的な知識の記憶を形成す

る．

（２）それは， ＜１＞＜事物・事象＞という事

実の系の情報 ＜２＞＜自己の思考・自己の行

動＞という目的の系の情報 ＜３＞＜事物・事

象＞と＜自己の思考・自己の行動＞に対する評価

（感情）という価値の系の情報を， ［時間の

軸］ ・ ［事実・目的の空間の軸］ ・ ［評

価（感情）の空間の軸］ の三つの軸から成る，

脳という認知の場に配置し，生存に役立つように

秩序化する過程である．

（３）各々の系の情報の時間的な配位と，空間的

な配位の接合によって，各々の系に生じる情報の

起・承・転・結の繋がりに，生存に意味のある，

リスクとチャンスの，新たなスト－リィを見出し，

一つの総体としての新たな領域的な知識の記憶が

形成され，蓄積される．

（４）時間的な配位とは，空間の軸の同じ位置で

時間的に継起して存在・生起した記憶の組み合わ

せを言い，空間的な配位とは，時間の軸の同じ位

置で空間的に隣接して存在・生起した記憶の組み

合わせを言う．

（５）認知の場において，時間的な情報と空間的

な情報は，互いに相補性の関係にある．

起→承という時間的な情報と転→結という時間的

な情報を結び付けるのは，相補性による視座の転

換である．承⇔転という空間的な情報によって，

視座が転換され，情報の起・承・転・結の繋がり

が形成されて，新たなストーリィが見出される．

（６）人間は, 現在と未来のリスクの不安を減ら

し，チャンスの希望を増やすことを目指して，過

去を想起し，未来を想像し予期して，現在に対処

する営みを達成しようとする．

（７）○事実の系は，外部環境の状態の情報を担

う． ○価値の系は，生命体としての＜自己＞

という内部環境の状態の情報を担う． ○目的

の系は，外部環境と内部環境の間に生じる不均衡

の仲介者として，＜自己の思考・自己の行動＞と

いう＜自我＞の情報を担う．

（８）脳の部位で言うと，事実の系は，大脳皮質

の前頭前野より後ろの部分が主担する機能に当た

る．価値の系は，大脳の辺縁系が主担する機能に

当たる．目的の系は，大脳の前頭全野が主担する

機能に当たる．

７．４ 三つの系の情報が新たな領域的な知識を

紡ぎ出す

（１）人間は，現在における内・外部の環境を認

知して，過去を想起し，過去の経験や学習との類

似と差異に照らして，未来を想像し予期し，外部

の環境と，内部の環境である＜自己＞との間に生

じそうな未来の不均衡を，想像し予期する．

（２）そして，不均衡を解消して均衡を回復する

ために，過去の経験や学習との類似と差異に照ら

して，仲介者としての＜自己の思考・自己の行動

＞の方略を，分析し，構成する．

（３）こうして形成された，新たな領域的な知識

のアイデアが，試行と実行の後に，新たな領域的

な知識にまとめ上げられて，新たな記憶として脳

という認知の場に定着して行くことになる．

（４）＜自己の思考・自己の行動＞の方略のバリ

エ－ション（variation）がもつ，未来における可

能性と現実性が想像され予期されて，評価され，

選択されて，現在において，実行される．

（５）人間の営みにおいて，三つの系の情報の記

憶は，脳という認知の場で，一対一に対応して布

置され，連動し，相互に規定し合う．

（６）事実の系・価値の系・目的の系の三者の間

に成立する（AND）と（OR）の相互に規定し合

う作用の関係は，ホメオスタシス＜恒常性＞の規

律によって、次の八つのパターンを変遷し、エネ

ルギ－の場の均衡からの逸脱と，均衡への回帰の

バランスが逐一，相補的に調節されている．

○（AND）×（AND）×（AND）

○（OR）×（OR）×（OR）

○（AND）×（AND）×（OR）

○（OR）×（OR）×（AND）

○（AND）×（OR）×（OR）

○（OR）×（AND）×（AND）
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○（AND）×（OR）×（AND）

○（OR）×（AND）×（OR）

８. 新たな領域的な知識が進化する仕組みを模擬

する

８．1 広域的な知識の創発と新たな領域的な知識

の形成は相互に依存し合っている

（１）先に記述した，自然のシステムのホメオス

タシス＜恒常性＞を表わす『ラティスの構造モデ

ル』を適用して，脳の認知の場がネットワ－クを

つくり，広域的な知識という構造を創発するプロ

セスをシミュレ－トすることが出来る．

（２）このプロセスは，同時に，新たな領域的な

知識が形成され，人間の知識が進化するプロセス

のシミュレ－ションでもある．

（３）それは，新たな領域的な知識の，ある要素

知識 Ｆ に，別の要素知識が，新たに形成され

て加わり，新機軸の広域的な知識の構造が創発さ

れて，その新機軸の広域的な知識の構造が，更に，

次の新たな要素知識を呼び込んで，更に，新たな

新機軸の広域的な知識の構造を創発するという，

相互的な作用のプロセスである．

○ 一層：ＦにＧが「友人」（AND）で繋がり，

ＧにＨが｢他人｣（OR）で繋がる．［Ｆ・Ｇ－Ｇ・

Ｈ］．

○ 二層：ＨにＩが「友人」（AND）で繋がり，

ＧにＩが｢他人｣（OR）で繋がる．一層のネット

ワークに，Ｈ・ＩとＧ・Ｉが重層化し，［Ｆ・Ｇ－

Ｇ・Ｈ－Ｈ・Ｉ－Ｇ・Ｉ］になる．

○ 三層：ＩにＪが「友人」（AND）で繋がり，

ＨにＪが「友人」（AND）で繋がり，ＧにＪが｢他

人｣（OR）で繋がる．ＪＩＨに構造ができる．二

層のネットワークにＩ・ＪとＨ・ＪとＧ・Ｊが重

層化し，［Ｆ・Ｇ－Ｇ・Ｈ－Ｈ・Ｉ－Ｇ・Ｉ－Ｉ・

Ｊ－Ｈ・Ｊ－Ｇ・Ｊ］になる．

○ 四層：ＪにＫが「友人」（AND）で繋がり，

ＩにＫが「友人」（AND）で繋がり，ＨにＫが「友

人」（AND）で繋がり，ＧにＫが［他人］（OR）

で繋がる． ＫＪＩとＫＩＨに構造ができる．三

層のネットワークにＪ・ＫとＩ・ＫとＨ・ＫとＧ・

Ｋが重層化し，［Ｆ・Ｇ－Ｇ・Ｈ－Ｈ・Ｉ－Ｇ・Ｉ

－Ｉ・Ｊ－Ｈ・Ｊ－Ｇ・Ｊ－Ｊ・Ｋ－Ｉ・Ｋ－Ｈ・

Ｋ－Ｇ・Ｋ］になる．

・・・・・・・・・・・・

○ ｎ層：・・・・・・・・

８．２ 広域的な知識はマルチモ－ダルな情報の

クラスタ－

このプロセスで創発する広域的な知識の構造とは，

各層のネットワ－クにおいて，新たな領域的な知

識の記憶と，それ以前の二つの既存の領域的な知

識の記憶から成る，三つの知識の記憶のクラスタ

－の結合関係の全てが，「AND」の関係で自己組

織化されたときに生じる，事実・価値・目的とい

う三つの情報の系から成る，マルチモ－ダル

（multimodal）な情報のクラスタ－をいう．

９．経験と学習を重ね，新たな領域的な知識を進

化させる

９.１ 特定の知識の記憶を再帰的に再活用する

（１）新たな領域的な知識となって行く，ある新

しい要素知識の記憶Ｘ（エックス）と，既存の特

定の領域的な知識の要素知識の記憶Aが，「AND」

の関係で結合したときには，その A の記憶が想起

されると共に，その要素知識の記憶 A に引き続く

時間的または空間的な順序で配位されている，要

素知識の記憶 B・C・D も想起される．

（２）現在に認知された内・外部の環境が，既存

の特定の領域的な知識のケ－スに類似のものであ

れば，その特定の要素知識の記憶 A と，それに引

き続く順序で配位されている，特定の要素知識の

記憶 B・C・D が，そのまま，再活用されて，新

たな領域的な知識として再帰的に編成され，実行

に移される．

９．２ 過去の知識の記憶を一般化・抽象化して

活用する

（１）これに対し，新たな領域的な知識の記憶と，

既存の二つの領域的な知識の記憶から成る，三つ

の知識の記憶のクラスタ－の結合関係の全てが，

「AND」の関係で自己組織化されたときに生じる，

広域的な知識のパタ－ンは，無意識的な帰納の推

論によって，三組の領域的な知識の記憶の意味の

共通性が集約された抽象的なイメージまたは概念

である．

（２）過去の領域的な知識の間に連続性が確保さ

れていて，断絶がなければ，より新しい知識のネ

ットワ－クほど，多くの既存の領域的な知識の蓄

積に基づくので，より一般性と抽象性の高いイメ

－ジまたは概念を含む新基軸の広域的な知識のパ

タ－ンを作り出せる可能性がある．
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（３）その新機軸の広域的な知識が，未来におけ

る更に新たな経験と学習に遭遇する可能性を生み

出し，近い未来に，更に新たな領域的な知識をま

とめ上げることに繋がって行く．

（４）すなわち，人間は，そのような一般的で抽

象的なイメ－ジまたは概念を前提とした，意識的

な演繹の推論によって，事実・価値・目的の三つ

の系の各々の情報に関する，時間的・空間的な起・

承・転・結の配位に，生存に意味のある，リスク

とチャンスの，新たなスト－リィを見出して，新

たな領域的な知識にまとめ上げ，知識を進化させ

ながら，営みの変革を図って行くことが出来るの

である．

10．知の広域化・高次化に繋がる蓋然性を持つ

思考と行動のモデルを創案する

10．1『 創造的な思考と行動のモデル 』

『 創造的な思考と行動のモデル 』は，＜1＞

現実性の視点に立脚した営みと，＜2＞可能性の

視点に立脚した営みの相互作用から，知の広域

化・高次化が蓋然的に実現することを目指そうと

するモデルである．

10．２ 現実性の視点の「フレ－ム」に立脚する

現実性の視点の「フレ－ム」（frame）に立脚して，

既存の領域的な知識を，解決の必要な問題に適用

し，演繹の推論によって，論理の筋道を分析論的

に，徹底的に追求して行く．

それが，過去にないような新たな問題であれば，

終には，異型な事物・事象や異型な観念を発見す

るに至ることとなる．

これは，当該の領域的な知識を適用して行う，そ

の問題解決の行き詰まりを示している．

問題を，当該の領域的な知識の適用限界に達する

まで，深く掘り下げて，問題解決のために，思考

し，行動した結果である．

以上が，現実性の視点の「フレ－ム」に立脚する

思考と行動の営みである．

10．３ 可能性の視点の「フレ－ム」に視座を転

換する

行き詰まる中で発見した，異型な事物・事象や異

型な観念と，何か関係の有りそうな，別の事物・

事象や観念との遭遇が引き金となって，今度は，

可能性の視点の「フレ－ム」に視座を転換する．

先の＜異型な事物・事象や異型な観念＞を説明す

ることが出来ると共に，10．２の領域的な知識と

の同型性を確保出来そうな，新たな領域的な知識

を，構成論的に探索して蓄積するという，思考と

行動の営みが追求されることになる．

以上が可能性の視点の「フレ－ム」に立脚する思

考と行動の営みである．

10．４ 帰納の推論により二つの方向の広域的な

知識が発明される蓋然性がある

10．３で，新たな領域的な知識が探索され，蓄積

されると，次には，帰納の推論により，二つの方

向の広域的な知識が構成論的に発明される蓋然性

がある．則ち，新たな領域的な知識（Ａ）の場か

ら，既存の領域的な知識（Ｂ）を見つめて，（Ａ）

→（Ｂ）の方向の広域的な知識が発明されると共

に，既存の領域的な知識（Ｂ）の場から，新たな

領域的な知識（Ａ）を見つめて，（Ｂ）→（Ａ）の

方向の広域的な知識が発明される蓋然性がある．

10．５ 『アブダクション』の推論により新たな

高次の領域的な知識が創造される蓋然性がある

更には，二つの方向の広域的な知識が発明される

と，『アブダクション』（abduction）の推論によ

り，それらが相互に還流を繰り返して，ラティス

の構造として融合し，方向の違いによって変わら

ない，より普遍的で，新たな，高次の領域的な知

識が構成論的に創造される蓋然性がある．

10．６ 『アブダクション』を新たに定義する

筆者が新たに定義する 『アブダクション』とは，

『既存の領域的な知では説明できない不可思議な

事物・事象に当面する一方で，別の事物・事象と

の遭遇をトリガ－（trigger）として，新たな領域

的な知を探索し積み重ね，既存の領域的な知との

間に二つの方向の広域的な知を発見し，その相互

還流により，高次の領域的な知を創造することに

よって，不可思議な事物・事象を説明可能なもの

にするところの蓋然的な推論である．それは，不

可思議な事物・事象とは異なる別の事物・事象を

仲介者として，新たな広域的な知を発見すると共

に，その広域的な知という帰納的なパタ－ンの表

象を高次の領域的な知という演繹的なシンボルの

表象に展開して，新たな認知と行動の基準を確立

しようとする，人間の環境への適応の行為であ

る.』

10．７ 人間の思考と行動の営みを四つの側面か

ら捉える
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『 創造的な思考と行動のモデル 』は，人間の思

考と行動の営みを次の四つの側面から捉える．

●アクション（action） ●経験と学習 ●能力

開発と人材育成 ●整合的な適応

四つの側面の各々は三対の，現実性の視点の「フ

レ－ム」と可能性の視点の「フレ－ム」の相補的

な組み合わせから成り立つ．

10．８ ＝アクション＝の側面の「フレ－ム」

＜1＞ ＜重負担からの脱却と生存の効率化を図

る＞

［現実性］生存のための資源・エネルギ－・情報

の利用効率の向上を図る

［可能性］資源・エネルギ－・情報の活用効果を

高めて生存を脅かしている重苦や重負担からの脱

却を図る

＜2＞ ＜ト－タル（total）なコントロ－ル

（control）を働きかけ受け入れる＞

［現実性］他の機能・事業・知見からト－タルな

コントロ－ルを受け入れる

［可能性］自らの機能・事業・知見からト－タル

なコントロ－ルを働きかける

＜3＞ ＜理解と働きかけのコンセプトを構築し，

実行・検証して更新する＞

［現実性］現に生存する時間・空間領域での適応

コンセプト（concept）を構築し，実行・検証し

て更新する

［可能性］より大きな時間・空間領域での適応コ

ンセプトを構築し，実行・検証して更新する

10．９ ＝経験と学習＝の側面の「フレ－ム」

＜1＞ ＜事業分野の拡大と深化を図る＞

［現実性］事業分野の深さを追求する

［可能性］事業分野の広がりを追求する

＜2＞ ＜機能分野の拡大と深化を図る＞

［現実性］機能分野の深さを追求する

［可能性］機能分野の広がりを追求する

＜3＞ ＜知見分野の拡大と深化を図る＞

［現実性］知見分野の深さを追求する

［可能性］知見分野の広がりを追求する

10．10 ＝能力開発と人材育成＝の側面の「フ

レ－ム」

＜1＞ ＜組織責任者ならびに独創専門家として

の能力を開発し人材を育成する＞

［現実性］組織の運営責任者としての能力を開発

し人材を育成する

［可能性］独創のできる専門家としての能力を開

発し人材を育成する

＜2＞ ＜研究開発型人材ならびに導入活用型人

材としての能力を開発し育成を図る＞

［現実性］導入活用型の人材としての能力を開発

し人の育成を図る

［可能性］研究開発型の人材としての能力を開発

し人の育成を図る

＜3＞ ＜職種転換重視ならびに一貫経験重視の

能力開発や育成を図る＞

［現実性］同職種での一貫経験を重視して能力を

開発し人材を育成する

［可能性］異職種への職務転換を重視して能力を

開発し人材を育成する

10．11 ＝整合的な適応＝の側面の「フレ－ム」

＜1＞ ＜人為を自然のル－ルに適合させる＞

［現実性］人為の自然のル－ルへの不適合度を下

げる

［可能性］人為の自然のル－ルへの適合度を上げ

る

＜2＞ ＜多能なイニシアティブ（initiative）と英

明なコ－ディネ－ション（coordination）を確保

する＞

［現実性］注意の制約を前提に個人やリ－ダ－の

能力の限界を補完する

［可能性］多能化をめざして個人やリ－ダ－が自

らの能力の限界を打破する

＜3＞ ＜時間・空間領域の部分と全体に矛盾のな

い最適化を実現する＞

［現実性］短期・小域と中期・中域の間に矛盾の

ない理解と働きかけを実現する

［可能性］中期・中域と長期・大域の間に矛盾の

ない理解と働きかけを実現する

10．12 地球規模の難題に，多様で多重で複合

的に対処のできる広域・高次の知の道を求める

人間が，広く深い問題空間を占める地球規模の難

題に対処するためには，多様で多重で複合的な「フ

レ－ム」から知の広域化・高次化に挑み，それら

の知を，点から線に，線から面に，面から体に，

結びつけ，連続させて，多様で多重で複合的な問

題解決を図り，成果を積み重ねなければならない．

[福永征夫 jrfdf117@ybb.ne.jp アブダクション研究会

http://www.syncreate.jp/abduction/index.htm]
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Abstract 

Perception of randomness is one of the fields of 

decision making research. This article studied about 

the factors of perception of randomness, process factor 

and outcome factor. The analysis has not been finished 

yet. The goals of this research are apprehension of 

action about what human prodict and elucidation of 

human intuition mechanism. 
 
Keywords ― perception of randomness, decision 

making 

 

１．はじめに 

 音楽プレーヤーの普及に伴い，曲をランダムに

再生するシャッフル機能に触れる機会が多くなっ

ている．しかし，擬似乱数に従ってシャッフルさ

れたとしても，再生される曲の順番に関して，我々

はしばしば，「再生結果について何らかの意図を感

じる」という錯覚を感じる． 

 このように，人間はランダムネスの知覚につい

て，バイアスがかかることが知られている．バイ

アスの一例として挙げられる賭博者の誤謬[1]は，

ランダムに生じた結果からどの部分を抽出しても

本当の比率を必ず反映していると実験参加者が考

えてしまうことである．また第二次世界大戦中の

ロンドン南部における飛行爆弾[2]では，爆弾の命

中はポアソン分布に大変類似したデータであるに

もかかわらず，多くの人が，爆撃地点は群がる傾

向があると信じていた．以上の例より，ランダム

ネスの正確な知覚が人間にとって困難であること

は明らかである． 

 ランダムネスだとみなす要因としてプロセス要

因と結果要因の 2つが挙げられる[3]．この 2 つの

要因のうちのどちらが優位に働くかという研究が

なされているが，その優位性は普遍的性質を持つ

といえるのだろうか．文化間の認知プロセスの違

いについて，北米人は分析的な(analytic)認知思

考を，アジア人は全体を俯瞰する(holistic)認知

思考を取ると言われている[4]．例えば，北米人は

一つの物事に集中し，それを含む文脈については

敏感ではなくなる傾向がある．対してアジア人は

物事の周辺について着目する傾向にある．つまり

認知思考について文化差があることを示している．

日本に「終わり良ければすべて良し」ということ

わざがあるように，物事の判断においては，必ず

しもプロセスを重視しない文化もあると十分に予

想される．ランダムネスの知覚の要因について，

西洋圏のデータはあるものの，東洋圏の学生のデ

ータは取っていない．認知思考の違いが指摘され

ている以上，その一例であるランダムネス知覚に

関しての知見も，普遍的特性を持つかどうかにつ

いて疑問が生じる． 

 そこで，ランダムネス知覚において文化差が生

じうるか否かを明らかにすることを目的として，

調査を行った．仮説として，「アジアの学生はラン

ダムネス知覚において結果要因を重要視する」と

した．また同時に，他の要因が影響していないか

どうかを探索的に調査した． 

 

２．方法 

２．１ 実験参加者 

都内の大学生を参加者とした．有効回答数は

213 人(性別：男性 134 人，女性 76 人，非回答 3

人；年齢：平均 20.72 歳，標準偏差 1.33，非回答

9 人)であった． 
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２．２ 刺激材料 

 参加者は 3 種類のテストと質問紙に回答した．

テストのうちの一つは難解論理テスト(Esoteric 

Analogies Test)[5]を和訳したもので，参加者の

論理的かつ言語的な知識を問うテストであった．

問題形式は，提示される 3 つの言葉のうち第 1 と

第 2 番目の言葉の関係を考察し，第 3 番目の言葉

とその関係に最も適切な言葉を選択肢から選ぶ形

式であった．例題を挙げると，『「明るい」と「暗

い」の関係は「幸福」と』という問題であり，選

択肢の「悲しい」を選ぶと正答とした．問題数は

24 問で，制限時間は 4 分間であった． 

 もう一つのテストは数的能力テストであった．

これは[6]から抽出したもので，時間があまりかか

らないようにするため，数式を解く問題が 8 問，

文章題の問題が 7問，計 15問のテストである．問

題のレベルは，高校入試レベル程度とした．制限

時間は 5 分間とした． 

 さらにランダムネス知覚についての質問紙を回

答させた．質問項目は 9 項目で，物事が起きる過

程やその結果を表す特徴について，ランダムな出

来事だと思えるにはどれだけ重要かについて，5

件法で回答させた．制限時間は設けなかった． 

２．３ 手続き 

 はじめに，回答が研究以外には使用されない

こと，回答は統計的に処理されること，いつで

も回答を中断できることを参加者に説明した．

その後，性別，年齢，学年を記入させた． 

 次に難解論理テストの問題の内容と回答の方

法について教示を行った．制限時間を 4 分とし，

準備が出来たかどうかを確認した後，参加者に

回答させた．制限時間が過ぎたら，ただちに回

答を辞めさせ，次のテストに移行した． 

 次に数的能力テストの問題の内容と回答の方

法について教示を行った．制限時間を 5 分とし，

準備が出来た事を確認した後，テストを実施し

た．回答時間が過ぎたら，即座に回答を辞めさ

せた． 

 最後にランダムネス知覚質問紙を回答させた．

教示は質問紙上部に記述してあり，それを黙読

してから回答するように教示した．制限時間は

設けず，全員が回答を終えたかどうかを確認し

た後，デブリーフィングを行い，質問紙を回収

した． 

 

３．結果・考察 

 得られたデータのうち，テストの問題につい

てでたらめに回答されたもの，少なくとも一つ

のテストにおいて回答する意思がなかったと思

われるもの，ランダムネス知覚質問紙の質問項

目 9 つのうち，8～9 項目について同じ回答のも

のは，解析から除外した．その他の結果は解析

中である．本原稿締切まで解析が終わらなかっ

たため，ポスター発表の席で結果，及び考察を

発表する． 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate attitudes 

on academic knowledge which are different among 

researchers with different backgrounds. For this 

purpose, we asked graduate students with various 

backgrounds to rate the impressions of academic 

societies related to psychology. We made the position 

map of societies by each student’s data and 

investigated how societies were clustered in each map. 

The results suggest that clustering may reflect 

students’ backgrounds, but we need more data to show 

it. 
 
Keywords ―  academic knowledge, background, 

mapping 

 

1. 問題と目的 

学際的な活動が盛んになっている現在だが、異

なる領域間の交流は思いの他難しい。自分は「あ

る結果が正しい」と考えても、他の領域の人には

そう評価してもらえないことや、結果の正しさを

言うために必要な証拠が、自分の領域と他の領域

とで異なることがある。 

Okada & Shimokido (2001) は、研究者へのイ

ンタビュー調査などを通じて、研究者が領域ごと

に「科学とはこう進み、こう評価されるべきもの」

といった固有の信念をもっていること、そしてそ

れが実際の研究活動に大きく影響することを指摘

した[1]。また、専門家集団に焦点を当てた研究で

は、それぞれの集団には“妥当性境界”と呼ばれ

る独自の知の判断基準がある、ということも指摘

されている[2]。これらのことから言えるのは、「あ

る知識が正しいか」「重要か」といった評価は、同

じ知識ならば誰もが同一となる客観的なものでは

なく、専門領域や扱うテーマ等によって変わると

いうことである。 

本研究では、こうした研究者ごとに異なる知識

に対する態度について、それを示す指標を探るこ

とを目的とする。そして、その指標の一つとして、

専門領域に対する印象評定結果を領域マップとし

て表すことを提案する。 

領域を評定対象とすることで、各評定者の専門

に応じて自然と結果に個人差が生じると考えられ

るため、どう異なるか、どのような行動と対応す

るかを見ることで、知識に対する態度を説明する

ツールとなり得るかどうかを検討する。評定結果

をマップに表すという方法をとるのは、意識され

ないまま評価結果として出てくる部分を取り出す

ためと、個人差を目に見える違いとして分かりや

すく示すためである。 

 

2. 方法 

2 - 1．印象評定データの収集 

評定協力者 大学院生 8 名。所属研究室の専門分

野（研究室や学科の HP 等による情報）は、教育

心理学・神経科学・認知科学・臨床心理学・数理

工学であった（重複あり）。なお、数理工学の研究

室所属の評定者（1 名）については、本人は心理

学・神経科学関連の研究を行っていることが確認

されている。 

材料 心理学関連の 123 の学会の名前。学会検索

サイトや各学会のリンク情報等から、心理学に関

わる様々な学会ができるだけ満遍なく揃うように

選んだ。学会名を用いたのは、表現を無理なく統
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一させるためである。 

評定次元 自身の領域を反映させた評価を行うと

考えられる 8 語（自分に近い／知識を信頼できる

／自分にとって重要な／社会にとって重要な／参

加したい／基礎的な／実証的な／実践的な）と、

分野に関するイメージを表すとされる 5 語（難し

い／広大な／美しい／楽しい／危険な）[3]の計 13

語を次元として用いた。 

手続き 各学会について、それぞれの次元がどれ

だけ当てはまると思うかを 7 段階（7：非常にそ

う思う～1：全くそう思わない）で回答させた。 

2 - 2．マップの作成 

調査結果をもとに、自己組織化マップ[4]という

手法を用いて、評定者ごとに二次元の学会マップ

を作成した。なお、評定次元のうち「美しい」と

「危険な」については、評定結果に問題があった

ため、今回のマップ作成には用いなかった。 

 

3. 結果と課題 

マップに関する検討を行う上で、まずマップに

表す学会数の削減を行った。全て用いると分析の

方向性を見出しにくくなるため、「日本心理学諸学

会連合」の加盟学会である 40 の学会のみに限っ

てマップを作成した。この選出は絶対ではなく、

今後変わる可能性がある。 

さらに、各々のマップについて、ウォード法に

よるクラスタリングを行った（図１はその例）。現

在、この結果の分析を進めている所である。 

 

図１ クラスタリング結果の例 

 

クラスタの結合距離を揃えた上で結果を比較し

たところ、臨床心理学の研究室所属の評定者（1

名）のマップが、臨床心理学関連の学会はそれ以

外の学会がまとまっていても細かく分かれるとい

う点で、大まかではあるが他の評定者と異なる結

果を示した（図１は当該評定者の結果）。ここから、

マップにおける各領域の位置付けに、評定者の専

門が反映されている可能性が示唆される。 

今後、マップの分析を進め、そこに示されてい

る情報が何を示すかを特定していくことが必要で

ある。その際、評定者についても、大まかな研究

領域だけでなく研究テーマ・方法といった研究的

背景を詳細に調べていけば、新たな切り口が見え

る可能性もある。 

 加えて、何らかの行動データとの関連を示すべ

きである。各領域に関連した知識を実際に用いた

時や、「正しさ」「重要さ」の判断を求めた時など

に、今回のマップでの違いに対応した結果が出る

かどうかを確かめる必要がある。こちらのデータ

の取り方についても、現在検討を進めている。 
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Abstract 

This study investigated the effects of the size, speed, 

and direction of movement of products appearing in 

banner ads on evaluations of the products and 

proposed a design technique to increase the 

effectiveness of animated banner ads. Experiment 1 

examined the influence of the size and speed of 

products on product evaluations. Twenty-five 

participants were presented with 25 kinds of banner 

ads that combined five categories of size and speed. 

Stimuli were presented on a web site identical to that 

of the major portal site, and both the form and the 

position of the banner were arranged to resemble the 

originals. We used visibility, preference, interest, 

purchase intention, recognition memory, and 

exploratory drive as the evaluative criteria. In 

Experiment 1, the influence of size was reflected by 

scores for each criterion except preference. 

Additionally, advertising effectiveness increased as a 

function of increasing size. Although speed influenced 

memory, preference, and purchase intention, this effect 

was smaller than was that of size. We next conducted 

experiments using size and direction as factors 

(Experiment 2-1), and with speed and direction as 

factors (Experiment 2-2). We used combinations of 

two sizes and eight movement directions (Experiment 

2-1) and combinations of two speeds and eight 

movement directions (Experiment 2-2), respectively. 

Twenty-five undergraduates participated in 

Experiment 2, which used the same form and criteria 

as were used in Experiment 1. The results indicated 

that rightward and upward motions were associated 

with improved product evaluations. Preference, rather 

than size or speed, showed the greatest influence on 

the direction of movement. Three conclusions emerged 

from these results. First, the larger the screen size of 

the image for banner ads, the greater the impact of 

advertising on participants' impressions, especially 

with respect to increasing visibility, interest, and 

recognition memory. Second, the influence of speed is 

smaller than that of other factors. Third, it was 

suggested that rightward and upward movements were 

associated with more positive product evaluations. 

Keywords ― Animated banner ads, Size, Speed, 

Direction 

 

1. はじめに 

本研究は，動画バナー広告の視覚デザインが消

費者に与える心理的影響を検討する．具体的には，

広告内における物体の移動が生じさせる刺激への

能動的視覚探査が，動画バナー広告の効果に及ぼ

す効果についての検討を行う． 

近年，インターネットの一般的な普及にともな

ってインターネット広告の需要が高まっている．

マスコミ主要 4 媒体の広告費が減尐するなか，こ

れからの主要媒体と予想される分野である．イン

ターネット広告で現在最も普及しているのがバナ

ー広告と呼ばれる形式である．静止画を使ったバ

ナー広告と比較して，リッチメディア広告の方が

ユーザーの注意を喚起しやすいために広告として

の効果が高い．リッチメディア広告とは，Flash 動

画を用いたものやエキスパンドバナー（ページ表

示時やマウスオーバー時，クリック時に拡大する

バナー）やフローティング広告（Web コンテンツ

上を浮遊する広告）など，新しい技術を活用した

次世代広告を指す．本研究では，動画を用いたバ

ナー広告を刺激として用いる．その理由として，

静止画バナー広告に比べてユーザーの注意を喚起

しやすいために広告としての効果が高いこと，制

作が容易であり，かつインタラクティブで様々な

視覚表現が可能なこと，フラッシュプレーヤーが

一般普及し，さらにパソコン，ネット環境の高速

化によりリッチメディア広告が今後さらに一般的

になるものと考えられること，が挙げられる． 

バナー広告の効果指標として，インプレッショ

ン効果（バナー表現を見ることで達成される「広

告メッセージ，ブランドの認知」といった広告効
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果）とトラフィック効果（バナーを露出させ，ク

リックさせることでユーザーを目的のサイトに誘

導，集客する効果），レスポンス効果（商品購入や

アンケートへの記入など）が挙げられる．先行研

究（松田・平岡・杉森・楠見，2007）[1]では，バ

ナー広告を刺激として用い，選択的注意が向けら

れたバナー広告の商品への好意度，購買意図，再

認が高いことを示した．Web ページ上のほかの情

報に注意が行きバナーが見落とされるバナー無視

（banner blindness）効果（Benway, 1999）[2]と呼

ばれる現象が報告されているが，先行研究ではど

のような視覚表現がユーザーに対して広告への選

択的注意を喚起させるかの検討が行われていない．

また，能動的に刺激情報を享受したり，単に刺激

に視線を向けたりするだけでも当該刺激への好意

度が高まる現象（gaze cascade 効果）も知られてい

る（Shimojo, Simion, Shimojo, & Scheier, 2003）[3]． 

Shimojo et al. (2003) は，好意的印象を持つ刺激

に注視が向くだけではなく，注視を向けた刺激に

好意的印象が生じるという，双方向因果の存在を

示唆している．対象の運動およびその方向に関す

る先行研究として，静止画像での対象のムーブマ

ン（形態の動的印象）が観察者に心理的影響を与

えること（小林，1994）[4]，動画像における運動

方向について上方向の運動が肯定的心理効果を持

つこと（木下・一川・水上，2002）[5]などが示さ

れてきた． 認知言語学の分野において，上下の方

向性が社会的概念や抽象概念の理解を促進させる

ことも知られている（Lakoff & Johnson,1980）[6]． 

本研究は，これらの先行研究を踏まえ，動画バ

ナー広告における商品の大きさと移動速度，運動方

向が広告への能動的接触動機と商品への印象評定

に与える影響を検討する．実験 1では，商品の大きさ

と移動速度が商品評価に与える影響を調べる．実験

2 では，大きさと方向を要因とする実験（実験 2-１）と，

速度と方向を要因とした実験（実験 2-2）を行う． 

 

2. 実験 1 

方法 

 要員計画：5 (大きさ: 50px×50px, 100px×100px, 

150px×150px,200px×200px, 250px×250px) × 5 (移動

速度: 0.75, 1.75, 2.75, 3.75, 4.75) の二要因参加者

内計画であった．速さ条件の水準の数値は 1 フレ

ームに移動するピクセル数を意味し，フレームレ

ートは 60fps であった． 

 実験参加者：大学生 25 名（男性 12 名，女性 13

名．平均年齢 21.84 歳）が実験に参加した． 

材料：バナー広告は，Web ページで一般的に用

いられている大きさである 300×250 で制作した．

広告に使用する商品画像は松田ほか（2007）の先

行研究で用いられた商品名群の中から，商品名典

型性，好意度，インパクトの評定値が平均値に近

いもの（即席麺類，「屋台の灯火」）を選択し，オ

リジナルパッケージを製作した．商品画像はバナ

ー広告内を左から右に等速直線運動した．刺激の

提示には大手ポータルサイトに模して制作した web

サイトを使用し，バナーの形式や表示する場所も同

様の位置とした． 

手続き：実験は個別に行われ，2 回の練習試行

ののちに，本試行を行った．実験参加者がバナー

内に設置されたボタンをクリックすると，電子音

とともに刺激が呈示された．その後評定画面にな

り各尺度を段階評定法（7 段階）での評定を求め

た．実験参加者は広告対象に対する視認性，好意

度，関心度，購買意図を 7 件法尺度で，再認確信

度，情報探査動機を 2 件法で評定した．刺激の提

示順序，尺度の評定順序は参加者ごとにランダム

であった．評定は参加者のペースで行った． 

 

 

図 1 呈示画面 
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図 2 商品画像の大きさ 

 

 

 

図 3 視認性評定値（実験 1） 

 

結果と考察 

実験から得られた各尺度のデータを標準化し，

平均値と標準偏差を算出した．視認性と記憶に関

して，大きさ（F(4, 24) = 65.80, MSe = 1.10, p < .001; 

F(4, 24) = 34.852, MSe = 1.05, p < .001）と移動速度

（F(4, 24) = 3.32, MSe = 0.91, p = .014; F(4, 24) = 

10.08, MSe = 1.31, p < .001）の主効果がそれぞれ有

意であったが，交互作用は有意でなかった（F(16, 

24) = 1.44, MSe = 0.63, p =.121; F(16, 24) = 0.845, 

MSe = 0.76, p =.633）．大きさが大きいほど，視認

性の評価が高くなるという結果が得られた．これ

は，一般的な広告やバナー掲載の大きさと同じく，

バナー広告内の表示においても，大きさが大きい

ほど観測者の目を引きやすいということが考えら

れる．今回の実験では，実際に実験協力者の記憶

を調査したわけではなく，あくまでも印象を聞い

たのみであるが，大きさが大きくなるほど，また

速度が遅くなるほど高い評価が得られた．この理

由として，視認性の高さが記憶しやすさを促進し

たと考える参加者が多かったと推測できる． 

好意度に関して，移動速度の主効果のみ有意で

あり（F(4, 24) = 3.33, MSe = 1.07, p = .016），大

きさ，交互作用は有意でなかった（F(4, 24) = 1.72, 

MSe = 1.27, p = .152： F(16, 24) = 1.0633, MSe = 

0.60, p = .389）． 

関心度に関して，大きさのみ有意であった（F(4, 

24) = 12.36, MSe = 0.75, p < .001）が，速度と交

互作用は有意でなかった（F(4, 24) = 0.43, MSe = 

1.02, p =.784: F(16, 24) = 0.54, MSe = 0.59, p 

= .924)． 

購買意図に関して，大きさ，速度，交互作用が

主効果がそれぞれ有意であった（F(4, 24) = 14.70, 

MSe = 0.64, p < .001：F(4, 24) = 3.96, MSe = 0.63, 

p = .006：F(16, 24) = 1.70, MSe = 0.43, p =.045)． 

情報探査動機に関して，大きさの主効果のみ有

意であり（F(4, 24) = 3.97, MSe = 1.17, p = .005），

速度，交互作用は有意でなかった（F(4, 24) = 

0.875, MSe = 1.23, p = .481; F(16, 24) = 0.891, 

MSe = 0.65, p = .580）． 

全体的に大きさの大きな刺激が高評価を得られ

た．静止画バナー広告において情報がハッキリと

わかりやすいほどクリック率が上がることから，

本研究の動画バナー広告においても，刺激画像の

大きさが大きいほうがより確実に画像から情報を

得ることができたため，広告に信頼感が生まれ，

評価が高くなったのではないかと考えられる． 

一方，移動速度は記憶，好意度，購買意図に影響

があったが，大きさほど各尺度に与える影響はなかっ

た． 

 

3. 実験 2 

方法 

 実験参加者：大学生 20 名（男性 14 名，女性 6

名．平均年齢 21.05 歳）が実験に参加した． 

材料：用いるバナー広告の大きさ，広告画像，

提示形式などは実験 1 と同様であった． 

実験 2-1 では広告画像の大きさを大きさ 1 と大

きさ 5(50px×50px, 250px×250px)の 2 段階に設

定し，移動速度は速度 4（ピクセル数 3.75）とし 
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図 4 好意度評定値（実験 2-1, 2-2） 

 

た．実験 2-2 では，広告画像の提示大きさを実験

1 で用いた大きさ 4（200px×200px）に設定，速

度を実験 1 で用いた速度 1 と速度 5 の 2 段階に設

定した．画像はバナー広告内を等速運動し，移動

方向は 45 度刻みの 8 方向であった． 

手続き： 提示形式，尺度などは実験１と同様とし

た．全参加者は実験 2－1 と実験 2－2 の両方に参

加した．実験の実施順序は，参加者ごとにランダ

ムであった． 

結果と考察 

実験 2-1，2-2 の両方で，好意度に関して，方向

の主効果のみ有意であり（F(7, 19) = 2.80; 3.76, 

MSe = 0.49; 0.62, ps < .001)），速度は有意傾向 F(1, 

19) =3.71; 3.10, MSe = 3.06; 2.26, ps = .069)），交互

作用は有意でなかった(F(7, 19) = 0.92; 0.95, MSe = 

0.40; 0.55, p = .491; .472)．好意度は運動方向が与え

る影響が大きいといえる．実験 2-1，実験 2-2 と

もに，参加者は右方向への運動に好意を持った

（F(7, 19) = 2.80; 3.76, MSe = 0.49; 0.62, ps < .001）．

関心度（実験 2-2: F(7, 19) = 2.48, MSe = 0.40, p 

= .020），購買意図（実験 2-1, 2-2: F(7, 19) = 4.19; 

2.48, MSe = 0.33; 0.40, p < .001; p = .020），情報探査

（実験 2-1, 2-2: F(7, 19) = 1.87; 3.68, MSe = 0.51; 

0.55, p = .080; .001）に方向の効果が見られた．こ

れらの尺度に右方向，上方向有意の傾向が見られ

ることから，参加者は相対的に右方向や上方向の

運動に対して良い印象を持つといえる．これらの

結果は，画面左手前から右あるいは右上奥へ運動

が目で追いやすく，快の印象を生じやすいという

glance curve の仮定と関連すると言える． 

大きさの小さなものよりも，大きさの大きいも

のに対し方向の違いによる影響が見られた．また，

速い速度より，遅い速度に対して運動方向の影響

が見られた． 

 

4. 総合考察 

本研究は，バナー広告における商品の大きさと移

動速度，運動方向が商品への印象評定に与える影

響を検討し，動画バナーによる広告の有効なデザイ

ン技法の提を目的とした．実験 1 では，商品の大きさ

と移動速度が商品評価に与える影響を調べた．実験

2では，大きさと方向を要因とする実験（実験 2-１）と，

速度と方向を要因とした実験（実験 2-2）を行った． 

本研究の結果から，以下の 3 点が示唆された． 

第 1 に，バナー広告画面に対して画像の大きさ

が大きいほど，観測者の印象への広告的効果は高

まる．とくに，視認性，関心度，記憶に大きな影

響を与える．従来の紙媒体のデザインでは，文字

や写真といったエレメントを非常に小さくし，大

きく余白をとる技法がたびたび用いられてきた．

動画バナー広告においてこのような技法はあまり

有効ではないといえる．動画バナー広告をデザイ

ンするにあたり，広告内のエレメントの大きさは

非常に重要な要素だと言える． 

第 2 に，バナー広告内での速度に関して，他の

要因よりも，観測者に与える影響は小さい．しか

し，本研究では，一定方向への等速運動を提示し

たのみであり，実際の動画バナー広告においては，

加速や減速といった効果が加わると想定できる．

そういった観点から速度に関する検討を行う余地

があると考えられる． 

第 3 に，右方向，上方向への運動に対して，評

価が高くなる傾向が示唆された．とくに好意度は

大きさ，速度といった要因よりも運動方向が非常

に大きく影響している．このような結果が得られ

た理由として，前述した glance curve の他にも，

イメージスキーマの概念が関係しているのではな

いかと思われる．Johnson(1987) [7]によると，多

い-尐ない，幸福-不幸などという概念は，上-下と
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いう空間的表現へとメタファー的に投射される．

上方向への垂直性イメージスキーマのもつ基本感

情の概念は，ポジティブな表現（喜び，希望，愛）

が多い（Kusumi, 2003）[8]．動画バナー広告を

デザインする際には，エレメントに上方向，右方

向への運動を加えることで，観測者に良い印象を

与えることができると考えられる． 
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Abstract 

On the internet video sites, advertisements of the site 

must allocate in terms of usability to make it effective.  

This position effects are examined by an experiment 

and interviews. 

Four participants who were familiar with video sites 

and search engines visited four video sites to search 

for and to watch movies. There were advertisements 

on each site, the locations of which were different for 

each site.  The sessions were recorded and which 

parts of the display they were watching were analyzed. 

After the session, participants were asked which 

advertisements they remembered and overall 

impressions and usabilities for each site. 

Based on the analysis of what they remembered and 

the areas where they looked at, usability is necessary 

to attract users. 

       
 
Keywords ―  effect of advertisements position, 

usability, video site, interface, internet 

 

1. はじめに 

本論では、動画サイトにおける広告の効果は広

告の表示位置によってどのように影響されるかに

ついて検討した。そして、ユーザビリティを考慮

した新たな表示法が必要であることを、実験を通

して論じた。 

具体的には、動画サイト又は検索サイトの扱い

に慣れている人を対象に、実際に運営している動

画サイト 4種で同一の動画を検索及び視聴しても

らい、その時の視線の向きとそれに対応した画面

の部分を記録した。そして、その結果と、実験後

に行った広告の再認と広告及びサイトの印象、サ

イトの使いやすさについてのインタビュー結果を

照らし合わせ、サイト利用時に注目していた所が

本当に記憶に残っているかどうか、それがサイト

利用の快適さを損なっていないかを検討した。 

 

2. 問題 

現在の動画サイトの広告表示の問題 

ユーザ同士の情報発信および情報共有を目的と

するサービスがインターネット上で数多く開始さ

れた。動画サイトもその中の一つで、自作のビデ

オをインターネット上で共有する目的で 2005 年

に開始した YouTube の成功とファイル共有ソフ

トの開発を期に、アメリカだけでなく世界中で

様々な動画サイトが登場した。 

しかし、動画配信及び共有サイトの利用者が増

える一方で収益が黒字化しているものはほとんど

無いのが現状である。YouTube でさえ、2009 年

には 2億 4000万ドル(239億円)の収入に対し支出

は 7億 1100万ドル(708億円)であり、 4億 7000

万ドル(468 億円)の赤字になるという。これはサ

ーバー維持費や回線使用料などの膨大な支出が収

入を大幅に上回るからである[4]。 

動画サイトの収入源は広告費が主力である。莫

大な支出をカバーしうる広告システムなしには黒

字化は難しいだろうが、現時点では十分な広告収

入を得られる状況にはなっていない。YouTubeは

2006の 9月に 16億 500万ドルで Googleに買収

されたが、このサイトの 2006 年の広告収入は

1500 万ドルであり、買収にかかった額のおよそ

100分の 1だった[11]。YouTubeと共に国内利用
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者の多いニコニコ動画も、収入の約 7割を占める

「プレミアム会員収入」を左右する会員登録数は

上昇したものの、収入の約 2割を占める広告収入

は思うように伸びず黒字化に届かなかった。その

ため、ドワンゴは 2009 年 11 月 10 日、同年の 9

月期にニコニコ動画の事業投資に関する約 11 億

の特別損失を計上し、これにより通期の純損益は

8億 2800万円の赤字となる見通しだという[1]。 

動画サイトで実際に用いられている広告は、検

索サイトなどで用いられている様な画像(バナー)

広告やテキストが大部分で、その他にサイト内の

広告用動画及びその動画へのリンク、そしてユー

ザが再生した動画の中にスペースを設けて広告を

流すものがある。この通り、動画サイト独自の広

告もあるものの、それら以外はサービスのジャン

ルが違う検索サイトをモデルとしたものがほとん

どである。だが、膨大な支出をカバーできない現

状を考慮すると、この方法が効果的であるとは言

いにくい。 

現在の動画サイトの広告表示がサイトの黒字化

の決定打にならないのはなぜだろうか。 

まず、サービス内容が異なるということはユー

ザの利用形態が少なからず異なるのであり、従来

の手法をそのまま転用して Google の様な成果が

挙げられるとは単純には考えにくい。 

次に、これは他のジャンルのサイトでも言える

ことだが、どんなに多く広告を表示しても、それ

がそもそもユーザの目に入りにくい場所や表示さ

れているページがユーザの滞留時間が短ければ意

味がない。滞留時間の長さと広告への注目に関し

ては、1PV(ページビュー。ページ毎のアクセス数

のこと)あたりの滞在時間が長いページの広告は

ユーザが見る回数が多い[9]という先行研究も存

在する。 

しかし、単に目に留まりやすい場所に広告を置

けばよいという訳でもない。ユーザがメインで利

用するスペースに広告を過剰に配置することや、

動画を再生するときに視界の邪魔になる場所に配

置することは問題である。適切な広告表示位置は、

ユーザビリティと切り離しては考えられない。も

ちろん、広告を見た回数そのものが商品の認知率

を左右するという先行研究もある。GyaO がサイ

ト内で行なっている広告の 1つで、動画を再生す

ると動画の前に 30 秒間別の宣伝動画が流れると

いう形式の広告は、3～4 回流すと 62%、8～10

回流すと 75%のユーザが認知し、13 回以上で認

知率 83%となりピークに達するという[2]。確かに、

回数こそ重ねれば広告自体の認知は高まるだろう

が、それがすぐに購買意欲に繋がるとは言い難い。

認知率が広告の価値というテレビ CMに対し、ユ

ーザ層が限定されていて、更にいつでも閲覧を中

断し他のサイトへジャンプすることが可能なイン

ターネットでは、広告がユーザにとって不快な手

法であれば、そもそもユーザに認知される回数も

多くはならないだろう。動画サイトも同じである。 

その他の問題は、ユーザは行動を中断してまで

広告に注目するかということである。ユーザは動

画サイトを開いた直後からの行動目的は、明確に

見たい動画があるか暇つぶしに不特定の動画を見

るかに関わらず、何がしか目当ての動画を見つけ

て再生することである。情報を多目的に収集する

検索サイトでは特定の商品の評価や価格などを比

較検討するためにサイトを訪れ、検索中にキーワ

ードに合致した広告もクリックしてみるなどとい

うこともあるかもしれないが、動画サイトでは目

的はあくまで動画を見ることなので、広告が途中

で目に入ったからといって、行動を中断してまで

それに注目するだろうか。広告に注意を向けるこ

とが快適さを阻害しないかどうかという意味でも

ユーザビリティが関わる。表示位置とユーザビリ

ティの二つの観点で広告の表示法を検討しなくて

はならない。 

 

動画サイトにおける広告位置 

筆者が想定した問題と現状を照らし合わせ、今

動画サイトの広告表示が抱える実質的な問題を見

つけるために、まず一般サイトから転用した手法

である画像広告の表示法について、広告の種類と

実際の動画サイトでの表示位置を詳細に述べる。 

動画サイトで表示される広告には、主に、テキ
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ストに直接他サイトへのリンクを付けたテキスト

広告と、長方形や正方形のスペースに画像又は一

定時間動画が流れた後静止する広告がある[3]。そ

の他、サイトオリジナルの広告にはサイトによっ

て様々な形態がある。GyaO! のように動画が開始

する前に 30 秒間動画広告を挿入するものや、動

画そのものに広告を掲載するもの、動画を再生す

る前だけ動画の外のどこかに静止画広告を表示す

るものもある。動画再生するとき以外にも、検索

ページの横に動画広告を載せる場合や、動画広告

のリンクを張る場合もある。 

では、これらの広告は実際にはどの様に配置さ

れているのか。広告配置の特徴を、代表的な動画

サイトである YouTube、ニコニコ動画、GyaO!、

BARKS の事例から検討し表 1 にまとめた（この

事例は 2009年 10月 5日時点のものである）。 

表 1:各ページにおける広告位置 

  上部 右上 右下 左上 左下 下部 

その

他 

合計 

検索キーワード入

力 

1 10101010    2 3 0 5 0 21 

検索結果一覧 2 12121212    3 2 1 1 0 21 

動画再生 1 11111111    2 3 1 2 3 23 

合計 4 33333333    7 8 2 8 3 65 

 

表示法の特徴 

動画サイトの広告表示法の特徴を以下にまとめ

る。 

・バナーなどの画像広告はページの右上に表示す

ることが多い 

・検索結果一覧では、画像広告やテキスト広告は

ページの下のほうにも表示することが多い 

・サイトオリジナル広告は、テキストや画像を利

用したものと動画を用いたものがあり、表示法は

ページのどこかに配置するものと動画の冒頭で表

示するものがある 

・動画再生画面での広告には、動画の中や動画が

再生される前に広告を入れる場合と、動画のすぐ

傍に広告を表示する場合がある 

 

3. 仮説 

広告表示の問題点と、動画サイトの広告表示の

特徴から、以下のような仮説を立てた。 

(1)ユーザが各ページで最も操作時に利用する場

所の広告は認知率が高い 

ここでいう「最も操作時に利用する場所」とは、

検索キーワード入力ページでは検索キーワード入

力バーがある方向、例えば YouTube、ニコニコ動

画、GyaO!ではページ左上、BARKS では右上で

あり、検索結果一覧のページでは検索結果一覧の

欄、動画再生ページでは動画が表示されている部

分のことである。これらはページを呼び出したユ

ーザが必ず目にするため、近くに広告があればそ

れも視界に入り、操作に強く集中していなければ

広告についても記憶しやすいと予想する。 

(2)スクロールしないと見えない場所の広告は認

知率が低い 

前章の表の通り、ページの下のほうまで広告を

表示しているサイトは決して少なくない。実際に

ユーザがスクロールせずに次のページへ進んでし

まうということが確認されるならば、改善しなく

てはならない。 

(3)ユーザーの操作スペースや動画に著しく介入

する広告は、認知率が高くても誘導性が低くなる 

動画内広告や、動画本編開始前の動画広告、検

索キーワード入力ページ上の自動再生型動画広告

がこれに当たる。 

 

これらの仮説が妥当かどうかを検討した。 

 

4. 実験 

実験概要 

 

実験は２つのパートに分けて行った。実験参加

者は 3名である。閲覧するサイトは YouTube、ニ

コニコ動画、Gyao!、BARKSを用い、実験条件を

統制するため、すべてのサイトで同一の動画を見

てもらった。 

 

(1)動画サイトの広告に対する反応 
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4 種類の動画サイトで実験者が指定する動画を

実験参加者自ら検索、視聴してもらい、閲覧中に

実験参加者の行動を Silverback で録音及び録画

した。 

Silverback とは、有限会社 Clearleft が開発し

たユーザビリティテストのためのソフトで、パソ

コン上での操作とその時の操作者の顔、そしてパ

ソコンと操作者両方の音声を同時に録画すること

ができる。今回の実験では、このソフトの機能を

利用して、実験参加者の視線とそれに対応する画

面の部分(広告やコンテンツなど)、そのほかの実

験参加者の言動を調べた。 

その後、Silverbackで録画した動画を元に、広

告表示時の被験者の視線や行動（そのまま注目し

たか、広告表示中は別のことをしていたかなど）

を分析した。この実験と実験(2)は連続して行った。 

 

(2)広告に対する認知度を測る 

前述の実験後、インタビューによる広告につい

ての記憶の再認を行い、更に広告に対する印象や、

邪魔に思わなかったか、購買意欲が湧いたかなど

を質問した。 

 

実験参加者  

都内 S大学の学生で、パソコンと動画サイトの

扱いに慣れている人又は検索サイトの扱いに慣れ

ている人 男女合わせて 3名を対象とした 

  

実験材料 

YouTube、ニコニコ動画、 Gyao!、BARKS 

視聴する動画  

1. 栗コーダーカルテット「おじいさんの 11

ヶ月」（個人ではなく企業が投稿した PV） 

2. たつやくんとマユミーヌ 「まねきねこダ

ックの歌」(GyaO!のみ動画を再生可能な期間が

過ぎてしまったので素材を変更した) 

動画の URL： 

http://www.youtube.com/watch?v=guicaTXA8

Io      

http://gyao.yahoo.co.jp/player/00118/v08199/v

0819900000000526307/ 

 

実験装置   

・パソコン 1台（OS…Mac Silverback搭載 

ブラウザ…Fire Fox GyaO!のみFire Foxでは

操作できないため Safariを使用した） 

・マウス 

・ICレコーダ 

  

実験期間   

2009年 11月 

 

実験手法 

1. 実験参加者に、予めブラウザ及び検索サイ

トを立ち上げた状態のパソコンの前に着席して

もらう。 

2. マウスが正確に動くかを確認してもらった

後、次の教示をする。 

「これから４つの動画サイトでこのキーワード

の動画を検索し、視聴して下さい。その際、ブッ

クマークやコメント入力はしないで下さい。それ

以外の動画サイト内での行動は全て自由です。こ

の実験は動画内容について正確に記憶できるか

どうかは注目しないので、リラックスして行なっ

てください。全てのサイトで視聴する動画の内容

は全く同じです。実験の後で、各サイトのページ

構成についてインタビューを行ないます。その際

インタビューの内容は録音させていただきます。

１つのサイトごとに検索、視聴、インタビューを

行います。それでは始めます。」 

3. 一番目に視聴するサイトのタブを表示し、

Silverback の設定及び実験参加者の座席位置

の調整をする。その後、机の上に置いた用紙に

記載された動画タイトルを検索してもらう。検

索を促してから動画の再生が終了するまでは実

験参加者自ら進めてもらい、実験者は待機する。 

4. 動画の再生が終了したら、実験者は

Silverback で録画した内容を閲覧できる状態

にし、その間にインタビューを行う。再認しや

すい様に、まず各サイトの見やすさと使いやす
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さについてといった周辺的な質問から始め、実

験中に検索・検索結果一覧・動画再生の各フェ

ーズで見ていたものやその理由、広告をクリッ

クしたいと思ったかといったことを訊ねる。イ

ンタビューは ICレコーダで録音する。 

5. 同様に、他のサイトでも Silverback で新

たに録画を開始させてから同じ動画を視聴して

もらい、インタビューに答えてもらう。各サイ

トの使用順は実験参加者ごとに変更する。 

6. 実験後、Silverbackに録画した動画をチェ

ックし、実験参加者が各サイトの検索キーワー

ド入力・検索結果一覧･動画再生ページで各方向

（上部･右上･右下･左上･左下･下部の 5 種類）

に視線を向けた回数やスクロール回数、操作時

の行動、広告をクリックした場合は場所と回数

をメモする。実験参加者が質問している間の内

容は除外する。 

 

実験にかかった時間は平均 90 分(1 時間 30

分)だった。 

 

5. 結果 

ここでは、実験の結果を 3名の実験参加者別の

記述することにする。 

 5.1 視線の動き*BARKS 

BARKS では、実験参加者 1 の場合検索キーワ

ード入力ページで視線が最も向いたのは画面右上

で、その次に右下が多かった。また、この画面で

はスクロール操作を全く行わなかった。検索結果

一覧では滞留時間が短かったため視線が変わる回

数も少なかった。動画再生ページでも、検索キー

ワード入力ページほどは視線の動きは多くなかっ

た。だが、動画が再生されている左上よりも右上

に視線を動かす回数が若干多いという結果は出た。 

実験参加者 2は、検索キーワード入力ページで

一番多く視線が動いたのは右上、次に右下だった。

この結果は実験参加者 1と似ている。だが、スク

ロールしてページの下まで表示していたことから、

実際に見ていた範囲は実験参加者 2 の方が広い。

検索結果一覧では、右下と左下が一番多く、その

次に左上が多いという結果になった。動画再生ペ

ージでは、右下が一番多かったのは実験参加者 1

と同様だったが、その次に下部が多かった。動画

そのものを見るというより、ページの中のコラム

を一通り見るような行動が見られた。 

実験参加者 3は、キーワード入力ページでは他

の実験参加者よりも滞留時間が短いため視線もほ

とんど動かなかったが、右上が一番多いという特

徴は共通していた。その次に上部に多く向けてい

た。検索結果一覧でもやはり視線の方向の変化は

少なかったが、左上、右下の順に視線が向いた方

向が多かった。右下が一番多いのではない点では

他の実験参加者の結果と異なるものの、視線が向

かいやすい方向は似通っている。しかし、動画再

生ページでは右上が一番多く右下と左下がその次

に来るというほかの実験参加者と全く異なる結果

が出た。実験参加者 3は、動画に集中するのでは

なく画面右上に表示されていたバナーを頻繁に読

んでいた。この他、画面を下にスクロールして右

下に列挙されたアーティストの画像や、ページ左

下に表示された関連商品のサムネイルを見ていた。 

 

5.2 視線の動き：ニコニコ動画 

ニコニコ動画では、実験参加者 1は検索キーワ

ード入力ページで一番視線が向いた方向は上部で、

次いで右下が多かった。検索結果一覧ページは、

今回の動画ではニコニコ動画でのヒット件数が一

つだけになってしまったので、滞留時間は一瞬だ

った。動画再生ページでは、右下、左下の順に多

かった。左下が多かった理由は、その方向にある

動画に注目していたからではないかと推測できる。

右下は該当する広告やコンテンツは見当たらない

が、あえて推測するなら右側に表示されていたコ

メント欄かニコニコ市場の一部分を見ていた可能

性がある。 

実験参加者 2は、検索キーワード入力ページで

は上部を多く見た点では実験参加者 1と同じだが、

一番多く視線を向けた方向は左上だった。検索結

果一覧では滞在時間は短かったものの、左上と右

上に多く視線を動かした。動画再生ページでは、
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動画を再生する以外に、他のタブを見たり、画面

内の他の機能を試すなどの行動が見られた。視線

は、右上と右下に一番多く動き、次に左下と下部

に動いたという結果が得られた。 

実験参加者 3は、検索キーワード入力ページで

は左上、上部の順に多く視線を向けるという、実

験参加者 2と同じ結果が出た。検索結果一覧では

滞留時間が一瞬だったので視線もほとんど変わら

なかった。動画再生ページでは、右下と左上が一

番多く、左下と下部がその次に多いという結果に

なった。右下と左下の順位は他の実験参加者と同

じだが、実験参加者 3はやや動画自体に集中して

いる時間が長かったので左上の数も多くなったと

考えられる。動画再生前に右下にレクタングル広

告が表示された際は、そちらに視線が集中した。 

 

5.3 視線の動き: YouTube 

YouTubeでは、実験参加者 1は検索キーワード

入力ページで一番視線が集中したのは上部方向、

その次に左上であった。検索結果一覧では、ニコ

ニコ動画とは違い多くの検索結果が表示されたも

のの、一番キーワードに関連のある動画が一番上

に出たので滞留時間は短かった。動画再生ページ

では、右下が圧倒的に多く、次いで左下に視線が

頻繁に移動したが、今回は HDモードで自動的に

再生されたため、画面のほとんどが動画で、その

上スクロールを一度も行なわなかったため、動画

のみに集中しているものと見なす。 

実験参加者 2は、検索キーワード入力ページで

は左上が一番多く、次に上部が多かった。検索結

果一覧では、動画一覧のある左上が一番多く、次

いで右上が多かった。動画再生ページは実験参加

者 1と同じく HDモードで再生したので、スクロ

ールがない状態では画面上には動画のみだった。

だが、実験参加者 2は動画の途中でページの一番

下までスクロールをして、関連動画などが表示さ

れる状態にしていた。視線は右下と右上に動く回

数が多かった。 

実験参加者 3は、検索キーワード入力ページで

は左上が一番多く、次いで上部が多かった。また、

視線を動かした回数は他の実験参加者より少なか

った。検索結果一覧では、一度キーワードを追加

して検索しなおしたので視線が動く回数は多くな

ったが、視線が検索バーのある左上に集中しやす

かったのは実験参加者 2と同じだった。動画再生

ページでは今度は動画をHD表示せず左上に表示

される状態で視聴したため、視線は左上に向く回

数が多くなった。 

 

5.4 視線の動き: GyaO! 

GyaO!では、実験参加者 1は、検索キーワード

入力ページでは左上が際立って多く、次に右上と

右下が並んだ。検索結果一覧では、滞在時間が短

かったものの動画一覧が表示された左下が最も多

く、その次に右上が多かった。動画再生ページで

は、右下が一番多く、右上、左下、下部が二番目

に多かった。なお、本編開始前の動画広告にも視

線を向けていたが、その間他の場所へ視線を移動

させなかったので視線が動いた回数も少なくなっ

た。 

実験参加者 2は、検索キーワード入力ページで

は左上が極めて多く、次に右下が多かった。だが、

実験参加者 2はページを下へスクロールすること

で画面中に「特集企画」という GyaO!独自の宣伝

スペースが右下に見える状態にしていた。右下に

目を向けた回数はこの影響だろうと推察される。

検索結果一覧ページでは、動画をクリックするま

での時間がとても短かったので視線もほとんど動

かなかった。動画再生ページでは、右上、右下の

順に多かった。この二つの回数の差は 1のみなの

で、視線を向けた頻度はほとんど同じと見なせる。

その他、左下や下部にもよく目を向けた。これ以

外に実験参加者 2は右上のレクタングル広告をク

リックした。 

実験参加者 3は、検索キーワード入力ページで

は同じく左上が一番多かったが、画面右下に視線

を動かす回数は無かった。その代わり、レクタン

グル広告のある右上辺りを何度か気にする素振り

はあった。検索結果一覧では、左上、右上の順に

多いという他の実験参加者と全く異なる結果とな
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った。動画再生ページでは、左上、右上の順に回

数が多いという結果となったが、本編開始前の動

画広告と本編動画以外には殆ど目を向けなかった。 

 

6. 考察 

 

仮説(1)「ユーザが各ページで最も操作時に利用す

る場所の広告は認知率が高い」のか 

動画サイトごとに各ページで 1番目と 2番目に

多く視線が向いた方向にどの様な広告があったか

をまとめると、YouTube以外の動画サイトの各ペ

ージには、ユーザが目を向けやすい場所に 1種類

程度は広告があることがわかったが、視線を向け

ていたにも関わらず、実験参加者がそこに広告が

あったと記憶している数は非常に少なかった。

BARKS では頻繁に視線を動かす方向に広告があ

った例は 10 あるのに対し実験参加者が憶えてい

たのは 3、他のサイトでも、ニコニコ動画では 5

個の広告のうち記憶に残っていたのは 2 個、

GyaO!は 8個中 1個、YouTubeに至ってはそもそ

も記憶されていなく、実験参加者 2が一箇所だけ、

それも何となくそこにあったと認識していた程度

だった。更に、実験参加者が内容まで詳しく憶え

ていたものはそれよりも限定される。 

「ユーザが各ページで最も操作時に利用する場

所の広告は認知率が高い」という仮説は、上記の

結果からは検証されたとは言い難い。確かに、最

も操作時に利用する場所は視線が集中しやすいた

め広告が視界に入る機会も多い。だが、インタビ

ューにもある通り、ユーザは操作に集中する際に

意識を向ける場所は視界の中でも更に限られた部

分だけで、それ以外のものは察知されない。この

ため、広告のような操作に無関係の情報は除外さ

れてしまうと考えられる。現在の広告では、表示

位置だけを工夫してもユーザの操作を止めるほど

の誘導性を持っていないのだろうか。 

だが、「大概のサイトは上や右側に広告が出るが、

真ん中や左側の広告の方が目に入りやすい」とい

う興味深いコメントを実験参加者 1がしたことに

も注目したい。これは GyaO!を操作した後の感想

である。実際には明確に覚えている広告は無かっ

たものの、小さなバナーを右上など端の方にいく

つも固めて並べるよりも、そこに広告らしきもの

があると認識しやすいという。広告を覚えていた

数は少なくても、一回の訪問で広告スペースがあ

ったという感覚だけでも残せるのならば、ユーザ

がサイトを何度か利用するうちに広告自体の内容

を次第に憶えることが期待できる。実験参加者 2

も「GyaO!が一番印象が良く、動画に集中でき、

広告もぱっと見て気づくことが出来た」と述べて

いる。 

また、「真ん中に広告が大きく表示される方が、

端の方の小さい広告より商品への注目度や信頼性

が高いと感じた」と、GyaO!利用後にこのような

感想も抱いたという。元々インターネットの広告

に不信感を抱く彼女にとって、堂々と表示された

広告の方が小さくて自己主張しない広告よりもか

えって信頼できるらしい。 

 

仮説(2)「スクロールしないと見えない場所の広告

は認知率が低い」のか 

記憶されている広告のうち、スクロールしない

と見えない下のほうの広告がいくつか含まれてい

た。実験参加者 2 はニコニコ動画と BARKS、実

験参加者 3は BARKSで、動画を見ながら下をス

クロールして広告を見ていた。この二人は操作に

スクロールが必要になる検索結果一覧では逆に動

画を見つけることに専念していたようだが、動画

再生ページでは逆に動画が再生されている合間に

暇を潰すようにページを眺める傾向があった。 

だが、実験後に普段はスクロールしてページの

下まで見るのかと聞くと、二人とも行なわないと

答えた。今回は実験だったため意識的にページ全

体を見ようと努めたということ、そして自分で選

んだのではない動画を何度も繰り返し見て飽きた

のがその理由だった。実験条件がもっと自然なも

のであれば、スクロール先の広告は見られること

すらなかっただろう。したがって、「スクロールし

ないと見えない場所の広告は認知率が低い」とい

う仮説はこの三人に限ってならば正しいと考えら
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れる。 

 

仮説(3)「ユーザの操作スペースや動画に著しく介

入する広告は、認知率が高くても誘導性が低くな

る」のか 

YouTube と GyaO!は動画自体に介入する広告

を表示する方法を取っているが、それらの広告に

ついては、GyaO!では実験参加者 2と実験参加者

3 には同じサイトの他の広告よりも確実に憶えら

れており、実験参加者 1には広告と気付かれなか

ったものの強い印象を与えた。YouTubeは今回の

動画には広告が挿入されなかったが、普段から

YouTubeを利用する実験参加者 1と実験参加者 2

は広告の存在を知っていた。だが、評判は総じて

悪く、クリックどころか途中で消したくなったと

いうのが三人共通の感想だった。 

一方、動画の近くに広告を表示するニコニコ動

画と BARKSについては、認知率も印象も良かっ

た。だからといってクリックしたいとまでは必ず

しも思わないようだが、広告が表示された直後に

消されてしまうよりはクリックされる可能性を幾

分有している。誘導性が若干高いと言えるだろう。 

 

動画サイトに適した広告表示とはどのようなもの

なのか 

 

以上のことから、動画サイトに適した広告表示

はこのようなものであるということが考えられる。 

 

・各ページで一番操作される場所に隣接しすぎな

い場所に表示する 

スクロールしないと目に入らない場所には表示

しない 

・ページの隅ではなく、真ん中の方に大きな画像

や動画を用いた広告を表示する 

・広告はページごとに数個のみ表示する 

・動画に直接介入するような広告は表示しない 

・広告の量よりサイトの快適さを優先して表示す

る 

 

今回の実験では一人あたりの観察やインタビュ

ーに多くの時間を費やしたため、ごく少人数での

み行なった。行動や視線の分析を詳細まで観察し、

一人ひとりの感想を細かく聴くことができる点は

良いが、この実験で得られたデータが一般化でき

るものかどうかは、現段階ではまだわからない。

各サイトの評価も、同じ項目について三人の中で

別々の見解が出た際にどれがユーザを代表する意

見なのか、少数派のほうも他にどれくらいのユー

ザが同じ感想を持っているのかまで推測すること

が出来ない上に、三人だけだとそもそもサイトの

好みが違う場合もあり、評価も正当性に欠ける可

能性がある。例えば、実験参加者 1はニコニコ動

画に対して特にマイナスな意識を普段から持って

はいないが、実験参加者 2は元からあまり好んで

はいないようだった。当論文で結論付けた動画サ

イトに適した広告表示が他の多くのユーザにとっ

ても望ましいかどうかは、動画サイトの好みや操

作に慣れている度合いが偏らないように実験参加

者を募集した上で、今回の実験参加者 3人の実験

結果と感想を元に動画サイトの広告位置やそれに

対する評価を調べるアンケートを通じて追加実験

していきたい。 

また、今回の手法では動画サイトを操作する環

境が日常よりもずっと不自然であり、実験参加者

の操作とインタビューからまとめた普段の操作の

実態が食い違うこともあった。実験だということ

を意識しすぎてしまったため通常なら動画視聴画

面まで余計な部分は見ないのにスクロールして下

のほうまで隈なく見る、自分が見たい動画ではな

いので飽きる、興味を持つ分野ではないので関連

広告にも意識が向かないなどの問題もあった。こ

れらを改善する為に、アンケートによる調査とは

別に、自分の好きな動画を自宅でのスタイルと同

じように視聴してもらう実験を行う必要がある。

その際、実験者は実験参加者から離れて、余計な

ストレスを与えないよう留意する。アンケートと

実験の結果を照らし合わせれば、より一般的に良

いとされる広告表示のあり方を考えることが出来

ると考えられる。 
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布の風合いを表す感性語と視覚・触覚との関連 
KANSEI Words Expressing Fabric’s Texture and Their Relationship 

with Visual and Haptic Senses 
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Masataka Tanno, Noriko Ito, and Mamiko Sakata  
 

†同志社大学 
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Abstract 
 This study examined how the raw materials and 
colors of a fabric affected its texture and what kind of 
differences arose in the fabric’s evaluation when it was 
presented alone as a “visual image” or as a 
combination of “visual and haptic senses.” The 
analysis of the study results revealed that the fabric’s 
texture was evaluated according to the following four 
indices: thin or thick feel, hard or soft feel, cleanliness, 
and rough or smooth feel. The evaluation of the 
fabric’s texture was greatly affected by the difference 
in the raw material. All the indices, except the hard or 
soft feel, were strongly affected by the difference in 
presentation method. It was also found that all the 
indices, except cleanliness, were greatly affected by 
the color, regardless of the difference in the raw 
material or presentation method. 
 
Keywords ―KANSEI Words, Fabric’s Texture, 
Visual Sense, Haptic Sense 

 

1. はじめに 

 森本（2007）によると、目的とする製品を効率

よく生産するためには、素材の状態で出来上がる

製品の品質を推定できることが求められ、特に繊

維製品は素材との相関が顕著にみられるため、風

合いの判定法や素材の力学的な特徴と風合いの関

係についての研究が数多く行われている。人が素

材の特性と心理的印象の関係を表現するためには、

言葉が必要となる。つまり、繊維製品を評価する

ためには、感性語が重要な意味をもつ。言葉を介

した布の評価に関して、小林（1973）は「人はあ

る布の評価をする場合、こしがある、ぬめり感が

ある、肌触りがよい－悪い、涼しそうなど形容詞

を使ったり、手振りなどの動作で表現する。その

布の特徴を風合い形容語で表現するときは、重い、

薄い、柔らかいなどの単一の物理的特性に関して

いると思われるような表現と、こし、シャリ、ぬ

めりなどのように複合的特性と思われる表現もあ

る。」と述べている。しかし、このような感性語は

評価者間でばらつきが生まれたり、繰り返し評価

したときの結果に変化が生じることがある。なぜ

なら、感性語には基準が存在しないためである。

そのため、感性による効果の特徴を客観的に表現

するためには、一般的な評価基準が必要となる。 

 そこで本研究では、人が視覚、触覚などのモダ

リティを通じて感受する布の風合いがどのような

感性語で表されるか、また布の風合いにはどのよ

うな要因が影響しているか、を明らかにすること

を目的とする。 

 

2.方法 

2.1 調査に用いた語彙と布の種類の選出 

アンケート調査に用いる感性語の選出について

は、語彙に一般性を持たせるために、11 人に予備

調査を行った。まず分類語彙表（2004）の大分類：

相の小分類：材質より 167 語を選出した。それに

対し、「布の風合い」を表わす語として「自然であ

るかどうか」「日常的にどの程度使うか」という質

問について５件法で回答を求め、語句ごとに平均

値を算出し、3.0 以上のもの 52 語を選出した。次

に、その語彙に森本ら（2007）の 45 語を加え 97

語とし、再度上記の予備調査を行った。これは、

ASTM 式1に対応する語彙を含むためである。これよ

                                                  
1 ASTM 式とは American Society for Testing and 
Materials（2009）が定めた布の特徴を専門的に示す国

際標準指標（温冷感、軽重感、薄厚感、乾湿感、硬柔感、

粗滑感、その他）のことである。 
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り得られた語彙の中から、被験者の負担も考慮し、

類似語を極力除いた 30 語をアンケートに用いる

評定語とした(表１参照)。 

布の素材は、視覚と触覚を調べるために、見た

目と肌触りが明らかに違うポリエステル、綿、ナ

イロンを対象とした。また色の種類は、小林

（1999）を参考に、白の反対色相である黒を選び、

赤の反対色相である青を選んだ。 

 

2.2 手続き 
本研究では大学生男子 30名、女子 30名を対象

に、布に関して 2種類の調査を行った。 

第一の調査は，主観的使用頻度評定を求めるた

めのものである。評定者には布を呈示しない状態

で，前節で選定した風合いに関する感性語 30 語そ

れぞれに対して「日常的にどの程度使用するか」

を 5件法にて回答を求めた。 

第二の調査は，布の「素材（ポリエステル・綿・

ナイロン）」「色（白・黒・赤・青）」および布の「モ

ダリティ（視覚・視覚+触覚）」が布の感性評価に

与える影響を確かめるためのものである。計 12

種類の布と前述の感性語 30 語を呈示し，「それぞ

れの語句が布の風合いを視覚的にどの程度表現で

きているか」について 5 件法にて回答を求めた。

次に、布に触れさせた上で、再度「それぞれの語

句が布の風合いを触覚的にどの程度表現できてい

るか」について 5 件法にて回答を求めた。なお、

後者は被験者の視覚を遮断していない。色の順番

や触る布の順番により、回答に偏りが生まれない

ように布の呈示順は被験者ごとにランダムに変更

してカウンターバランスをとった。 

 

2.3 分析 
主観的使用頻度評定を求めるために、第一調査

の評定値の平均を算出した。その結果をもとに、

使用頻度が 3.0 以上の語句（布の風合いを適切に

表す感性語）のみを選出し、主成分分析を行った。

さらに上記で抽出された主成分の主成分得点を従

属変数として、三要因の分散分析（素材(3)×色(4)

×モダリティ(2)）を行った。 

3.結果と考察 

3.1 主観的使用頻度評定 

 第一調査結果の記述統計量を表１に示す。平均

値が 5 に近いものほどよく使用する、1 に近いも

のほど使用しない語句となっている。表 1 より、

硬柔感と薄厚感を表現する語句は「よく使用する」

と評価されている一方で、粗滑感を表現する語句

は「あまり使用しない」と評価されていることが

示された。 

 

表 1：主観的使用頻度評定 

感性語 平均 標準偏差 

べとべと 1.90  1.13 

はりのある 2.10  1.18 

がさつく 2.13       1.17

ほこりっぽい 2.13  1.19 

ひんやりした 2.22  1.22 

ふっくらした 2.23  1.31 

不潔 2.38  1.30 

しなやか 2.48  1.28 

がさがさ 2.50  1.38 

ぱりぱり 2.63  1.30 

きめ細か 2.72  1.29 

ざらざら  2.85  1.45 

汚い 2.88  1.37 

ぺらぺらした 2.97  1.52 

清潔 3.13  1.43 

毛羽立った 3.15  1.51 

伸びやすい 3.23  1.27 

すべすべした 3.30  1.49 

ごわごわ 3.35  1.25 

粗（あら）い 3.35  1.23 

暖かい 3.47  1.43 

さらさら 3.60  1.33 

軽い 3.70  1.32 

きれい 3.72  1.28 

ふかふか 3.73  1.41 

かたい（堅・固・硬） 3.77  1.28 

厚い 3.88  1.20 

薄い  4.02  1.02 

丈夫（じょうぶ） 4.22  0.98 

やわらかい（柔・軟） 4.48  0.87 
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3.2 布の風合いを評価する指標（主成分分

析） 
主観的使用頻度の平均が 3.0 以上であった 16

単語を布の風合いを評価するために適切な語句で

あるとして抽出し、主成分分析を行った（相関行

列）。その結果、4 つの主成分が抽出された（固有

値 1 以上）。第一主成分の寄与率は 24.870%、第

二主成分は 15.945%、第三主成分は 13.083%、第

四主成分は7.879%であり、累積寄与率は 61.777%

となった。成分行列の結果は表 2 となり、第一主

成分は薄厚感、第二主成分は堅柔感、第三主成分

は清潔感、第四主成分は粗滑感と命名する。 

主成分分析によって得られた主成分得点につい

て、第 1 主成分をｘ軸、第 2 主成分をｙ軸にして

各刺激をプロットしたものを図 1 に示す。同様に、

第 3 主成分をｘ軸、第 4 主成分をｙ軸にプロット

したものを図 2 に示す。 

 

表 2：成分行列 

  

成分 

1 

薄厚感 

2 

粗堅感 

3 

清潔感 

4 

粗堅感

丈夫 -.355 -.288 .513 .046

暖かい -.255 .550 .186 .093

粗い -.523 -.096 -.064 .598

さらさら .665 .240 .323 -.067

すべすべした .594 .284 .425 -.083

やわらかい .470 .551 -.181 .131

かたい -.504 -.456 .420 .128

毛羽立った -.348 .630 -.069 .225

軽い .664 -.121 -.103 .575

薄い  .715 -.111 -.153 .505

ふかふか -.263 .782 .081 .023

厚い -.669 .252 .371 -.013

清潔 .331 -.058 .735 .120

伸びやすい .003 .632 .103 -.002

ごわごわ -.626 .059 .133 .440

きれい .391 -.055 .738 .045

主成分分析により､布の風合いの評価は「薄厚

感」「堅柔感」「清潔感」「粗滑感」の 4 つの指標

から構成されていることが確かめられた。 

 

 

図 1：薄厚感（第一主成分）×堅柔感（第二主成

分） 

 

 

図 2：清潔感（第三主成分）×粗堅感（第四主成

分） 

 

3.3 布の風合いに影響を及ぼす要因（三元

配置分散分析） 
 本節では、布の風合いの評価に素材、色がどの

ように影響しているか、また布を感受する際のモ

ダリティが視覚のみと視覚+触覚ではどのように

異なるかを検討する。3.2 で抽出されたそれぞれ 4

つの主成分（指標）の主成分得点を従属変数とし

て、三要因の分散分析（素材(3)×色(4)×モダリ

ティ 2)）を行った結果を以下に示す。 

・薄厚感（第一主成分） 

薄厚感を従属変数とした三元配置分散分析の結

果、表 3 に示す通り、色の種類に主効果

（F(3,59)=6.747,p<.01）が表れ、布の素材とモダ

リ テ ィ の 間 に 交 互 作 用 が 認 め ら れ た

（F(2,59)=8.056,p<.01）。 
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表 3：被験者観光課の検定 

要因 平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率

素材 320.854 2 160.427 212.126 .000

ﾓﾀﾞﾘﾃｨ 2.063 1 2.063 2.728 .099

色 15.308 3 5.103 6.747 .000

素材*ﾓ
ﾀﾞﾘﾃｨ 

12.185 2 6.093 8.056 .000

素材*ﾓ
ﾀﾞﾘﾃｨ 
* 色 

4.414 6 .736 .973 .442

 

 まず、主効果の認められた色の種類について多

重比較（Bonferroni）を行ったところ、白と青は

黒と赤よりも有意に第一主成分の要素が強いこと

がわかった。つまり、白と青は薄く感じられ、黒

と赤は厚く感じられるということができる。 

布の素材とモダリティ間の交互作用に対して、

単純主効果の検定と多重比較（Bonferroni）を行

った。その結果、ポリエステルに関してモダリテ

ィ間に有意な差が見られ、「視覚+触覚」のほうが

第一主成分（薄厚感）を高く評価されている（薄

い）ことが明らかとなった。また両モダリティと

もポリエステルが他の布よりも第一主成分（薄厚

感）の要素が強いことも明らかとなった。  

 

 

図 3：薄厚感（第一主成分）のﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾌﾟﾛｯﾄ 

 

 以上より、ポリエステルはモダリティ（呈示方法）

に関わらず他の布よりも薄く感じられることがわ

かった。また、ポリエステルは視覚のみよりも触

覚を伴った方が薄く感じられることも示された。 

・堅柔感（第二主成分） 

堅柔感を従属変数とした三元配置分散分析の結

果、表 4 に示す通り、布の素材に主効果（F(2,59)= 

181.160,p<.01）と色の種類に主効果（F(3,59)= 

10.616,p<.01）が認められた。いずれの要因間に

おいても交互作用は認められなかった。 

 

表 4：被験者間効果の検定 

要因 平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率

素材 284.476 2 142.238 181.160 .000

ﾓﾀﾞﾘﾃｨ .001 1 .001 .002 .966

色 25.006 3 8.335 10.616 .000

素材*ﾓ
ﾀﾞﾘﾃｨ 

4.642 2 2.321 2.956 .052

素材*ﾓ
ﾀﾞﾘﾃｨ * 

色 
4.803 6 .801 1.020 .411

  

色 と 素 材 に つ い て そ れ ぞ れ 多 重 比 較

（Bonferroni）を行ったところ、布の素材は綿・ポ

リエステル・ナイロンの順に有意に第二主成分（堅

柔感）の要素が強いことがわかった。また色の種

類は、白が他の色よりも有意に第二主成分（堅柔

感）の要素が弱いことがわかった。つまり、綿・

ポリエステル・ナイロンの順に柔らかく感じられ、

白は他の色よりもかたく感じられるといえる。 

 

・清潔感（第三主成分） 

 清潔感を従属変数とした三元配置分散分析の結

果、表 5 に示す通り、布の素材とモダリティの間

に交互作用が認められた（F(2,59)= 7.434,p<.01）。 

 

表 5：被験者間効果の検定 

要因 平方和 
自由

度 

平均平

方 
F 値 有意確率

素材 226.483 2 113.241 134.663 .000

ﾓﾀﾞﾘﾃｨ .962 3 .321 .381 .766

色 .776 1 .776 .923 .337

素材*ﾓ

ﾀﾞﾘﾃｨ 
12.503 2 6.252 7.434 .001

素材*ﾓ

ﾀﾞﾘﾃｨ * 

色 

1.606 6 .268 .318 .928
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 布の素材とモダリティ間の交互作用に対して、

単純主効果の検定と多重比較（Bonferroni）を行

った。その結果、綿とポリエステルに関してモダ

リティ間に有意な差が見られ、具体的には、綿は

「視覚＋触覚」のほうが第三主成分（清潔感）を

高く評価されており（清潔）、逆にポリエステルは

「視覚のみ」のほうが第三主成分（清潔感）を高

く評価されていることが明らかとなった。また両

モダリティともナイロン・ポリエステル・綿の順

に第三主成分（清潔感）の要素が強いことが明ら

かとなった。 

 

 

 図 4：清潔感（第三主成分）のﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾌﾟﾛｯﾄ 

 

以上より、モダリティに関わらず、ナイロン・ポ

リエステル・綿の順に清潔と感じることがわかっ

た。また、綿は視覚のみよりも触覚を伴った方が

清潔と感じられ、ポリエステルは触覚を伴うより

も、視覚のみの方が清潔と感じられることも示さ

れた。 

 

・粗滑感（第四主成分） 

粗滑感を従属変数とした三元配置分散分析の結

果、表 6 に示す通り、色の種類に主効果（F(3,59)= 

4.045,p<.01）が表れ、布の素材とモダリティの間

に交互作用が認められた（F(2,59)= 4.035,p<.01）。 

 

 

 

表 6：被験者間効果の検定 

要因 平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率

素材 37.629 2 18.814 19.557 .000

ﾓﾀﾞﾘﾃｨ 3.267 1 3.267 3.396 .066

色 11.675 3 3.892 4.045 .007

素材*ﾓﾀﾞ

ﾘﾃｨ 
7.763 2 3.882 4.035 .018

素材*ﾓﾀﾞ

ﾘﾃｨ * 色
4.343 6 .724 .752 .608

  

まず、主効果の認められた色の種類について多

重比較（Bonferroni）を行ったところ、白は他の

色よりも有意に第一主成分の要素が強いことがわ

かった。つまり、白は他の色よりも粗く感じられ

るということができる。 

布の素材とモダリティ間の交互作用に対して、

単純主効果の検定と多重比較（Bonferroni）を行

った。その結果、ポリエステルに関してモダリテ

ィ間に有意な差が見られ、「視覚＋触覚」のほうが

第四主成分（粗滑感）を高く評価されている（粗

い）ことが明らかとなった。また「視覚のみ」で

判断した場合は、綿・ナイロン・ポリエステルの

順に第四主成分を高く評価されており（粗い）、「視

覚＋触覚」の場合は、綿・ポリエステル綿・ポリ

エステルの順に第四主成分を高く評価されている

ことが明らかとなった。 

 

 

図 5：粗堅感（第四主成分）のﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾌﾟﾛｯﾄ 

 

以上より、「視覚のみ」で判断するときは綿・ナ

日本認知科学会第27回大会 P3-5

647



イロン・ポリエステルの順に粗く感じるが、触覚

を伴うとナイロンとポリエステルの間に粗さの違

いを感じなくなることがわかった。また、ポリエ

ステルは視覚のみよりも触覚をともなった方が粗

く感じられることも示された。 

 

4.まとめと課題 
 本研究は、布の風合いの評価に素材、色がどの

ように影響し、また布の呈示方法が「視覚のみ」

および「視覚＋触覚」の場合とで評価にどのよう

な差異が生じるかを確かめるものであった。 

 分析の結果以下のことが明らかとなった。 

・布の風合いの評価は「薄厚感」「堅柔感」「清潔

感」「粗滑感」の 4つの指標から構成されている。 

・布の風合いの評価には、素材の違いによる影響

が大きいが、堅柔感以外の指標には「視覚のみ

による呈示か」「触覚を伴う呈示か」という呈示

方法の違い（モダリティ）の影響も強く受ける。 

・清潔感以外の指標は、素材・呈示方法のいかん

に関わらず、色による影響を受ける。 

ただし、上記の結果はある特定の大学に所属す

る大学生に限定した特徴である。したがって，本

結果を性別や年齢，あるいは文化差を超えた普遍

的なものと捉えることは拙速であることは言うま

でもない。また，本研究では，モダリティの影響

を調べるために「視覚のみ」「視覚+触覚」の 2 水

準を設定したが，「触覚のみ」の条件も設定するべ

きであった。これらの課題を考慮した条件吟味を

繰り返す必要があるだろう。 
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Abstract 
The aim of the current study was to provide detailed 

data on the skill at controlling conchoidal fracture, 
data that may be used to help infer the processes 
responsible for generating the technological diversity 
observed in Early Stone Age sites. We conducted an 
experiment with modern stone knappers with different 
skill levels and systematically analyzed not only the 
products of flaking (i.e., detached flakes) but also the 
intentions prior to flaking, as well as the actions taken 
to control the shape of a flake through direct 
hard-hammer percussion. Only modern stone knappers 
with extensive knapping experience proved capable of 
predicting and controlling the shape of a flake, which 
indicated the significant difficulty of controlling the 
shape of flakes. Evidence was found that knowing the 
consequence of a strike given to a core at hand 
requires the acute exploration of the properties of the 
core and hammerstone to comply with the 
higher-order relationship among potential platform 
variables, kinetic energy of the hammerstone at impact, 
and flake dimension that reflects the constraints of 
conchoidal fracture.  
 
Keywords ― Affordances, Ecological Information, 
Skill, Evolutionary Psychology 

 

1. はじめに 

 260 万年前に最古の石器が見つかっているオル

ドワンと呼ばれる世界最古の石器群においては，

石素材の硬質ハンマーによる直接打撃により，貝

殻状断裂と呼ばれる独特の破壊力学の原理に応じ

て，断面に鋭いエッジが生じるかたちで石核から

剥片が打ち割られていた証拠が存在する[1]．従来，

オルドワン石器は石を簡単に打ち割っただけの剥

片や石核であり，その製作技能は容易に習得可能

なものだとする解釈が主流であった．しかしなが

ら 近 年 に な っ て ， 234 万 年 前 の ケ ニ ア の

Lokalalei2C 遺跡などにおいて，同一の石核から複

数の剥片を打ち割る際に，後続の剥片の打ち割り

行為に機会をもたらすような形で，かなり精妙に

打ち割られる剥片の形状がコントロールされてい

た証拠が見つかるなど，従来の解釈の再考を促す

ような報告が現れ始めている[2, 3]． 

 考古学においてはしばしば同一の石核から複数

の剥片を打ち割る際の剥離順序の組織化の問題が

検討され，石器製作における一連の合理的な手順

の発生が，進化の過程における人類の認知的発達

と関連づけられてきた[e.g., 3]．しかしながら，剥

片が打ち割られる順序が重点的に検討されてきた

一方で，打ち割り順序の組織化の前提条件となる

はずの，個々の剥片の形状がどのようにして制御

されるのかという問題については，これまであま

り検討がなされてこなかった[4]．特に，実際に打

ち割る剥片の形を制御することはどの程度可能で

あり，どの程度の熟練を要するのか．さらに，剥

片の形を制御するためにはどのような条件を満た

さなければならず，製作者はどのようにして打ち

割ることが可能な剥片の形を石核に読み取ること

ができるのか，といった問題については未だにほ

とんど何もわかっていないのが現状である． 

 現代人を対象とした石器製作のレプリカ実験は，

実際に石器を製作していた人類と異なることを理

由にしばしば批判される[5]．しかし，石器が作ら

れた周囲に目を向けると，石の打ち割りを可能に

する物理的制約は共通しており，剥片の形を制御

する上でどのような条件が満たされなければなら

ないかという問題は，上記の問題を理解する上で

示唆に富むと思われる．こうした背景から，本研

究では，異なる石器製作経験をもつ実験協力者を
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招き，石核の上にマーカーによって打ち割られる

断裂の形状を予測して描いてもらい，続いてその

通りに実際に剥片を石ハンマーによる直接打撃で

打ち割ってもらうという実験を行い，打ち割りに

よる剥片の形の制御について検討を試みた [6]． 

 

2. 実験 

2.1. 実験協力者 

 22 名（女性 5 名，男性 17 名）が実験に参加し，

石器製作経験から３つのグループに分類された．

実験協力者のうち5名は20年以上習慣的に石器を

製作しているイギリスのレプリカ石器製作職人お

よび，石器を専門とするフランスの考古学者

(UMR 7055-CNRS-University of Nanterre)であり，熟

練者と分類された．石器製作経験 5 年以上の考古

学者は中級者と分類された．石を打ち割ったこと

があるが，数年にわたって習慣的に石器を製作し

た経験がない者は，初心者と分類された．実験協

力者の平均年齢は 39±11 歳，平均身長は 175±7cm，

体重は 75±10kg であった． 

 

2. 2. 機材 

 ヨーロッパの初期石器群でしばしば用いられて

いた貝殻状断裂の特性をもつフリントを石核とし

て使用した [c.f., 7]．石核はある程度条件を揃える

ために，実験前に切頭体（頂点を切り落とした四

角錐）に大まかに成形され，参加者に渡された(図 

2)。ハンマー石は，10 数個用意された石の中から

参加者が自ら好みの石を選んで使用した。クラス

カル・ウォリスの検定により，ハンマー石の重さ，

および石核の重さが，グループ間で有意な差がな

いことを実験後に確かめた。 

 電磁式の 3 次元モーションキャプチャーシステ

ム(Polhemus Liberty)によってサンプリング周波数

240hz で手の運動が計測された。 

 

2. 3. 手順 

 実験協力者は，石核を手渡され，まず打撃によ

って打ち割られるであろう剥片の形の輪郭を予測

してマーカーで描き，続いて予測した剥片を，実

際の打撃によって打ち割ることを試みた（図 2）。

剥片の形状は実験者によって指定されることはな

く，実験協力者には予測通りに打ち割ることだけ

が求められた．各被験者は予測と実際の打撃によ

る打ち割りを３回行った。打撃によって剥片が打

ち割れなかった場合，3 度まで続けて打撃を行う

ことが許された。 

 

2. 3. データ分析 

打ち割られた剥片と石核は実験後回収し，再び元

の形にセロハンテープを用いて接合され，予測され

た剥片と実際に打ち割られた剥片のそれぞれの計測

がなされた． 

貝殻状断裂に関する統制実験では，しばしばガラ

ス板に鉄球を落下させる実験パラダイムが用いられ

てきた[4, 8, 9]．本研究では，これらで用いられてい

る変数を参考にし，予測された剥片については，剥 

 
図 1 打ち割りの用語 

 

 
図 2 予測された剥片と実際に打ち割られた剥片

の差を表す変数（a+b:側方向の差，c:長さの差，

d:打点の差） 
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片の長さ(Lp)，剥片の幅(Wp)，打面の奥行(PDp)，打

面角(EPAp)，打ち割られた剥片については，剥片の

長さ(Lf)，剥片の幅(Wf)をそれぞれ計測した．また，

予測された剥片の輪郭と，実際に打ち割られた剥片

との差は，長さの差，長さ軸の中央点における側方

の差，およびこれらの和を用いて表した(図 2)。 

打撃時の手の運動については，（１）ハンマー石の

打撃時の運動エネルギー(Ek=1/2mv2)を算出した。運

動エネルギーの算出において v に 3 次元空間におけ

る合成速度，m としては用いられたハンマーの質量

と，加者の体重から概算した手の質量の和を用いた

[c.f., 10]．打点の正確さは，予測された打点と実際の

打痕との距離を計測することによって示した(図 2)。

剥片，および打痕の計測は，少しでもはっきりしな

い場合は欠損値とし，明確に計測できた値のみを分

析に用いた。 

線形混合モデルを用いて，それぞれの変数の平均

値に対するグループの効果を検討した[c.f., 11]．同一

の参加者による打撃における相関を考慮するため，

変量効果として参加者を含むモデルが用い，多重比

較には Bonferroni 修正による検定を用いた．さらに，

線形回帰分析によって，複数の変数の相関関係につ

いても検討した． 

 

3. 結果 

3.1. 打ち割りの成功率 

 104 回の打撃のうち，61 回が剥片を打ち割るこ

とに成功した打撃であった．剥片打ち割りの成功

率は，熟練者が 73%，中級者が 61%，初心者が 54%

であった． 

 

3.2. 予測された剥片の寸法 

 予測された剥片の長さ(Lp)の平均値は熟練者が

82.6mm，中級者が 63.3mm，初心者が 44.1mm で

あり，予測された剥片の幅(Wp)の平均値は熟練者

が 40.8mm，中級者が 32.4mm，初心者が 32.2mm

であった．ピアソンの相関分析では，用いられた

石核の質量と Lp，Wpとの有意な相関はどのグルー

プにおいても存在しなかった．分散分析の結果，

Lp に対するグループの主効果は有意であり

（F(2,19)=18.51, p<.001），多重比較では，すべて

のグループ間に有意な差が見られた(p<.05)．一方，

Wp に対するグループの有意な主効果は見られな

かった． 

 

3.3. 打ち割られた剥片の寸法 

 実際に打ち割られた剥片の長さ(Lf)の平均値は

熟練者が 84.8mm，中級者が 68.1mm，初心者が

42.6mm であり，予測された剥片の幅(Wf)の平均値

は熟練者が 47.8mm，中級者が 41.8mm，初心者が

37.2mm であった．予測された剥片の場合と同様，

ピアソンの相関分析では，用いられた石核の質量

と Lf，Wfとの有意な相関はいずれのグループにも

存在しなかった．分散分析の結果，Lf に対するグ

ループの主効果は有意であり（F(2,19)=17.42, 

p<.001），初心者が打ち割った剥片は中級者，熟練

者よりも有意に短かった(p<.01)．Wfに対するグル

ープの有意な主効果は見られなかった． 

 

3.4. 予測と打ち割られた剥片の比較 

 上記の結果では，予測と打ち割られた剥片の寸

法の平均値が一致しているように見えるが，これ

は複数の試行の平均値であり，必ずしも一回一回

の予測と打ち割りの精度が高かったことを意味し

ない．次に，一回一回の試行における，予測され

た剥片と実際に打ち割られた剥片の寸法の差(図 

2)の平均値を見てみると，長さにおける差は熟練

者が 12.2mm，中級者が 21.4mm，初心者が 19.3mm

であり，側方向の差(図 2 における a+b)は熟練者

が 8.2mm，中級者が 18.9mm，初心者が 25.8mm で

あった．長さと側方向の差の合計(図 2 における

a+b+c)に対するグループの有意な主効果が見られ

(F(2,17)=3.99, p<.05)，熟練者の方が初心者よりも

予測された剥片と打ち割られた剥片の寸法の差の

合計が有意に小さかった(p<.05)． 

 さらに，予測された剥片の長さと，実際に打ち

割られた剥片の長さの間には，熟練者においての

み有意な直線的関係が見られた(Lf =4.219 + 0.975 

× Lp, R2 =0.655, p < 0.001)(図 3)．また，予測された

剥片の幅と，実際に打ち割られた剥片の幅の間に 
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図４ 予測された剥片の長さと打面の奥行の比と

打面角の関係 
 

の段階で，予測された剥片の長さ(Lp)と打面の奥行

(PDp)，打面角(EPAp)の間には，Lp / PDp∝EPApという

関係が成り立つはずである．結果を見ると，熟練者

の剥片の予測においてのみ，このような関係を見る

ことができた (Lp / PDp =-6.145 + 0.184 ×EPAp, R2 

=0.696, p < 0.01)(図 4)．このことは，こうした変数

間の高次の関係を識別していなかった非熟練者とは

対照的に，熟練者が，貝殻状断裂に影響をもつこれ

らの変数の関係に応じて剥片の予測を行っていたこ

とを示唆している． 

図３ 上：打ち割られた剥片の長さと予測された

剥片の長さの関係．下：打ち割られた剥片の幅と

予測された剥片の幅の関係 
 

 も，長さの場合と同様，熟練者においてのみ有意

な相関が見られた(Wf=2.089 +1.225×Wp, R2 =0.548, 

p < 0.01)(図 3)．打ち割りの制御が難しいとされる

長い剥片を予測していたにも関わらず，熟練者の

予測・制御の制度は高かった． 

3.6. 石ハンマーの打撃時の運動エネル

ギーと剥片の長さとの関係 

 石ハンマーの打撃時の運動エネルギーの平均値

は熟練者が 4.5J，中級者が 6.5J，初心者が 10.1J

であり，熟練者の方が打撃時の運動エネルギーが

低い傾向が見られた．打撃時の運動エネルギーは，

熟練者においては，予測された剥片の長さときれ

いに比例していた（図 5）．しかし，こうした関係

は非熟練者には見られず，興味深いことに，打ち

割られた剥片の長さと運動エネルギーの間にもま

た，非熟練者には有意な線形的な関係が見られな

かった．  

 

3.5. 剥片の予測における打面まわりの

変数間の関係 

 鉄球をガラス板に落下させる統制実験において，

貝殻上断裂において，打面角が同じであれば，打

面の奥行が大きければ大きいほど剥片の長さが長

くなり，また打面の奥行が同じであれば打面角が

大きければ大きいほど剥片の長さが長くなるとい

う関係が生じることが知られている[4, 8, 9]．もし

このような貝殻状断裂の物理に応じて剥片の形が

予測されているのであれば，打ち割る以前の予測 

 先述のガラス板と鉄球を用いた実験パラダイム

においては，鉄球の打撃時の運動量は，ある閾値

を越えると貝殻状断裂における剥片の大きさに影 
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図６ 上：予測された剥片の長さと石ハンマー

 
を与えないことが示されている[9]．しかし，断

接打撃による貝殻状断裂によ

る

割る剥片を予測することができ

の予測においては，剥片のサイズと打

れなかったが，

ハンマーの打撃時の運動

. 結果の考察 

器においては，石の打ち割り

結果を事前に知るため

に

の打撃時の運動エネルギーとの関係．下：実際

に打ち割られた剥片の長さと石ハンマーの打撃

時の運動エネルギーとの関係 

響

裂が生じるためには，運動量がある一定の閾値を

越えなければならず，閾値の値は打面の奥行と打

面角の大きさに依存する．また，打面の奥行と打

面角の大きさに，生じる剥片の大きさは依存する．

剥片の長さと運動エネルギーとの間に比例関係が

生じるという本研究の結果は，熟練者は打撃時の

運動エネルギーを貝殻状断裂が生じる閾値付近に

低く保っていたことを示唆するものと思われる．

つまり，熟練者はある長さの剥片を打ち割るため

の必要最小限の石ハンマーの速度で剥片を打ち割

っていたことになる．一方，非熟練者は打撃時の

運動エネルギーが必要以上に大きいため，こうし

た関係が見られなかったものと思われる． 

4. 結果のまとめ 

石ハンマーによる直

剥片の形の予測と制御について，本研究では次の

結果が得られた． 

(1) 熟練者は打ち

た． 

(2) 熟練者

面まわりの変数（打面の奥行，打面角）の間

に一定の関係が生じていた． 

(3) 打ち割る剥片のサイズは指定さ

熟練者は非熟練者よりも長い剥片を予測し，

打ち割っていた． 

(4) 熟練者においては石

エネルギーが非熟練者よりも低い傾向にあり，

また予測された剥片の長さと比例関係を示し

ていた． 

 

5
 初期オルドワン石

によって生じる鋭利な断面を得ることに重点が置

かれており，打ち割りによって作った石器のかた

ち自体はさほど重視されていなかった[12, 13]．し

かしながら，一回一回の打ち割りによる剥片の剥

離においては，後続の打ち割り行為に機会をもた

らすようなかたちで，打ち割り行為の系列が組織

されていた証拠が存在する[2, 3]．このように一連

の打ち割り行為を組織化するためには，一回一回

の打ち割りがどのような結果をもたらすのか，あ

る程度事前に知っておく必要がある．多くの経験

を有する熟練者のみが剥片のかたちを予測・制御

することができたという本研究の結果は，このよ

うな技能が，それほど容易に習得できるものでは

ないことを示唆している． 

では，打ち割りがもたらす

は何が必要なのだろうか．先述の通り，ガラス板

と鉄球を用いた実験では，打面の奥行，打面角と打

ち割られる剥片との間に一定の関係が生じることが

知られている[4, 8, 9]．これらの変数間の関係は，実

際に石核の表面に見ることができ，石器製作者が直

接コントロールすることができるものである．実験
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の結果，熟練者はこうした関係に注意を向け，貝殻

状断裂の制約に沿うような形で，剥片の形を予測し

ていたのに対し，非熟練者の予測した剥片にはこれ

らの変数間の一定の関係は見られなかった．打ち割

り以前の予測の段階で熟練者と非熟練者にこのよう

な差が見られたことは，剥片の形を正確に制御する

上で，石の表面における貝殻状断裂に関連する変数

間の関係を探索し，検知することが，剥片の形の制

御において重要な役割を果たす可能性を示唆してい

る．一言で言えば，非熟練者は打ち割れそうもない

剥片を予測していたのに対し，熟練者は石のもたら

す現実の制約に基づいた予測をしていた． 

運動の制御においては，熟練者は，非熟練者より

も

時の運

動

. 打ち割り技能の理解に向けた示唆 

二

体

究の結果は，初期石器に見られる剥片打ち割

り

長い剥片を予測し，打ち割っていたのにもかかわ

らず，打撃時のハンマーの速度は遅く，平均すると

打撃時のハンマーの運動エネルギーは初心者の半分

以下であった．また，非熟練者においては，打撃に

よって打ち割られた剥片の大きさに，打撃時のハン

マーの運動エネルギーが影響を与えておらず，強く

叩いた結果，必ずしも大きな剥片が打ち割られてい

るわけではなかった．対照的に，熟練者においては，

打撃時のハンマーの運動エネルギーと予測された剥

片の長さが線形の相関を見せており，打ち割られた

剥片の長さとも同様の相関が見られた． 

貝殻状断裂を生じさせるのに必要な打撃

量は，打面の奥行と打面角の大きさに依存し，

また打面の奥行と打面角の大きさに剥片の長さは

依存する．しかし，ひとたび閾値を越えてしまう

と，打撃の強さは剥片の大きさに影響を与えない．

このことから，運動エネルギーと予測された剥片，

打ち割られた剥片ともに線形の関係が見られた熟

練者の結果は，打面まわりのレイアウトと意図さ

れた剥片の長さに応じて，剥片を打ち割るために

最低限必要な運動エネルギーを熟練者が検知して

いたことを示唆するものである． 

 

6
 石器技能の発達をめぐっては，しばしば心身

元論に基づく議論がなされてきた．たとえば，類

人猿と初期人類による石器製作を比較して，Toth 

& Schick[14]は“オルドワン方式で石を加工するこ

とはチンパンジーの認知能力を超えているかもし

れないが，チンパンジーの運動能力はこうした技

能を問題なく行えるだろう（p.351）．”同様に，

Pelegrin[15]は，“貝殻状断裂の制御は，運動技能と

いうよりは，規則の理解の問題である(p.23)．”一

方，Wynn[13]は，同じ二分法に立脚しつつも次の

ような正反対の主張をしている．“石を打ち割るこ

とは類人猿の認知能力の範囲内にある．…それは

単に，バイオメカニカルな制約が問題となってい

るのである（i.e., 類人猿は石の打ち割りに必要な

運動制御能力がないということである）(p.392)．” 

しかし，石の打ち割り技能について，“認知”と“身

運動”を分け，そのいずれの問題であるかというこ

とを問うことは的外れな議論のように思われる．た

とえば石ハンマーを用いた正確な打撃にはダイナミ

ックタッチによる打点の知覚が基礎となるが，こう

した知覚は“身体運動”から切り離した心の問題には

還元できず，しばしば情報を検知するための身体の

運動を伴う[c.f., 16-25]．一方，身体の運動の制御は，

“認知”から切り離すことができる問題ではなく，た

とえば本実験の結果のように，ハンマーによる打撃

運動は，打面まわりのレイアウトを探索して打ち割

りに必要な運動エネルギーを知覚することで制御さ

れる必要がある．石の打ち割りに必要なのは，打ち

割りに関連する環境の性質を特定する情報を探索し，

検知された制約や機会を行為に反映させることであ

る． 

本研

の制御技能が，心身の二分法におけるいずれかに

還元され得るものではなく，両者が密接不可分な形

で環境との関係を形成する行動を基礎にしているこ

とを示唆していた．さらに，ある手順に沿って剥離

を行うことを可能にする貝殻状断裂のコントロール

に相当な経験を要するという本研究が示した事実は，

オルドワン石器の一部に見られるような合理的な剥

離手順の組織の創発について，心的操作や抽象思考

と結びつける従来の議論とは別の視点から，石の特

性が行為に与える制約の探索活動および制約に応じ

た行為の制御の洗練と，その世代を越えた再帰とい
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う視点から議論する必要性と新たな解釈の可能性を

示唆するものである． 
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陶磁器産地における実践共同体の形成と技能の学習
Skill learning and communities of practice in the ceramic industry
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Abstract
The aim of this study is to investigate skill learning in

communities of practice. We conduct research on the
ceramic industry through case studies of two
accumulating regions of the industry. We explore how
ceramic makers acquire skills from their communities
of practice in both regions. The results reveal that
region A retained communities of practice over
generations, although the significance of learning
changed; in contrast, several communities, including
communities of practice aimed at skill learning, were
found in region B. Because each community has
different implications, they complement each other.
Such differences are important in highlighting the
objectives of various communities of practice. Finally,
we discuss an appropriate form of communities of
practice in industrial regions.

Keywords ― communities of practice, skill
acquisition, ceramic industry

1. 目的

本研究では，実践共同体 (communities of

practice)における技能の学習について，陶磁器産

地における実践共同体の形成と運用の事例をもと

に議論する．Lave & Wenger (1991)，Wenger

(1998)，および Wenger, McDermott & Snyder

(2002) などの実践共同体にかんする諸研究では，

実践共同体が仕事の中での技能習得や学習におい

て大きな役割を果たしていること，およびそのメ

カニズムについて明らかにされている．Lave &

Wenger (1991) では技能や知識の獲得と共同体

への参加，そして成員としてのアイデンティティ

の構築を三位一体としてとらえる正統的周辺参加

(legitimate peripheral participation) の枠組み

において，知識や技能の修得のために学習者は否

応なく実践共同体に参加するとされ，学習者は実

践共同体に対して，実践に基づく参加をすること

で技能や知識へアクセスし，学習することができ

るとしている．Wenger (1998) では実践共同体に

おける多様な実践が，状況との相互作用を通じて

参加・不参加の形態，境界(boundary)，ローカリ

ティ(locality)，そして共同体の一員であるという

アイデンティティ(identity)を相互規定するとし

ている．そして Wenger, McDermott & Snyder

(2002)では，実践共同体を「あるテーマにかんす

る関心や問題，熱意などを共有し，その分野の知

識や技能を，持続的な相互交流を通じて深めてい

く人々の集団」と定義し，その具体的な構築プロ

セスについて，潜在(potential)，結託(coalescing)，

成熟(maturing)，維持向上(stewardship)，変容

(transformation)の 5段階に分けて説明している．

Wenger et al. (2002) は実践共同体を，知識マネ

ジメント (knowledge management) における知

識創造・共有の装置として発展させている．知識

マネジメントの研究においては，公式組織と実践

共同体が重層的な (double-knitted) 構造をなし，

両者の相互作用が知識や技能の質を高め，また学

習を促進するとされる (Buckman, 2004)．実践共

同体は，組織の中の知識が所有者や文脈から切り

離され難い存在とされ(Brown & Duguid, 2000)，

その知識の生きた保管庫であり，さらに発展させ

ていく装置としてとらえられているのである．

しかし Wenger et al. (2002) も指摘し，Lave &

Wenger (1991) で取り上げられている事例をみ

てもわかるように，実践共同体の形成は教育現場

と企業内に限るものではない．企業外の勉強会

(荒木, 2009) や技能講習会 (松本, 2009) におい

てもみられるし，また同業種の個人事業主や中小

企業によって構成されるものもある (松本, 2009)．
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そして今回みていくようにそれは，同一の産業に

属する企業が一定地域に集積すること(産業集積)

により形成された「産地」においても形成される．

産業集積の研究においても集積の意義と利点とし

て，産地内での共通技能の形成と技能伝承があげ

られている (Marshall, 1920)．また集積によって

企業間のコミュニケーション・学習が促進され

(Saxenian, 1994)，技術が波及しやすくなり

(Krugman, 1991)，その相互作用の結果として新

しい製品やイノベーションが生まれることが多い

ことも指摘されている (Porter, 1998; 金井 ,

2003)．その原動力として，産地内において形成さ

れる実践共同体がどのような役割を果たしている

のか，本研究ではこの問題を陶磁器産地において，

陶磁器作家(＝個人事業主)が地域において形成す

る実践共同体を調査することによって明らかにす

る．これが本研究の目的である．

2. 方法

本研究では定性的方法により収集したデータに

基づく事例研究を行った．事例研究は Yin (1994)

の方法に基づき，陶磁器産地 A 地区・B 地区とい

う複数の事例を比較分析することを念頭に調査を

行った．しかし両者は産地の規模や売上高などで

違いが大きいため，単純に比較することは困難で

あった．そこで 2 つの単独事例として扱い，その

産地における実践共同体の構成，および作陶技能

の学習に対する影響を分析した．

陶磁器を製造・製作する主体は，製品としての

量産品を作る「窯元」と，作品としての一品もの

を作る「作家」に大別できる．今回事例でとりあ

げる A 地区・B 地区はいずれも作家が多く，主な

製作者となっている．本研究では事例に用いるデ

ータ収集のため，2 つの陶磁器産地において A 地

区では 24 の窯元・作家に，B 地区は 11 の作家に

対してインタビューをおこなった．インタビュー

は調査者と被調査者の対面形式で，時間は 30 分

から 1 時間である．インタビュー方法は事前のガ

イドラインに従いながら，具体的なポイントにつ

いては深く追求する半構造化インタビュー (May,

2001) である．インタビューデータは文書化し，

産地ごとに問題意識に沿って特徴的なデータを抽

出し，事例を構成した．以下ではその 2 つの事例

をみていく．

3. 結果 1：陶磁器産地 A地区の事例

A 地区は陶磁器産地として約 100 年の歴史を有

する産地である．地区内には小規模作家を中心に

80 ほどの窯元・作家が集積して存在する．産地の

規模を示す生産高は全国的にみても高くはなく，

地区のある県を中心に需要がある．

その産地の技能の形成・向上には「陶友会」と

いう組織が大きな役割を果たしてきた．陶友会は

地域の作家・窯元が任意で入会する組織であり，

年数回の例会以上の公式な活動はないが，非公式

な親睦活動に加え，作陶技能の学習活動が頻繁に

行われてきている．これらの点により陶友会は「領

域」「共同体」「実践」の 3 要素を有し，学習を目

的とするという Wenger et al. (2002) の定義に合

致することから，実践共同体に位置づけることが

できる．

A 地区が陶磁器産地として未成熟であった時代

は，機械設備の必要ない花器が製品の中心的なア

イテムであったが，食器の需要が高まるにつれ，

作陶機械(電気駆動の「機械ろくろ」)およびその

技能の獲得が必要になってきた．しかし当時は高

価な作陶機械を個人で所有することが難しかった．

そこで当時の若い作家たちは，機械ろくろの所有

者であった，地域で唯一の大規模窯元を中心に，

陶友会の技能研究会を催して集まった．陶友会は

ここから作陶技能を研究・共有する場になったの

である．すでに機械ろくろの作陶技能を有する職

人は，陶友会での公式な技能伝承活動に加え，就

業時間外の作陶活動を見学することを許可した．

他の作家はそれらの学習機会により作陶技能を学

び，陶友会の活動に参加し技能を習得した作家が，

現在は地域において熟達した作家となり影響力を

もっている．陶友会は公式の技能伝承活動に加え，

非公式の場での技能学習につながる作家同士のつ

ながりを作る原動力になったのである．それは作

日本認知科学会第27回大会 P3-7

658



陶機械の共有という，道具を中心に形成された実

践共同体であった．

その後産地の発展にともない，機械ろくろも個

人所有できるようになったが，それにともなって

陶友会は，活動の場を熟達した作家の窯元へと移

し，その活動目的を作陶機械の技能習得の場から，

熟達した作家から若手作家への技能指導の場へと

変化させた．公式・非公式に作陶技能指導の場が

設けられ，そこにおいて具体的な問題意識を持っ

た若手作家が技能向上のために集まった．陶友会

の学習活動は作陶技能を一から学ぶというところ

から，すでに作陶活動をおこなっている若手作家

が，具体的な問題を持ちよってそれを解決すると

いう，問題解決の場に変わったのである．それに

伴い，若手と熟達した作家とのネットワーク作り

にも陶友会が利用されるようになった．若手作家

が熟達した作家に技能を学びにいく際も，まず陶

友会で親睦を深めた後で技術指導を仰ぐことが，

教えを請うのによりスムーズな方法であった．ま

た他の産地への研修旅行も陶友会単位で実施され，

大きな成果をあげていたという．

しかしA地区は大きな窯元ではなく個人作家が

ほとんどを占めていることもあり，陶友会は親睦

を深める役割の方が徐々に大きくなり，学習面で

の役割は，小規模な学習機会を生み出すものへと

変化していった．若手作家は熟達した作家からの

指導よりも，陶友会をきっかけに若手作家同士の

グループを形成し，彼ら同士で問題解決を行うよ

うになったのである．また若手作家は陶友会のも

たらすメリットよりも，その役職の負担感から陶

友会を敬遠する作家もおり，技能学習の場として

の陶友会は衰退していった．

そして現在の陶友会は，特定の公的養成施設の

卒業生が中心になり，技能共有の場へと再構築し

ている段階である．養成施設は地域内外からの初

心者を募集し，A 地区の熟達した作家が指導する

が，その卒業生・在校生が中心となり，技能学習

の機会を設けている．ここで特徴的なのは，在籍

している学習者はもちろん，卒業した作家もまだ

自分の窯を持つには至らない者もいるという事情

で，技能学習の場として養成施設を活用している

ことである．養成施設なら作陶機械も多く，学習

のための設備は充実し，何より大きなスペースが

集団学習を可能にするのである．

このように A 地区の陶友会の特徴は，歴史の変

遷とともにその役割と形態が変化しながらも，実

践共同体が継続していることである．

4. 結果 2：陶磁器産地 B地区の事例

B 地区は陶磁器産地として 400 年以上の歴史を

有する．B 地区の作品の特徴は自然の風合いとそ

れを実現する焼成であり，高い技能が要求される

ことから，生産量は高くはないが，作品あたりの

単価は総じて高い．しかし地区の特徴としてほと

んどが個人作家であり，また彼らに「一国一城の

主」という意識が強く，横のつながりが生まれに

くいということがある．技能学習については焼成

時の手伝いを通じて形成された人脈を通じた技能

指導や，試行錯誤がその中心となる．

B 地区においては「陶友会」「陶心会」「育陶会」

の 3 つの主な交流組織が存在する．しかしすべて

が実践共同体と位置づけられるわけではない．「領

域」「共同体」「実践」の 3 要素を有し，学習を目

的とするという Wenger et al. (2002) の実践共同

体の定義からいえば，それに該当するのは「育陶

会」のみである．しかし 3 者はそれぞれに役割を

異にしながら，かつバランスのとれた活動により，

作陶技能の学習を促進させていた．

まず「育陶会」は，B 地区に存在する公的養成

施設を卒業した作家が集う組織である．構成員は

若手が中心で，先に挙げた 3 つの中でもっとも構

成者の平均年齢が若い．親睦を主な目的にしてい

るが，技能学習面での活動も活発である．まず若

手作家は育陶会の会員であるということで，熟達

した作家につながりを持ち，教えを請うのが容易

になる．この点は A 地区の事例と同じであるが，

比較的窯元・作家間の交流が容易な A 地区に比べ

て，その意義はより大きい．また入会は任意で，

他の組織と比較して他産地の作家も入会できるの

が大きな特徴である．そのため作家間のネットワ
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ーク作りに役立つという．そして年 1 回のデパー

トでの展示会を主催したり，郵便局での小さなリ

レー展といった活動があり，それらを通じて作家

同士での作品の評価や情報交換が行われたりする．

次に「陶心会」は 50 歳以下の作家のみで構成

される，若手中心の会である．こちらは親睦が主

な活動目的であり，学習関連での活動は行われな

いが，親睦以外の活動目的に，共同で開催する各

種展示会がある．地域のデパートでのリレー展示

や，東京など都市圏での展示会開催，年 2,3 回の

特定のテーマに基づいたテーマ展，そして会の中

で作られたグループによるグループ展など，多様

な展示会活動が，陶心会の組織を基盤にして開催

される．陶心会では若手の親睦はもちろん，展覧

会を中心にした集まりということで，若手同士の

横のつながりができやすい．また同様の作風を有

する若手同士の情報交換が活発におこなわれ，そ

こから新たなグループ展が開催されるきっかけに

なるのである．このような作家間の横のつながり

の形成という役割は，B 地区の若手作家にとって

大きな意義をもつという．

3 つめの「陶友会」は地域で大きな影響力を持

つ作家を中心に，全年齢層で構成される組織であ

る．作家組合のメンバー200 人以上の作家がそれ

に所属している．組合への加入に加え，入会に高

額の保証金が必要ということもあり，誰でも入会

できるというわけではない．活動内容としては親

睦以上の意味はもっていないが，作家組合の意思

決定に大きな影響を与え，B 地区の方向性を決め

る重要な役割を果たしている．そして陶友会は若

手作家にとっては，縦のつながりを生み出す場に

なっている．陶友会に参加するということはその

障壁の高さから一定の信頼を付与することを意味

する．それが大きな影響力を持つ作家に教えを請

う正当性 (legitimacy) を確保することにもつな

がっているのである．

この他にも中心となる作家は異なるが，陶心会

と同様に親睦の役割を持つ会が複数存在している．

そして B 地区の作家はこれらのうち 2 つないし 3

つの交流組織に所属する．これらの組織はいずれ

も親睦を主な目的としながらも，副次的な目的が

いずれも異なる．作家たちはそれを認識しつつ，

それぞれの組織で副次的な目的に応じた活動をし

ているのが特徴である．

5. 考察

本研究では 2 つの陶磁器産地の事例をもとに，

陶磁器産地における実践共同体について考察して

きた．最後に考察として 2 つのことを指摘したい．

1 つは長期に継続してきた実践共同体の事例，A

地区の事例である．Wenger et al. (2002) では 5

つの実践共同体の発展段階のうち，役目を終えた

実践共同体は，最後の変容 (transformation) 段

階において衰弱・消滅したり，社交クラブ化した

り，別個の共同体に分裂したり，他の共同体と合

併したり，あるいは企業に取り込まれたりすると

されている．しかし今回の A 地区の事例は，目的

を柔軟に変化させながら，組織を継続し続け，長

期的に技能学習の役割を担ってきた事例として注

目される．A 地区では実践共同体を取り巻く環境

が変化する中で，学習者の実践のありようも変化

しながらも，技能学習活動は継続している．

A 地区の陶友会が継続してきた要因としては，

技能学習の場であるという他に，地区の情報交換，

および親睦の場であることがあげられる．Wenger

et al. (2002) も指摘しているように，企業組織の

中において実践共同体のいわゆる社交クラブ化

は，その最終段階として共同体のいわば死を意味

するが，産地においてはそれだけでも人を結びつ

け，技能学習のきっかけを生み出す重要な役割を

果たしているのである．産地においてはたとえ技

能学習の役割が薄くなっても実践共同体が存在す

る意味は依然としてあり，たとえ学習活動が休止

状態になったとしても，時を経てまた新たな学習

活動の基盤になり得ることを考えれば，変容段階

の実践共同体の意義は再考する必要があるであろ

う．そしてそこから変容段階に至った実践共同体

をいかに「脱変容」あるいは「復活」させるかと

いう，新たな研究課題が見えてくるのである．

もう 1 つは，いわば実践共同体の「役割分担」
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ともいえる事例，B 地区の事例である．これは 1

つの実践共同体，あるいはそれに類似した組織が

限定された役割しか果たさず，それでいてお互い

が補完関係にありながら継続しているケースとし

てとらえることができる．B 地区に存在する複数

の作家が構成する会のうち，学習を目的とする実

践共同体といえるものは「育陶会」1 つしかなか

った．しかし残りの会は親睦，展示会，組合の意

思決定機関という異なる役割を持っている．そし

てその他の会があるからこそ，「育陶会」は学習の

場である実践共同体として，その活動を全うでき

ているのではないであろうか．他の組織に異なる

役割を任せ，同時に活発な学習活動を阻害する権

力を持つ，地域で影響力の強い作家を組織の外部

へ押しやることで，若手の学習の場としての純度

を確保していると考えることができる．インタビ

ューの中でも若手作家は，複数の会を「使い分け

る」という表現で，それぞれの会のもつ意義の違

いを認識していた．そのように考えれば，Wenger

(1998) の複数の共同体，および共同体外への参加

／不参加を含めた多様な実践によって実践共同体

の現実およびそこにおける学習のあり方が規定さ

れるという主張は，より現実味を持って受け止め

ることができるのである．

6. おわりに

本研究では 2 つの陶磁器産地の事例をもとに，

実践共同体における技能学習について考察してき

た．そこから世代を超えて長期にわたる実践共同

体の変遷，および複数の共同体が機能分化し補完

関係を構築することで学習を進める実践共同体の

形態について考察した．今後は他の産地について

も調査を進め，産業集積地域における実践共同体

についてデータを収集するとともに，その継続と

変遷のパターンについて考察を進めていきたいと

考えている．たとえば松本 (2003) では技能の特

性と形成方法の関連について考察しているが，複

数の共同体の機能分化という問題は，そのような

問題を考える上でも示唆をもたらすものと考えら

れる．
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Abstract 

This article presents a method of observing the 

internal thought in the design process by extending 

Poietiques and Reflections. This method is composed 

of three steps: designing by the designer, reporting by 

the designer as well as the third person (art researcher), 

reporting again by the designer by examining both the 

reports in the second step. The self-formation is 

expected be emerged in the third step and the 

observation is determined to be established if the 

self-formation is confirmed during this observation 

process itself. We applied the methods to a 

space-designing. The three reports were analyzed both 

quantitatively and qualitatively and many descriptions 

which were not involved in the previous two reports 

were found in the third report. Following these 

analysis, we could confirm the self-formation were 

emerged in the third step and the observation was 

established. 
 
Keywords ―  Design, Creativity, Research 

methodology 

 

1. はじめに 

 デザインの思考プロセスとは，何らかのものごと

を構成していくことのみならず，それを生み出す

ことで自己を参照する過程である．したがって，

デザインは，主体である自己を形成するという意

味においても，創造的であるといえる．創造的で

あろうとすれば，自己とはなにかという問題を避

けることはできないだろう．デザインとは，内発

的な動因により駆動される思考プロセスであり 

[1]，その動因を形成するものが「自己」なのでは

ないだろうか．それは，動機（モチーフ），および，

そこから形成される判断基準やもの見方などから

構成されると考えられる[2]． 

    本研究では，自己参照と自己形成の循環的なプ

ロセスを「自己探求」と定義し，それが新たな自

己の発見を伴うものを「創造的自己探求」とよぶ． 

 

2. 創造的自己探求の研究方法 

本研究は，デザインによって実現される創造的自

己探求の過程をとらえる方法を検討する． 

  デザインが内発的な動因により駆動される思考

プロセスを対象とするには，デザイン思考の主体

であるデザイナが，自らデザイン行為の実践と自

己の直視を繰り返すことによる従来の自己観察法

を拡張した観測の手法が必要である．従来から指

摘されている問題として，一般的に，自己を観測

することは困難とされる．それは，自己を観測し

た（つもりになった）とたんに，その自己は自己

でなくなってしまうと考えられるからである．さ

らに，芸術に代表される高度な創造的な活動にお

いて，人は，「忘我」の状態であることも，自己が

自己を観測することが不可能であることを理由づ

ける[3]. 一方，デザイン思考における思考空間の

境界は，外側からではなく，内側から規定されて

いることが指摘されている[2]．このことはデザイ

ン思考を外側から観測することが困難であること

を意味している． 

 このように，内側からも外側からもとらえがたい

創造的自己探求プロセスをとらえる方法はないだ

ろうか．本研究では，次のように考えることで，

創造的自己探求プロセスの観測方法を模索する．

それは，なんらかの方法で自己を観測した際に，

かりに，その観測の過程で創造的自己探求プロセ

スが行われたことが確認されたならば，その方法

による自己観測は成立したとする考えかたである．

この場合の創造的自己探求プロセスは，その観測
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自体に起因しているので，観測された自己は，か

りに観測を行わなかった状態での自己とは異なる．

しかし，思考プロセスの止まったような，対象か

ら分離された自己ではなく，プロセスの動いてい

るままの自己が観測されたといえよう．さらに，

上述のとおり，デザインの思考プロセスにおいて

は，新たな内的な動機（モチーフ）の形成が確認

されれば，それを創造的自己探求が行われたこと

の，主要な判断根拠とすることができるだろう． 

  本研究の提案する方法の特徴は 3 つある．その

ひとつは記述（レポート）をベースにすることで

ある．2 つめは，内側からの視点に加え，外側の

視点を取り入れることである．そして，３つめは，

その両者の融合により，新たな動機（モチーフ）

が形成されるプロセスに注目することである． 

 

3. 研究の目的 

  本研究は，創造的自己探求プロセスを観測する

方法を構築することを目的とする．そのために，

制作の過程を残す制作学と自己省察の方法論を拡

張することを試みる．そこでは，観測することそ

れ自体が，新たな自己の形成をもたらしているか

を主たる論点とする． 

 

4.検討すべき課題 

 デザインの主体が自己の創造的思考を観測する

ために，次のことを検討する必要がある． 

（１）創造的思考を破壊しないこと 

創造的自己探求プロセスの観測では，どのように

自己省察が行われているかを知ろうとすること自

体が，創造的思考を破壊しなことが必要である．

破壊しないためには，デザイン行為と，自己省察

行為を時間的に分離すること，すなわち自己省察

はデザイン行為の完結後に行うことが，ひとつの

有効な方法であると考える．そこで，芸術と同様

に，デザインにおいては，日常的にスケッチが描

かれ，そのスケッチを説明する記述が残されるこ

とに着目する[4]． 

（２）思考を表現する方法 

デザインの過程で残された記録をもとに，デザイ

ン完了後に自己の思考プロセスをレポートとして

記述させる．レポートを記述することは，あとで

読み直し，その内容を吟味するうえでも適した方

法であると考えられる．創造的活動を行う主体（デ

ザイナ）の普段の習慣を考慮したうえで，違和感

がより尐ない方法で記録するということが，創造

的思考を破壊することなく主体がその行為に集中

するためにも重要である． 

（３）外部からの視点 

本人が忘我の状態である場合は，逆に，当の本人

以外の者に，本人の状態がわかる可能性がある．

振り返りによる自己省察が客観的な視点を導入す

ることを勘違いや見落としを気づく方法として一

般化していることは前述したとおりである．言い

換えれば，外側からの視点を借りて振り返れば，

自分では思い浮かばなかったことも思い起こさせ

ることができる．しかし，外側からの視点であれ

ばなんでもよいというわけではない．創造的思考

を観測しうる質の高い視点が必要である．本研究

は，芸術の領域では，芸術家がすでに没している

場合は，生前の状態はスケッチや作品の残された

記録からしか追究することができないということ

から，そのような記録を読み取る専門的研究者が

存在していることに注目する． 

 

5. 提案する手法 

 (1) 制作と自己省察の時間的な分離，(2) デザイナ

によるデザイン行為の記述，(3) 質の高い外側か

らの視点の導入の三点から構成される創造的自己

探求プロセスの研究方法を提案する． 

  提案する研究方法は三つの段階で構成される． 

     第 1 段階は，デザイナが制作に集中するプロセ

スである．ここではデザイナが自分の動因に駆り

立てられて創造する．その間，デザイナは作品を

作ることに集中し，ひたすらつくり続ける．しか

し，習慣化している日記を書くことと，スケッチ

や写真は残される． 

     第２段階は，制作プロセスの 1 回目の記述であ

る．まず，デザイナは作品の完成後に，上述の記

録（日記，スケッチ，写真等）を見て，自己のデ
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ザインプロセスについてレポートを記述する．レ

ポートに記述すべき創造的思考の本質的内容に関

係する項目として「モチーフ」，「表現方法」，「材

料・テクニック」を主たる項目と定める．そのほ

か，日時や道具など，創造的思考の本質ではない

が制作中に意識されると推測される内容を従たる

項目とする．さらに，同じ記録から，デザイナの

残した記録を「読み取る」技量を有する専門家（以

後，外部観測者とよぶ）がレポートを記述する．

レポートに記述する項目は，デザイナと共通にあ

らかじめ定めておく．次の段階でのデザイナへの

影響を避けるために両者が対話することは避ける．

なお，この段階においても，創造的な自己探求が

行われる可能性があるが，本研究では，次の第３

段階の方がより強い自己探求が行われると考え，

創造的自己探求プロセスの観測可能性の議論は，

次の第３段階を対象に行う． 

     第３段階は，デザイナによる創造的自己探求プ

ロセスである．デザイナは，自らが 1 回目に記述

したレポートと，外部観測者が記述したレポート

の両方を読み，比較する．デザイナは，２つのレ

ポートの相違を詳細に分析したのち，その内容を

吟味して，あらたな記述を加えたり，一部の記述

を削除し，自己の制作プロセスについての 2 回目

のレポートを記述する． 

 

 

図 1．本研究の提案する手法の全体構成 

 

6. 具体的手順 

 実際に，あるデザイン行為に対して，そこにお

ける創造的自己探求プロセスを観測するために，

前述の３段階から構成されるプロセスを実施する

ことを，実験とよぶ．実験の体制は次のように構

成される． 

(1) 実験者（1~2 名）：研究を計画・構成し，実験

研究全体を統括する 

(2) デザイナ（１名）：デザイン行為の主体であり，

創造的自己探求を行う 

(3) 外部観測者（1 名）：デザイナの制作プロセス

を外側の視点から記述する 

  本研究の提案する手法の全体構成で示したとお

り，第１段階，第２段階，第３段階の順に実験を

進める． 

第２段階における記述項目は表１のように定めた． 

表１あらかじめ定めたレポートの記述項目 

 

つぎに，第３段階の手順については以下のように

定めた． 

まず，レポートのよび方を以下のように定める． 

・デザイナが１回目に記述したレポート 

「レポート S 」とよぶ．  

・外部観測者が記述したレポート 

「レポート K 」とよぶ．  

・デザイナが２回目に記述したレポート 

「レポート F」とよぶ． 

 

レポート F の具体的な作成手順を以下に示す． 

手順 1：デザイナは，レポート S とレポート K を

読み，それぞれのレポートの文章を意味のまとま

りごとに区切り，各文にラベルを付す．レポート

S の各文には「s」 ，レポート K の各文には「k」

のラベルを用いる． 

手順 2：デザイナは，ｓの符号のある文（デザイ

ナが 1 回目に記述したレポートの各文）とｋの符

号のある文（外部観測者が記述した各文）の各文

プロセスに関する項目（コード P） 作品に関する項目（コード W） 

P-1 
プロセスの時系列に関する内容 W-1 作品の領域に関する内容 

P-2 
プロセスの技法に関する内容 W-2 作品の表現技法に関する内容 

P-3 
プロセスのモチーフの構想に関する内容 W-3 作品の素材に関する内容 

P-4 
プロセスの表現方法の策定に関する内容 W-4 作品のモチーフ表現に関する内容 

- 
- W-5 作品の表現に関する内容 

- 
- W-6 作品の展示方法に関する内容 
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を読み，その内容があらかじめ定めた記述項目（表

１）のどの内容に関する記述かを判定し分類する． 

分類後に実験者が記述内容の分類が一貫しており

矛盾がないかどうかを確認する． 

手順 3：デザイナは，ｓの符号のある文とｋの符

号のある文について比較する．その内容が一致す

る文があるか否かを判断し，一致しない文につい

てはその内容を吟味する．なお, 文体や意味のま

とまりはｓの符号のある文とｋの符号のある文で

異なるため同じ内容がｓの符号のある文では１つ

の文で書かれているが，ｋ符号のある文では２文

の場合もある．そのため，一致するか否かはｓの

符号のある文を基準にして判断する． 

手順 4：レポート S と K の内容を吟味し，デザイ

ナが必要と考えた文は追加，不要と考えた文は削

除する．これに新たに記述すべきとデザイナが考

えた文を加え，これらの各文を時系列に並べたも

のを統合して，それを基にデザイナがレポート F

を作成する．このようにして作成されたレポート

F は，図２の構造をもつ．また，レポート F の各

文（符号ｆを付す）については，その根拠になっ

た文を特定しておく． 

 

 

 

 

 

 

図２レポート S，レポート K，レポート F の関係 

レポート Fは，レポート S とレポート Kに記述さ

れており,かつ，デザイナによる両者の内容が一致

していると判断された文（F-1），レポート Sの文

のうち，外部観測者が記述していない，あるいは

記述の内容が一致しなかったが，デザイナにより

新たに記述すべきと判断された文（F-2, F-5），レ

ポート Kの文章のうち，デザイナによりレポート

F に記述すべきと判断された文（F-3），及び，レ

ポート Sにも Kにも記述されていなかったがデザ

イナがレポート Sと Kを比較するなかで思い浮か

びあらたに記述すべきと判断した文（F-4）から成

り立つ． 

 

7. 実験結果の概要 

実験の実施期間は，作品の制作に要した約 17 ヶ

月（第 1 段階），デザイナによる１回目のレポー

トの記述及び外部観測者の記述に要した 3 ヶ月

（第 2 段階），デザイナの 2 回目のレポートの記

述に要した 4 ヶ月（第 3 段階），合計 24 ヶ月間に

亘った（2005 年 4 月から 2007 年 3 月まで）． 

7.1  第 1 段階の結果 

デザイナは作品の構想や下書きに用いる大型のス

ケッチブックのほか,普段から小型のスケッチブ

ックを持ち歩き，こまめに記録し，気がついたこ

とをスケッチに添えてメモ書きしたり，制作の節

目ごとに短い文で整理することを習慣としていた．

実験では 23 冊のスケッチブックのほか，ノート

ブックやメモ紙などが大量にのこされた．記録集

（ポートフォリオ）もデザイナ自身が作成した． 

7.2  第 2 段階と第 3段階の結果 

第１段階の記録（時系列に沿って束ねたもの）の

すべてを資料に，デザイナと外部観測者が個々に

レポートを記述した．第２段階での，デザイナと

外部観測者の記述のスタイルを比べると，デザイ

ナが記述したレポート S は経験したことを羅列

した断片的な書き方（文体）であるのに比べ，レ

ポートKは美術研究者の記述として筋道だった書

き方（文体）であるという違いがあった． 

第３段階でデザイナが記述したレポート F は，記

述の書き方（文体）もデザイナの 1 回目のレポー

トに比べると整っている． 

 

8. 分析 

第 3 段階において自己の形成が行われたか否かを

F-1: Sの文と K の文の内容が一致しており，Fに記述した文 

F-2: Sのみに記述されており，Fに記述した文 

F-3: Kのみに記述されており，Fに記述した文 

F-4: Sにも Kにも記述されておらず，Fで新規に記述した文 

F-5: Sの文と Kの文とで内容が一致しないが，吟味の結果，F

に記述した文 

D-1: Sのみに記述されており，吟味の結果，Fでは削除した文 

D-2:Kのみに記述されており，吟味の結果，Fでは削除した文 

日本認知科学会第27回大会 P3-8

666



確認するために以下の分析を行う．まず，デザイ

ナが１回目に記述したレポート（レポート S）と

外部観測者が記述したレポート（レポート K）を

比較する. レポート S に記述された文の総数は

115，レポート K に記述された文の総数は 146 で

ある．外部観測者は，デザイナより多くの文章を

記述している．デザイナと外部観測者で記述した

文の内容が一致した文の数は，レポート S におい

て 39 あり，デザイナと外部観測者で内容が不一

致の文の数は 8 である． 

 両者のうちどちらかしか記述しなかった文のな

かで，デザイナしか記述しなかった文は 68 であ

るが，一方，外部観測者しか記述しなかった文は

99 ある．この数の違いは，外部観測者のほうがデ

ザイナより詳細に制作プロセスをとらえているこ

とを意味している． 

  レポート F は，デザイナにより創造的自己探求

プロセスが行われたと期待されるものである．し

たがって，どのような自己形成があったかを分析

する．レポート F がどのような根拠と経緯により

記述されたかを，デザイナが１回目に記述したレ

ポート（レポート S）と外部観測者が記述したレ

ポート（レポート K）の内容から求める．レポー

ト F の各文とレポート S，K の関係を分析した. 

レポート F の記述には，もともとデザイナと外部

観測者のいずれかしか記述していなかった内容の

文が，それぞれ 51 と 93 ある．このことは，外部

観測者の視点を取り入れることでデザイナが自分

の振り返りだけでは気がつかなかったことが補わ

れたことを示している．さらに，外部観測者のみ

ならず，第１回目のレポートにおいてデザイナ自

身も記述していなかった文が 74 ある． 

  レポート F の各文を記述項目ごとに分類し，そ

の結果を表２に示す．新規に記述された文(F-4)

については P-3 の動機（モチーフ）の構想に関す

るものが多いことが分かる．レポート F において

新規に記述された文（74 文）は，（デザイナの）

内側からの視点と（外部観測者の）外側からの視

点を組み合わせることで生じたものと考えられる．

これは，デザイナが日々の記録を行うことによっ

て日常的に自己を振り返ってはいたものの，１回

目に内側からの（自分の）視点の記述を行った際

には思い浮かばなかったことが，外側からの視点

の記述を知ることによって思い浮かんだ内容であ

る．さらに，74 文の内訳として，動機（モチーフ）

に関するものが多かったことは，内側からの視点

と外側からの視点の違いを認識することにより，

デザイナの新たな自己形成がもたらされたと解釈

できる． 

表２．レポート F の分析 

 

  第 3 段階において自己の形成が行われたと考え

られるが，この自己形成はその観測自体に起因し

ているので，観測された自己は，仮に観測を行わ

なかった状態の自己とは異なっている可能性があ
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る．しかしながら，観測された自己が，その後に

おいても，本人の自己を構成し続けていたならば，

その自己は，今回の観測で突然形成されたもので

はなく，それ以前から本人に潜在していた自己で

あると推察される． 

  このことを確認するために，実験終了の 2 年後

に，実験と同一人物のデザイナが，この新たに記

述された内容（74 文）の読み直しを行い，内容を

質的に評価した．そして，その後の作品の展開を

踏まえたうえで，この 74 文の中からデザイナが

自分にとって重要なものを選択した．その結果，

つぎの文が選択された． 

「Ｓは,自然と人工的なものとの関係を,例えば,植物の

群生と集落の群居との関係に結び付けて考えていた．」 

「しかし,制作者は,身体を動かしてひたすら根を掘り

返し切り取った運動の後の休息と徒労感の間で清涼な

風を感じた,その感覚を表現しようとした．」 

  これらの文がデザイナの自己に深く関わってい

ることが，デザイナのその後の作品との関係につ

いての説明から確認できた[5]． 

 

9. 考察とまとめ 

知覚と言語の関係については，従来より議論され

ている．長滝は，人間の認識と環境の実在性との

関係について，ソシュールらが説明する認識論と

ギブソンらの示すアフォーダンスによる生態学的

実在論の対立を，言語そのものにある使用の側面

の二重性，すなわち創造性と惰性の両方の性質に

根拠付けて，説明している[6]．その上で，環境と

知覚者の相互作用をギブソン以上に強調すること

によりアフォーダンスを発生論的に扱いうると指

摘した．これを根拠に，長滝は，画家にとって世

界の見え方が徐々に形成されることが，作品とし

て表現されることと連動していると説明している．

しかし，画家がいかにして新しい世界の見方をつ

くりえるのかという問題には接近しえていない．

本研究によって新たな自己形成が観測されること

に注目すれば，自己形成するための方法論を構成

し，実験を行うことによって，この問題に接近し

うることを示唆している．むしろ実験を行わない

限り，この自己形成が起こるさまと自己形成の内

容は観測することはできないだろう． 

  今後の課題として，本研究が提案する方法を簡

易化することが挙げられる．本研究での実験は全

体として 24 ヵ月を要しているが，これは制作期

間そのものが長期であったことだけでなく，創造

的自己探求プロセスを観測する方法を開発するた

めにレポートの記述と分析においてできるだけ緻

密な手続きをとったことにも因る．将来的には，

レポートの記述方法や分析の手順を整理し，ある

程度簡略化することが求められる． 

  本研究は，創造的自己探求プロセスを研究する

方法論として，自己省察と制作学を拡張した新た

な内部観測に基づく研究方法論を提案した．この

方法論は，デザイナ自らが自己をとらえようとす

ることによって，新たな自己の形成あるいは発見

が確認されたならば，それをもって創造的自己探

求プロセスが観測できた，すなわち研究できた，

と考えることに基づく． 
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1. はじめに 

デザインとは開発物を介して人々に価値の提供

を行う手段であり，この目的の実現に向けて，デ

ザイナーや技術者は，さまざまな市場調査に基づ

いて趣向を凝らした製品を開発している（曽我

部・森田・石橋, 2009）．日本のデザインは繊細

な感性と緻密でていねいな感覚と，無駄をそぎお

とした簡潔さに根差しているが，今後は，色・質

感・フォルムといった要素や機能や使い勝手とい

ったスペックだけではなく，使い勝手やシーンま

でも含めた広義のデザインを訴求することによ

って，価値を高めていく方向に舵を切る時期に来

ていると指摘されている（川島, 2009）．こうした

指摘は，デザインを巡る世界的な動向であり，

Mala（2009）は，スウェーデンのデザイン賞であ

る「スウェーデン・デザイン・アワード」におい

て受賞した作品に共通する特徴を，無駄のないラ

イン，シンプルな素材，使い勝手の良さであると

指摘している． 

これらのことは，無駄のない簡潔な美しさと，

同時に，使い勝手の良さ（機能性）が，デザイン

に求められる重要な要件であることを示す．この

ようにデザイナーには，簡潔な美しさと優れた機

能性を備えた製品を造形することが期待されて

いる． 

ところが，ユーザーは，デザイナーが考える機

能性をさらに一歩進めて，機器の外観デザインを

見て美しさを評価するように，機器に対する特定

の知識と機器操作の経験に依存することなく，そ

の機能性を「操作デザインを見るだけで，理解し

たい」と望んでいる． 

酒井・齋藤・白石・井藤（2009）は，評定対象

とされる機器に関する知識が，当該機器の機能推

定に役立つか否かを検討するために，2種類の実

験を実施した．彼らは，看護教育の有無によって

区別される 2種類の学生（看護学生群と一般学生

群）に，2種類のデジタル血圧計（旧型とそれを

再設計した新型）の写真を呈示し，両機器の美し

さを評定することと，操作機能を推定することを

求めた． 

実験の結果，両学生群は，美しさの評定課題で

は旧型よりも新型に対して高い評定値を与えた

が，機能推定課題では新型よりも旧型において高

い正答率を示した．特に，機能推定課題において

看護学生群が，一般学生と同様に，新型よりも旧

型において高い正答率を示したことは，彼らの医

学的知識が，新型での操作手順の推定に有効に利

用されないことを示す．これらの結果は，実機に

対する操作を伴わない観察条件下において，新型

に向けられたデザイナーの作業が，美しさの造形

には成功したが，「見て分かる機能の造形」には

成功しなかったことを示唆する． 

そこで本研究の目的は，酒井ら（2009）の実験

パラダイムを踏襲し，見て分かる機能の造形に必

要とされる要因を明らかにするために，先行研究
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での 2種類の大学生群より相対的に知識と経験

の少ない高校生が，美しさの評定課題と機能推定

課題において，大学生群と同様の反応傾向を示す

か否かを検証することにある． 

もし，美しさの評定と機能の推定が，知識と経

験の影響を受けないならば，高校生は，先行研究

の大学生群と同様に，美しさの評定課題では旧型

よりも新型に対して高い評定値を与え，機能推定

課題では新型よりも旧型において高い正答率を

示すと考えられる． 

 

2. 方法 

2.1 実験参加者 

N高等学校の生徒 30名（男性 8名，女性 22名 

平均年齢 15.4 歳）が実験に参加した．以下ここ

では，彼らを高校生群と呼ぶ．  

2.2 実験計画 

高校生群を実験参加者として，実験参加者内第

1 要因は評価対象「機種」（旧型，新型）とし，

実験参加者内第 2 要因は「質問項目」（美しさ 9

項目，機能性 8項目）とする 2要因計画を用いた．  

2.3 美しさの評定課題と機能性の推定課題 

2種類（旧型，新型）の手首式デジタル血圧計

に対して，美しさの評定課題と機能性の推定課題

が実施された．図 1（a，b）は旧型の左側面と正

面の写真を，図 2（a，b）は新型の左側面と正面

の写真を示す．両機種とも，一般ユーザーを対象

とした健康管理のための家庭用簡易型デジタル

血圧測定器である．新型は旧型以降に開発された

新モデルであり，2001 年度のグッドデザイン賞

（Ｇマーク）を受賞している． 

実験参加者は，美しさの評定課題では，外観デ

ザインの美しさを「1: 強く同意しない」から「5: 

強く同意する」までの 5段階で評定することが求

められた．彼らは，機能性の推定課題では，操作

デザインの機能性を推定し記述することが求め

られた．両課題はそれぞれ 2種類の情報から構成

された．第１部には質問と回答欄が記載された．

表 1は美しさの評定で用いた 9種類の質問項目を

示し，表 2は機能性の推定課題で用いた 8種類の

質問項目を示す．第 2部には評価対象機器の外観

全体と操作部の理解を促すカラー写真が，2枚の

Ａ4用紙に印刷された． 

評価対象機器の外観全体を示す 4 枚のカラー

写真として，図 1a，bと図 2a，bとが用いられた．

正面写真は，操作ボタンと LCD 画面を含むが，

電源OFF状態であるために LCD画面には情報が

表示されていなかった．（図 1b，2b 参照）．1 枚

の写真の印刷サイズは，80mm×100mm であり，

それら 2枚の写真を 1枚の A4用紙（横長）に配

置した． 

図 3（a，b，c，d）と，図 4（a，b，c）は，操

作部の理解を促すために用いられた．これらの図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 美しさ評定の質問内容．1部目の評定用紙には 3種類の下位質問を含む 9質問を記載した．実験

参加者はこれらの質問に｢強く同意しない｣から｢強く同意する｣までの 5 段階評定をおこなうように求

められた． 

問 質問内容 下位質問 

問 1 美しさの要件 1. 簡潔である，2. まとまりがある，3. 優雅である 

問 2 新しさの要件 1. 革新的である（いままで見たことがない形，斬新である），2. 未来的である， 

3. 現代的である（モダンな印象） 

問 3 楽しさの要件 1. 使ってみたい，2. 形がおもしろい，3. 使うことが楽しそう 

図 1a 旧型左側面図 図 1b 旧型正面図 図 2a 新型左側面図 図 2b 新型正面図 
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は，旧型と新型の操作手順に応じて表れる画面を

示す．旧型の操作手順は，電源（入/切）キー押

下（初期画面→準備完了画面）⇒（必要に応じて

加圧値設定キー押下）⇒加圧キー（測定中画面→

測定後画面）⇒（記憶キー）⇒電源（入/切）キ

ーである．新型の操作手順は，スタート/ストッ

プキー（初期画面→測定中→測定後）⇒スタート

/ストップキーである． 

 

2.4 手続 

高校生群は，まず，それぞれ 2種類のグループ

に分けられた後に，美しさの評定課題と機能性の

推定課題で使用する質問冊子の配布を受けた．旧

型と新型への回答順序はグループ間で相殺され

た． 

グループ分けと教示に要した時間は約 5 分で

あり，実験参加者がすべての課題の回答に要した

時間は，約 20分であった． 

 

2.5 配点と採点 

評価対象機器の美しさ評定の採点は，｢1: 強く

同意しない｣から｢5: 強く同意する｣までの 5段階

の判断に対して，それぞれ 1点から 5点を割り振 

り，全 9問で 45 点を満点とした．また，評価対

象機器の機能性推定の採点は，それぞれの下位質

問項目に対する正答を 3点満点とし，8種類の下

位質問項目の満点を 24 点とした．採点にあたっ

て，取扱説明書の記述と一致する回答，または同

じ意味を示す回答に 3点を与え，記述内容の不足，

または不適切な記述の数に応じて減点する方式

を用いた．  

 

3. 結果 

3.1 美しさ評定の結果 

美しさの評定課題と機能性の推定課題におい

て，未記入の項目が認められた実験参加者 1名を

除いて，最終的に 29名を分析対象とした． 

美しさに関する質問項目ごとの平均評定値を機

種別に算出した．図 5は，新型と旧型に対する平

均評定値を質問項目別に示す． 

操作対象に関連する知識と経験が，大学生より

も相対的に少ない高校生群において，新型と旧型

におけるデザインの相違が，美しさの高さと関連

するか否かを検討するために，新旧の 2機種（2）

×美しさ質問項目（9）からなる 2要因の分散分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 機能性推定課題の質問項目．1部目の検査用紙には下位質問を含む 5質問が記載された．実験参

加者は，これらの質問に自由記述によって回答するように求められた． 

問 質問内容 下位質問 

問 1 装着部位・方法 1. 身体のどこに，2. どのように装着するか， 

3. そう思った根拠は何か？ 

問 2 操作手順 1. 装着後どのような操作手順で血圧を測定すると思うか？ 

問 3 血圧測定時の画面表示内容 1. 何が，2. どのように表示されると思うか？ 

問 4 旧型は記憶キー，新型はメモ
リーキーにて出来ること 

1. 何が出来るか？2. どのように表示されるか？  

 

問 5 何か気づいた点  

図 3a 旧型初期画面 図 3b 旧型準備完了画面 図 3c 旧型測定中画面 図 3d 旧型測定後画面 

図 4c 新型測定後画面 図 4a 新型測定初期画面 図 4b 新型測定中画面 
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析を実施した．その結果，機種の主効果は有意傾

向であった(Ｆ(1, 28) =3.96, .05 < p < .10）．また，

美しさ質問項目の主効果は有意であった（F(8, 

224) = 33.74, p < .001）．さらに，機種と美しさ質

問項目との交互作用が，有意であった（F (8, 224) 

= 3.78, p < .001）． 

交互作用が有意であったので，単純主効果の検

定を行った結果，新型に対する評定値が，旧型に

対するそれらよりも高いことが，｢新しさ（問 2-1，

2-2）｣と｢楽しさ（問 3-2）｣において確認された

（ps < .05）． 

新型は旧型よりも，「新しさ」と「楽しさ」の

観点において，優れた外観デザインを持つことを

示す．しかし，「美しさ（3項目）」，「新しさ（問

2-3）」，「楽しさ（問 3-1，3-3）」において，新型

と旧型に対する評定値に有意な差が認められな

かった．これらの結果は，先行研究の大学生を対

象とする結果と一致し，デザイナーの造形作業が，

新しさと楽しさの一部において成功しているが，

美しく，使ってみたいという感情を高校生に喚起

するまでには至っていないことを示唆する． 

 

3.2 機能性推定の結果 

機能性に関する質問項目ごとの平均正答率を

算出した．図 6は，高校生における新型と旧型に

対する平均正答率を質問項目別に示す． 

大学生よりも，知識と経験が少ない高校生にお

いて，新型と旧型におけるデザインの相違が，操

作の分かりやすさと関連するか否かを検討する

ために高校生群の正答率を用いて，機種（2）×

質問項目（8）からなる 2 要因の分散分析を実施

した．その結果，機種，および質問項目の主効果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 新型と旧型に対する高校生群の美しさ評定値を，9 種類の質問項目別に示す．（）内は

標準偏差を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 新型と旧型に対する高校生群の機能性理解度平均正答率を，8種類の質問項目別に示す． 

（）内は標準偏差を示す． 
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がそれぞれ有意であった（機種: F(1, 28) = 

42.17, p < .001; 質問項目:F(7, 196) = 6.90, p 

< .001）．さらに交互作用が有意であった（F(7, 

196) = 10.53, p < .001）．  

交互作用が有意であったので，単純主効果

の検定を行った結果，旧型に対する正答率が，

新型に対するそれらよりも高いことが，｢操作

手順（問 2）｣，｢血圧測定時の画面表示内容

（問 3-1，3-2）｣，および｢記憶キーによって

出来ること（問 4-1，4-2）｣において確認され

た（ps < .05）． 

これらの結果は，高校生群が旧型の操作方

法を新型よりも容易に推測し得ることを示唆

する．このことは，高校生群が，新型のデザ

インよりも旧型のデザインにおいて，操作の

手順，画面表示の内容や，記憶キー操作を容

易に推測し得ることを示唆する． 

本研究の高校生群が，機能性の推定課題に

おいて，酒井ら（2009）における 2 種類の大

学生群と同一の質問項目で，新型よりも旧型

に対して高い正答率を示すことが確認された．

そこで，次に，高校生群が，大学生群に相当

する正答率を示しているか否かを比較検討し

た．酒井ら（2009）における看護学生群と一

般学生群とが，血圧計に関する知識の有無に

よって区別されているので，ここでは，まず，

専門知識を持たない高校生群と一般学生群の

比較を行い，次に，高校生群と看護学生群と

の比較を行う． 

図 7（a，b）は，旧型と新型に対する高校生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7a 旧型に対する高校生群と一般学生群の平均正答率を 8種類の質問項目別に示す． 

（）内は標準偏差を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7b 新型に対する高校生群と一般学生群の平均正答率を 8種類の質問項目別に示す． 

（）内は標準偏差を示す．
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群と一般学生群の平均正答率を質問項目別に

示し，図 8（a，b）は，旧型と新型に対する高

校生群と看護学生群の平均正答率を質問項目

別に示す． 

旧型における，高校生群と一般学生群の正

答率を比較検討するために 2 要因分散分析

（群（2）×質問項目（8））を実施した．その

結果，群と質問項目の主効果がそれぞれ有意

であった（群: Ｆ(1, 106) = 6.97, p < .01; 質問

項目: Ｆ(7, 742) = 11.93, p <.001）．さらに，群

と質問項目との交互作用が有意であった（Ｆ

(7, 742) = 3.76, p < .001）．交互作用が有意であ

ったので，単純主効果の検定を行った結果，

高校生群の正答率が，一般学生群のそれより

も高いことが，｢血圧測定時の画面表示内容

（問 3-1）｣，と｢記憶キーによって出来ること

（問 4-1，4-2）｣において，確認された（ps < .05）．  

新型における高校生群と一般学生群の正答

率を比較検討するために，同様の 2 要因の分

散分析を実施した．その結果，群の主効果は

有意ではなかったが，質問項目の主効果は有

意であった（群: Ｆ(1, 106) < 1, ns; 質問項目: 

Ｆ(7, 742) = 28.22, p < .001）．さらに，交互作

用が有意であった(Ｆ(7, 742) = 2.34, p < .05）．

交互作用が有意であったので単純主効果の検

定を行った結果，｢装着部位（問 1-1）｣におけ

る正答率は，高校生において，一般学生より

も高い傾向を示した（.05 < p < .10）． 

次に旧型に対する高校生群と看護学生群の

正答率を比較するために， 2要因の分散分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8a 旧型に対する高校生群と看護学生群の平均正答率を 8種類の質問項目別に示す． 

（）内は標準偏差を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8b 新型に対する高校生群と看護学生群の平均正答率を 8種類の質問項目別に示す． 

（）内は標準偏差を示す． 
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（群（2）×質問項目（8））を実施した．その

結果，群の主効果は有意ではなかったが，質

問項目の主効果は有意であった（群: F(1, 87) = 

1.10, ns; 質問項目 : Ｆ (7, 609) = 16.43, p 

< .001）．さらに，群と質問項目の交互作用は

有意であった（Ｆ(7, 609) = 5.00, p < .001）．交

互作用が有意であったので，単純主効果の検

定を行った結果，看護学生群の正答率が，高

校生群のそれらよりも高いことが，｢装着部位

（問 1-1，1-2）｣と｢操作手順（問 2）｣におい

て確認された（ps < .05）．しかし，｢記憶キー

によって出来ること（問 4-2）｣においては，

高校生群の正答率が，看護学生群のそれより

も高いことが確認された（p < .005）． 

先の分析と同様に，新型に対する高校生群

と看護学生群の正答率を比較するために， 2

要因の分散分析を実施した．その結果，群と

質問項目の主効果がそれぞれ有意であった

（群: Ｆ(1, 87) = 13.84, p<.001; 質問項目: Ｆ

(7, 609) = 28.22, p < .001）．さらに，交互作用

が有意であった（Ｆ(7, 609) = 2.14, p < .05）．

交互作用が有意であったので単純主効果の検

定を行った結果，看護学生群の正答率が，高

校生群のそれらよりも高いことが，｢操作手順

（問 2）｣，｢血圧測定時の画面表示内容（問

3-1， 3-2）｣，および｢記憶キーによって出来

ること（問 4-1，4-2）｣において確認された（ps 

< .05）． 

 

4. 考察 

酒井ら（2009）は，血圧測定に関する知識

の多寡において異なる 2 群の学生が，新旧 2

種類の家庭用血圧測定器の操作を行うことな

く，それらの写真観察のみに基づいて，特定

機器のデザインの美しさと機能性を，どの程

度｢見てわかる｣のかを検討した．本研究の目

的は，酒井ら（2009）らが行った先行研究の

実験パラダイムを踏襲し，一般学生よりも知

識と経験の少ない高校生が同様の結果を示す

か否かを検証することであった。 

高校生群は，美しさ評定の｢新しさ（革新的

で未来的）｣と｢楽しさ（形が面白い）｣におい

て，旧型よりも新型に対して高い評定値を示

した． 

しかし彼らは，機能性推定において，新型

よりも旧型に対して高い正答率を，｢操作手順

（問 2）｣と，｢血圧測定時の画面表示内容（問

3-1，問 3-2）｣，および｢記憶キーによって出

来ること（問 4-1，4-2）｣において示した． 

これらの結果は，先行研究の結果と一致し

ており，新型に対するデザイナーの取り組み

が，美しさの造形においてはおおむね成功し

ているが，機能性の理解を与える表現におい

ては成功していないとする先行研究の解釈を

支持する． 

そこで，デザイナーが，形の美しさの評価

を高めることに成功し，機能性の理解度を高

める試みにおいて成功しなかった原因につい

て，ユーザーの対象機器に対する知識と経験

の多寡に注目し，論考を加える． 

 

4.1 知識と経験と，美しさの評定 

本研究の高校生群は，美しさの評定課題に

おいて，旧型よりも新型に対して有意に高い

評定値を，3 種類の項目（｢美しさ｣には該当

項目が認められなかったが，｢新しさ｣: 革新

的と未来的の 2 項目，｢楽しさ｣: 形の面白さ

の 1項目）において示した． 

これに対して，酒井ら（2009）の結果を参

照すると，一般学生群は，美しさの評定課題

において，旧型よりも新型に対して有意に高

い評定値を，4種類の項目において示した（｢美

しさ｣1項目: 簡潔; ｢新しさ｣2項目: 革新的と

未来的; ｢楽しさ｣1項目: 形の面白さ）.看護学

生群は，これら 4 種類の項目に加えて 2 種類

の項目で，旧型よりも新型に対して有意に高

い評定値を示した（｢美しさ｣1項目: 優雅; ｢新

しさ｣1項目: 現代的）． 

高校生群と２種類の大学生群の結果を比較

すると，高校生群が，外観デザインの美しさ

の評定において，個別項目としての｢美しさ｣

よりも，｢新しさ｣と｢形の面白さ｣に重点を置

いていることが示唆される． 

先行研究と本研究の結果を総合すると，ユ

ーザーの知識と経験の多寡に関わらず，新型

に対するデザイナーの造形活動は，ユーザー

に新しい外観デザインを感じさせることに成

功していることを示す．  

 

4.2 知識と経験と，機能性理解度 

酒井ら（2009）では，評価対象機器に関連
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する専門知識と経験を持つ看護学生群と，そ

れらを持たない一般学生群とが，機能性の推

定課題において新型よりも旧型に対して高い

正答率を示した．本研究の高校生群もまた機

能性の推定課題において，新型よりも旧型に

対して高い正答率を示した．これらの一貫し

た結果は，旧型に採用されたデザイン表現が，

評価対象機器に関連する知識と経験の有無に

かかわらず，機能性の推定を阻害しないこと

を示す． 

もし，先行研究の結果が，大学生群の知識

と経験によって導出されたものであるならば，

彼らよりも相対的に低い知識と経験をもつ高

校生群は，機能性の推定課題において，大学

生群よりも低い正答率を示すと予測された． 

しかし，高校生群は，機能性の推定課題に

おいて，新型と旧型に対して，一般学生群よ

りも低い正答率を示さないことが確認された．

むしろ，旧型に対して，高校生群は，一般学

生群よりも高い正答率を｢血圧測定時の画面

表示内容（問 3-1）｣と｢記憶キーによって出来

ること（問 4-1，4-2）｣において示した． 

また，新型に対して，高校生群は一般学生

群よりも高い正答率を｢装着部位（問 1-1）｣

において示した． 

ところが，高校生群と看護学生群の正答率

を比較すると，高校生群は看護学生群よりも，

特定の質問項目で，低い正答率を示した．す

なわち，旧型に対して，高校生群は，看護学

生群よりも有意に高い正答率を｢記憶キーに

よって出来ること（問 4-2）｣において示した．  

そして，新型に対して，高校生群は，看護

学生群より有意に低い値を｢操作手順（問 2）｣，

｢血圧測定時の画面表示内容（問 3-1，3-2）｣，

｢記憶キーによって出来ること（問 4-1，4-2）｣

において示した． 

高校生群と看護学生群の正答率が，問 1-1，

1-2，1-3 において有意な差を示さなかった理

由として，高校生群が機器に添えられた左側

面図（図 1a と 2a 参照）を機能の推定に有効

に利用して，彼らの知識と経験の少なさを補

った可能性が考えられる． 

これらの結果を要約すると，相対的に知識

と経験が一般学生よりも低いとみなされる高

校生群が，一般学生群よりも低い正答率を示

すことはなく，むしろ部分的には高い正答率

を示す．これに対して，高校生群は，看護学

生群よりも，血圧測定に関する専門知識と経

験が関連する質問項目において低い正答率を

示す． 

3 群の正答率を新旧の両機種に採用された

デザインとの関連から検討すると，旧型に対

する機能推定における正答率が，一般的な知

識や経験の多寡による影響を受けて低下しな

いことは，旧型に採用された表示デザインが

知識や経験の不足を補うことに役立つことを

示唆する．このことは，新型に対する機能推

定において，機器の左側面に添付された補助

情報（文字と図）が，役立つとする先の解釈

と整合的である．すなわち，高校生群は，補

助情報の利用なしに，新型に採用された表示

デザインのみに依存して回答を求められると，

血圧測定に関する専門知識と経験を有する看

護学生群よりも，低い正答率を示すが（問 2，

3，4の結果参照），補助情報を与えられると，

看護学生群と同水準の正答率を示し得る（問

1の結果参照）．  

 

4.3 操作デザインの明示性 

本研究の結果は，旧型の操作デザインが，

新型のそれと異なり，知識と経験を凌駕する

明示性を与えていること示す．この操作デザ

インの明示性は，表示媒体の差異によって顕

在化しているが，その背後にはデザイナーの

思考の形成過程が関与していると考えられる． 

旧型と新型の操作デザインを比較すると，

旧型は操作の内容に漢字表記を用いており，

新型は操作の内容に英語の片仮名表記を用い

ている．この表記タイプの相違が，旧型と新

型の操作の明示性に差異をもたらしたと考え

られる．  

楠見（2002）は，日常言語が豊富な情報交

換を可能にしている例として，漢字表記の視

認性と簡潔性が，アイコンと同様に，見て分

かる操作の理解を促すことを指摘し，言語を

中心とするインターフェースの重要性につい

て述べている． 

漢字表記（セット）の特徴は，漢字 1 字の

構成要素（部首）を繰り返し組み合わせるこ

とによって漢字を形成し，さらに漢字の組み

合わせ結合によって複合語（熟語）を形成す

る点にある．この要素の反復結合が，漢字で
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表記された対象の意味範囲を限定し，表記対

象の推定を助ける機能を持つ．すなわち，漢

字のこうした表記特性が，眼前に示された字

形から，その字形と関連する文字群が担う意

味を読み手に大まかに予測させることに役立

っている．ただし，こうした漢字表記の特性

は，漢字表記システムに固有な特性ではなく，

程度の差は認められるが，他の表記にも認め

られる（Saito，2006）． 

したがって，大切なことは，部分要素から

全体を大まかに推定するはたらきが，漢字表

記システムに認められ，そのことが対象の理

解において人間の認知処理に共通して求めら

れている点にある．つまり，人は対象の理解

を求められる初期段階において，まず個人が

理解に必要とする水準の情報を与えられると，

その後の理解が全体的に促進される処理特性

を備えている． 

このゆえに，機器の機能を伝えるためのデ

ザインが，人間の認知を中心とする造形性を

重視するならば，人間に共通する認知処理特

性に沿った造形と設計を与えることがデザイ

ナーに期待される． 

 

4.4 見て分かる機能の造形 

こうしたデザイナーに向けられた期待の実

現を困難にしている要因として，｢見える形｣

の提起を優先する製品デザインの開発プロセ

スと（青木，2005），そこで用いられているデ

ザイン手法が考えられる． 

デザイナーは，製品開発の初期段階におい

て，言語によるデザインコンセプトを立案し

（片山，2005），デザインコンセプトを具体化

する手法としてスケッチを活用している．デ

ザイナーは，スケッチを繰り返しながら，頭

の中のイメージを具体化し（山口・青山・古

屋，2006），具体的デザイン案を得る．こうし

たデザインコンセプトの言語化やスケッチに

よる表現行為の利用は，見て分かる美しさを

備えた外観デザインを得るためには，有効に

機能しているが，しかし，見てわかる機能を

与えることには課題を残している． 

こうした課題を克服するために，近年，企

業はユーザーによる操作機能や手順の理解を

重視し，対象ユーザーに開発途中の試作機に

対する反復操作を求める手法を用いて，操作

障害の発見に努めている（富岡・井戸・菊地・

宮武，2003; 斎藤，2002）．また，デザイナー

や設計者が，実際のユーザーの代わりに，実

在が仮定されるユーザー像を具体的に描き出

し，描写された人物による開発機器の操作を

予測するペルソナ手法が提案されている（山

崎・横田・今尾，2007）．これらの手法は，対

象ユーザーがどのような操作障害に陥ったり，

どのような手順で操作したりするのかを発見

するには有効であるが，対象ユーザーが機器

の操作機能表示を見て，それらをどのように

理解するのか，その処理過程を検討すること

には適していない． 

本研究では，ユーザーが，機器を操作する

ことなく，その機能の推定をどの程度可能と

しているかを実験的に検討した．ユーザーが

機器の機能を推定する仮定は，具体的な機器

だけでなく，その機器の開発に関わるデザイ

ナーの思考過程からの影響を受ける．今後，

操作対象機器に対する専門知識や使用経験を

持たない者に，見て分かる操作デザインを提

供するためには，ユーザーの認知過程の解明

だけでなく，製品デザインの開発プロセスに

おけるデザイナーの認知過程の実証的な解明

が求められる． 

 

5. 結論 

本研究の目的は，機器の見て分かる機能の

造形特性を検討するために，酒井ら（2009）

が行った先行研究の実験パラダイムを踏襲し，

対象機器に対する知識と経験が一般学生より

も少ない高校生においても，先行研究と同様

の結果を示すか否かを検証することにあった．

高校生による実験結果は，先行研究と同様に，

美しさ評定において，旧型よりも新型に対し

て高い評定値を示したが，機能性の推定課題

においては，新型よりも旧型において高い正

答率を示した．  

さらに，旧型に対する機能性の推定課題で

は，高校生群が一般学生群よりも高い正答率

を示し，対象機器に対する高校生の知識と経

験の少なさが，見て分かる操作の分かりやす

さを低減しないことが確認された．この｢見て

分かる操作の分かりやすさ｣をもたらした一

因として，旧型に採用されたデザイン表現（操
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作内容の漢字表記）の関与を指摘した．  
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産出課題としての作問の多様性に関する実験的調査
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Abstract
In learning of problem posing, it is important but

difficult for novice learners to generate diverse prob-

lems by associating and combining various situations

expressed in problem texts and mathematical struc-

tures of solutions. To support learners in appropri-

ately generating various problems, it is an important

task to understand types of problems difficult to be

posed by learners. We conducted an experimental in-

vestigation to obtain empirical data, with the results

indicating that novices rarely posed problems by al-

tering solutions and controlling situations. It was also

revealed that problems that the novices constructed

based on their own ideas had relatively simple and

inappropriate solution structures. Those results sug-

gest that idea generation support for constructing so-

lution structures of problems is effective in expanding

the variety of problem posing.

Keywords — Production Task, Problem Pos-

ing, Mathematical Learning

1. 研究の背景
数学学習においては，問題解決による学習だけ

でなく，学習者自身が問題を作りだす「作問学習」
を実施することの重要性が，数学者や数学教育者
によって指摘されている [3, 13, 15]．作問学習には，
学習者の問題解決能力を向上させる，柔軟な発散
的思考を育てる，誤概念を明らかにする，数学に
対する態度を改善するといった，様々な効果がある
と考えられている．学校教育現場では種々の制約
から作問学習が導入されることは少ないものの，
その必要性は教育研究において十分に認識されて
いる．
作問学習の重要な特徴のひとつは，作る課題，

すなわち，産出課題による学習活動だということ
である．学習者自身が何らかの意味で新しいアイ
デアを生成して加えなければ，作問は成立しない．
また，作問は数学や科学において数学者や科学者
が対象を理解し，それを問題として定式化するプ

ロセスにおいて必要とされるスキルであり，創造
性との関係がしばしば議論される [9, 10, 15]．実際，
作問はアイデア生成の流暢さ（アイデアの数），柔
軟さ（多様さ），独創性（希少さ）を測定する創造
的思考テストの課題としても使用されている [17]．
ただし，作問と創造性との関係は，必ずしも明ら
かにはなっていない [8, 15]．
作問は産出課題であることから，作問学習の効

果を十分に得るために，学習者には柔軟に広範な
アイデアを生成して結びつけ，多様な問題を作る
ことが求められる．しかし，多様な作問は困難で
あり，初学者の作問は多様性に欠けることが報告
されている [4, 10]ことから，効果的な作問学習を
実施するためには，学習者の作問の多様性を適切
に向上させる支援が求められる．そのような支援
においては，作問に関与するアイデアを区別する
とともに，重要なアイデアの観点から多様性を記
述する方法が必要となる．本研究では，問題文に
言い表される文脈・状況設定（以後，状況と呼ぶ）
と，解法が持つ数学的構造（解法）という2つの
属性の軸をベースとして，多様性を記述する．ま
た，本研究では作問に関するアイデアを，下記の
3つのレベルに区別する．

レベル1 問題文に含まれる要素やその属性値と
いったパラメータの決定

レベル2 設定する状況，ならびに，解法に含まれ
る数量関係や数学操作

レベル3 「ある解法を適応可能な状況を想起・設
定する」「状況を統制して解法のみを改変す
る」といったような，状況と解法を統制して
問題を作る方法

レベル1のアイデアは，具体的なもの・ことと数値
（例えば，ボールペンや１００円など）であり，問
題を実際に作り上げる時には必ず設定しなければ
ならない．レベル2のアイデアである状況のよう
な問題の表層的特徴と解法のような構造的特徴と
は，類推研究において人間の問題解決に影響を与
える重要な要因として取り上げられており [5, 7]，
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問題解決の阻害要因や促進の方法等と関連付けて
様々な研究がなされてきた [14, 2, 6, 12]．これらは
作問においても重要な要因であり，作問は状況と
解法の広範な解釈と結び付けに対する熟達を要求
する [4, 10]．このことから，作問は知識の転移との
関係が指摘されており [10]，多様な作問を行うこ
とには，数学概念や解法手続き等の知識の転移を
促進する効果が期待できる．さらに，先述のよう
に作問は対象理解や問題定式化に関与しており，
このようなプロセスにおいて状況のような表層的
情報と解法のような対象の構造とを区別し，それ
らを統制することは本質的なスキルであると考え
られる．これはレベル3のアイデアあり，レベル
2のアイデアに対するメタ知識と捉えることがで
きる．
作問は，指定の数式や物語を使用して問題を構

成する，具体的な問題の一例を変更して新しい問
題に変える，あるいは自由に独自の問題を作成す
るといったように，与えられる材料や問題を作る
方法によって，様々な課題形式を設定することが
できる．また，学習者の年齢層や，問題領域の性
質等によっても，どのような作問が行われるかは
異なってくる．作問に関する研究では，小学校低
学年の児童から成人までの広い年齢層を対象に
様々な課題形式の作問課題を用いた実験的調査が
行われてきており，問題解決能力と作問課題のパ
フォーマンスとの間に関係があることが明らかに
なっている [1, 11, 16]．しかし，課題形式や年齢層
等が広範に及ぶ一方で，多岐にわたる諸条件が統
制されていないため，作問研究によって記述され
てきた作問課題のパフォーマンスを比較すること
で，初学者にとってどのようなタイプの作問が容
易で，どのような作問が難しいのか，どのような
要素を支援することで作問の多様性を向上させる
ことができるかといったことを見出すことは，困
難であると考えられる．したがって，多様性とい
う観点から，作問に対する理解を深める試みが必
要である．そこで本研究では，産出課題としての
側面から作問を実験的に調査し，作問の多様性に
関するデータ記述を提供する．

2. 実験的調査
2.1 手続き

本調査は，作問に熟達していない一般大学生を
対象として，認知科学に関する授業内で集団形式
によって実施された．本調査の参加者には数学の
文章題の例題が提示され，20分の制限時間の間に
例題の領域に属する新しい問題をできるだけ多く
作成し，その問題文と解法を紙に書くことが求め

られた．本調査では2つの課題が実施され，課題1

では一元一次方程式の文章題の例題，その2週間
後に実施された課題2では連立方程式の文章題の
例題が使用された．
課題の実施に先立ち，参加者には必ず例題と異

なる問題を作るように，かつ，自身の問題も各々
が異なるものを作るように求めた．また，例題の
領域から外れた作問は行わないように注意し，課
題1では一元一次方程式の文章題を，課題2では連
立方程式の文章題を作るように指示し，方程式の
立式のない問題や不等式・三元方程式等の問題は
対象外であることを伝えた．さらに，可能な限り
面白いアイデアを考え，工夫した問題を作るよう
指示するとともに，他人と同じアイデアは評価が
低くなることを伝えた．

2.2 分析方法

参加者の作問は，以下の3つの観点に従って分析
された．
作問のカテゴリ　課題において提示された例題と
状況・解法のそれぞれが同一であるか異なるかを
判定することで，図1に示すカテゴリに分類した．
このカテゴリは同状・同解（例題と似通った問題），
異状・同解（例題と同じ解法で解けるが，状況が
異なる問題），同状・異解（例題と同じ状況で解き
方が異なる問題），異状・異解（例題と状況・解法
とも異なる問題）の4つである．同状・同解の問題
は，先述のレベル1のアイデアのみによって作成
される．その他の問題は，例題の状況と解法のい
ずれか，ないし両方を変更することで作成される
ため，レベル2のアイデアが要求される．

例題 同一

異なる

同一

解法

状況

同状・同解

異状・同解

異なる

解法

異状・異解

同状・異解

図 1 類似性のカテゴリ

状況　問題文の自立語の特徴に基づき，そこで言
い表されている状況を分類してラベル付けを行っ
た．表1に，本調査で使用した状況のラベルの一
覧を示す．
解法の改変方法　例題と参加者の問題の解法を
比較し，どのように解法が作成されたのかを分類
した．まず最初に，参加者の問題を例題と完全に
同一の解法を持つものと，異なる解法を持つもの
との2つに分類した．その後，例題と異なる解法
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を持つ問題を，例題の構造から何らかの操作を取
り除いた解法を持つもの（操作削除），例題に何
らかの操作を追加したもの（操作追加），例題と
異なる構造を持つもの（全体改変）の3つに分類
した．

状況 場面 主な自立語
買物 物品の売買 買う, 値段, 代金
移動 乗り物等での移動 行く, 乗る, 離れる
分配 物品等の分配・授受 分ける, 配る, 与える
組分け 人や物の群分け 分かれる, 部屋, グループ
分割 紐等の切り分け 切る, 長さ, 紐
測定 物理量の測定 はかる, はかり, 重さ
年齢算 年齢等の数値間関係 等しい, 若い, 年齢
所有 所有物の属性値の合計 持つ, 硬貨
混合 食塩水等の混合 混ぜる, 濃度, 食塩水
鶴亀算 動物の頭と足の数 足, 鶴, 亀
得点 テストの得点 テスト, 平均点
ゲーム スポーツ等での得点 入れる, シュート, 試合

表 1 状況のラベル

3. 結果
課題1では76名の参加者があわせて146問を，課

題2では73名が151問を作成した．これらの問題の
うち，課題の領域外の問題と，問題条件が不十分
で解くことができない未成立の問題は除外し，課
題1では112問，課題2では111問を分析の対象と
した．

3.1 作問のカテゴリ

図2に課題1・2における各カテゴリの作問の割
合を示す．課題1と課題2の双方において，同状・
同解と異状・同解の作問は比較的多く，同状・異
解の作問が少ない．また，課題1では異状・異解の
作問が多く行われたのに対して課題2では少ない
という点で，課題間の違いがあった．この結果か
ら，例題と同じ状況で解法を変更した問題はほと
んど作成されないことが判明した．

0

10

20

30

40

50

課題1

作
問
の
割
合
（
％
）

異状・異解

同状・同解

異状・同解

同状・異解

課題2

図 2 作問のカテゴリ

3.2 状況

図3に課題1，図4に課題2におけるカテゴリ別の
各状況の割合を示す．同状・同解と同状・異解の問
題は全てが例題と同じ「買物」の状況を持つため，
図には異状・同解と異状・異解の結果のみを示し

ている．課題1では，異状・同解のちょうど半数が
「分配」に集中しているが，この問題は「過不足
算」と呼ばれ，教科書でよく使用される有名な例
題のひとつであるため，これと同じ問題を作る参
加者が多くなったのではないかと推測される．こ
れに対して課題2では，より多様な状況の問題が
作成されている．
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図 3 状況・カテゴリ別（課題1）
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のラベル

図 4 状況・カテゴリ別（課題2）
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図 5 解法改変の方法・カテゴリ別（課題1）
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図 6 解法改変の方法・カテゴリ別（課題2）

3.3 解法改変の方法

図5に課題1，図6に課題2におけるカテゴリ別の
各解法改変の方法の割合を示す．同状・同解と異
状・同解の問題は全てが例題と同じ解法を持つた
め，図には同状・異解と異状・異解の結果のみを
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示している．課題1と2の双方において，全体改変
の問題が多くなっている．

4. 考察
図2に示した結果より，同状・同解と異状・同解は

課題1・2の双方で多く作成されたことから，この
2つの作問は比較的容易であると考えられる．ま
た，異状・異解の作問についても，課題による差は
あるものの，ある程度は可能だと考えられる．こ
れに対し，同状・異解の問題は少数しか作成され
なかった．このことから，初学者にとって同状・異
解の作問は何らかの意味で難しい，あるいは，状
況を統制して解法のみを操作することで問題を作
るという発想がないということが言えるだろう．
なお，異状・異解の作問は課題1で多く，課題2で
少なかったが，2つの方程式を立てるための数量
関係を含めることが要求される課題2に比べ，課
題1のほうが解法構造の制約が少ないため，例題
とは異なる解法を作成することが容易だったので
はないかと推測される．そして，異なる解法の問
題は，異なる状況で構成したほうが容易であるた
め，異状・異解のみが増加し，同状・異解は少ない
という結果になったと考えられる．
本調査では，状況と解法の少なくとも一方が例

題と異なる問題，すなわち，同状・同解以外の問題
が比較的多く作成された．状況については，課題
1で特定の状況への偏りが見られたものの，比較
的多様なものが生成されたとみなすことができよ
う．解法についても，全体的に改変した問題，つ
まり，例題とは異なる構造を持つものが，特に課
題1において多く作成された．これは，多様性や
独創性を強調した教示により，参加者が独自のア
イデアによって例題となるべく異なる問題を作ろ
うと試みた結果ではないかと考えられる．
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図 7 解法の演算操作数の例題との比較（課題1・
「全体的に改変」の作問）

ここで，参加者が独自のアイデアによって構築
した解法にはどのような特徴があったかを，詳し
く見ることにする．課題1では，下記の問題を例
題として参加者に提示した．

お菓子をいくつか買いに行った。１１０円のビスケット

を買うと所持金は５０円残るが、１２０円のクッキー

を買うには２０円足りない。お菓子をいくつ買うつも

りだったのか。

解）お菓子をx個とおくと，

　　110x+ 50 = 120x− 20

よりx = 7

この問題を解く際には，求める解 (x)の係数を算
出するために演算操作を1回，定数項の算出に1

回，これら2回を含め，解を得るまでに全体で演
算操作を3回行う．図7は，課題1の解法が全体的
に改変された問題を対象に，解法における演算操
作数を例題と比較した結果，増加した問題，同数
の問題，減少した問題それぞれの割合を示してい
る．図に示されるように，参加者が作成した解法
のうちの半数近くにおいて，全体の演算数が例題
より減少している．すなわち，例題より単純な解
法を持つ問題が多かったということになる．しか
し，定数項の演算数だけを見ると，例題より多い
ものが半数を占める．このことから，参加者が独
自に作成した問題は，求める解に関する数量関係
が少なく，定数演算の数が多いという傾向を持つ
ことが分かる．このような作問の例を示す．

例1）リンゴとミカンをあわせて１０コ買いに行った。

リンゴは１００円、ミカンは８０円である。リンゴ５

つ、ミカン５つ買おうとすると、３０円余る。お金は

いくらもっているのか。

解）もっているお金をxとして、

x = 100× 5 + 80× 5 + 30

x = 930 （同状・異解）

例2）一袋に３０個入っているチョコレートがある。Ａ

君、Ｂ君、Ｃ君３人で１人１０個ずつに分けようとい

うことになった。Ａ君が１番に食べて、次にＢ君が食

べた。ところがＣ君が食べようとしたら残りは８個で

あった。Ｂ君は１０個しか食べていなかった。さて、Ａ

君は何個食べてしまったか。

解）Ａ君の食べた数をxとする。

x+ 10 + 8 = 30

x = 12 （異状・異解）

このような問題は，定数の四則演算のみによって
解が得られるため，求める解に関する数量関係を
抽出して方程式を立てる文章題としては，あまり
適当ではないと言うことができよう．課題2にお
いて全体改変によって作成された解法では，定数
項の演算数だけが多いという傾向は見られなかっ
たが，約59%が例題と比べて全体の演算数が減少
していた．つまり，確かに例題とは異なる解法が
多く作成されたものの，それらは必ずしも例題よ
り複雑というわけではなく，さらに，不適当と考
えられる問題が多かったということである．多く
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の演算操作を要する解法の問題を作ることが必ず
しも良い作問というわけではないが，上述の結果
から，参加者は解法を構築するためのアイデアを
十分に持っていないのではないかということが推
測される．すなわち，解法に関するレベル2のア
イデアが不足しているということになる．また，
特に課題1では異状・異解の作問が多くなされた
ものの，その多くが十分な質の問題ではなかった
とみなすこともできよう．
以上の結果から，初学者は状況を統制して解法

を変更する同状・異解の作問をほとんど行わないこ
とが判明した．また，初学者が独自のアイデアに
よって作成する解法は，比較的単純であまり適切
でない傾向があることが明らかになった．これら
のことから，解法の構造に焦点を置いて，具体的
に解法を構築するためのアイデア生成を支援する
ことで，初学者の作問の多様性を適切に向上させ
る有効な方法となるのではないかと考えられる．
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ics Problems: A New Perspective on Talented Mathe-
maticians”, Educational Studies in Mathematics, Vol.
17, No. 3, pp. 261-271.

[2] English, L. D. (1997a) ”Children’s Reasoning Pro-
cesses in Classifying and Solving Computational Word
Problems”, English, L. D. (ed), Mathematical Reason-
ing: Analogies, Metaphors, and Images (pp. 191-220),
Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.

[3] English, L. D., (1997b) ”Promoting a Problem-Posing
Classroom”, Teaching Children Mathematics, Vol. 4,
No. 3, pp. 172-179.

[4] English, L. D., (1998) ”Children’s Problem Posing
within Formal and Informal Contexts”, Journal for Re-
search in Mathematics Education, Vol. 29, No. 1, pp.
83-106.

[5] Gentner, D., (1983) ”Structure-Mapping: A Theoret-
ical Framework for Analogy”, Cognitive Science, Vol.
7, pp. 2, pp. 155-170.

[6] Gick, M. L., & Holyoak, K. J., (1983) ”Schema Induc-
tion and Analogical Transfer”, Cognitive Psychology,
Vol. 15, pp. 1-38.

[7] Holyoak, K. J., & Thagard, P., (1995) ”アナロジーの
力”, 鈴木宏昭・河原哲雄監訳, 新曜社, 東京.

[8] Leung, S. S., & Silver, E. A., (1997a) ”The Role
of Task Format, Mathematics Knowledge, and Cre-
ative Thinking on the Arithmetic Problem Posing of
Prospective Elementary School Teachers”, Mathemat-
ics Education Research Journal, Vol. 9, No. 1, pp. 5-24.

[9] Leung, S. S., (1997b) On the Role of Creative Thinking
in Problem Posing, International Reviews on Mathe-
matical Education, Vol. 29, No. 3, pp. 81-85.

[10] Mestre, J. P. (2002) ”Probing Adults’ Conceptual
Understanding and Transfer of Learning via Problem
Posing”, Journal of Applied Developmental Psychol-
ogy, Vol. 23, No. 1, pp. 9-50.

[11] 荷方邦夫, 島田英昭, (2005) ”類題作成経験が類推
的問題解決に与える効果”, 教育心理学研究, Vol. 53,
No. 3, pp. 381-392.

[12] Novick, L. R., (1988) ”Analogical Transfer, Problem
Silmilarity, and Expertise”, Journal of Experimental

Psychology: Learning, Memory, & Cognition, Vol. 14,
No. 3, pp. 510-520.

[13] Polya, G., (1954) ”いかにして問題を解くか”, 柿内
賢信訳, 丸善, 東京.

[14] Ross, B. H., (1987) ”This is Like that: The Use of
Earlier Problems and the Separation of Similarity Ef-
fects”, Journal of Experimental Psychology: Learning,
Memory, & Cognition, Vol. 13, No. 4, pp. 629-639.

[15] Silver, E. A., (1994) ”On Mathematical Problem Pos-
ing”, For the Learning of Mathematics, Vol. 14, No. 1,
pp. 19-28.

[16] Silver, E. A., & Cai, J., (1996) ”An Analysis of Arith-
metic Problem Posing by Middle School Students”,
Journal for Research in Mathematics Education, Vol.
27, No. 5, pp. 521-539.

[17] Sternberg, R. J., & O’hara, L. A., (1999) ”Creativiy
and Intelligence”, Sternberg, R. J. (ed), Handbook of
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付録・参加者の作問の例（課題1）

同状・同解 果物屋さんに行った。１個１００円のりん
ごを買うと３０円余るが、１個１１０円のなしを
買うと２０円足りない。くだものを何個買うつも
りだったのか。
解）果物をx個買うとすると
100x+ 20 = 110x− 30
x = 5

異状・同解 色紙が何枚かあり、それをみんなで分ける
ことにした。1人１２枚もらうと４枚あまり、１
５枚もらうと５枚足りない。何人で分けているの
か。
解）12x+ 4 = 15x− 5
x = 3

同状・異解 お菓子をいくつか買いに行った。１００円
のビスケットを７つ買った。所持金は５０円残っ
た。持っていた所持金はいくらだったか？
解）xと置くと

x = 100× 7 + 50
= 750

（解法改変の方法が「全体改変」）
異状・異解1 ある学校の生徒を並ばせるとき、一列１

５人にすると最後の列が１７人になり、一列１６
人にすると最後の列が８人になります。何列並ば
せるつもりだったのか。
解）15(x− 1) + 17 = 16(x− 1) + 8
x = 10
（解法改変の方法が「操作追加」）

異状・異解2 たかしさんとよしおさんが競走を始めた。
たかしさんは時速２０ｋｍで走り、よしおさんは
時速１０ｋｍで走る。たかしさんは途中でこけて
しまい、２人とも１時間ちょうどでゴールした。
たかしさんがこけていた時間はどのくらいか。

解）
10× 1

20
+ x = 1

x =
1

2
（解法改変の方法が「全体改変」）
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Abstract 
In this research, we investigated diagrams (sequence 

of events) described by using a supporting tool. In the 
experiment, 8 nurses described sequence of events by 
using the supporting tool (experimental condition) or 
by hand (control condition). The results indicate that 
(1) nurses in control condition described information 
more than those in experimental condition, (2) nurses 
in control condition also described links more than 
those in experimental condition, and (3) nurses in 
experimental condition changed diagrams more than 
those in control condition. 
 
Keywords ― Learning support system, Nursing, 
Sequence of events 

 

1. はじめに 
  看護教育場面では，患者の理解とその援助方法

の検討を目的として，学生に関連図を作成するこ

とを指導する．看護における関連図とは，受け持

ち患者の病気の原因・器質的変化・機能的変化・

症状・生活行動の低下などといった要素の関連性

を図に表したものであり[1]，コンセプトマップや
イメージマップなどと同様に，ノードとノード間

を結ぶリンクから構成される． 
筆者らは先行研究において，関連図の作成場面

で看護学生がどのような困難を感じているのかを

調査した．その結果，適切にノードを配置するこ

とや図を修正することの困難さが多く回答された．

その回答結果に基づき，関連図をパソコン上で作

成するツールを開発し，授業に導入した結果，関

連図作成の困難さが軽減されたことが授業後のア

ンケート結果から確認された[2]． 
しかし，上記の授業では関連図の作成はすべて

ツールを用いており，従来の手書きによる関連図

作成との比較ができなかった．そこで本研究では，

関連図の作成においてツールを使用した場合と手

書きによる場合で，作成される関連図の内容やそ

の作成過程にどのような違いが見られるのかとい

う点について検討を行う．  
 
2. 方法 
 看護短大卒業後 2年未満の看護師 8名が実験に
参加した．実験は 1要因 2水準の被験者内計画で
実施した．各被験者はツールを使用して関連図を

作成する条件（ツール条件）と手書きで関連図を

作成する条件（手書き条件）の両方に取り組んだ．

なお，実施順序についてはカウンターバランスが

とられた． 
 課題は，ある脳梗塞患者の氏名・診断名・既往

歴・現病歴・受け持ち時の身体所見・現在の状態・

入院前の生活・日常生活状況をまとめた用紙をも

とに，患者の全体像を関連図にまとめることであ

る．本実験では，年齢は近いが性別の異なる 2名
の脳梗塞患者を想定した類似の課題（課題 1・課
題 2）を作成した． 
関連図作成ツールは先行研究において

Microsoft Excel VBAを用いて作成された（図 1）．
学習者はツールを用いて，最初に患者に関する情

報をまとめたリストを作成する．次に学習者はリ

ストの隣に配置されたノード作成ボタンを押すこ

とでノードを作成し，描画エリア上にノードを配

置する．さらにリンク作成ボタンを押すことで任

意のノード間にリンクを作成する．作成したノー

ドやリンクは自由に移動させることができる． 
 実験では，まず被験者にツールの使い方を説明

し，練習課題を実施した．その後，ツール／手書

きのいずれかの条件で課題１を実施した．次に，

別の条件で課題 2を実施した．なお，手書き条件
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においては，ツール画面を印刷した用紙を用いて

関連図を作成した．このとき，リストの使用につ

いては被験者の自由とした． 
 
3. 結果 
 実験で作成された関連図およびその作成過程に

ついて，条件間の違いを分析した結果，以下の特

徴が明らかになった．なお，本実験では，Wilcoxon
の符号順位和検定を用いて検定を行った． 
特徴１：ノードの個数 
作成されたノードを，情報ノード（課題用紙に

記載された情報の記述）と推測ノード（課題用紙

に記載されていない推測の記述）に分類し，比較

を行った．その結果，手書き条件のほうが情報ノ

ードの数が多く（ツール条件 16.5，手書き条件
19.9，p<.05），一方推測ノードには有意な差が見
られなかった（ツール条件 5.9，手書き条件 7.9，
n.s.）． 
特徴２：リンクの個数 
作成されたリンクの個数を比較した結果，手書

き条件のほうがリンク数が多いことが確認された

（ツール条件 25.1，手書き条件 32.0，p<.05）．た
だし，1 ノードあたりのリンク数には有意な差が
見られなかった（ツール条件1.1，手書き条件1.2，
n.s.）． 
特徴３：ノード・リンクの移動回数 
 図の作成過程でノードやリンクを別の位置に移

動させた回数を比較した．その結果，ツール条件

のほうが移動回数が多いことが確認された（ツー

ル条件 10.0，手書き条件 2.4，p<.05）． 
 
4. 考察 
実験の結果，ツール条件において作成された関

連図は，手書き条件と比較して情報ノードの個数

が少ないことが確認された．この点について被験

者の作成過程を見ると，多くの被験者は情報を記

入したリストから情報を選んでノードを作成して

いるようすが確認された（なお，手書き条件のノ

ード数とツール条件のリストに書かれた項目数に

は有意な差は見られなかった）．このことは，ツー

ルを使用することにより重要度に応じた情報の選

別が行われた可能性を示唆している． 

図 1 関連図作成ツール 
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一方，作成過程に関しては，ツール条件におい

てノードやリンクの再配置が多く観察された．こ

れは，ツールを使用することのメリットとして想

定していた点であり，ツールを使用することで学

習者の書き直しに対する負荷が軽減されたことが

推察される． 
 今後は，これらの特徴が関連図のパフォーマン

スにどのような影響を与えているのかについて検

討する予定である．また，ノード・リンクの移動

回数だけでなく，作成過程の類型化など，さらに

詳細な分析を行っていきたい． 
 
参考文献 
[1] 吉谷須磨子,（2004）“NC ブックス 関連図の
書き方をマスターしよう”, 東京: 医学芸術社. 

[2] Ishii, N. & Sakuma, S. (2008) “A concept 
mapping tool for nursing education”, 
Diagrammatic Representation and Interface, 
LNAI 5223, pp.378-382. 
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Abstract 
This study confirmed the effects of engaging 
elementary first graders in positive activities 
during an arithmetic class to learn how to 
subtract a single digit number from a double 
figure, whose first column number is smaller 
than the subtractor.  When the teachers 
were asked to rank classroom activities 
according to their importance, many ranked 
learner activities higher than teacher 
explanations. Yet the time-sampling data 
showed the teachers tended to spend longer 
in giving explanations than having the 
learners work on their own.  This pattern 
suggests that the primary role of teachers 
should be spanned around assuring the 
ample amount and the high quality of leaner 
activities during class. 
 
Keywords ― create better create better create better create better learninglearninglearninglearning 

1. はじめに 

 小学校算数の学習において、教師がどんな役割

を果たせば、よりよい学びを創りだすことができ

るのだろうか。Vygotsky(1926)は、「よりよい学び

を創り出すためには、学習者が自分自身で学ぶこ

とが大切であり、今日の教育では、知識の一定量

を教えることはそれほど重要ではなく、その知識

を獲得し、利用する能力を育てることの方が重要

であり、それは、（生活のほかのすべてと同様）活

動の過程でのみ獲得されるものである」と述べて

いる。 

 よりよい学びを創り出すためには、教師が学習

者への働きかけを通して学習者の活動を促すこと

が大切であり、児童が活動する時間とその質が保

障されることで主体的な学びが創りだされるだろ

う。このことを、東京都内公立小学校において、

教師へのアンケート調査、授業観察・児童の記録

等を通して検討し、実際に児童の活動が増えるこ

とによってそこで学ばれたことが長期に持続する

結果が得られた。 

 

2. 教師への意識アンケートと 

授業のカテゴリー分析 

 よりよい授業づくりのための教師の意識を明ら

かにするために、東京都内公立小学校 2校の教員

28名を対象に、12の項目(板書・発問・指示・説

明・集団把握・個別把握・雰囲気作り・導入・掲

示・学習環境作り・ＩＣＴ活用)について、教師の

資質能力としての重要度と、現在の能力について

の自己評価を調べる教師意識アンケートを実施し

た。 

 教師意識アンケートは、東京都内公立小学校２

校の教師 28 名に実施した。重要度は全１２項目

について重要な順に順位を付けることを、自己評

価については 5段階での評価を付けることを求め

た。資質能力としての重要度を質問することで、

教師がどんな授業づくりを考えているのかを、自

己評価により、教師からみた授業の実際を明らか

にする。全項目について回答の得られた 25 名分

(教員経験歴 10 年未満 11 名、10 年以上 14 名)の

データを分析対象とした。 

結果は表１のようであった。教員が算数の授業

を実施する際に一番重要と考える資質能力は、児
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童に思考を促したり焦点化したりする「発問」能

力であり、これは、性別、年齢、教員経験歴によ

る有意な差はなかった。しかし、一方、資質能力

に関する自己評価では、「発問」能力は９位であり、

「説明をする」資質能力のほうが２位と上位とな

った。 

表１【資質能力の重要度と自己評価】 

 

重要度 

平均の 

順位 

重要度 

平均 

自己評価

平均の 

順位 

自己評

価平均 

板書 6 5.67 10 3.10 

発問 1 3.42 9 3.14 

指示 3 4.42 7 3.21 

説明 5 4.82 2 3.39 

集団把握 2 4.39 1 3.46 

個別把握 4 4.57 2 3.39 

雰囲気 8 6.89 6 3.35 

導入 7 6.07 2 3.39 

掲示 11 10.43 11 3.03 

学習環境 10 8.10 7 3.21 

ICT活用 12 11.18 12 2.64 

知識 9 6.96 2 3.39 

※資質能力は、数値が小さいほど重要と考えていることを示し、

自己評価は数値が小さいほど自信がないことを示す。 

 また、教員経験歴１０年以上と１０年未満で比

較すると、発問・集団把握・導入・掲示・ICT 活

用については、教員経験歴による自己評価に差が

ないのに対して、板書・指示・説明・雰囲気作り・

学習環境・知識に関する自己評価は経験１０年以

上の教員で有意に高かった(表２)。このことは、

板書・指示・説明・雰囲気作り・学習環境・知識

は、教員経験を積むことにより技量が向上してい

くが、発問・集団把握・導入・掲示・ICT 活用に

ついては、経験だけでは技量が向上していかない

傾向を持っていることがわかる。 

 これらのことは、教師は、児童に思考を促した

り焦点化したりする発問を中心とした授業づくり

を目指しているが、実際にそのような授業をつく

ることは難しい傾向があると考えられる。 

表２【教員経験１０年未満と１０年以上の自己評価の

差】 

自由度２４ 板書 発問 指示 説明 集団把握 個別把握 

ｔ検定 p値 3.60 1.89 3.44 2.88 1.80 1.78 

自由度２４ 雰囲気 導入 掲示 学習環境 ICT活用 知識 

t検定 p値 2.78 1.25 0.81 2.20 1.58 2.88 

 さらに、教師への意識アンケートの結果で教師

が重要としている児童に思考を促したり焦点化し

たりする発問を中心とした授業づくりが授業の実

際でどのように現れているのかを調べるために４

つの授業観察を行った。 

 授業観察は、東京都内公立小学校において、1

年生１回と４年生２回と５年生１回の合計４回の

授業を観察した。授業観察は、教師と児童が行っ

た活動を３０秒ごとにカテゴリーに分け、何が起

きているかを記録した。教師の活動は、発問、指

示、提示・意見、説明、確認、評価、その他の７

つのカテゴリーに、児童の活動は、話す、聞く、

書く、算数的活動、その他の５つのカテゴリーに

分類した。 

 結果は、表 3、表 4のとおりであった。 

表３【授業観察記録 授業での発言時間】 

  教師の発言 児童の発言 
平均 ２５分 ９分 

表４【授業観察記録 カテゴリーごとの時間】 

教師の活動  発問 指示 提示・意見 説明 確認 評価 その他 
平
均 4 分 6 分 3 分 11

分 0.5 分 9 分 14 分 
 

児童の活動 
 話す 聞く 書く 算 数 的 活 動 その他 

平
均 

9 分 23 分 11 分 4 分 11 分 

※同時に複数の活動に分類されたものがあるため、合計は４５

分を超える。 

 児童の発言量は、教師の発言量に比べて、かな

り少なかった。 
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 また、教師の活動で一番多いのが教師の説明す

る活動であり、児童の活動で一番多いのは聞く活

動であった。 

 このことは、教師は、思考を促したり焦点化し

たりする発問を中心としそれによって児童の活動

が引き起こされる授業づくりを目指しているが、

実際の授業では、教師が説明をして児童が聞く授

業になっていると考えられる。 

 

3. 教師の働きかけの効果 

 では、実際児童の活動が多い授業では児童の理

解が進み、後から活用され定着しやすいものなの

だろうか。このことを確かめるために東京都内公

立小学校にて平成21年 10月 30日(金)に教員４年

次研修の一環として行われた１年生に対する「ひ

き算」の授業について、授業記録等をもとに、１

３－９の計算の仕方に対する授業時の児童の考え

方と授業後の児童の考え方の比較、その後に行わ

れた授業から教師の働きかけの効果について調査

した。 

 10 月 30 日の授業(授業①)は表５のような流れ

の授業であった。 

 授業①で教師は、１３－９の答えを求める方法

として、ブロックを操作する活動を通して児童に

多様な考え方をさせつつも、２年生で学習する引

き算の筆算へ向けて１３を１０と３に分け、まず

１０から９を引き、答えの１と分けた３を合わせ

て４とする考え方を児童に教えたいと考えていた。

授業時にブロックを操作しながら児童が考えた方

法の分布は、①１３個並べて９個とる…５０％②

１３個からまず３個とり、残りの１０個から６個

とる…２０％③１３個を１０個と３個に分けて、

１０個から９個をとり、残った１個と分けておい

た３個をあわせる…１０％④その他(わからない

できないを含む)…２０％であった。 

 その後、４名の児童に黒板で説明をさせている。

はじめの３名は、教師の「黒板で説明してくれる

人はいませんか」という問いかけに応じた児童の

中から指名をしている。しかし、最後の１名は、

教師が「○○さん、説明してください」と指名し

ている。教師は、４人目の児童の説明から「１３

個を１０個と３個に分けて、１０個から９個をと

り、残った１個と分けておいた３個をあわせる」

よさを認めさせたかったのだが、児童の説明自体

も要領をあまり得ず、その後、教師が「１３個を

１０個と３個に分けて、１０個から９個をとり、

残った１個と分けておいた３個をあわせる」こと

とそのよさを説明して授業を終えている。 

表５【１年授業①の概要】 

単元： 

ひき算 

授業実施日： 

平成 21年１０月３０日 

授業者： 

教員歴４年 

本時の目標：（十何）－（１桁）で繰り下がりのあるひ

き算について、ブロックを操作し、計算方法を見つける

ことができる。 

「柿が１３個なっています。９個取ると、

何個残りますか」 

式を考える 

「１３－９の計算を、ブロックを使って考

えましょう」 

柿の木の絵

とともに問

題文を提示 

児童それぞれが、ブロックを操作しながら

考える 

ブロック１

３個を出さ

せて、操作

させた 

教師に指名された４名の児童が黒板でマ

グネットのブロックを操作しながら説明

する。 

①１３個を並べて９個取る。 

②１３個からまず３個取り、残りから６個

とる。 

③１３個から９個取る。 

④１３個を１０と３に分けて１０から９

を引き、１と３を足す 

④で１３を

１０と３に

分けていた

児童に発表

させたが、

あまり要領

を得ず聞い

ている児童

はわからな

い雰囲気で

あった。 

教師が、１３個を１０と３に分けて１０か

ら９を引き、１と３を足す方法について説

明をする 

 

 翌授業日である３日後に、授業①の復習・確認

として教師が１３－９の答えの求め方をノートに
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書かせたところ、①１３個並べて９個とる…２

３％②１３個からまず３個とり、残りの１０個か

ら６個とる…１７％③１３個を１０個と３個に分

けて、１０個から９個をとり、残った１個と分け

ておいた３個をあわせる…２０％④その他(９個

が１３個になるまで１個ずつ加えていく、わから

ないできないを含む)…４０％であった。 

 表 6 を見ると授業①では、児童は多くの時間活

動もしている(15分)が、その活動が教師が期待し

た通りの展開を見せなかったので最後に教師自身

が多くの時間をかけて説明している。こうした授

業では、教師の説明は十分に児童に定着していな

い。 

表 6【授業① 観察記録 カテゴリーごとの時間】 

教師の活動  発問 指示 提示・意見 説明 確認 評価 その他 

授業① 7 分 8 分 3 分 13
分 0 分 9 分 9 分 

 

児童の活動 
 話す 聞く 書く 算 数 的 活 動 その他 

授業① 7 分 28
分 2 分 15 分 8 分 

 教師は、前の時間にした説明が児童に定着してい

ないことを確認した後、前の時間後に他の教師か

ら受けたアドバイスをもとに、表 7のような授業

(授業②)を行った。 

表 7【１年授業②の概要】 

単元： 

ひき算 

授業実施日： 

平成 21年１１月 ２日 

授業者： 

教員歴４年 

本時の目標：（十何）－（１桁）で繰り下がりのあるひ

き算について、１０から引いて加える方法を理解する。 

「１３－９になる問題を作ってみましょ

う」 

 

「１３円持っています。９円のお菓子を

買うとのこりのお金は何円ですか」 

「絵を書いて説明してみましょう」 

「１３円を絵に描いてみてください」 

「十円玉１枚と一円玉３枚の１３円だと

 

するとどうやって買い物しますか」 

「ブロックを使って解いてみましょう」 

「ブロックを動かしながら、説明をしあ

いましょう」 

「代表して、みんなの前でやってくださ

い」 

 

「ほかの数でやってみましょう」  

 授業②では、教師は、まず１３－９となる問題

を児童に作らせて、発表させている。児童の発表

した問題の中の一つ、「１３円持っています。９円

のお菓子を買うとのこりのお金はいくらですか」

という問題を取り上げ、図を書かせ説明を考えさ

せている。このとき、どの児童も１円玉１３枚の

図を書いて説明を考えている。そこで、１３円の

絵を書くように指示をしている。そのときもほぼ

すべての児童が１円玉１３枚の図を書いている。

その後、「他の絵はないのですか」という教師の問

いかけに、一人の児童が十円玉１枚と一円玉３枚

の図を書き、その後、この十円玉１枚一円玉３枚

の１３円だったらどうやって買うのかと聞き、続

いて、35分ほどかけて、児童にブロックを使って

説明を考えさせ、話し合いや他人の説明を聞くな

どした結果を発表させている。発表後教師からの

説明ではなく、書くなどの活動を通して児童一人

一人が人なりの説明を作って納得する機会が保障

されていた可能性がある。 

 授業②の翌日以降の授業でも、多くの児童は、

１３－９を、１３を１０と３に分け、１０から９

をひいた１と分けた３を足して４になるという説

明の仕方で他のひき算にも取り組んでいた (教師

からの聞き取り)。 

 ひき算の学習を終えて約半年後、１年生のとき

に学んだときの「柿１３個から９個をとると何個

残りますか」の答えの求め方の説明の仕方を思い

出して書いてもらうと、①１３個並べて９個とる

…４％②１３個からまず３個とり、残りの１０個

から６個とる…０％③１３個を１０個と３個に分

けて、１０個から９個をとり、残った１個と分け
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ておいた３個をあわせる…８９％④その他(９個

が１３個になるまで１個ずつ加えていく、わから

ないできないを含む)…７％であった(表 8)。 

表 8【１３－９の児童の考え】 

児童の考えの割合 
授業①
の後 半年後 

１３個並べて９個とる 23.3% 3.6% 

１３から３引き、残りか
ら６引く 

16.7% 0.0% 

１３を１０と３に分け、
１０から９を引き１と
３を足す 

20.0% 89.3% 

その他(9 から 1 ずつ加
えるなど) 40.0% 7.1% 

 授業②は、児童に十円玉と一円玉に置き換えて

思考を促すような工夫や課題を焦点化する働きか

けを教師が行いそれにより児童が活動する授業だ

った。表 9 に見られるように教師の説明時間と児

童の聞く時間とは授業①から授業②で半減してお

り、児童が話したり書いたりする時間は倍増して

いる。そのような授業は、児童の学習内容の保持

に有効であったり、その時間の学習内容の理解が、

次の学習への理解へとつながり、半年後も学習内

容が保持されることにつながっている可能性があ

る。 

 この事例から教師が学習内容を説明するよりも、

発問などを通した教師の働きかけにより、児童自

身が自分で考え、考えたことを話し合うなど、児

童の思考を促す活動の多い授業の方が、よりよい

学びとなる可能性が高いことが考えられる。 

表 9【授業①②観察記録 カテゴリーごとの時間】 

教師の活動  発問 指示 提示・意見 説明 確認 評価 その他 

授業① 7 分 8 分 3 分 13
分 0 分 9 分 9 分 

授業② 9 分 10
分 4 分 5 分 5 分 5 分 9,分 

 

児童の活動 
項目の割合 話す 聞く 書く 算 数 的 活 動 その他 

授業① 7 分 28
分 2 分 15 分 8 分 

授業② 10
分 

14
分 11 分 14 分 6 分 

4. 今後に向けて 

 「人があることがらについて得意になるまでに

は、自分で自分の経験を一般化して知識を創る個

人的な過程と、人に助けてもらったり他人と共同

して考えたりする社会的な過程との両方が含まれ

ている」という（三宅・白水 2003)。算数の授業

において教師が自信を持ち、上手に授業できるよ

うになるにも、個人的な過程と社会的な過程が必

要であろう。今後、教師に対してジグソー方式な

どを取り入れた協調的な活動を経験させる中で、

児童の思考を促す教師の働きかけに対する知見を

深めさせ、それを活かした授業づくりや授業分析

を行うことにより、学習者に主体的な学びを起こ

させる授業づくりを目指させることができるか検

証していきたいと考えている。 
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Abstract
The purpose of this study was to investigate ef-

fects of exercising by hand and student-to-instructor
discussion on studying online teaching materials. 97
university students participated. They were divided
into three groups: (1) using only online materials,
(2) adding paper worksheets to (1), and (3) adding
student-to-instructor discussion to (2). As a result, a
weak effect was brought by only adding paper work-
sheets, but a strong effect needed also student-to-
instructor discussion. The results showed that both
exercising by hand and by discussion were important,
but the latter was more important than the former.
Keywords — online teaching materials, hand-
writing, student-to-instructor discussion

1. はじめに
近年，大学等で，コンピュータ上で資料配布と課

題収集を行う授業が増えている．しかし，ディス
プレイ上で閲覧する資料は，学生への配布と収集
は容易であるが，紙の資料に比べてアノテーショ
ンが容易ではなく [2]，またタイピングによるノー
トテイキングは紙に手書きで行う場合と比べて記
憶に残りにくいことが指摘されている [1]．一方，
紙は配布や収集には手間がかかるが，要約しなが
らノートを記すように仕向ける点 [4]，手書き文字
自体が書字等の動きのイメージを励起し，脳の広
い範囲を賦活させる点 [5, 6]が指摘されており，こ
れらが記憶に対してプラスに働く可能性が示唆さ
れている．また，授業においては，学生と教員と
の双方向のやり取りやグループ学習が学力向上に
おいて重要であることも報告されている [3]．
そこで本研究では，これまでオンライン教材で

行っていたコンピュータプログラミングに関する
講義に，ポイントや学習した内容を学生が手書き
で記して提出し，それに対して教員がコメント等
を個別にフィードバックする紙のワークシートを
導入し，その効果を検証した．

2. 方法
実験条件　オンラインで資料配布と課題収集を

行った対照条件（2008年度後期，以下 (C)），紙の
ワークシートを配布した条件（2009年度前期，以
下 (W)），加えて一人ずつにコメントをフィード
バックした条件（2009年度後期，以下(WF)）の３
つを設定した．なお，(WF)には，個人で学習を進
めた条件（以下(WFi)）と，グループワークで学習
を進めた条件（以下(WFg)）のサブ条件を設けた．
実験参加者　大学生で，(C)は31名（内女性13

名），(W)は18名（内女性4名），(WFi)は13名（内
女性3名），(WFg)は35名（内女性12名）．
手続き　全員，コンピュータプログラミングに

関する授業１３回を受けてもらった．１回の授業
は１８０分で，同一のオンライン教材を使用した．
ワークシートは同一のものを使用し，授業中に解
説を加えた．フィードバック条件(WF)では，回収
したワークシートに教員がコメントを加えて翌週
に返却し，誤り箇所の復習を促した．グループ学
習条件(WFg)では，ワークシート学習時，および
復習時に３名のグループでディスカッションをす
るように指導した．全員，学期末に５０分間の確
認テストを受験し，回答してもらった．
ワークシート　各回，A4用紙１枚分を準備し，

学習内容を確認する問題，フローチャートを描く
課題，および実際に作成したプログラムを手書き
で記す課題で構成した．
確認テスト　確認テストは大問７問で構成した．

問題１は指定された繰り返し処理のプログラムを
記すもの，問題２は指定された条件分岐のプログ
ラムを記すもの，問題３は誤文訂正，問題４は部
分的に空欄になっている文章の語句の穴埋め，問
題５は提示された２次元パターンを描くための
プログラムを記すもの，問題６は部分的に空欄に
なっているプログラムの穴埋め，問題７は指示さ
れたプログラムを全て記すものであった．各条件
で具体的な問題は変えたが，大問の構成，および
レベルは同じになるようにした．
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図 1 毎週の課題の提出状況と確認テストの結果(左)，確認テストの問題ごとの結果(右)

WSは紙のワークシート導入の効果，FBはワークシートへの個別フィードバック実施の効果，GWは翌週の授業

の冒頭でグループワークで復習を実施したことの効果をそれぞれ表している．

3. 結果
確認テストの平均点は，(C)58.9点，(W)70.7点，

(WFi)84.7点，(WFg)79.9点で条件間に有意な差が
認められた（F (3, 93) = 11.170, p < .001）．下位検
定（Tukeyの多重比較）の結果，(C)と (W)の差は
有意傾向，(C)と(WFi)(WFg)の差は有意(p < .001)
であった．また，各設問ごとに見てみると，問題４
と５は(C)と(W)(WFi)(WFg)の差が有意，問題１，
３，６，７は，(C)(W)と(WFi)(WFg)の差が有意，
そして問題２は有意差なしという結果であった．な
お，(WFi)と(WFg)の差は，毎週の課題の提出状況
においてのみ認められ，(WFi)よりも(WFg)の方が
有意に高くなっていた（F (3, 93) = 7.005, p < .001）．

4. 考察
問題４と５は，紙のワークシートの導入のみで

有意に得点が上昇している．問題４は語句の穴埋
めで，重要なキーワードを実際に手書きすること
で記憶への定着が良くなった可能性が考えられる．
問題５は提示された２次元パターンを描くための
プログラムを記すもので，紙にアノテーションし
ながら数値の変化を可視化して解くことで解き方
のコツを習得しやすくなった可能性が考えられる．
これら以外の問題は，さらにフィードバックを加

えてようやく得点が上昇している．問題１の繰り
返しや問題３の誤文訂正は，学生が間違いやすい
内容であり，紙のワークシートにより弱い箇所を
顕在化させ，それに対してフィードバックを与える
ことで知識が体系化されていった可能性が考えら
れる．また，問題６の部分的に空欄になっている
プログラムの穴埋め，そして問題７の指示された
プログラムを全て記すものは，プログラムの構成
能力を問う内容であり，手書きにより記したワー

クシートに教員がアノテーションによるフィード
バックを与え，それを復習することでプログラム
の構成能力が向上した可能性が考えられる．
グループワークの効果は，確認テストでは認め

られなかったが，毎週の課題の提出状況において有
意な差が認められている．このことから，グルー
プワークには，学生が授業に参加することのモ
ティベーションを維持し，落ちこぼれる学生を減
らす効果がある可能性が考えられる．

5. おわりに
これらから，学習内容の種類によって，手書き

のみで効果が表れるものと，フィードバックまで
してようやく効果が表れるものがある可能性が示
唆された．なお，手書きの効果とフィードバック効
果の交互作用については今後の検討課題である．
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1. はじめに 
 我々の日々の暮らしは，周囲の環境との間に生
じる無数のインタラクションの上に成り立ってい

る．こうしたインタラクションのうち，我々の意

識の上にのぼるものはごく一部であり，多くは無

意識のうちに暗黙知として扱われている．この暗

黙知，身体知の存在は，人間の多様かつ複雑な振

る舞いを実現可能にしている．日々の暮らしを通

じて我々の身体に蓄積される身体知を探究するこ

とは，我々が自身を知り，日々の暮らしをより豊

かにする可能性を有する行為であると言えよう． 

 例えば，身体知の探究に取り組むことが求めら

れる生活の中の一場面として，スポーツを挙げる

ことができる．スポーツの現場では，アスリート

には自分自身の身体の使い方について，身体知的

な領域も含めて深く探究することが求められてい

る．アスリートが体得することを目指すスキルは

身体知であり，その獲得過程は暗黙的なもので，

また，身体特性や常に変化する環境に起因する強

い状況依存性を有するものである．アスリートに

とって自身の身体や周囲の環境に偏在する無数の

変数，その間にはどのようなインタラクションが

生じているのかを探究することは，スキルの熟達

プロセスにおいて重要な意味を持つ． 

 しかし，実際の競技の現場では，必ずしも全て

のアスリートが自らの有する身体知を探究すると

いう意識を有している訳ではない．そこで，競技

の現場においてアスリートに身体知の探究を促す

役割を担うのがコーチである．一般的に，コーチ

の役割は選手に対して競技上の技術の具体的な実

践方法を指導することであると思われがちだが，

競技の中で一般的とされる技術の練習方法を言い

聞かせるだけでは，選手一人一人に適した身体の

使い方を体得させることはできない．コーチには，

選手が日々の練習を通じて自らに適した身体の使

い方を探究するように導き，それを継続させるス

キルが求められる． 

 コーチに求められるスキルも，アスリートが体

得することを目指すスキルと同様に身体知である．

日々の練習における選手の身体的・精神的状態や

彼らとの関係性，練習メニューやシーズン中のス

ケジュールなど，変化し続ける環境のなかでアス

リートの身体知探究を支援するために自らの振る

舞い方を摸索していかなければならない． 

 本研究は，筆者のコーチとしての実践を事例と

して，コーチは如何にしてアスリート自身による

身体知の探究を促すのか，コーチ自身の身体知で

あるコーチングスキルを探究するための方法につ

いて議論することを主題としている． 

 

2. 身体知の探究：身体的メタ認知 
2.1. アスリートによる身体的メタ認知 
 本研究には，競技の現場におけるアスリートと
コーチ，それぞれによる身体知の探究が関連して

いる．これまで筆者らは，身体知を探究するため

の方法として身体的メタ認知の実践方法を模索し
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てきた[1]．身体的メタ認知は，従来無意識的に

扱われてきた身体と環境の間に生じるインタラク

ションに対してメタ認知的な意識を振り向け，言

語として外化することによって意識の上に持ち上

げる行為である．身体的メタ認知には，言葉とし

ての正確さに捕われることなく，ごく一部でも身

体知を言語化する努力を継続することで身体と環

境の間に生じるインタラクションに対する新たな

気づきを引き起こし，新しい身体の使い方の発見

や感性を豊かにするという効用がある．近年の関

連研究では，競技者による身体スキルを対象とし

たメタ認知的探究及びそれを言語として外化する

行為は，スキルの熟達を促進する効果があること

が明らかになっている（例えば[2][3]など）． 

 これらの研究事例では，各アスリートがメタ認

知の実践に適した環境を構築してきた．ここでい

う環境とは，メタ認知的な気付きを外化するため

に用いる文房具，どのような場所，タイミングで

身体的メタ認知に取り組むのか，というように

様々な要素を含んでいる．こうした環境はアスリ

ート達が自ら試行錯誤を重ねながら構築したもの

であり，身体的メタ認知の実践と継続にはどのよ

うな環境が望ましいのか，という一般的な知見は

未だ明らかになっていない．従って，コーチがア

スリートの周囲からどのような環境を提供すれば

身体的メタ認知を促進できるのか，その方法につ

いてはコーチが自らのコーチングのメタ認知に取

り組みながら探究する必要がある． 

2.2. コーチによる身体的メタ認知 
 これまで筆者は，自身がコーチの一人として指

導に携わっている中学・高校の空手部において部

員達に身体的メタ認知を促す方法を模索するいく

つかのケーススタディに取り組んできた． 

 ある事例では，従来のメタ認知研究において重

要な役割を果たしてきた大学ノートを部員に配布

し，自身の体感を言語として外化するメタ認知実

践者の行為を形式的に模倣させることで，メタ認

知の習慣付けを試みた[4]．この事例では，自ら

の体感をノートに外化する重要性を部員達に説明

し，それを実践，習慣化するという当初の目的は

失敗に終わった．しかし，その過程で部員達との

コミュニケーションを密にすることにより，部員

が自らの体感をコーチに対して語ることを習慣付

けることができた． 

 別の事例では，練習環境にビデオカメラを導入

し，部員が自らのパフォーマンスを省みる環境を

つくり出すことを試みた[5]．過去の研究では，

簡易的な運動計測及びそのフィードバックがアス

リートのメタ認知を促すことが示唆されていたが，

この事例ではさらに，競技の現場にメタ認知を支

援するツールを導入する際の手続きが重要な要素

であることが明らかになった．フィールドへのメ

タ認知を促すツールの導入する際，導入しようと

するツールが如何に有用なものであっても，アス

リートに対する提示方法によっては全く活用され

ないものとなってしまう可能性があることが示唆

された． 

 また，これらの事例以外にも筆者は日々の練習

の後に，1 日のコーチングの内容を振り返り，メ

タ認知的な気づきをノートに記録することを継続

している．記述内容は，練習中のどのような変数

に注目していたのか，それに基づきどのように他

のコーチや部員達と接したのか，コーチや部員達

の反応などから成る． 

 筆者が上述のケーススタディや日常的なコーチ

ングのメタ認知を通じたコーチングスキル探究に

取り組む際に中心的な課題となっているのが，コ

ーチングにおける重要な変数の発見である．身体

や環境から自身にとって重要な変数を発見するこ

との重要性は，アスリートによる身体スキルの探

究にも共通する点である．しかし，本研究におけ

るコーチングスキルの探究は他者のメタ認知を促

すことが目的であり，メタ認知の対象となりうる

環境が最初から広範囲に及ぶ．より具体的に言え

ば，複数の選手やコーチとの関係性が探究すべき

対象として存在するのである．日々の練習におい

て，練習環境にいる部員達や他のコーチが筆者の

注意を惹く様々な出来事が起こる．そして，それ

らへの対応を迫られるため，日常的なコーチング

のメタ認知の中で，時間をかけてある特定の出来
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事を注目し，その出来事に関連する変数を深く掘

り下げることが困難となっている． 

3. パタンの記述によるメタ認知の促進 
3.1. パタン・ランゲージ 
 本研究では，コーチングスキルの身体的メタ認

知に取り組む過程における変数の掘り下げを促進

するための方法として，アレグザンダーが提唱し

たパタン・ランゲージを導入することを試みた[6]．

アレグザンダーのパタン・ランゲージは，人が暮

らす環境を心地よいものとするためのパタンと呼

ばれる 253 の知見が蓄積されたものである．パタ

ンは，「町・コミュニティ」「建物」「施行」という

ように 3 つの粒度に分類される．1 つ 1 つのパタ

ンは，パタン名，写真，パタンの内容，他のパタ

ンとの関係性が明示されている．パタンの内容は，

建築において頻出する問題に対して，それ解決す

るための本質的な要因が記されている．パタンは

他のパタンと組み合わせて用いることが想定され

ており，各パタンに明記された他のパタンとの関

係性によって全体がネットワーク的な構造を成し

ている． 

 アレグザンダーのパタン・ランゲージは，その

環境を利用する人の視点から心地よさを追求する

ための，建築に関する暗黙知を表現した一つの様

式であるといえよう．暗黙知を表現する様式とし

てのパタン・ランゲージは，ソフトウェア設計の

分野におけるデザインパターンやフィールドマイ

ニングの領域にも応用されている[7]． 

 本研究では，これまで筆者がコーチングのメタ

認知的探究を進める過程での気付きを記述してき

たノートを元に，コーチングにおけるパタンを生

成し，それ蓄積すること試みた．その目的は，過

去のメタ認知的記述を振り返り，パタンを生成す

るという目標を設定することにより，日常的なコ

ーチングスキルの探究において困難であったメタ

認知的気づきを深く掘り下げ，重要な変数の発見

を実現することにあった．パタンの生成によって

練習環境に対する意識の変化や，まだパタンとし

て表現できてない身体知の存在を意識することが

可能であると思われる． 

3.2. コーチングにおけるパタンの記述 
 本研究におけるコーチングスキルに関するパタ

ンの記述は，その取り組みが始まった段階であり，

コーチングスキルに関するパタンの記述様式やそ

の手続きは，現在も模索の段階にある．そこで，

本節では以下に現段階におけるパタンの記述手続

きの例を示し，パタンの記述の初期段階が筆者の

コーチングスキルに関する身体的メタ認知のプロ

セスにどのような影響を及ぼしたのか述べる． 

 筆者は2009年7月ごろから，自身がコーチとし

て指導に携わる中学・高校の空手部の練習環境に，

部員達が身体的メタ認知に取り組むことを促すた

めのツール（ビデオカメラやノートなど）の導入

を試みてきた（詳細は[4][5]に示す）．その際の

経験を通じて，筆者はツールを練習環境に導入し，

部員達に使用を継続させるための方法に関する漠

然としたメタ認知的な気づきを得ていた．そこで，

この漠然とした気づきをもとに「身体的メタ認知

を促すツールの導入方法」に関するパタンを記述

することを試みた．しかし，最初から漠然とした

気づきを「頻出する問題に対して，それ解決する

ための本質的な要因」であるパタンとして記述す

ることは極めて困難であった．そこで，まずメタ

認知的な気づきの内容を文章として外化すること

を試みた．これは，身体的メタ認知における言語

化と同様に，言葉としての正確さに捕われること

なく，身体知を言語として表すことで，メタ認知

的な気づきの中に含まれる変数を見出すことを目

的としていた． 

 このパタンの素となる「とりあえず」の文章を

記述することで，「身体的メタ認知を促すツール

の導入方法」に関するメタ認知的な気づきの中に

は，さらに複数のトピックが含まれていることが

新たな気づきとして得られた．そこで，文章内に

含まれるコーチングスキルの変数を筆者が抽出し

たところ，「練習」「場所」「選手」「コーチ」

「ツール」といった，文章内に含まれるトピック

全般に共通する変数の他に，文章をさらに２つの

トピックを分ける要因となるような変数が含まれ

ていた．それらのキーワードは「性格」「視野」
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「顔ぶれ」のようなツールを利用することになる

部員に関するものと，「魅力」「機能」といった

ツールの性質に関するものに分類することができ

た．この分類をもとに，最初に外化した１つの文

章から「ツールに求められる性質」「部員にツー

ルをどう使わせるか」とい 2つのトピックに分割

することができた．ただし，2つのトピックは

「練習」「場所」「選手」「コーチ」「ツール」

といったどちらにも共通する変数によって互いに

関係性を有している．こうした変数の関係性は，

メタ認知的な気づきを得た時点では，筆者の中で

はっきりと意識されることのなかった点であり，

気づきをパタンとしてより小さな変数塊に分解し

ていく過程で明らかになっていった． 

 このように，最終的にパタンを記述することを

目指して，過去の経験から得たメタ認知的な気づ

きを文章として表現し，その中に含まれる変数を

見出し，いくつかの変数塊として分類することを

繰り返すことで，自身のコーチングスキルの構造

を少しずつ外化することが可能であると思われる． 
 
4. 今後の展望 
本研究は，身体的メタ認知によるコーチングスキ

ルの探究に取り組む上で，複数のアスリートやコ

ーチが関わる複雑な環境の中から，重要な変数の

発見や変数間の関係性を見出すための方法として

パタン・ランゲージの導入を試みたものである．

コーチングスキルの探究過程におけるパタンの記

述は，複雑な環境の中でおこる出来事について，

そこに関連する変数を深く掘り下げていくための

手続きとして有効であると考えられる．また，メ

タ認知的な気づきから，変数を見出し，パタンと

いう変数塊にまとめあげる手続きは，身体的メタ

認知の言語化の一方法としてコーチングスキル以

外にも有用な方法ではないかと考えられる． 

 コーチングスキルの探究にパタン・ランゲージ

という暗黙知を記述するための様式を導入する試

みはまだ始まったばかりであり，パタン・ランゲ

ージやそこから派生した他の領域での用法を参考

に，記述の手続きやパタンの形式の模索に取り組

む必要がある． 
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Abstract 
Two groups of participants performed a 

collaborative conveyer task that needs to transfer 
objects to designated positions by vehicles in a virtual 
space. All utterances were transcribed and questioning 
utterances were specified. Then we classified these 
utterances into four types: planning, partner’s (asking 
the movement and status of the partners), self (asking 
own movement and status), and other, and analyzed 
the changes of the frequency and ratio of these 
question types during 10 trials. The results were that 
whether voluntary strategy change occurred or not was 
reflected on the number of utterances. When strategy 
change occurred, question utterances on planning 
decreased, but when strategy change did not occur, 
question utterances did not decrease whereas question 
utterances on partner`s situation increased. 
 
Keywords ―question utterances, collaborative task, 
strategy change. 

 

1. 目的 

現在、福祉介護や建築現場など様々な場面に

おいて、人間と協調作業できるロボットの導入

が検討されている。このような場合、人間とロ

ボットが動作空間を共有し、作業を行う必要が

あり、そのためには協調作業をロボットに理解

させる必要がある。 

埼田（2003）や高木（2000）のように、協調作

業の研究では、主に人間の視線を研究対象とし

た実験が数多く行われている[1]、 [2]。しかし、

協調作業を行う際には、視線以外の非言語コミ

ュニケーション手がかり(指さし、身体方向等)

や言語情報といった要素が絡み合う。発話はそ

の中でも重要な言語情報である。協調作業につ

いては鈴木・馬田等(2008)で、発話、視線、指

さしの手掛かりから、リーダーの推定を調べた

研究がおこなわれている。鈴木、馬田は課題遂

行に対する貢献や、集団成員による承認等がリ

ーダーの役割の承認には必要であるとして、直

接対面時の集団作業過程でのコミュニケーショ

ン行動を分析した[3]。集団作業における言語・

非言語行動の分析を行い、リーダーの発現にか

かわる要素を研究した。結果、直接対面での集

団作業過程ではほかの成員より早く誤りに気付

き、発話により指摘すること、誤りを指摘した

発話に対してほかの成員から言語・非言語行動

の双方により承認を得ることがリーダーの発現

に寄与している可能性が示唆された。 

田本・川端 (1995) はコミュニケーションを

円滑に進めるため、発話権に注目し、参加者同

士の協調作業時の対話記録を分析し、発話権の

移行を調べた[4] 。あらかじめ役割付けの行わ

れているタスクでは、役割に合わせて発話権の

管理に偏りが生じることがわかった。情報提供

者と情報追随者では、情報追随者が問題解決の

主導権を確保していることが報告されている。

袴田(2007)は、製造業のライン作業現場におけ

る動詞の使用を調査し、製造組立ラインのライ

ンリーダーの作業中の発話を録音し、分析を行

った[5]。ライン職という環境のため、「指示す

る」「確認する」という機能がある発話が多くみ
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られると考えられた。結果、名詞と動詞の使用

が多くみられ、動詞の活用形としてはテ形、ナ

イ形、辞書形、タ形が多く使用され、それ以外

の活用形はあまり使用されないことが分かった。

テ形とは用言の連用形に接続助詞「て」が続い

た語形で、「～して」のように用いられる動詞の

ことで、ナイ形は「～ない」といった否定の動

詞、辞書形は「書く、食べる、来る、する」な

ど､辞書に載っている形、タ形は過去形のことで

ある。活用形として、特にテ形の使用が突出し

ており、指示、確認にはテ形が多用されること

が分かった。このテ形はその多くが命令形であ

ったと推測できる。情報提供者と情報追随者間

での情報のシェアリングを行うためには、視線

の動きや指さしと同等に、相手への命令、質問

などの発話内容が重要視されると考えられる。

よって、協調作業において質問発話や命令発話

は、視線の動きや指さしと同等に重要視される

と考えられる。 

袴田の研究では、職場のリーダーの発話を分

析したため、命令形が多くなっていた可能性が

ある。しかし、参加者が同じ立場で、親和性の

低いグループならば、命令形（「～して」）より

も質問発話（「～してくれない？」「～じゃな

い？」）での指示、確認が多いという予想を立て

ることができる。そこで、本研究では質問発話

に焦点を当てた。とりわけ本研究では、方策の

変更が行われた場合の協調作業時における質問

発話数の変動に注目した。方策の変更が行われ

た場合、情報共有のために全体の箱運搬計画に

ついて質問する発話（本研究では計画発話とし

ている）が増加すると予想された。言語情報の

中で質問発話に注目したのは、方策の変更時に

は多くの情報を共有する必要があるため、参加

者間で多くの質問発話を行う必要があると考え

られるためである。 

 

2. 方法 

2.1 参加者 

応募によって集まったボランティアの大学生

を三人一組とし、10 組分のデータを得た。作業

開始時点ではあらかじめ、リーダーなどの役割

付けは行わず、同等の立場で作業を開始した。 

2.2 装置とタスク 
参加者は 3 つに区切られたブースに着席し、

バーチャル環境下での箱運搬課題を行った。参

加者の前方のメインディスプレイには自分のバ

ーチャル環境下での車両操作画面（Fig.1）が表

示され、操作時には主にこのディスプレイを自

他の状況確認に使用した。近接したサブディス

プレイには他参加者の上半身がリアルタイムに

表示され、協調作業中には他参加者の表情など

を確認することが可能であった（Fig.2）。参加

者はそれぞれ赤、青、緑色の車両を割り当てら

れ、ジョイスティックで操作を行った。搬送物・

フィールド・参加者の車両の初期位置は常に同

じであった（Fig.3）。使用した視線計測装置（帽

子型）には、視線・脳波・眼電を計測する他に、

インカムがついており、そこから参加者の音声

を収集した。 

参加者はヘッドフォンを着用し、左右から他

参加者の発話のみが聞こえる状態にあった。参

加者は実験中のみ会話ができ、会話を通じて協

力してタスクに当たることを推奨された。なお、

本研究では視線・脳波・心拍・眼電はデータと

して使用していない。 

 

 
Fig.1 操作画面 
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Fig.2 実験時のディスプレイ配置図 
① メインディスプレイ 
② サブディスプレイ 
③ ジョイスティック 

 
 

 

Fig.3 各車両と箱の初期位置 

注．実線で示した長方形は運搬する箱であり、モニター

画面では不透明な色（赤、青、緑）で表示された。 

破線で示した長方形は、箱の設置位置を示すターゲット

パネルであり、モニター画面では透明な色（赤、青、緑）

で表示された。 

 

2.3 箱運搬協調作業タスク 

参加者は車両を操作し、赤、青、緑の箱を半

透明に色付けされた同色のターゲットパネルに

置くことを目標とした。箱が同じ半透明のター

ゲットパネルに重なると設置完了となり、箱が

白色に変化する。配置完了条件は以下のように

設定し、参加者に通知した(Fig.4) 。他の参加者

が操作する車両は中央にあるメインディスプレ

イで視認できる範囲でしか見ることができない。

また、中央に 4 つのフィールドを仕切るように

十字に壁があるため、隣のフィールドの光景は

確認できない状態になっていた。そのため、箱

の運搬には参加者同士の協力が必要であり、そ

こで協調作業が行われるだろうと予想した。 

2.4 手順 

実験前に各参加者に実験教示書を配り、実験

の概要や操作法、注意などを確認した。参加者

には、タスクを早く終わらせること、ミスをし

ないことを求めた。また、タスクが壁に当たら

ずに早く終わったほうが多くの報酬を得られる

ことを説明した。参加者がディスプレイを見な

がら車両を操作し、搬送物を押して初期位置 
(Fig.3) から移動させ、赤、青、緑の各搬送物

を所定のそれぞれ半透明に色付けされたフィー

ルドに定位させることで、1 タスク終了とし、

計 10 回行った。 

 

 
Fig.4 設置完了条件 
 

3.パフォーマンス分析・結果 

ランダムに 2 組選び、各試行における作業終

了時間の推移を計測した。いずれのグループも

作業終了時間は、試行を重ねるごとに減少した。

また、参加者が作業を行ったルートを、記録映

像を元に分析した。結果、片方のグループでは

方策の変更がみられた。 

タスク中に搬送物の運搬計画の方策に変更が

あった組をグループ A、変更がなかった組をグ

ループ Bとする。結果、作業終了時間の短縮の

傾向に違いがみられた。特にグループ Aの 6回

目以降と、グループ Bの 8回目において大きな

変動がみられた。記録映像を分析してみると、

グループ Bの 8回目の終了時間の増加は、車両

の操作ミスによるものであったが、グループ A

の 5 回 目 に は 方 策 の 変 更 が み ら れ た
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(Fig.6,Fig.7)。方策の変更は、参加者が緑のブ

ロック（左上のブロック）を最短距離で移動さ

せることで、作業の効率化を図ったことによる

と推測される。Fig.6 にグループ A の方策変更

前のルートを Fig.7 にグループ A の方策変更後

のルートを示す。 
 

 

 
Fig.5 タスク終了時間のグラフ 

 

 

 
Fig.6 グループ A の方策変更前 
 
 

 
Fig.7 グループ A の方策変更後 

 

 

 

4．発話分析 

各タスクの開始から終了までの時間を計測し

た。タスク実行中になされた発話を JCHAT の

wakachi2002 フォーマットに従って CLAN 

ver.12.0.058 (MacWhinney & Snow, 1990) で 2 組

分書き起こし、CHAT 形式化した。各参加者の

発話について、発話数、単語数、ＭＬＵを算出

した。語尾や抑揚から質問発話を判断し集計し、

１分あたりの質問発話数を算出した。質問発話

を意味内容から、1) 全体の障害物運搬計画につ

いて質問する計画発話 (planning) 、2) 相手の行

動 や 位 置 に つ い て 質 問 す る 協 調 発 話 

(partner`s) 、3) 自分の搬送物について質問する

自己発話 (self) 、4) その他 (other) に分類し、

1~3 回を前期、4~7 回を中期、8~10 回を後期と

して、１分あたりの質問発話数を算出した。発

話の書き起こしと質問発話の分類は大学院生１

名と学部生 1 名が行った。  

 

5．発話分析の結果 

方策の変更があったグループをグループ A、

方策の変更がなかったグループをグループ B
とした。Fig.8 にグループ A の、Fig.9 にグル

ープ B の参加者の質問発話の変動を示した。

中期は前期から後期への移行期ととらえ、方

策が定まっている途上にある前期とすでに定

まっているとみられる後期の試行に注目した。

グループAでは参加者ごとに増加する質問発

話があったが、方策の変更によって増加する

と予想された計画質問は、全ての参加者で減

少していた。グループ B の SUB1 で増加した

のはパートナー状態発話（0.310→0.467）と自

己状態質問(0.451→0.700)であった。SUB2 で

参加したのはパートナー状態質問(0.287→
0.389)、SUB3 では自己状態質問(0.410→1.245)
が増加した。グループ B では、すべての参加

者の質問発話数は全体的に減少した。 
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Fig.8 Number of question utterances of each 
participant in each question speech category 
(pair # 1)  
 
Notes.    first period: 1st – 3rd trials 

second period:  4th – 7th trials 
third period: 8th – 10th trials 
 
 
 
 

 
Fig.9 Number of question utterances of each 
participant in each question speech category 
(pair #2) 
 
 
 
6．総合考察 

本研究ではバーチャル環境下での箱運搬作業

を通して、参加者同士の協調作業時の質問発話

を抽出する実験を行った。協調作業時の発話の

中でも、質問発話に焦点を置いた理由は、参加

者が同じ立場で、親和性の低いグループならば、

命令形よりも質問発話での指示、確認が多いと

いう予想を立てたからである。分析には、10 組

の中で、自発的に方策の変更があったグループ

と、方策の変更がなかったグループの計 2組分

のデータを使用した。方策変更が質問発話の生

起に関係するかを調べるために、タスクの遂行

時間と総質問発話数が似通ったグループを選ん

だ。結果、試行を重ねるにつれ、質問発話数は

全体的に減少することがわかった。また、方策

の変更がなかったグループ、自発的に方策の

変更があったグループがあり、参加者の質問

発話の変動を調べた。方策の変更がなかった

グループでは、すべての参加者の質問発話数

は全体的に減少した。これは、試行が進むにつ

れて作業方針の確立がなされ、作業方針の確認

が不要になったためと推測できる。方策のあっ

たグループでは、参加者ごとに増加する質問

発話があったが、方策の変更によって増加す

ると予想された計画質問は、全ての参加者で

減少していた。これは、全体の方策の変更を

より具体的に実行していくときには、全体の

運搬計画を聞くのではなく、相手の状態につ

いて確認を多く行う必要があったためと考え

られる。方策の変更には質問発話以外にも、

提案、総括という別の発話が影響を与えてい

る可能性も考えられる。 
本研究では、方策の変更が生じた場合、質

問発話の各タイプはどのように変化するかを

調べることを目標とし、方策の変更が行われ

た場合、全体の箱運搬計画について質問する

発話が増加するかを検討した。その結果全体

計画に関する質問は減少する一方、相手の状

態に関する質問が増加することがわかった。 
これは、箱運搬計画について質問する発話は

方策の変更の有無にかかわらず、作業者の熟達

によって減少していくが、相手の状態に関する

発話は、方策の変更をした場合、タイミングを

合わせる等の必要性が生じてくるため、増加し

たと考えられる。今後、本研究の結果の一般性

について、さらに分析する必要がある。 
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Abstract 

This paper examined the effects of 

collaboration on learning of English listening. 

We compared paired Japanese students with 

solos on their processes of dictation of English 

sentences. We hypothesized that collaboration 

enriches variety in dictated pieces and solicits 

explanations of why they dictated and 

structured pieces in such ways to each other, 

which leads to adaptive learning of grammar. 

As expected, results showed that the pairs 

talked and learned more about meaning and 

grammar than solos. 
 
Keywords ― Collaborative Learning, Learning 
Process, Dictation, Dictogloss 

 

1． 背景と目的 

日本の多くの学習者にとって，英語学習は単語

や定型的な文・句を暗記し機械的に適用するもの

と考えられている．しかし，言語を使って多少な

りとも自分の考えを発信するためには，伝えたい

意味に従って文を生成する能力が必要となる．例

えば Dictation は，作業としては聞こえた音を既

有知識に照らして一語一句書き取ることのように

見えるが，実際その作業を可能にする認知過程と

しては，文脈の意味を推測しながら単語の意味を

把握し，それらを一定の規則に従って句や文とし

て構成する作業が必要になる．従って，Dictation

を活用した英語教育実践は多くの場合，高い効果

を上げているが，実践にあたっては，ある程度学

習の進んだ上級者が対象であることが多い．しか

し，第二言語を習得しようとする学習者も，本来，

母国語を使用するときは断片的な単語や文を自ら

の解釈によってつなぎ合わせて，聞き取れなかっ

た箇所を補って理解していると考えられる．つま

り，第二言語においても既習の断片的な文法や語

彙知識を積極的に活用して，聞こえない音を聞き

取ろうとする認知的な活動そのものは自然に起き

る可能性があり，1 人では断片しか構成できない

活動を２人で行うことによって，各人が構成しえ

た断片を活用して構成部分を拡張できる可能性が

ある．さらに，２人がそれぞれ聞きとれた音から

なぜそのように構成したか，その根拠を相手に説

明する自然な状況が生まれるので，文の構成に対

して意識的な内省が起きやすくなると考えられる．

ここで内省される文構成の根拠は，多くの場合，

文構成の規則，つまり生成に関わる規則としての

文法の確認と納得を引き起こすだろう．そこから

文法や語彙知識の量を増やすよりも，その活用の

仕方をより深く理解できるようになる適応的な学

習が生ずると考えられる． 

実際，最近の英語学習では，Dictogloss という

複数の学習者が協調して聞き取った結果から文を

構成する学習方法も試され，その有効性が実証さ

れつつある[1][2][3]．この過程では，協調によっ

て聞き取れた音に関する多様解を持ち寄り，それ

らを意味や文法構造など，より抽象的な観点で吟

味・統合する活動が起きていると考えられる． 

そこで本研究では，英語の Dictation を単独で

行う条件と協調で行う条件を比較し，協調条件に

おいてこれまでの認知過程による学習可能性につ

いての研究から得られている知見を適用して，以
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下のような協調過程特有の認知過程がより多く観

察されるかを確認し，協調による吟味活動が語生

成能力の適応的学習につながる可能性を検討する．

ここで取り上げる仮説は，以下の通りである． 

＜仮説＞ 

１．協調による Dictation では，自分の聞き取っ

た結果の根拠を相手に説明する必要があるので，

聞き取った文章の意味について言及する必然性が

増し，その結果として初期段階から意味への言及

が pair群ではsingle群に比べて多くなる．また，

pair群では上記の理由により，比較的初心者であ

っても初期段階から相当数の意味に対する発言が

観察できる． 

２．他者の解釈に触れられることから，文を構成

する単語，句，節などに関する自分自身の意味解

釈を変更する頻度が pair 群の方が single 群に比

べて多くなる． 

３．pair群の方が意味と文法をつなげながら解釈

し直し，かつ多様な解釈に対する許容度も上がる

ため，最終的に正解が提示された場合，single 群

より納得度が高い．つまり，「こうなのか」や「わ

かった」などの納得発言が多く，「こう聞こえたら

こういうことなのか」など，自分の聞き取りや解

釈のレパートリーとして抽象化する発言が多くな

る． 

 

2． 実験方法 

英文音声を流し，内容を正確に書き取らせる方

法を採用した．実験参加者は，大学生・大学院生

11 名とし，Single 群 5 名，Pair 群 3 組（計 6 名）

に振り分けた．実験教材には，アルク社製(2006)

「新 TOEIC テストスーパー模試 600 問」の第 3

回模試の part1，part2 から各６題，part3，part4

から各３題ずつ，計 18 題を使い，これを 12 回に

わけて聞き取らせた．part3，part4 の問題 1 題は

平均 7.3 文からなり，書き取りは 1 文ずつに対し

て，次の手順を取った． 

＜手順＞ 

1. 通常スピードで音声を流し，書き取らせる作

業を 3 セット行う 

2. 参加者が書き取った内容を実験者がホワイト

ボードに整理する 

3. 4 セット目以降はスロー再生で作業を行い，

参加者が聞き取れた部分を 1 セットごとにホ

ワイトボードに書き足す 

4. 参加者が全解答するまで，もしくはそれ以上

聞き取れないと報告するまで続ける 

5. 正解を教え，音声で確認し聞き取りについて

気付いたこと（メタコメント）を記述させる 

 

なお，4 セット目以降，参加者が内容を書き取

れなくなってきた場合は，実験者が書き取れてい

る内容に応じてヒントを与え解答を促した．ヒン

トの内容は，「解答できていない箇所をアンダーラ

インで示す」，「単語のスペルの一部または全部を

教える」，「意味を考えさせる」，「文法を考えさせ

る」，「聞こえたように発音させる」の 5 種類とし

た．Pair 群は上記の手順の間，すべて自由に会話

させた． 

 

3．分析方法 

仮説に従って，両群の発話データから，１．意

味への言及数，２．意味解釈の変更数，２．意味

や文法に関する新規な学習または納得を示唆する

言及数を数えた． 

 

3.1. 意味への言及数 

Pair 群の会話の典型例は，下記のような既有知

識を利用して意味を適応的に解釈する傾向が観察

された． 

＜聞き取り例１：I’m going to email them to each 

of the section chiefs＞ 

1: 参加者 A：（3 回目の聞き取り後）going to の

後になんか入るんじゃないかな．動詞が． 

【文法に関する発話】 

2: 参加者 B：（4 回目後）to email じゃない？ 

【音に関する発話】 

3: 参加者 A：（5 回目後）email ってメールするっ

てことじゃない？【意味に関する発話】 

4: 参加者 A：（正解提示後）send とかいらないの
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か【email の使用法に関するメタコメント】 

 

以上のように，聞き取った音を二人で合わせて

文法により予測を行い，意味を解釈していく特徴

を持っていた．さらに，メタコメントから，既知

の単語が通常とは異なる品詞でも使える可能性を

学んだことも見て取れる． 

そこで聞き取りの発話を３種類に分類した． 

1. 聞こえた音に関する発話 

例：「アウトラインに聞こえた（I would like）」 

2. 文法に関する発話（文型，品詞，時制，不定

詞，単複係数，態など） 

例：「the が前にあるから次は名詞じゃない？」 

3. 意味に関する発話（単語，句，節，文の意味

について） 

例：「each だから各って意味なの？」 

 

仮説１を検証するために，実験中の音声データ

を一息一行として，各種類が発話された回数を数

え，Single 群と Pair 群での群間比較を行った．

出題順をブロックごとにランダムに行ったため，

学習期間を初期フェーズ（1～4 回目），中間フェ

ーズ（5～9 回目），後期フェーズ（10～12 回目）

に分け，各フェーズで全参加者が共通して学習し

た長文問題（１題ずつ）での結果を分析データと

した． 

 

3.2. 意味解釈の変更数 

仮説 2 を検証するために，発話データより意味

解釈の変更頻度を比較した．意味解釈の変更頻度

の基準例は以下に示した． 

＜聞き取り例２：I’m not sure if we can maintain 

this pace of growth.＞ 

実験者：意味は良いかな？この成長を維持 

Ａ＆Ｂ：できるかどうか？？ 

Ｂ：whether 

Ａ：かどうかわからない．~についてでもいい

わけやん．じゃあ about じゃいかんの？

about we can 

Ｂ：ああそうか 

 

この会話は，Ａが「～かどうかわからない」と

いう意味の解釈から「～について」でもいいので

はないかと解釈を変更している．このような例を

１としてカウントした． 

 

3.3. 意味や文法の学習・納得言及数 

仮説３を検証するために，納得発言や聞き取り

や解釈の新規レパートリー獲得に関するメタコメ

ントの回数を抽出し，群間比較を行った．メタコ

メントは，聞き取り例１の【メタコメント】に示

したようなものを数えた． 

 

3.4. 分析対象者 

発話データが膨大になったため，今回の分析対

象者は，single 群 2 名，pair 群 2 組（4 名）だけ

とし，その前期，中期，後期各 1 回のデータとし

た．参加者にはあらかじめ TOEIC 模擬テストを

受験してもらっており，分析対象者のベースライ

ンは表１に示したとおりである．表に見るように，

今回の分析対象者は能力的に同等の参加者を選ん

だ．なお single 群 B は，大学院生で自らの認知過

程を語ることに慣れており，かつ実験者と旧知の

間柄だった． 

 

表 1 各被験者のベースライン（pair は平均値） 

 singleA singleB pairC pairD 

score 560 535 550 515 

 

4． 結果 

Single 群Ａ，Ｂの発話分類結果を図１-a と図１

-b に，Pair 群Ａ，Ｂの結果を図 2-a と図 2-b に示

し，各群での発話総数を図３に示した．Single 群

は個人差が大きいが，どちらも音に関する発話が

多い．Pair 群はペア間の差が小さく，どちらも初

期段階から音だけでなく，文法や意味に関する発

話がなされている．Pair 群が二人の発話合計であ

るとしても，コンスタントに文法や意味について

よく発話がされたことがわかる． 
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図 1-a single 群Ａの発話回数 
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図 1-b single 群Ｂの発話回数 
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図 2-a pair 群Ｃの発話回数 
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図 2-b pair 群Ｄの発話回数 
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図３ 各対象者の発話総数 

 

また，意味解釈の変更回数を図４に，メタコメ

ント回数を図５に示した．どちらも，全体的に回

数が少なかったが，single 群では個人差が大きか

ったのに対して，pair 群 2 組では後期になるにつ

れて上昇傾向がみられた． 
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図 4 解釈変更回数の群間比較 
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図 5 メタコメント回数の群間比較 

 

5． 考察 

以上より，Single 群より Pair 群において，互
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いに部分的に聞き取れた音を持ち寄り，あるいは

同じ音を違う聞き取り方をした結果を持ち寄って

検討することで，意味や文法など，より構造的で

統合的な観点から吟味を加える活動が初期段階か

ら促されたと言える（仮説１）．Single 群で個人

差が大きかったのは，認知科学の学習者が含まれ

ていた点や実験者と参加者の親近度が現れたと解

釈できるが，基本的に Single 群では答えのわかっ

ている実験者に向かって意味や文法を説明する必

然性がないため，意味や文法について語りにくく，

個人差がでやすいと推測される． 

さらに，pair 群の方が single 群に比べ，既知の

表現や文法を適応的に活用する発話，それに加え，

新たな知識を学習したことを示す発話が増加する

傾向がみられた．これらが英語力の育成に繋がる

はずである（仮説２，３）．しかし，総発話数に比

べて意味解釈の変更発言やメタコメントの数が多

く観察できず，適応性に関する学びが起きたとは

確実に示唆することができなかった．この原因と

して，実験者の介入方法や問題の質によって発言

のタイミングや回数が左右されてしまったことが

考えられる．また，音に関する発話データは，意

味解釈を含んで発言しているものと単純に音の聞

こえ方について発言しているものがあり，表面的

には分類できていない可能性があるため変更発言

やメタコメントにカウントできていないものも含

まれていると考えられる． 

 

6．今後の展望 

今回は 6 名を分析対象としたが，残りの全ての

データに関しても分析を進め，pair 群での適応的

学習がさらに観察できるかどうか明らかにしたい．

また，聞き取る問題や実験者の介入方法により，

既有知識を活用する機会や発話の機会が減少して

しまった傾向が見られたため，実験方法を再検討

する必要がある．そして，今後は統計処理も含め，

学習パフォーマンスや聞き取り方略の変化につい

て検討することで英語学習に協調学習がどのよう

役立つのか考えていきたい． 
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学習者の理解深化の促進を目指した日本語授業おける意味構成の

「揺れ」に着目した教師の「足場かけ」
Scaffolding focusing on the students’ “wavering” in a meaning

constructing process in Japanese language classroom for promoting
students’ deeper understanding

大河原　尚†

Hisashi Okawara

†
大東文化大学国際交流センター

Daito Bunka University International Center

hokawara@ic.daito.ac.jp

Abstract
This article examines the role of the teacher  in a

Japanese language classroom which aims at promoting
students’ meaning construction of Japanese
vocabulary. Focusing “wavering” in the students’
comments, the teacher took scaffolding strategies  by
trying to share students’ understanding and presenting
new view points for encouraging their process of
understanding.

Keywords ̶  scaffolding, “wavering”, meaning
construction, sharing understanding, presenting
new view point

1．はじめに

　協調活動を取り入れ、学習者自ら日本語語彙の

意味を構成することを目指した授業を、日本語能

力が初級後半レベルの留学生を対象にして実践し

た（大河原、2009）。その中で、教師が協調相手

として、学習者の発話を繰り返したり誘導的質問

をしたりすることで、学習者の意味構成を促進し

ていることが観察された。こうした教師の役割は

「足場かけ」として理解することもできる。効果

的な足場かけとは、学生の能動的な知識構成を援

助することであり、学生のニーズに合わせて調整

される。（ソーヤー、2009）。

　本研究では、先に行なった実践授業での発話デ

ータの分析から、教師がどのようにして学生の能

動的な知識構成を援助しているのかを調べた。そ

の結果、まず、ひとつの語彙に対する意味解釈が

訂正されたり、新たな解釈が追加されたりするよ

うな「揺れ」が学習者の発話に見られた時、教師

はその「揺れ」を手がかりに、さらなる「揺れ」

を引き出し、学習者の意味構成を促進しようとし

ていることがわかった。さらに、学習者に対して

新たな視点を提起するだけでなく、学習者の発話

内容を受け入れ、それらを学習者と共有しようと

することによっても、「揺れ」を引き出していた。

2．研究方法

2.1. 実践授業

　日本語語彙の意味をクラス全体で検討するため

に、各自の辞書に出ている例文及び自作した例文

の意味を吟味する活動を行った。具体的には、取

り上げた語彙一つに対して、以下のような２種類

の活動（活動Ａ及びＢ）で授業を構成した。

　また、参加学生は 3 名（中国人 2 名（男女各 1

名）、韓国人 1 名（男））で、日本語能力はいずれ

も初級後半から中級にかけてのレベルである。

《活動Ａ》

　取り上げた語彙の意味を各自辞書で確認した後

で、その辞書にある例文の中から、各自が最もそ

の語彙の意味を分かりやすく表現していると考え

る例文を一つ選んで持ち寄った。そしてそれら各

例文の意味や背景等をクラスで検討した。

《活動Ｂ》

　まず、活動 A において検討した例文を参考に、

各自が自分のオリジナルな例文を作成した。次に、

自作した例文は板書してクラスで共有した後、そ

の意味や日本語の文としての成否についてクラス

の中で相互に検討した。その後、検討の結果から、

各自作例文がその語彙の意味をよく表現していて
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分かりやすいかどうかを吟味し、４段階で評定し

た。

また、実践授業は、週 1 回 90 分の授業を 5 週

間にわたり 5 回実施し、合計で 10 の語彙を取り

上げた。

2.2. 分析方法

　分析は授業における教師及び学生の発話を録音

したものを文字化したデータを対象とした。しか

し、実施した全 5 回の授業のうち第一回目の授

業は録音機材の不具合により発話が採取できなか

ったため、第二回から第五回の 4 回分の授業 360

分の分析を行った。

　分析では、「揺れ」が見られた時に学生の中で

意味の構成過程が進行していたと考え、学生の「揺

れ」の現象と教師のそれに対する働きかけの間に

どのような関係が見られるかを調べた。そのため

に、まず、学生の例文や語彙の意味や解釈につい

ての発話内容が変化あるいは具体化している「揺

れ」の現象を抽出した上で、次に、抽出した「揺

れ」が現れている時、それらに対して教師がどの

ような発話をして対応していたかを見た。

3．分析

3.1. 学生の発話における「揺れ」

　実践授業における各活動では、取り上げた例文

の解釈およびその吟味の中から派生したトピック

について検討している。一つのトピックが問題と

されて検討されているときの一人の学生の一連の

発話に、発話内容が変化あるいは具体化していく

「揺れ」の現象が見られた。

　分析した授業 4回分のデータでは、それぞれ 14

回、13 回、14 回、4 回の合計 45 回のケースに

おいて、「揺れ」の出現が見られた。例えば、第

二回の授業において中国人女性の学生の「むらむ

ら」という語についての辞書の定義を読んだ説明

に対し、教師からの例文を使っての説明を求めら

れて、「怒りたい」と一旦説明したが、さらに教

師が確認すると、今度は「だんだん怒りたくなる」

と説明を具体化させた。また、第三回の授業では

「のんきに構える」という例文について、教師が

その例文は「いい意味」かどうかを確認すると、

韓国人学生は「いい意味」だとした後で、「（のん

きに構える人は）偉い人」と具体的な説明したが、

その直後「我慢する人」と説明を変化させた。

また、上の二つ目の例のように、一つのケース

の中で連続して「揺れ」が現れた例も観察された。

例えば、中国人女性学生の「のんきな人は長生き

する」という例文に対して教師が説明を求めると、

「のんきな人は寿命が長いから」。さらに教師が

その理由を質問すると、初めは「性格がのんきだ

から」としか答えていなかったのが、少しして

会話例 1

　教師：（性格が）のんきだから

　学生：あのー、あん、あん、こせこせしないか

ら

　教師：ん

　学生：心が広い

　教師：ん

　学生：だからそんな人体に

　教師：ん

　学生：そんな性格体にいいから、長生きする

ここでは、学生は教師とのやり取りの中で例文「の

んきな人は長生きする」理由として、まず「寿命

が長い」続いて「こせこせしない」、「心が広い」、

「体にいい性格」と 4 回の「揺れ」が連続して

現れている。

全 45 回において一回のケースで「揺れ」が連

続して現れた回数は平均すると、2.64 回で、最

も長く連続しているのは 7 回で 2 回のケースで

見られ、1 回だけで終わっているケースは 10 回

ある。

3.2. 「揺れ」に対する教師の対応

3.2.1.二つの対応：「確認」と「展開」

　一連の「揺れ」が現れているケースでの教師の

対応には、大別して 2種類のタイプが見られた。

一つは、学生の発話に対して一旦それを受け入れ、

さらにその内容を明確化しようとする対応（「確

認」タイプ）。もう一つは、学生の発話内容を確
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認し検討されている問題にとりあえずの決着がみ

られたのを受けて、さらに新たな視点から検討を

促す対応（「展開」タイプ）。

　例えば、中国人女性学生が辞書から持って来た

例文「怒りがむらむらとわいた」を読んでもらっ

て、

会話例 2

　学生：怒りがむらむらとわいた

　教師：ん、わかりますか？意味 ①

　学生：わかります

　教師：わかります②、どんな状態ですか？ ③

　学生：怒りが

　教師：ん ④

　学生：んー、怒りが、強い、あーん、き、き、

気分は良くない

　教師：良くないですね ⑤

　学生：ん

　教師：じゃ、大きい声で何か話しますか、この

とき ⑥

　学生：しらないです、人によって違う

教師の対応は、学生の示した例文に対して①で直

接理解を確認した後で、③でさらにその意味の明

確化を求めている。それに対する学生の回答を⑤

で部分的に繰り返し、例文に対する一応の理解決

着をつけている。その上で、⑥において「怒りが

むらむらとわいた」時の行為という視点から、さ

らなる意味の検討を促している。ここでは「確認」

に続いて「展開」の対応が見られる。

　これら「確認」と「展開」の二つのタイプが全

45 回のケースの中でどのようなパターンで現れ

ていたかを示したのが表 1である。

表 1：全 45回の教師の対応パターン

パターン 回数

C 11

CT 7

TC 9

CTC 6

CTT 2

TCC 1

CTCT 1

CTTC 1

TCTC 2

CTCCT 1

CTCTC 1

TCTCC 1

TCCCC 1

CTCTCTCTCTCTCTC 1

合計 45

（C：確認、T：展開）

教師の対応のタイプの連続するパターンは 14 種

類見られたが、「展開」が 2 回連続する場合が 3

回あったが、その他は「展開」と連続する「確認」

が交互に現れている。つまり教師は、「確認」で

学生からの発話内容を受け入れ明確化し、ある程

度意味がはっきりした上で、「展開」で新たな視

点を提示し、さらなる意味の検討を促す。そして、

提示された新しい視点から出てきた学生の発話に

対して、さらに「確認」において意味を明確化し

ていく、という連続的なパターンが見られた。

　また、全 45 回を通して見られた「揺れ」120

回のうちで、この二つの教師による対応において

見られた「揺れ」の出現は、「展開」で 43 回

（35.8%）、「確認」では、68回（56.7%）である。

3.2.2. 「確認」での「直接的問いかけ」

と「受け入れ表明」

　ここで、「展開」及び「確認」での教師の対応

において現れた学生の「揺れ」と、教師の発話の

関係を見るために、「揺れ」が現れている直前に

どのような教師の発話が行なわれているかを見た。

例えば、前項 3.2.1.の会話例 2 では、学生の発話
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で「怒りが強い」からさらに「気分がよくない」

と説明が加えられ「揺れ」が見られる直前に教師

の①~④の発話が現れている。

　「展開」の対応では、全体を通して見られた 43

回の「揺れ」に対し、45 回の教師の発話が直前

に見られる。ほぼ一回の教師による新しい視点か

らの再検討の促しに対して、学生は一回の「揺れ」

を見せている。これに対して、「確認」では、全

体で見られた「揺れ」68 回に対し、教師は 101

回の発話をしている。「揺れ」と教師の発話との

割合は約 7：10 で、一回の「揺れ」に対して教

師の複数の発話が関わっている場合が一定程度あ

ることになる。

　そこでさらに「確認」における教師の発話を見

てみると、教師は次の 2 種類の発話を用いて学

生に働きかけている。一つは、学生の発話の意味

をより明確化するために質問し学生に直接的に応

答を求める発話（直接的問いかけ）である。もう

一つは、学生の発話に対して教師の受け入れを表

明し直接的な学生の応答を求めない発話（受け入

れの表明）である。

　「直接的問いかけ」の発話には、例文での動作

主体や対象をそのまま質問するものやその例文が

成立し得る場合や事例などの説明を求めるものな

どがある。また、発話内容とは反対の内容を示し

て、そうでないことを確認したり、近い内容との

異同を問うたりする。一方「受け入れの表明」に

は、学生の発話の全部あるいは一部をそのまま繰

り返したり、発話内容を言い換えたりするものが

ある。

　例えば、「未来の希望」と「未来への希望」の

違いについて検討する中で中国人女性学生が「未

来の希望」の説明を試みて、

会話例 3

　学生：未来の希望は、んー

　学生：例えば、この人は未来の希望はないです

　教師：あー、この人は未来の希望がないです①、

どんな人？②

　学生：あー

　教師：貧乏な人？③

　学生：希望が欲しくない人

　教師：希望が欲しくない人④

　学生：はい

　教師：そういう人いますかね⑤

　学生：Ａさんです。

教師は、①と④では学生の発話をそのまま繰り返

すだけで、教師の発話に対する応答を学生に求め

ていない（受け入れの表明）。一方、②では、「希

望がない人」の具体的な説明を求め、それに学生

がうまく答えられないでいると、さらに③で「貧

乏な人？」と具体例を示し、それに対する学生の

反応を求めている。「希望が欲しくない人」とい

う学生の答えに、⑤ではさらに具体的な説明を求

めている（直接的問いかけ）。

　これらの 2 種類の働きかけの発話が「揺れ」

の直前に行なわれたそれぞれの回数を見ると、

「直接的問いかけ」は 42 回、「受け入れ表明」

は 56 回となっている。「受け入れ表明」が若干

上回っているものの、全体としては、これら 2

種類の発話を行なうことで、「揺れ」が促進され

ている。

3.2.3. 「揺れ」が連続して現れる場合

　一回のケースで「揺れ」が連続して現れている

場合があった。このような場合に教師が「揺れ」

を連続させて引き出すようにどういったことをし

ているのか。まず、「揺れ」が連続して出現した

際の「揺れ」の回数を連続回数毎に対応のタイプ

別に比較した。

表 2：「展開」「確認」別の連続回数毎の「揺れ」

の回数

連続

回数
1~ 2~ 3~ 4~ 5~ 6~ 7~

展開 43 20 12 5 3 2 1

(%) 35.8 26.7 30.0 23.8 27.3 40.0 50.0

確認 68 48 25 14 7 3 1

(%) 56.7 64.0 62.5 66.7 63.6 60.0 50.0

2 回以上連続しているときの「揺れ」は「展開」

において 20回、「確認」では 48回出現していて、

その割合はそれぞれ 26.7%と 64%となっている。
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さらに 3 回連続以上の場合及びそれ以上連続す

る場合も「揺れ」の回数そのものは減少するが、

「展開」と「確認」での出現の割合はほぼ一定し、

６回以上連続の場合までは「展開」の 23.8%~

40.0%に対し「確認」は 60.0%~66.7%となって

いる。

　次に、「確認」での 2 種類の教師の働きかけの

発話別に、「揺れ」の出現を見てみる。表 3は「揺

れ」の出現回数を連続回数毎に、二つの種類の発

話別に比較したものである。

表 3：教師の発話種類別の連続回数毎の「揺れ」

の回数

連続

回数
1~ 2~ 3~ 4~ 5~ 6~ 7~

直接

問い
42 26 16 12 7 3 1

(%) 41.6 35.6 43.2 52.2 50.0 60.0 50.0

受入

表明
56 44 20 10 6 2 1

(%) 55.4 60.3 54.1 43.5 42.9 40.0 50.0

2 回以上連続しているときの「揺れ」の回数を見

ると、「直接的問いかけ」に対しては 26 回出現

していて、その割合は全体の 41.6%、「受け入れ

表明」では 44 回で 60.3%となっている。さらに

3 回連続以上の場合及びそれ以上の連続回数の場

合を見てみても、「揺れ」に対する両者の割合は

ほぼ拮抗して推移している。

　「揺れ」が連続していく場合でも、学生の「揺

れ」に対する教師の対応には全体の場合と同様の

結果が見られた。表 2 及び表 3 が示すように、

対応のタイプ別の「揺れ」の回数においても「確

認」における教師の発話の種類別に対する「揺れ」

の回数においても、全体（つまり 1 回以上の連

続の場合）において見られた割合の傾向が、「揺

れ」が連続して出現していく場合にも維持されて

いる。

4．結果と考察：理解の共有と新しい視

点の提起

　これまで実践授業において見られた学生の発話

の「揺れ」を意味構成の過程として考え、「揺れ」

が出現する時の教師の対応について分析してきた。

そこで、学生の一連の「揺れ」が見られる際の教

師の対応として、「展開」と「確認」という二つ

のタイプの対応が見られた。さらにそれらの二つ

の対応は交互に行なわれ、「展開」において新し

い視点を提起して学生の意味構成の展開を促進し、

それによって出てきた発話を「確認」においてま

ずは受け入れを示し、あるいはさらなる明確化を

求めることで、意味構成の進展を促す、という連

続した対応のパターンがあった。

　さらに「確認」対応では、直接的に意味の明確

化を求める問いかけをするだけでなく、学生の発

話に対して教師が受け入れを表明することで、学

生の発話した内容に対して一定の理解を示し、そ

れを踏まえてさらなる意味の明確化を促していた。

　また、こうした結果は「揺れ」が連続して出現

していた場合においても同様に見られた。

　このことは、学生が意味構成を進めていた過程

において、教師は「揺れ」をより連続させ、学生

に意味構成のさらなる進展を促すために、教師か

ら学生に新しい視点を提起するだけでなく、学生

から示された意味を理解し共有しようとし、さら

にそれを手掛かりにして、また新しい視点を提起

するというようにして、学生に対応していたこと

がわかる。

　これらの結果から、学生の意味構成を促すため

の足場がけとして、教師は学生の示した理解を共

有しようとするプロセスの中で学生の理解を明確

化しながら、教師の解釈として新しい視点を提起

あるいは提案していくという方策が示唆される。

　しかし、今回の分析では学生の「揺れ」の出現

を前提としていたため、教師の足場がけの試みの

も拘らずに「揺れ」が現れないといった場合や、

学生の最初の「揺れ」を引き起こすような場合の

教師の足場がけとの違いについては分析できてい

ない。

　よって、学生の意味構成の促進を行なうための

教師の足場がけをより全体的にとらえるために、

「揺れ」が起きている時と起きていない時の違い
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や、そもそもどのようにして最初の「揺れ」を引

き出しているのかといった点は、今後の研究課題

としたい。
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動作からの感情状態の推定：オプティカルフローによる動作特徴
量を用いた検討

Estimations of moods from human movement: Investigation
using optical flows
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Abstract
This stury examined the relation between human

body movement and emotion. The 10 participants
took part in the experiment in which they spend at a
small laboratory while hearing confortable or uncon-
fortable sounds. After spending at the laboratory, the
participants rated their subjective emotional state. In
the experiment, the body movement of the partici-
pants were recorded with four video cameras. The
movement analysis based on the laban theory reveled
significant differences of movement features between
experimental conditions contoled by sounds. In ad-
diton, the significant correlations between the move-
ment features and subjective ratings of emotion were
found. The results imply the strong connections be-
tween human body movement and emotion.
Keywords — Movement Analysis, Emotion

1. はじめに
人間を含めた動物の動作は，その主体の感情状

態と強く関連している．そのことは，我々人間が
日常的に他者の感情を察知しながら生活をしてい
ることからも明らかである．では，どのような動
作がどのような感情と結びつくのであろうか．こ
の問いに答えることは，感情の表出や感情知覚に
関わる基礎的理解に貢献し，また感情状態の自動
推定などの応用にも結びつく．
動作と感情の対応を分析する枠組みとして，ラ

バン身体動作解析 (LMA: Laban Movement Analy-
sis)が提唱されている．LMAは，ダーウィンの感情
論を根拠とし，動作の型と感情との対応を仮定す
る．LMAの構築された目的は，舞踊における表現
の型を構築することにあるが，その枠組みは，定
量化可能なレベルの具体性を持っている．近年で
は，この枠組みの工学的な応用がはじまっている．
たとえば，中田・森・佐藤 (2001)は，LMAにおい

て提唱されているWeightエフォート（動作の総体
的強度），Spaceエフォート（動作の方向性の強さ），

Timeエフォート（動作の頻度）などの動作特徴を
定量的に定義した．そして，これらの特徴量を操
作するロボットの動作をデザインし，ロボットの
動作と人間による感情知覚との関連を確かめた．
しかし，LMAを用いたこれまでの研究は，感情

の意図的な表出（他者に対する表出）を扱うもの
が多かった．人間は社会的場面で表出する感情と
真の感情を使い分けているとされる (Ekman and
Friesen, 1975)．感情と動作の対応関係を理解する
ためには，主体から意図せずに表出される動作を
対象とした研究も必要になる．
そこで，本研究は，感情と動作に関わるLMAの

知見を人間による自然な動作からの感情推定に
応用することを目指した．実験では，実験室にお
ける実験参加者の感情状態を，環境音を利用する
ことで誘導した．さらに，実験室内での実験参加
者の動作を動画として記録し，画像処理的な手法
によってLMAの枠組みに従う動作特徴量を算出し
た．算出された特徴量と主観的感情状態との関連
を検討することを通し，動作と感情の対応関係を
検討することを試みた．

2. 実験の方法
2.1 実験デザイン

感情を誘導する刺激として環境音に注目した．
快音と不快音に関わる研究は過去に多く行われ
ており (たとえば，島井・田中, 1993)，感情状態を
誘導する実験の設定が容易であると考えたからで
ある．
用意した環境音は，快音として川のせせらぎ音

を含むもの（17秒），不快音としてマイクのハウ
リングやドリルの音を含むもの（20秒）であった．
これらは，Web上のリソースからダウンロードさ
れた電子ファイルであった．複数のファイルを用意
し，3名の評定者から得られた心地よさの評定に
基づき，実験に用いる刺激を選定した．以後，前
者の音声ファイルが提示される条件を快音条件，
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後者が提示される条件を不快音条件と呼ぶ（被験
者間要因）．

2.2 実験参加者

快音条件に10名，不快音条件に10名の大学院生
が参加した．　

2.3 手続き

環境音の音声ファイルは，ワイヤレスヘッドフォ
ンを介して実験参加者にループ提示された．実験
参加者へ身体的苦痛を与えることを避けるため
に，音圧の最大値を両条件ともに70db以下に調整
した．実験室の大きさは2m（幅）×2m（縦）×2m
（高さ）であり，床には畳が敷かれた（2畳）．参加
者の動作を記録するために，実験室の天井には4
台のビデオカメラが設置された．
参加者は，実験の目的を「環境音を伴う休憩室

の評価」と教示され，「環境音を聞きつつ，実験室
において休憩する」ことを求められた．また，「実
験室は個室となっており，ヘッドフォンを外さない
限り自由に振る舞ってよい」と告げられた．
実験室には，参加者が1人で入り，実験者は室外

で待機した．実験室において，参加者はワイヤレ
スヘッドフォン以外の特別なセンサ類を着用しな
かった．ただし，実験室において，参加者は実験
者から貸し出されたオレンジ色のつなぎを着用し
た．これは，動画による分析を容易にするための
措置であった．実験室への入室から30分が経過し
た後，参加者はヘッドフォンを外し，退室した．
その後，参加者は実験室滞在時の感情状態を問

う質問紙に回答した．感情状態の評定には，POMS
(Profile of Mood States) 短縮版を使用した．POMS
は状況によって変化する感情・気分の状態を測定
する質問師である．短縮版は緊張，抑うつ，怒り，
活気，疲労，混乱の6次元に分類される30の質問
項目により構成され，各次元において標準化され
た得点が得られる (横山, 2005)．

3. 分析
実験において得られた動画データに対し，LMA

の枠組みを用いて分析した．先述したようにLMA
の提唱する動作特徴量は，中田ら (2001) によって
定量的に定義されている．しかし，彼らの定義は
事前にプログラムされた動作を対象とするもの
であり，稼働部のトルクや，稼働角度などをパラ
メータとする．外部から感情状態を推定しようと
する本研究においては，これらのパラメータの値
を直接取得することはできない．

そこで，本研究では，動画から取得可能な動き
の情報としてオプティカルフローに注目した．実
験において記録された動画から，隣接するフレー
ム間のオプティカルフローを推定した．そして，
そのベクトル情報を用いて，LMAによって提唱さ
れる動作特徴（Weightエフォート，Spaceエフォー
ト，Timeエフォート）を定義した．
まず，動作の総体強度を表すWeightは，式1とし

て定義した．

Weight =
t∑

n=1

x∑
i=1

y∑
j=1

||vnij ||
t × x × y

(1)

||vnjk||はフレームnのピクセル ijにおけるオプ
ティカルフローのベクトル強度を表し，Weightは
オプティカルフローのベクトル強度の時空間平均
を表す．よって，この値が大きいときに，実験参加
者は身体全体として，素早い動作をしていたとみ
なせる．なお，t，x，yはそれぞれ，フレーム数，フ
レーム幅，フレーム高を表している．本研究では，
フレームレートとして25fps，フレーム高240px，フ
レーム幅320px の動画を用いた．
動作の方向性の強さとして定義されるSpaceエ

フォートについては，式2として定義した．

Space =
t∑

n=1

x∑
i=1

y∑
j=1

µn · vtij

t × x × y
(2)

µnはフレームnにおけるオプティカルフローの
平均ベクトル（ベクトルの重心）であり，そのフ
レームにおける総体的な動きの方向を示す．Space
は，この平均ベクトルµnとフレーム内の個別ベク
トルvtijの内積の平均として定義される．この値
は，フレーム内のオプティカルフローが一致した
方向に向かっていた場合に高くなり，フレーム内の
オプティカルフローがそれぞれ別の方向へ向かっ
ていた場合は低くなる．
上記2つの特徴量に基づき，動作の慌ただしさ

を表す特徴量として，Time (W) とTime (S) を定
義した．

Time(W ) =
t∑

n=2

|Weight(n) − Weight(n − 1)|
t

(3)

Time(S) =
t∑

n=2

µn · µn−1

t
(4)

Time (W) は，隣接するフレーム間でのWeight
の差分の大きさを表す．この値は，動作の強度が
時間的に大きく変動した場合に大きくなる．Time
(S) は隣接するフレーム間で平均ベクトルの内積
を算出し，それを平均したものである．動作の方
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図 1 主観的感情状態．

向が時間的に一致している場合に，この値が大き
くなる．
実験室に設置された4台のカメラから得られた

動画に対し，上記4つの特徴量を計算した．そし
て，これら4台のカメラから得られたデータの平
均を，各被験者の動作特徴量として扱った．なお，
本研究ではオプティカルフローの推定には勾配法
を用いた．また，オプティカルフローの推定の前
処理として，グレースケール化された背景差分画
像を用意した．

4. 結果と考察
4.1 主観的感情状態

図1に実験室滞在後に評定された主観的感情状
態の平均値を示す．実験条件 (快音条件，不快音条
件)と感情次元（緊張，抑うつ，怒り，活気，疲労）
を要因とした分散分析の結果，交互作用が有意と
なった (p < .01)．単純主効果の検定の結果，怒り
と活気を除く感情尺度において，不快音条件が快
音条件を有意に上回った (緊張 F = 8.97, p < .01;
抑うつ F = 7.89, p < .05; 怒り F = 2.64, n.s.; 活気
F = 11.12, p < .01; 疲労 F = 5.74, p < .05)．ここか
ら，環境音の操作による感情状態の誘導に成功し
たことが確かめられた．

4.2 動作特徴

図2は実験開始から実験終了までの時間を3分
間隔に区切った動作特徴量を示す．全ての動作特
徴量の全時点において快音条件に比べ，不快音条
件の動作特徴量の値が高いことが読み取れる．こ
こから，不快音条件では，方向性をもち，強い強

図 2 動作特徴量の変化．

表 1 動作量とPOMS評定値の相関（快音条件）.

Weight Space Time(W) Time(S)
緊張 -0.136 0.113 -0.181 -0.014
抑うつ -0.028 0.129 -0.101 0.267
怒り -0.531 -0.405 -0.657* -0.355
活気 0.338 0.182 -0.005 0.187
疲労 -0.610 -0.493 -0.591 -0.436
混乱 0.324 0.413 -0.259 0.577
注. *は5%水準で有意．

表 2 動作量とPOMS評定値の相関（不快音条件）.

Weight Space Time(W) Time(S)
緊張 -0.616 0.389 0.798* 0.580
抑うつ 0.291 -0.050 0.540 0.140
怒り 0.731* 0.422 0.892* 0.661*
活気 -0.232 0.039 -0.020 -0.123
疲労 0.725* 0.451 0.719* 0.621
混乱 0.343 -0.001 0.510 0.158
注. *は5%水準で有意．
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度をもった慌ただしい動きがなされたと推測でき
る．この結果は，環境音の操作が，LMAの枠組み
によって推定される動作特徴を変化させることを
確かめるものである．
なお，両条件ともに，実験開始直後の特徴量が，

以後の特徴量に比べ，高いという結果が得られた．
この結果は，実験室環境への順応を示すものと解
釈できる．

4.3 感情と動作の相関

感情尺度と動作特徴量（後半12分のみを対象）
の相関を検討した（表1，表2）．両条件とも特徴量
と感情状態評定値の組み合わせに，有意な相関が
認められた．快音条件では怒りとTime (W)，不快
音条件では緊張とTime (W)，怒りとWeight，Time
(W) ，Time (S)，疲労とWeight，Time (W) に有意
な相関が観察された．
この結果より，感情と動作に何らかの関係が存

在することが確認できる．しかし，その関係は単
純なものとはいえなさそうである．快音条件と不
快音条件では，怒りとTime (W) の相関の傾向は
一致しなかった（快音条件では負の相関，不快音
条件では正の相関）．また，不快音条件に限定し
ても，複数の感情尺度と相関する動作特徴が存在
し，また複数の動作特徴と関連する感情尺度が存
在した．
これらの結果は，感情次元と動作特徴が1対1に

対応するものではないことを示している．つまり，
複数の動作特徴の組み合わせにより，感情が表出
され，単一の動作特徴が複数の感情表出の要素と
なると考えられる．そして，その多対多の関係は，
環境に依存して変化する性質を持つことが，条件
間での相関の差異から示唆される．たとえば，不
快音により引き起こされる怒りは素早く慌ただし
い動きとして表出されるが，快音聴取時に生起す
る怒りの程度は，素早い動きとはそれほど関係し
ないといった関係が推測できる．

5. まとめ
本研究は，人間の感情を環境音により誘導し，感

情と動作の関連を検討した．結果，条件による動
作の変化，および感情と動作の相関を確認した．
この結果は，LMAの枠組みを用いた動作の解析
が，感情状態の推定に有用であることを示す．だ
が，分析により得られた動作と感情の対応は複雑
なものであり，本研究において得られたデータで
はその全容を説明することが困難である．今後，
感情を操作する複数の環境要因を取り入れ，大規

模なデータを取得することでこの問題に取り組ん
でいく必要がある．
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Abstract 
This research investigated the phonological process in 
silent reading of hearing impaired adults. The 
eye-movement was recorded. The phrase length in 
mora and the character-sound consistency of a word 
(typicality) did not influenced the gaze duration on the 
each phrase significantly for the hearing impaired 
group but they significantly influenced the gaze 
duration for the hearing group (control group).  This 
result suggested that the hearing impaired adults 
should acquire a different strategy of reading from the 
phonologically mediated strategy which might be used 
by hearing adults. 
 
Keywords ― Reading Process, Hearing Impaired, 
Phonological Coding 

 

1. はじめに 

 黙読の過程においても聴覚的な言語イメージや

内的な音韻処理が重要な役割を果たしていると考

えられている．たとえば，Mazuka ら[1]では，日

本語の黙読の過程において，文字数だけでなく，

モーラ長が長くなるに従って読みのスピードが遅

くなることを示した．また，近藤ら[2]では，単語

のモーラ長が読みの眼球運動に影響を及ぼすこと

を示した．また，Fushimi ら[3]は，日本語漢字単

語の音読過程における一貫性効果(consistency or 

typicality effects)を確認した[3]．一貫性効果は，

実際に文字を音声に変換して音読する過程につい

ての報告ではあるが，音読しない場合においても

読みの過程に影響を及ぼす可能性もある．たとえ

ば，語彙判断課題においても一貫性効果が報告さ

れている[4][5]． 

一方で，十分な音声入力を得ることができない

聴覚に障害を持つ人の読みが健聴者の読みとどの

ように異なるのかについてはこれまであまり検討

されていない．聴覚に障害を持つ人，特に先天的

もしくは言語習得以前に聴力を失った人の場合に

は，語の音韻表象，文字と音韻との関係の習得が

極めて困難であるばかりでなく，言語体系におけ

る単語の表象自体，健聴者とは異なっていると予

想される．したがって，読みの過程において音韻

的処理の影響があるのであれば，黙読であっても

難聴者の読みの過程は健聴者と異なり，心的負荷

も高い可能性がある．本稿では，文章黙読中の眼

球運動データを指標として，モーラ長と一貫性が

健聴者と難聴者の読みの過程に及ぼす影響の違い

を検討した結果を報告する．なお，本研究では，

一貫性に Fushimi ら [3] が定義した典型性

(Typicality)を用いる． 

 

2. 実験 

2.1 装置 

眼球運動測定装置は，Tobii 1750 Eyetracker

を用いた．本装置は，非接触型のヘッドフリータ

イプであり，解像度は視野角にして 0.5 度，時間

分解能は 50Hz である．実験は防音された実験室

にて一人ずつ行った．刺激は Tobii 専用のディス

プレイ (17 inch 液晶)に提示された． 

 

2.2 被験者 

難聴者：実験に参加した難聴者は，男女 35 名で

あった．その内，眼球運動データがうまく取れな

かった 4 名とターゲット語に視点が停留した率が

少なかった(30%未満)8 名を除く 23 名(男 11，女

12 名，平均年齢 19.7 歳)のデータのみを解析に用

いた．難聴被験者 23 名は全員普段から補聴器を

使用しており，コミュニケーション手段の中心は，

音声と読話の併用である．アンケートによると，
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手話は補助的であり，筆談は最終的手段のようで

ある． 

健聴者：近藤ら[6]で報告されている 24 名を含む 

健聴者 57 名が実験に参加した．このデータのう

ち，ターゲット語に視点が停留した率が少なかっ

た(30%未満)8 名を除く 49 名(男 15，女 34 名，平

均年齢 23.9 歳)のデータを解析対照とした． 

 

2.3 刺激と手続き 

 刺激文章は近藤ら[6]と同じ，独自に作成した 24

種類であった．それぞれの文章は，最大横 46 文

字，縦 4 行で 17inch 液晶ディスプレイ中央に行

間に余裕をもって表示された．文字数の平均は

178.5 (sd=4.76) ， モ ー ラ 長 の 平 均 は 216.0 

(sd=14.69)であった．刺激文章の各行の中央付近

に解析対象とするターゲット語を配置した．ター

ゲット語はすべて漢字二文字単語であり，モーラ

長は，2，3，4，5 モーラであった．ターゲット語

の単語親密度，漢字の親密度や複雑度は，日本語

の語彙特性データベース[7][8]を参照してモーラ

長条件間で均等となるようにした(表 1 参照)．各

モーラ長のターゲット語が出現する行は刺激文章

間でカウンターバランスされた．被験者は，なる

べく動かないように指示された以外は通常のコン

ピュータディスプレイ上の文章を読む環境と変わ

りない状況で文を黙読した． 

 

3. 結果 

3.1 読みと眼球運動特性 

 難聴者の一文当たりの読みに要する時間の平均

は，20.4s (sd=6.38)で，健聴者の平均 (21.8s, 

sd=5.10)と比較して若干速かったが有意な差では

なかった(p > .05)． 

次に眼球運動の基礎特性について比較する．本

解析では，初注視時間 (FGD: First-pass Gaze 

Duration)を用いる．初注視時間は視点が初めて対

象となる文節の範囲に入ってからその文節の範囲

を出るまでの時間である．図 1 に FGD の分布を

示す．ターゲット文節に対する FGD を FGDn と

して図 1(a)(b)に，ターゲット文節の次の文節に対す

る FGD を FGDn+1として図 1(c)(d)に示した． 

難聴者の FGDnは健聴者に比較して短い傾向が

あり，有意な差が認められた(p <. 05)．また，難

聴者の FGDn+1 も健聴者に比較して短い傾向があ

り，有意な差が認められた(p <. 05)． 

 

表１．刺激文に埋め込まれたターゲット語のモーラ長条件毎の平均特性値

全体 2モーラ 3モーラ 4モーラ 5モーラ

文字音声単語親密度 5.46(0.25) 5.45(0.28) 5.52(0.20) 5.40(0.27) 5.48(0.24)

音声単語親密度 5.43(0.38) 5.32(0.52) 5.44(0.31) 5.40(0.33) 5.55(0.32)

文字単語親密度 5.44(0.23) 5.46(0.22) 5.46(0.24) 5.42(0.23) 5.40(0.23)

表記妥当性 4.90(0.09) 4.89(0.10) 4.93(0.05) 4.88(0.12) 4.90(0.08)

漢字親密度（１文字目） 6.43(0.41) 6.25(0.33) 6.30(0.46) 6.53(0.41) 6.65(0.27)

学年配当（１文字目） 3.27(1.88) 3.38(1.84) 3.46(1.69) 3.46(2.02) 2.79(2.00)

画数（１文字目） 8.71(3.16) 9.71(2.94) 8.71(3.46) 8.50(3.27) 7.92(2.86)

漢字親密度（２文字目） 6.17(0.65) 5.95(0.96) 6.26(0.48) 6.27(0.51) 6.18(0.53)

学年配当（２文字目） 3.64(2.17) 4.13(2.21) 3.67(1.83) 2.83(1.90) 3.92(2.57)

画数（２文字目） 9.12(3.43) 9.42(3.45) 9.79(3.99) 7.88(3.01) 9.38(3.06)

*()内の値はSD値

(b) ターゲット文節：健聴者(a) ターゲット文節：難聴者

(d) ターゲットの次：健聴者(c) ターゲットの次：難聴者
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3.2 音韻効果 

図 2 に FGDnと FGDn+1のモーラ長毎の平均値

を難聴者と健聴者別にプロットした．ここでも，

全般的に難聴者の方が健聴者より FGDn(図 2a)お

よび FGDn+1(図 2b)は短い傾向があることがわか

る． 

 
モーラ長効果：表 1 に示したとおり，モーラ長

以外のターゲット単語の特性はできる限りモーラ

長条件間で均等化した．そこで，モーラ長条件間

でその他の特性に差がないと仮定して，難聴者，

健聴者別にモーラ長を要因とする 1 要因 4 水準の分

散分析を行った結果，健聴者ではモーラ長の有意

な効果が確認された(F1(3,144) = 11.349, p< .001; 

F2(3,92) = 3.401, p < .05)のに対して，難聴者では

有意な効果は見られなかった(F1(3,66) = 2.648,  

p > .05; F2(3,92) = 0.628, p > .05)． 

次に，ターゲットの次の文節の処理への影響を

検討する．ターゲットの次の文節の単語は，文字

数，モーラ長，親密度等の特性は一切統制されて

いない．ここでは，これらがランダムで偏りがな

いと仮定して，ターゲット文節と同様に，難聴者，

健聴者別にターゲット単語のモーラ長を要因とす

る 1 要因 4 水準の分散分析で解析した結果，健聴

者ではモーラ長の有意な効果が確認された(F1 

(3,144) = 12.073, p < .001; F2(3,92) = 3.509,    
p < .05)のに対して，難聴者では被験者分析でのみ

有意な効果が見られた(F1 (3,66) = 2.648, p < .01; 

F2(3,92) = 1.466, p > .05)． 

 

典型性効果：典型性は単語中の漢字の読みがどれ

だけ典型的な読みであるかの指標である．

Fushimi ら[3]の定義と同様に，対象とする単語を

構成する各漢字の辞書中に実在する単語での読み

をリストアップし，対象単語中での当該漢字の読

みと一致するものを friends，一致しないものを

enemies として数え，全体 (neighborhoods= 

friends + enemies)中での friendsの比を計算する．

ここでの典型性は，単語を構成するすべての漢字

の上述した全体に対する friends の比が 0.5 以上

の場合に，typical(典型語)，それ以外を atypical(非

典型語)とした． 

図 3 に典型／非典型毎の FGDnと FGDn+1の平

均値を難聴者と健聴者別にプロットした．本実験

計画では，典型性条件間での単語の特性は統制さ

れていない．そこで，単語の特性はランダムに分

散していて典型性条件間で差がないと仮定して以

降の解析を行った．まず，FGDn について，難聴

者，健聴者別に典型性を要因とする 1 要因 2 水準の

分散分析で解析した結果，健聴者と難聴者に関わ

らず典型性の有意な効果は被験者分析でのみ確認

された(健聴者: F1 (1,48) = 6.89, p <. 05; F2 (1,94) 

= 2.084, p > .05; 難聴者 : F1(1,22) = 5.138,      

p < .05; F2 (1,94) = 3.489, p > .05)． 

次に，FGDn+1への影響を検討した．ターゲット

の次の文節の単語も，文字数，モーラ長，親密度

等の特性は一切統制されていない．ここでも，単

語の特性はランダムに分散していると仮定して，

難聴者，健聴者別に典型性を要因とする 1 要因２水

準の分散分析で解析した結果，健聴者では典型性
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の有意な効果が確認された(F1 (1,48) = 13.142, p 

< .001; F2(1,94) = 4.199, p < .05)のに対して，難

聴者では有意な効果が見られなかった(F1 (1,22) 

= 0.215, p >. 05; F2(1,94) = 0.001, p > .05)． 

以上の結果から，統計的に有意な効果として確認

された音韻効果は，健聴者における，ターゲット文節

およびターゲットの次の文節でのモーラ長の効果と，

ターゲットの次の文節における典型性の効果である． 

以上の分散分析では，ターゲット文節ではモーラ

長条件間でモーラ長以外の特性に差がないこと，タ

ーゲットの次の文節では十分にランダム化されていて，

モーラ長条件間ではモーラ長以外，典型性条件間で

典型性以外の特性に偏りがないことを仮定した．しか

し，実際には偏りがある．また，ターゲット文節のモー

ラ長条件間の単語親密度の平均値には差はなく、分

散も小さいが，FGDn に対して，モーラ長と単語親密

度を変数とした多重回帰分析を行うと，モーラ長だけ

でなく単語親密度も有意な効果をもつという結果も得

られている．さらに，被験者分析と項目分析による結

果の違いが顕著に見られており，被験者間，項目間

でのばらつきが大きいことも分かっている． 

そこで，分散分析の変わりに，Mixed-effects 

model を用いた分析を行った[9]．用いたモデルは，

被験者と刺激項目をランダム変数とし，ターゲット単

語親密度，ターゲット単語モーラ長，ターゲット単語

典型性(ここでは typical vs atypical ではなく，２文

字の平均値)，ターゲット単語の文字特性，ターゲット

の次の単語や文字の特性値をフィックス変数として，

FGDn および FGDn+1 それぞれに影響する要因を

step-by-stepで抽出し，マルコフ連鎖モンテカルロ法

(MCMC: Markov chain Monte Carlo method)に

よって有意な貢献のある要因を確認した． 

本稿では解析途中の詳細は割愛し，結果のみを

以下に示す． 

健聴者においては，ターゲット文節に対する初注

視時間(FGDn)に対するターゲット語の単語親密度，

モーラ長が有意な効果として認められ，ターゲットの

次の文節に対する初注視時間(FGDn+1)に対しては，

ターゲット語のモーラ長，ターゲット語の典型性に加

え，ターゲットの次の文節の単語の親密度およびモ

ーラ長も有意な影響を持つことが示された． 

一方，難聴者において有意な効果が認められるの

は，ターゲット文節に対する初注視時間(FGDn)に対

するターゲット語の単語親密度のみであり，ターゲット

の次の文節に対する初注視時間(FGDn+1)に有意に

効果が認められるものはなかった． 

 

4. 考察 

健聴者の結果は近藤ら[6]の結果を再現してい

る．すなわち，健聴者は黙読の過程において，モ

ーラ長に依存する音韻的な表象と関連した処理が

なされていることを示唆している．また近藤ら[6]

で，このモーラ長効果が読みのスキルが高い(読み

の速度の速い)被験者(健聴者)では効果が見られな

くことを報告している．本解析でも同様の結果が

得られており，読みのスキルや速さと眼球運動と

モーラ長の関係には交互作用が存在するといえる．  

また，一貫性(典型性)の結果から，健聴者の読み

の過程においては，漢字から音韻への変換という

漢字の読みの解析的な処理が行われていることが
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示唆された． 

一方，本解析結果から，難聴者の読みの過程は

モーラ長に依存する音韻的な表象と関連した処理

や漢字の読みの解析的な処理との関連が薄いこと

が示唆された．つまり，難聴者の読みの過程は健

聴者の読みの過程と異なっていることが実験的に

確認されたといえる． 

ではこの違いは何に起因するものだろうか．難

聴者と健聴者間で読みの平均的な速度には有意な

差がなかったので，難聴者の読みの能力自体が必

ずしも低いわけではなく，単純に読みの能力によ

るものとは言い難い．但し，難聴者と健聴者間の

言語能力の差については検討の余地が多く残され

ている．たとえば，漢字の読みの能力，語彙力，

読解能力などは，測定することが容易でなく、個

人差も大きいため、難聴者と健聴者の間に違いが

あるかを見極めるのは今後の課題である．さらに，

読みの方略の違いを浮き彫りにするためには，言

語的な音韻処理能力と関連が深いライム(押韻)判

断能力なども合わせて検討する必要がある． 

今回の難聴被験者の難聴レベルは被験者間でか

なり開きがあるものの，全員が日常生活において

は補聴器を用い，音声と読話によって会話を行う

ことができる．このことは，音韻的な情報の入力

が十分でないのは事実であり，内的な音韻表象が

健聴者とは異なると予想されるとはいえ，日本語

という言語を理解するうえでの音韻的体系の習得

はなされていると考えてよいはずである．しかし，

それでも読みの過程においてこのような差異が見

られることは注目に値する．被験者のプロフィー

ルは多岐にわたり単純にグループ分けすることは

難しい．今後，難聴の度合いや読話スキルの違い，

手話の使用頻度などによる影響も加味して詳細な

検討を行う予定にしている． 

また，今回の実験はあらかじめ単語の特性を統

制したターゲット語を中心に解析を行った．しか

し，比較対象群間で単語や文字の特性の平均を統

制してもその差の影響を完全に取り除くことは難

しい．さらに，眼球運動の特性がターゲット語の

処理だけでなく前後の処理に影響を受けることは

明白である．本稿では，Mixed-effects model を用

いて検討した結果も合わせて報告したが，着目し

ている要因による影響だけを抽出してその効果の

有意性を示すにはさらなる工夫が必要である． 

本稿では読みの過程における眼球運動のモデル

については触れなかった．文字から音韻的情報(イ

メージあるいは表象)への変換が読みの過程のど

の段階で行われ，眼球運動のタイミングとどのよ

うな関係にあるかは興味深い．本解析で用いた初

注視時間(FGD)は，視野内にある単語や文節とい

うまとまり(単位)の処理に直接関わる時間および

前の単位に対する残処理と次の単位に対する予測

までを含めた処理に必要な時間と考えられる．今

後詳細なモデル化を進めるには，眼球運動データ

から得られる様々な指標(個々の停留時間，サッカ

ード距離，停留回数，視点の逆行パタンなど)を同

時に解析する必要がある． 

Sato ら[10]は，単語の音韻的処理過程における

難聴者と健聴者の違いが，脳の活動部位や活動の

強さの違いとして観察できることを示している．

言語心理的な行動実験結果や本稿で示した様な眼

球運動データとともに，脳イメージングデータも

組み合わせることによって，健聴者および難聴者

の両方の読みの過程を説明可能なモデルの構築が

可能になると期待される． 
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概 要

映像と音声が非同期したスピーチの刺激を視聴する

時、映像の遅れに敏感で、音声の遅れに鈍感であるこ

とが知られている。実験 1では、日本語、英語、韓国
語、ロシア語のニュースビデオを刺激として、映像と

音声の非同期検出課題を行った。その結果、日本語、

英語、韓国語の刺激に対しては映像の遅れに敏感で、

音声の遅れに鈍感であるという非対称性の大きな反応

パタンが示されたが、ロシア語の刺激に対しては非対

称性の小さな反応パタンが示された。実験 2では、映
像と音声の非同期が音量知覚に与える影響を検討した。

その結果、日本語刺激においてのみ、映像と音声が非

同期になると音量を小さく知覚した。さらに、これら

の結果が、画面中の話者の顔の大きさや話速に帰着さ

れないことが示された。

はじめに

映像と音声の呈示タイミングがずれると視聴者に違

和感を与える。通信および放送の領域では、映像と音声

の時間ずれはいわゆるリップシンクの問題として早く

から認識されており、映像と音声の同期に関する品質

基準は ITU-R勧告 BT.1359-1として標準化されてい
る (ITU-R Recoomendation BT.1359-1, 1998)。ITU-
R勧告BT.1359-1は、アナウンサーによるスピーチの
ビデオを用いて、映像と音声の非同期の検出および時

間ずれの許容に関して評定実験の結果を基にしており、

ずれの検知閾は映像の遅れが 45 msであるのに対し、
音声の遅れは 125 ms、許容限は映像の遅れが 90 ms
であるのに対し、音声の遅れは 185 msであり、映像
の遅れと音声の遅れの影響に大きな非対称性がある。

実験は、日本、スイス、オーストラリアで行われたが、

極めて類似した結果が得られており、自然なスピーチ

においては、映像の遅れと音声の遅れの感度に大きな

非対称性があるようである。

ヒトの顔が同時性判断や時間順序判断において特別

な刺激であること (Vatakis & Spence, 2008a, 2008b)、
ヒトのスピーチ (ただし単音節音声)が同時性判断や時
間順序判断において特別な刺激である証拠が示されて

いるが (Vatakis, Ghazanfar, & Spence, 2008)、ヒト
の日常会話やスピーチ場面の視聴における視聴覚統合

は、それらよりずっと豊かなものであるかも知れない。

本研究では、視聴覚統合に刺激言語が与える影響に

ついて検討する。特に今回は、非同期映像刺激を用い

て、同時性および音量知覚に使用言語が与える影響を

検討する。

実験 1a: 使用言語が同時性判断に与

える影響

映像と音声の同時性判断に刺激の使用言語が与える

影響を調べるために、異なる言語のニュース映像を素

材に同時性判断実験を行った。

方法

参加者 日本語を母語とする成人男女 18名が実験に参
加した。韓国語、ロシア語に関してフォーマルな教育

を受けたり、会話ができると申告した者はいなかった。

刺激 素材は、日本語、英語、韓国語、およびロシア

語のニュースをニュースキャスターが読むビデオ各 2
シーンを用いた。同一言語の 2シーンは同じニュース
キャスターであった。日本語および韓国語のニュース

キャスターはモンゴロイド系男性、英語のニュースキャ

スターはネグロイド系男性、ロシア語ののニュースキャ

スターはコーカソイド系男性であった。
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映像と音声の時間的ずれ (SOA; Stimulus Onset
Asynchrony)は、0, ±1, ±3, ±5, ±7, ±10, ±13, ±16
(frames) とした (1 frame = 33 ms)。ここで、負号は
映像の遅れを表す。映像の解像度は 720×480画素、刺
激の長さは 110 frames (3630 ms)とした。
発話の onset と offset はずれを検知する有力な

手がかりとなるので、刺激の onset と offset が発
話の途中となるようにした。また、刺激の onset の
映像位置または音声位置が揃わないようにした。

刺激の編集および加工は AviUtl(http://spring fra-
grance.mints.ne.jp/aviutl/, )を用いた。
言語ごとに、2種類のシーン、15種類の SOAの刺

激を 2回ずつランダムな順序で呈示する 60試行を 1
ブロックとし、各言語につき 2ブロック実施した。

手続き 映像は 20インチモニタ (三菱 RDT20IL)上
に呈示された。画面上でのビデオの幅は約 160 mmで
あった。視距離は 40 cm とし、顔面固定器を用いて
視距離を保った。1000 msのブランク画面の後に画面
中央に凝視点を 500 ms 呈示し，その消失と同時に刺
激映像を 3630 ms呈示した。音声はヘッドフォンから
呈示した。刺激呈示終了と同時に、映像と音声が同時

であったか、時間的にずれていたかを 2件法で回答さ
せた。

結果

参加者が映像と音声が同時と反応した確率を図 1に
示す。英語、日本語、韓国語の刺激に対しては、映像

の遅れに敏感で音声の遅れに鈍感という傾向があり、

非常に似た反応パタンを示した。ロシア語の刺激に対

しても、映像の遅れに敏感で音声の遅れに鈍感という

傾向があるものの、その非対称の程度は他の言語の刺

激と比較して極端に小さいという反応パタンを示した。

また、各言語各 SOAの最初の試行に対する反応は、全
試行に対する反応とほぼ同様の傾向を示した。

実験 1aで使用した刺激にはいくつか問題があった。
一つは、言語ごとに話者が異なっていたため、口唇等

の顔の動きや相貌の個人差が影響を与えた可能性であ

る。また、画面に映る顔面の位置や大きさが異なって

いたため、視認性に差が出た可能性がある。もう一つ

は、言語により話速が異なっており聴き取りに影響を

与えた可能性である。特にロシア語は話速が速い印象

を与えた。Fujisaki and Nishida (2005)視聴覚の同期
非同期を弁別する課題において、周波数が 4kHzを超
えると弁別が出来なくなると報告している。そこで実

験 1bでは、これらの問題を考慮し、より統制された
刺激を用いて実験を行った。
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図 1: 映像と音声が同時と判断された確率

実験1b

方法

参加者 日本語を母語とする成人男女 15名が実験に
参加した。

刺激 2人の成人男性が短文を読み上げるビデオを刺
激とした。

日本語、逆転再生、無意味綴りの 3条件の刺激が構
成された。日本語条件では、39～42モーラの 4種類の
日本語単文を読み上げるビデオを基に刺激を構成した。

使用したビデオの長さは、実験 1と同様 110 framesと
し、その間に呈示された音声は 32モーラ前後であっ
た。実験 1と同様に映像と音声の SOAを持つ刺激を
作成した。

逆転再生条件では、日本語条件のビデオを逆転再生

したものを刺激とした。すなわち、日本語条件におけ

る SOAが x framesの刺激を反転して、逆転再生条件
における SOAが −x framesの刺激を作成した。映像
の逆転は AviUtl、音声の逆転はWindowsサウンドレ
コーダ、映像と音声の結合は AviUtlを用いて行った。
無意味綴り条件では、2種類の 30モーラ無意味綴り
を読み上げたビデオを基に刺激を構成した。話者は無

意味綴りを日本語的な韻律で読み上げた。30モーラの
うち、前半と後半の 110 frames (20モーラ前後)を用
いて、4種類のシーンとした。SOAは日本語条件と同
様とした。

各条件ごとに、2人の話者、2種類のシーン、15種
類の SOAの刺激を 1回ずつランダムな順序で呈示す
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る 60 試行を 1 ブロックとして、2 ブロックを構成し
た。各ブロックは 2人の話者が同じ内容を読み上げた
刺激から構成した。各ブロック 1回ずつ実施した。

手続き 実験 1と同一であった。

結果

参加者が映像と音声が同時と反応した確率を図 2に
示す。日本語条件および無意味綴り条件の刺激に対し

ては、実験 1の日本語刺激と同様、映像の遅れに敏感
で音声の遅れに鈍感という反応パタンを示した。逆転

再生条件の刺激に対しては、その非対称性の程度が小

さかった。
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図 2: 映像と音声が同時と判断された確率

逆転再生条件の刺激は日本語再生条件の刺激を逆転

して作成したことから、これらの条件間での反応パタ

ンの違いは、話速のみに帰着することはできない。無

意味綴り条件の刺激は話速が遅かったため単純比較は

できないが、日本語的な韻律で読み上げたためか、意

味を理解することができなくても、日本語条件と似た

反応パタンを示した。これらの結果は実験 1と整合的
である。各 SOAの最初の試行に対する反応は、全試
行に対する反応とほぼ同様の傾向を示した。

実験 2a: 使用言語が音量知覚に与え

る影響

映像と音声が非同期になることにより音量知覚が変

化するか、また刺激の使用言語が影響を与えるかを実

験により検討した。

方法

参加者

日本語を母語とする成人男女 4名が実験に参加した。
韓国語、ロシア語を学習したものはいなかった。

刺激

実験 1aと同様、英語、日本語、韓国語、およびロ
シア語のニュースをニュースキャスターが読むビデオ

各 2シーンを用いた。素材は実験 1aと同じであるが、
シーンは完全には一致しなかった。映像と音声の時間

的ずれ (SOA; Stimulus Onset Asynchrony)は、物理
的に同期、非同期の閾値付近 (−1, 10 frames)、非同期
の最大値 (±16 frames)とした。ここで、負号は映像
の遅れを表す。映像の解像度は 720×480画素、刺激の
長さは 110 frames (3630 ms)とした。各シーンにおい
て、異なる SOAの刺激でも音声は同一で、映像のみ
前後にずれるようにした。

手続き

各シーンの 5種類の刺激は対にして呈示され、参加
者に音量の大小を回答させた。順序の効果をカウンタ

バランスして 20回の比較を 1ブロックとし、各言語
の各シーンにつき 3ブロックずつ実施した。各言語に
おけるブロックの順序と各ブロックにおける刺激対の

呈示順序はランダムとした。言語の順序は被験者ごと

に異なるようにした。

1000 msのブランク画面の後に画面中央に凝視点を
500 ms呈示し、その消失と同時に先行刺激映像を 3630
ms呈示し、刺激映像の消失後、1000 msのブランク
画面の後に画面中央に凝視点を 500 ms 呈示し，その
消失と同時に後続刺激映像を 3630 ms呈示した。刺激
映像の消失と同時に、先行刺激の音量がよい大きかっ

たか小さかったかの問いを表示し、参加者に 2件法で
回答させた。参加者には刺激呈示中にビデオ中の話者

の顔を見るように教示した。

終了後、各言語の 1シーンの同期刺激を用いて書き
取りを行わせた。

結果

音量の大小比較結果から、Bradley-Terryモデルで
知覚音量の心理尺度を算出した。図 3に各言語におけ
る知覚音量と SOAの関係を示す。日本語刺激におい
ては、映像と音声が非同期になると知覚音量が小さく
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図 3: 使用言語と非同期が音量知覚に与える影響。縦
軸は知覚した音量の心理尺度、横軸はビデオに対する

音声の遅延 (SOA) を表す。誤差棒は 95%信頼区間を
表す。

なった。他の言語の刺激にはそのような傾向は極めて

小さく、統計的に有意でもなかった。

同時性判断課題では、映像と音声の非同期の閾値は、

日本語、英語、韓国語刺激では極めて近い値を示し、

ロシア語刺激のみ異なるパタンを示した。非同期によ

る知覚音量の変化は、同時性判断とは視聴覚統合の異

なるプロセスを反映しているかも知れない。なお、今

回の結果は個人差が大きく、ロシア語刺激でも日本語

刺激以上に知覚音量が変化した参加者もいたので、言

葉の意味理解が知覚音量の変化の必要条件という訳で

はないようである。

実験2b

実験 2bでは、話者や画面配置を統制し、意味理解
や話速の影響について検討した。

方法

参加者

日本語を母語とする成人男女 6名が実験に参加した。

刺激、手続

以下を除いて実験 2aと同一であった。2人の成人男
性が短文を読み上げるビデオを刺激とした。実験 1b

と同じ素材を使用したが、シーンは完全に同一ではな

かった。日本語、逆転再生、無意味綴りの 3条件の刺激
が構成された。日本語条件では、39～42モーラの 4種
類の日本語単文を読み上げるビデオを基に刺激を構成

した。使用したビデオの長さは、110 framesとし、そ
の間に呈示された音声は 32モーラ前後であった。逆転
再生条件では、日本語条件のビデオを逆転再生したも

のを刺激とした。すなわち、日本語条件における SOA
が x framesの刺激を反転して、逆転再生条件における
SOAが −x framesの刺激を作成した。無意味綴り条
件では、2種類の 30モーラ無意味綴りを読み上げたビ
デオを基に刺激を構成した。話者は無意味綴りを日本

語的な韻律で読み上げた。30モーラのうち、前半と後
半の 110 frames (20モーラ前後)を用いて、4種類の
シーンとした。以上により、各条件、4シーン× 2話
者× 5SOAの刺激が構成された。

結果と考察

音量の大小比較結果から、Bradley-Terryモデルで
知覚音量の心理尺度を算出した。図 4に各条件におけ
る知覚音量と SOAの関係を示す。日本語刺激および
無意味綴り刺激においては、映像と音声が非同期にな

ると知覚音量が小さくなったが、逆転再生刺激ではそ

のような傾向が見られなかった。
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図 4: 使用言語と非同期が音量知覚に与える影響。縦
軸は知覚した音量の心理尺度、横軸はビデオに対する

音声の遅延 (SOA) を表す。誤差棒は 95%信頼区間を
表す。

無意味綴り刺激で日本語刺激と同様の効果が見られ
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たことから、意味理解が非同期による知覚音量変化の

必要条件ではないことがわかる。また、逆転再生刺激

では一貫した傾向が見られなかったことから、話速が

必要条件でないこともわかる。無意味綴り刺激は日本

語と同じ音素と韻律を用いており、書き取りの成績が

良かった。一方、逆転再生刺激は自然なヒトの発話と

は異なる印象を与え、書き取りも困難であった。これ

らのことから、書き取りや復唱ができる程度に聞き取

りができることが非同期による知覚音量変化の要因に

なっているようである。

視覚情報との同期が音量知覚に与える影響について

の研究は、著者が知る限りないが、恒常性により知覚

音量が変化する可能性がある。音は光より伝達速度が

遅いため、観察者から距離があるところで同時に生じ

た視聴覚事象では、音が遅れて観察者に届く。そのた

め、音声遅延の刺激は音源がより遠くに定位され、か

つ観察者に届く音圧が一定なので、恒常性により音が

より大きく知覚される可能性である。実際、光と音の

時間順序判断課題において、主観的同時点が光源の距

離に応じて音速を勘案するよう補正されることが報告

されている (Sugita & Suzuki, 2003)。しかし、今回の
実験では、音声遅延刺激より同期刺激のほうが知覚音

量が大きく、恒常性による説明は成り立たない。

今回の結果は個人差が大きく、逆転再生刺激でも知

覚音量が変化した参加者もいたので、聞き取りが知覚

音量の変化の必要条件という訳ではないようである。

このような参加者の書き取り成績が他の参加者に比べ

て特に良かった訳ではなく、音量比較課題において判

断の手がかり異なったり、発話内容に注意を払わない

など、他の参加者とは異なる聞き方をしていた可能性

がある。

おわりに

本研究は、視聴覚統合の時間的特性を明らかにする

ことを目的とし、刺激映像の言語が同時性判断に与え

る影響、音量知覚に与える影響ついて検討を行った。

実験 1aでは、英語、日本語、韓国語、ロシア語の
ニュースビデオを刺激として、使用言語が同時性判断

に与える影響を検討した。その結果、英語、日本語、

韓国語の刺激に対しては映像の遅れに敏感で、音声の

遅れに鈍感であるという非対称性の大きな反応パタン

が示されたが、ロシア語の刺激に対しては非対称性の

小さな反応パタンが示された。

実験 1bでは、日本語短文、その逆転再生、無意味
綴りを日本語的韻律で読み上げる映像を刺激として、

同時性判断への影響を検討した。その結果、逆転再生

の刺激に対しては、日本語短文と無意味綴りの刺激に

対してより非対称性の小さな反応パタンが示された。

これらの結果から、聴覚刺激が言語様な場合、音響パ

タンの親和性が同時性判断の非対称性の程度に影響を

与えること、話速のみには帰着されないこと、言語の

意味理解の影響は大きくないことが示唆された。

実験 2aでは、英語、日本語、韓国語、ロシア語の
ニュースビデオを刺激として、映像と音声の非同期が

音量知覚に与える影響を検討した。その結果、日本語

刺激に関しては、映像と音声が同期している場合は非

同期の場合より音量を大きく知覚した。日本語以外の

刺激では、参加者、言語により結果がまちまちで、全

体的には非同期による知覚音量低下の明確な効果は見

られなかった。

実験 2bでは、日本語短文、その逆転再生、無意味
綴りを日本語的韻律で読み上げる映像を刺激として、

映像と音声の非同期が音量知覚に与える影響を検討し

た。その結果、日本語刺激と日本語様の韻律を持つ無

意味綴りに関しては、映像と音声が同期している場合

は非同期の場合より音量を大きく知覚したが、日本語

の逆転再生では、非同期による知覚音量低下の明確な

効果は見られなかった。これらの結果から、聴覚刺激

が言語様な場合、音響パタンの親和性が非同期による

知覚音量低下に与えること、話速のみには帰着されな

いこと、言語の意味理解は必要条件でないことが示唆

された。

同時性判断に関しては、日本語、英語、韓国語刺激

においてほぼ同様の反応パタンを示したが、音量知覚

判断に関しては日本語刺激において特異的な反応パタ

ンを示した。これらの違いが、現象の程度や測定法の

感度に帰着されるのか、まったく異なる知覚ないしは

認知のメカニズムを反映しているのか、現段階では明

確ではないので、今後はこの問題を明らかにしていき

たい。
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Abstract 
In this study, we aimed to classify strategies of 

body-to-body mapping in adult participants by using a 
direction judgment task. The task requires immediate 
mapping between visual body images (self / other / 
robot) and participant’s own somatosensory body 
representation. We revealed that the reaction time in 
the self-condition had been faster than that in the robot 
condition. This result suggests that self-image 
specificity in processing of body-to-body mapping.  

 
Keywords ―Embodiment, Body-to-body mapping, 
Self-other discrimination  

 

1. はじめに 

 本研究では，ボディ・マッピングにおいて，成

人が用いる方略の多様性について検討し，さらに

それら方略がボディ・マッピングの対象（自己，

他者，ヒト型ロボット）に応じてどのように使い

分けられるのかを検討した． 

 

2. ボディ・マッピングにおける方略 

  視覚的な他者身体像を自らの自己身体表象に重

ね合わせるボディ・マッピングはコミュニケーシ

ョンに重要な要素である．他者の身体がどのよう

な状態なのかを自分に置き換えて，正確にすばや

く処理する（Embodiment）ことができなければ，

他者の動作を模倣することや，他者の意図や目的

を知ることも難しくなるだろう． 

他者身体を自らの身体にマッピングする上で鍵

となるのは，他者身体の視覚像と自らの体性感覚

（自己身体表象）という異種感覚を結びつける能

力である．このような能力は成人では容易に用い

ることができるが，発達途上にある幼児には難し

い． 

2 歳児は，ボディ・マッピングが必要とされる

課題において成人では考えられない不思議な行動

をとることがある[1]．具体的には，知らないうち

におでこにシールを貼り付けられた状態で，鏡を

介して自分の姿を見せられたとき，自分のおでこ

に貼られたシールをはがせるかどうか（マークテ

スト[2]）を試したところ，約 3 割の 2 歳児はシー

ルが貼られている前頭部にすぐ手を伸ばすのでは

なく，まず後頭部に手を伸ばしてシールを探そう

とした（図 1）．この成人の感覚からは不思議な幼

児の行動は 3 歳児になるとほとんど見られなくな

る． 

 
図 1 前後逆転の探索エラー 

この 2 歳児におけるボディ・マッピングの方略

は，自己鏡像における座標系の「引き寄せ」方略

として説明できる．具体的には，鏡の奥側に，鏡

に映った自分が存在し，その手前側にシールが貼

ってあるという関係性を自己身体表象に引き寄せ，

自分の頭に対してより「手前」側にシールが存在

しているだろうという予測を立てたための方略で

あると考えられる． 

さらに興味深いことに，他者が自身のおでこを

指差してシールの場所を教示した場合には，2 歳

児であってもこのような不思議な方略をとらず，

おでこを探すことができた．これは 2 歳児がボデ

ィ・マッピングにおいて引き寄せ方略しかとれな
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いのではなく，マッピングを行う対象に応じて適

切な方略を選択できていないことを示唆する．す

なわちボディ・マッピングとは，単純な感覚変換

の処理ではなく，マッピングの方略が多様に存在

する中で，マッピング対象に応じて方略を使い分

けるような処理であると考えられる． 

 

3. 研究の目的 

本研究では，画面上に呈示された写真の相手に

貼られたシールの位置が自分の身体に置き換える

とどの方向に貼られているかをジョイスティック

で瞬時に判断する課題を用いて，どのようなボデ

ィ・マッピングの方略を成人が適用するのか検討

した．さらに写真の相手の属性（自分，他者，ロ

ボット）に応じて，適用されやすい方略が変化す

るかどうかについても検討した． 

 

4. 方法 

【被験者】成人 14 名（平均年齢 20.3 歳，女性 11

名，男性 3 名） 

【実験装置】刺激呈示には液晶の PC モニタを使

用した．PC モニタの約 30cm 手前に被験者の反

応を記録するためのジョイスティックを設置した．

【刺激】3 種類の対象（自己写真・他者写真・ヒ

ト型ロボットの写真）が体幹を軸として，30 度ご

とに向きを変えて写っている写真（各 12 枚）を

使用した（図 2.）．写真には被写体の頭部に相当

する位置に，描画ソフトを用いて印を描き加えた．

印は常に画面中央に加えられており，被写体の向

きが変化しても見えるようになっていた． 

 

図 2 提示刺激例 

（他者刺激には被験者と同性の写真を使用した） 

【手続き】ボディ・マッピングの対象（自己・他

者・ロボット）と対象の向き（角度（＝印の方向））

（0°・30°・60°・90°・120°・150°・180°・

210°・240°・270°・300°・330°）が異なる

36 枚の刺激写真が 3 回ずつ，ランダムにコンピュ

ータ画面に呈示された．被験者は呈示された写真

に描かれている印が，自分の身体頭部のどの方向

に該当するのかをイメージし，その方向に，素早

く正確に，ジョイスティックを倒すよう教示され

た．反応許容時間は 800ms であった．反応許容時

間内に被験者が反応できなかった場合には，その

試行は後に再び呈示された（最大３回）． 

 

5. 結果 

 ジョイスティックの動かし方のエラーパターン，

写真の相手の属性に応じた正答率，反応時間に注

目して解析を行った． 

 

【エラーパターン】適切ではない方向に被験者が

ジョイスティックを動かした軌跡のエラーパター

ンは 3 種類に分類された（図 3 を参照）． 

さらに，ボディ・マッピングの対象ごとに各エ

ラーパターンの出現頻度を図 4 にまとめた．どの

条件においても左右を反転させるエラーが多数を

占めた．2 歳児においてみられた前後逆転かつ「引

き寄せ」のマッピング方略も対象によらず少数な

がら出現した．さらに自己・ロボット条件におい

て「引き寄せ」方略が「奥に倒す」方略より統計

的には有意ではないが高頻度で出現した． 

 
【正答率】各マッピング対象に対する平均正答率

ならびに平均反応時間を図 5 にまとめた．平均正

答率は，ロボット 74.3%，他者 80.2%，自己 77.3%

であった．分散分析を行ったところ，各対象にお

ける正答率に有意な差は見られなかった． 

 
【反応時間】各マッピング対象における平均反応

時間は，ロボット 688.2ms，他者 677.2ms，自己

670.0ms であった．自己－ロボット間において，

平均反応時間に有意な差が見出された（F(2, 468) 

=5.95, p<0.01）． 
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(A) 前後逆転「引き寄せ」方略  

 
(B) 前後逆転 「奥に倒す」方略 

 
(B) 左右逆転の方略 

 
図 3 エラーパターンの例 

ピンク：正解の方向 オレンジ：動き始めの軌道，

青：動き終わりの軌道 

  
図 4 各対象におけるエラーパターンの出現頻度 
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※※ p<.01

 
図 5 各対象における正答率と平均反応時間 

 
6. 考察 

  本研究では，ジョイスティックを用いた即時

的方向判断課題を実施することにより，ボデ

ィ・マッピングの方略パターンを分類した． 
特に，幼児において観察された前後逆転の「引

き寄せ」エラーと同様のエラーが成人において

も観察されたことは興味深い．今回の課題は，

反応許容時間が 800ms という短いものであり，

このように瞬時な判断を必要とする場合は成人

でも幼児と同様のボディ・マッピング方略があ

らわれるのかもしれない．すなわち成人におい

ても前後逆転のボディ・マッピングの方略が一

つの選択肢として存在しているが，通常のボデ

ィ・マッピングではこの方略の適用に対して抑

制的な処理が働いている可能性がある．3 歳ま

でに前後逆転のエラーが消失してくる理由とし

て，単純なボディ・マッピングの方略の変化で

はなく，用いる方略を抑制的に制御する処理の

発達という説明も可能かもしれない． 
  また，マッピングさせる対象の違いにより，

正答率には条件間で有意な差は存在しなかっ

たが，対象がロボットの場合に比べて自己の場

合では有意に反応時間が短縮された．その一方

で，ロボットと自己のエラーパターンの傾向に

は顕著な違いは存在しなかった．これは自己と

ロボットでどちらも同様の方略を駆動してい
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たが，その適用の駆動の速さにおいて自己の映

像は特異的であると言えるかもしれない． 
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Abstract 

Ordinaly, spoken language has not only linguistic but 

also para-linguistic information of several kinds such 

as intonation and stress, which provides some cues to 

understand the intention or attitude of an utterance and 

contributes to the successful communication. Mobile 

messages, in contrast, cannot have anything 

para-linguistic because they are written, and hence 

they may cause misunderstanding. This study focuses 

on emojis, pictorical symbols frequently employed in 

mobile messages, and proposes the following 

hypothesis : in mobile messages, emojis complement 

para-linguistic information which lacks and make a 

text "a spoken message". This hypothesis is attested by 

a rather innovative methodology in which 1) mobile 

messages are read aloud in an experimental setting and 

2) the voices recorded in the experiment are 

acoustically analyzed. As a result, the two conditions, 

i.e., with and without emojis, show the statistically 

significant difference from each other. Moreover, the 

color of emojis attached to text messages influences 

the voice pitch of read-aloud voice. 
  
Keywords ― emoji symbol, prosody, para- 

linguistic information 

1. はじめに 

  絵記号の使用は携帯メールコミュニケーション

の際立った特徴の一つである。絵文字が登場する

以前から存在する既存の記号を組み合わせた顔文

字の使用とその機能については、メール文章に付

与される顔文字の種類による文章の信頼度などの

印象への影響（中丸, 2002）や、顔文字の表示形

態が受信者の感情に及ぼす影響などが議論されて

きた。また、三宅（2004）は実際のメールのやり

取りを収集し、絵文字の使用パターンを分類して

いる。しかし先行研究において主な対象とされて

きたものは、絵記号の中でも「(^_^)」や「 」な

どのような表情あるいは感情を表す絵文字がほと

んどであった。もちろんこのような感情表現を目

的とした使用(感情表現系)も多いのは確かである

が、三宅も指摘するように、携帯メールには、「だ

いじょうぶだよー 」のようなメール文と絵文字

の間に明らかな関連性が認められないような"装

飾的"な絵文字の使用(装飾系) が非常に多く認め

られ、「飲み会やります 」のようなメール文の内

容と関連のある事物を付加するような使用(事物

付加系)も見られる。このような絵文字の機能につ

いては、「句読点の代わり」や「雰囲気づくり」と

いった機能が指摘されるにとどまっている。 

  そこで本研究では、従来対象とされてきた直接

感情を表現する絵文字に加えて、装飾系や事物追

加系の絵文字も対象とし、その機能を探ることを

目的とする。本研究では、「絵文字が、欠如したパ

ラ言語情報を補完し、発話意図や発話態度の伝

達・理解に寄与する」という仮説を提示する。携

帯メールで使用される言語は、文字言語でありな

がら、話しことば的な特性が強いことが大きな特

徴であるが、本来話しことばに伴うべき抑揚、音

調、強勢といったパラ言語情報が、携帯メールで

話しことばを文字に転写する際には欠如してしま

う。パラ言語情報はコミュニケーションの成立に

とって重要な発話意図や発話態度の伝達・理解に

寄与しており、その欠如が携帯メールコミュニケ

ーションに齟齬をきたす危険性がある。そこで、

絵文字の付与は、メール文にパラ言語情報を与え

るという機能を担うのではないだろうか。従来研

究の多くは、アンケート調査を中心としてきたが、

本研究では、この仮説を検証するために、メール

音読実験を行った。実験によって得られた音読音

声の音響的解析という手法を用いて、絵文字の有

無、付与される絵文字の種類により、音声音読の

韻律特徴にどのような差異が生じるかを分析した。 

2. メール音読実験 

 以下では、メール音読実験の手順について述べ
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る。 

 

2.2. 刺激の選定 

実験に使用する刺激には、実際のメールのやり

とりの中で使用されるメール文、及びメール文と

絵文字の組み合わせを反映したものを選ぶ必要が

ある。そこでまず、メールデータの収集を行い、

実際のメールのやりとりにおいてはどのようなメ

ール文や絵文字が多く出現するのかを調査した。 

データ提供者は大学生・大学院生 5 名とその友

人 25名の計 30名（男性 15名女性 15名）である。

メール開始からメール終了までを 1 会話として、

メールのテキストと絵文字情報を抽出した。収集

されたメール文は 1301 文、488 件、63 会話であ

った。そのうち、絵文字付きのメール文は 859文、

さらに絵文字付きメール文の中で、289 文に複数

個の絵文字の使用が確認された。 

収集したメールデータからメール音読実験に使

用する刺激を選定した。 

S： テキストのみのメール文 73 種類 

SE： S に絵文字を付与したもの 74 種類 

S は収集したメールデータから収集した 56 種類

のメール文に、18 文の作成文を追加したものであ

る。  

表 1 音読実験の刺激として使用したメール文およ

び各メール文に付与した絵文字一覧 

Section1      

S E S E S E 

今から行くよ   忘れてました   13 日予定ないよ   

おやすみなさい   ありがとう   また明日   

楽しい一日をね   了解   平気だよ   

カゼひかないようにね   そうなんだ   迎えに行くよ   

応援してるよ   バタバタしてます   カラオケ行こ   

いろいろありがとね   明日早起きなのよ   プレゼントありがとね   

連絡ください   サスガだね   さっきウチ着いたよ   

焦ったー   ゆっくり休んでね   バス待ってるとこだよ   

いいよ   今着いたよ   超さむい   

オッケイ   どこでもいいよ   残念だよ   

明日行ってみる   空いてるよ     

朝苦手だしサ   いつでもいいよ     

 Section2      

S E S E S E 

3 限から暇だよ  まじか  バイト代入ったから  

問題ないと思うよ  良かった  チケット 2 枚欲しいっす  

2 限からいるから  なんか悪いな  またメールするわ  

明日持ってきとくわ  お疲れ  おはよー  

全然大丈夫だよ  バイト頑張らなくては  13 日空けといて  

ゆっくりで大丈夫だよ  15 分ほど遅れる  焼肉いこーぜ  

じゃあオメガ前で  今日テストだよ  飲み会やります  

土曜は補講がある  いきなりごめんね  野球観戦かぁ  

もう辞めたけどね  本当だ  テスト範囲教えて  

授業は 3 限  ちょっと厳しいかも  13 日よろしくね  

いいよ  その方がいいかもね  遠慮せずに言ってね  

また後で  ヒマ人め  今電車乗った  

じゃあそんな感じで  焼き鳥でイイよ    

日吉で練習だ  じゃぁ改札前で    

  

 また SE では、メールデータから選定した 56

種類のうち、19 種類について付与する絵文字を変

更した。従ってこれらの刺激は、 

 1) メールデータから選定したメール文と絵

文字の組み合わせ 

 2) 1)の絵文字部分を変更したもの 

  3) 作成文に絵文字を付与したもの 

から構成されている。作成文を追加したのは以下

の理由による：1) メールデータ内のメール文と

絵文字の組み合わせだけでは、使用される絵文字

に偏りがあるため、提示する刺激のバリエーショ

ンを増やす必要があった；2) メールデータ内に

は、「またメールするわ 」などのように、指示

対象に付加するタイプの絵文字の使用が尐ないた

めである。 

2.3．音読実験の実施 

実験協力者は、慶應義塾大学の大学生・大学院

生 20 名（19 歳～24 歳の男性 10 名女性 10 名）

である。収録は、慶應義塾大学湘单藤沢キャンパ

スの図書館に設置されている音響スタジオにおい

て実施した。卖一指向性ダイナミック型マイクロ

ホンと LogicExpress8（サンプリング周波数

44.1kHz、量子化ビット数 16bit）により音声を収

録した。音読実験は 2 つのセクションに分かれて

おり、セクション 1 は女友達から、セクション 2

は男友達からのメールという想定の下で行った。

各セクションで使用した刺激はそれぞれ、女性の

メールデータ、男性のメールデータから選定した

ものである。また、携帯電話でメールを読む際に

ボタンをクリックして受信メールを表示するとい

う実際の操作に近い状況にするために、自動的に

スライドが切り替わり次の刺激に移るように設定

するのではなく、実験協力者自身が Enter キーを

押して次のスライドへ移るようにした。尚、刺激

の提示順は、メール文が同一の S と SE（e.g. 「オ

ッケイ」と「オッケイ 」）が連続で表示されな

いよう、同一内容の S と SE が最低でも 3 スライ

ド離れているという条件を加えたうえでランダム

表示するよう設定した。 

 音量調整ののち、実験協力者は友達から PC

画面に表示されるメールを受け取ったと想定し、

送信者の音声を再現するよう指示を行った。 

2.4．音読音声の韻律特徴の抽出 

本節では、メール音読音声の韻律特徴に絵文字

の有無が影響を与えるか否か、与えるとすればテ
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キストのみと絵文字が付与されたメール文とでは、

その音読音声のどのような音響特徴にどのような

差異として現れるのかを、音読音声から抽出され

た F0 の結果から得られた韻律特徴量の分析によ

って検討する。 

 抽出した特徴量を以下に示す。尚、F0 の平均値、

傾きについては発話全体から算出される特徴量の

ほかに発話冒頭 300ms だけの特徴量と発話待つ

300ms のみの特徴量を追加している。これは、前

川ら(2002)により、パラ言語情報の影響は発話全

体にわたって顕在化することもあるが、むしろ多

くは発話の冒頭や末尾において局所的に顕在化す

るという「パラ言語情報の局所性」が指摘されて

おり、発話冒頭、発話末がパラ言語情報の表出に

おいて特に重要であり、音響特徴の表出において

も個々に制御されている可能性があるためである。 

また、F0 抽出の際にエラー処理を行っているが、

外れ値が存在している可能性も考慮し、F0 最大値

及び最小値に関しては、卖純に最大値と最小値を

求めるのではなく、上位・下位 10 点までの平均

値をそれぞれ F0 最大値・平均値として求めた。 

以降の音響解析で対象とする発話は、欠損値を

除いた 2952 発話(S：1476 発話、SE：1476 発話)

である。尚、対になっている S と SE のどちらか

が欠損している場合にはもう一方も除外した。 

表 2 抽出した韻律特徴 
 

分類 変数名称 説明 

F0 平均値 

MeanF0 発話全体の F0 平均値 

StartMeanF0 発話冒頭 300ms の F0 平均値 

EndMeanF0 発話末 300ms の F0 平均値 

F0 最大値 MaxF0 F0 値の上位 10 点までの平均値 

F0 最小値 MinF0 F0 値の下位 10 点までの平均値 

F0 レンジ DyrF0 発話全体の F0 レンジ 

F0 傾き 

DeltaF0 発話全体の F0 傾き 

StartDeltaF0 発話冒頭 300ms の F0 傾き 

EndDeltaF0 発話末の 300ms F0 傾き 

持続時間 Duration 発話全体の持続時間長 
 

3. 結果 

3.1. S と SE の違い 

  1476種類のメール文のSとSEの音読音声から

抽出した各特徴量について、まず被験者内で正規

化し、被験者間で刺激ごとの正規化された各特徴

量の平均値を算出し、対応のある t 検定を行った。 

  全体、発話冒頭、発話末すべての F0 平均値、

最大値、最小値および持続時間について 0.1%水準

で有意差が認められた。発話全体の F0 曲線の傾

きについても 0.1%水準で有意差が認められ、発話

冒頭の F0 曲線については 1％水準で有意差が認

められたが、発話末のF0曲線の傾きに関しては、

S と SE の差は有意ではなかった。有意差が認め

られた特徴量については、S よりも SE の値が高

くなる傾向が見られた。 

表 3 各韻律特徴における S と SE と対応のある t 検

定の結果(df=73) 

特徴量 対応のある t 検定 

MeanF0 t  = 9.159       p < .0001 

StartMeanF0 t  = 5.148       p < .0001 

EndMeanF0 t  = 9.119      p < .0001 

MaxF0 t  = 8.237      p < .0001 

MinF0 t  = 7.258       p < .0001 

DyrF0 t  = 4.095       p = .0001 

DeltaF0 t  = 2.697       p = .0087 

StartDeltaF0 t  = 2.702       p = .0086 

EndDeltaF0 t  = 1.5505      p = .1254 

Duration t  = 6.122      p < .0001 

 
    

 3.2. 絵文字の使用パターンによる違い 

  次に、1．で指摘したような、従来対象にされ

てきた表情や感情表現の付与を目的とした使用

と、装飾的な使用による違いを検討した。刺激を

「感情表現系群(n=39)」と「装飾系群(n=21)」、「事

物付加群(n=14)に分類し、刺激群ごとに S と SE

の韻律特徴について対応のある t 検定を行った。

その結果、データ全体での結果と同様の傾向を示

した。しかし、感情表現系と事物追加系は S と

SE とで発話全体の傾きには有意差が認められず、

一方で装飾系は F0 レンジに有意差が認められな

かった。 

   また、SE の各特徴量について、絵文字の使用

パターンを要因とした分散分析を行ったが、各群

間の差は有意ではなかった。  

5. 議論 

5.1 絵文字の有無による効果 

 メールの音読音声の音響解析の結果、テキスト

のみの場合と比べて絵文字付きメール文の場合に

は、発話全体の F0 平均値と F0 曲線の傾き、F0

レンジおよび持続時間が正の方向へ引き上げられ

るという傾向を示した。このような一定の方向性

を持つ傾向は何を意味するのだろうか。藤江ら
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(2005)によれば、肯定的な態度で発話された場合

には、第一モーラの母音部分の F0 の傾きが正に

なり、否定的な場合には負になる。また、否定的

な態度で発話された場合に比べ、肯定的な態度の

場合の方がF0レンジは大きい値になる。従って、

絵文字が付与された場合の音読音声の方が、テキ

ストのみの場合よりも肯定的な態度で生成されて

いることになる。 

 逆に言えば、テキストのみのメールと絵文字付

きのメールが存在する場合には、絵文字の不使用

時の態度は、絵文字使用時に比べて、否定的に受

け取られるということになる。つまり、卖純にテ

キストのみのメール文ではパラ言語情報を伴わず、

絵文字が付与されたメール文のみパラ言語情報が

与えられるということではなく、絵文字を付与す

るかしないかという選択肢が登場することにより、

付与しないことの意味が変わってくるのである。 

 高木(1993)は、フェイスマークは、送信者の態

度に関する受け手の理解をある一定の方向に導く

コンテクスト化の手がかりとなるとともに、人間

関係の調整・維持に関与していると指摘している。

メール音読実験で、実験協力者が、絵文字不使用

時に比べ、絵文字使用時の方が送信者の態度は肯

定的だと解釈し、音読する際にパラ言語情報の調

節が行われたとすれば、絵文字の付与は態度の理

解を一定の方向に導くというだけでなく、その方

向性が「肯定的」であるということによって、人

間関係の調整としても機能していると考えられる。

パラ言語情報が欠如したテキストのみの場合には、

態度が否定的だと誤解される危険性があるが、絵

文字の付与によって、肯定的な態度を示すという

よりもむしろ「否定的でない」ことを明確にし、

不要な誤解による人間関係上の衝突を避けること

が可能になるのである。 

5.2. 絵文字の使用パターンの違いによる

効果 

 従来研究の研究対象であった感情表現系だけで

なく、装飾系、事物追加系の絵文字使用でも、デ

ータ全体と同様の傾向が見られたという結果が得

られた。どのような使用パターンに属するかにか

かわらず、絵文字がメールの表示画面上において、

活字とは異なる"際立った"視覚情報であり、装飾

系や事物追加系の絵文字使用も、パラ言語情報に

影響を与え、発話態度の理解に寄与しうると考え

られる。 

 しかし、F0 レンジと発話全体の傾きについて、

装飾系が他とは異なる傾向を示したという結果か

ら、発話全体の傾きと F0 レンジとは負の相関が

あることを考慮すると、感情表現系と事物付加系

は、F0 レンジが大きいために発話全体での F0 の

傾きに有意差が生じなかったと考えられる。つま

り感情表現系と事物付加系の絵文字使用は抑揚の

大きさに影響を与えるが、装飾系は抑揚の大きさ

に影響しないと考えられる。森山ら(1999)によれ

ば、音声が感情を含んだときに生ずる物理的な変

化として「声の高さ」、「抑揚」という成分が支配

的であることが指摘されている。感情表出系が感

情の表出にもかかわるのに対し、装飾系の絵文字

使用は、感情の表出には寄与せず、態度の理解を

「肯定的」な方向へ導くというコンテクスト化及

び体面調節的な機能のみを担うという形で感情表

現系と装飾系が機能を共有しながらも、住み分け

が行われている可能性がある。絵文字の有無によ

る違いだけでなく、絵文字付きメール文の中でも

その使用パターンの違いにより、パラ言語情報の

微妙な調整が行われている可能性が示唆される。 
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Abstract 

This research investigated the factors that affect the 

form preference for metaphors or similes. The recent 

studies revealed mainly two factors affect the 

preference: conventionality and aptness. But their 

studies did not suppose what meaning is understood 

from the expression. This study focused on the 

meaning of metaphor topic, and investigated what 

factors affect the form preference. Two investigations 

revealed that not conventionality, but aptness predicted 

the preference for metaphors. In addition, from path 

analysis, the factors that reflect the interaction between 

topic and vehicle also predict the preference for 

metaphor. 
 
Keywords ― Preference for metaphors or similes, 

Conventionality, Aptness 

 

1. 問題 

比喩文において，その表現形式が隠喩形式（例：

人生はギャンブルだ）と直喩形式（例：人生はギ

ャンブルのようだ）のどちらで好まれやすいかと

いう比喩の選好性の問題は，比喩の理解過程を明

らかにする上で，重要な示唆を与えるものだと考

えられてきている。比喩表現は，主題（例：人生）

と喩辞（例：ギャンブル）の類似性認知や，主題

を喩辞の成員の一種としてみなすカテゴリ認知を

経て理解されると考えられているが[1][3]，こうし

た認知の違いは，先に述べた表現形式の選好性を

反映すると考えられている。すなわち，類似性認

知を経た比喩の理解は直喩形式の選好を示唆し，

カテゴリ認知を経た比喩の理解は隠喩形式の選好

を示唆するというものである。主題と喩辞の類似

する点を言い表すことが重要となる場合は，「よう

だ」「みたいだ」といった直喩となる表現が好まれ

ることとなるが，一方で主題が喩辞の一種である

とみなすことが重要となる場合は，類似点よりも

むしろ主題が喩辞であるという断定が必要となり，

隠喩形式が好まれるということになる。比喩理解

において，類似性認知とカテゴリ認知は，いずれ

か一方のみが重要であるというわけではなく，何

らかの要因によっていずれかの処理が促進される

ようなものであると考えられている。このため，

従来の研究では，類似性認知，もしくはカテゴリ

認知といった処理が促進されるようになる要因を，

隠喩-直喩の形式の選好性から議論しようとする

ものが多い[1][2][3][4][6]。こうした理解過程の違

いが比喩における形式の選好を決定するという考

え方は，言語を理解する側だけでなく、発する側

においても重要な示唆を与えるものだと考えられ

る。言い換えると，2 つの言葉の組み合わせに対

する認知の違いによって，言葉の使い分けが発生

するという，語用論的な観点から見ても非常に興

味深い現象ともいえる。 

選好度に影響を与える要因 

類似性認知とカテゴリ認知のいずれの処理が，

どのような要因によって促進されるようになるか，

ひいては直喩と隠喩のいずれが選好されるかとい

う問題については，いくつかの先行研究により明

らかにされている。 

Gentner らは喩辞の慣習性（conventionality）

が認知の処理，直喩と隠喩の選好を決定すると述

べている[1]。ここで言う慣習性とは，特定の意味

において，喩辞が慣習的に使用される程度・頻度

のことを指す。「ギャンブル」という喩辞であれば，

「どうなるかわからない」という意味でどの程度

慣習的に使用されているかで慣習性が決められる。

同時に，「お金を失う」という異なる意味であれば，
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異なる慣習性が決められることになる。彼女らは

喩辞の慣習性が高ければ，隠喩形式が選好されや

すくなり，逆に慣習性が低ければ直喩形式が選好

されやすくなることを示した[1]。 

一方別の異なる，先行研究[2][3]では，直喩と隠

喩の選好は，比喩文の適切性（aptness）により

決定されると述べている。比喩理解における適切

性とは，主題の重要な意味を喩辞がどの程度適切

に表しているかを指す。主題「人生」と喩辞「ギ

ャンブル」という組み合わせであれば，「人生」の

重要な特徴が想定された上で，「ギャンブル」が適

切であるか否かが評価されることになる。こうし

た先行研究に対し，Jones ら[3]は，先行研究で使

用された比喩の材料文は，適切性の要因が考慮さ

れておらず，使用された慣習性の高い比喩文は適

切性の高いものであることを指摘し，慣習性（高・

低）と適切性（高・低）の 2 要因をもとに，直喩

と隠喩の選好性を検討した。その結果，選好性に

影響を与えるのは，適切性のみであり，適切性の

高い比喩であれば隠喩形式が選好されることがわ

かり，慣習性は選好性に影響を与えないことがわ

かった。適切性は，喩辞の性質のみを反映する慣

習性とは異なり，主題と喩辞の相互作用により評

価されるものである。こうした主題と喩辞の相互

作用が，直喩と隠喩の選好性を決定することを示

唆する研究は，そのほかにも見られる。例えば，

主題と喩辞の組み合わせから産出されうる解釈の

数（解釈多様性：interpretative diversity）が，

選好性に影響を与えることを示す研究例もある

[6]。この研究では，解釈の数が多くなるほど隠喩

が選好されやすくなることを示している。解釈の

数は，主題と喩辞の間に成立する，類似性の根拠

の多さである。これは，両者の相互作用の強度と

も言い換えることができ，適切性同様に，主題の

何らかの意味に対し喩辞の適用が評価される過程

において，カテゴリ認知が促進されると考えるこ

とができる。 

従来の研究における問題 

形式の選好に関わる要因として，これまでの研

究から，慣習性のような喩辞単独の性質に注目し

た研究から，適切性のような主題と喩辞の相互作

用に注目した研究結果が支持されつつあることが

分かってきている。しかし一方で，適切性を中心

とした議論には問題点もある。 

前述のように，適切性とは，主題の重要な意味

に対し，適用した喩辞が重要であるかどうかを表

すものである。この主題の重要な意味については，

従来の研究の定義では，比喩とは独立して存在す

ることになる。しかし，この時想定される重要度

の高い主題の意味は明示されておらず，主題と喩

辞の組み合わせがどのような意味で適切であるの

かということが不明であるという問題がある。例

えば，主題「人生」と喩辞「ギャンブル」といっ

た組み合わせであれば，「人生」における重要な意

味として「どうなるかわからない」といったもの

が想定される。この時，喩辞「ギャンブル」は「人

生がどうなるかわからない」という意味を表すう

えで適切であると考えることができる。しかし一

方で，主題「真理」と喩辞「迷宮」という組み合

わせであれば，状況は異なってくる。「真理」にお

いて「よくわからない」という意味は，重要度の

高い意味とはみなされていない。しかし，両者の

組み合わせは「よくわからない」という意味では

適切な表現とされる傾向にある[5]。このように，

主題において重要度の高い意味でなくても，喩辞

の組み合わせによっては適切性が高いと判断され

るように，主題のどのような意味に注目するかで

適切性の評価は変わる可能性がある。 

また先行研究の主張のように，適切性が比喩の

形式の選好を予測するという結論についても検討

の余地が残されている。適切性のような主題と喩

辞の組み合わせに対する評価を反映する他の要因

（例えば表現の親しみやすさや理解容易性など）

について，前述のような主題の特定の特徴に注目

した検討はこれまでなされていない。また，こう

した適切性のような各要因が主題と喩辞の組み合

わせに対する評価である点を考えて，そうした組

み合わせの評価に至るまでの過程は，これまでほ

とんど考慮されていない。 

そこで，本研究では，以上のような問題をもと
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に，主題（例：人生）と喩辞（例：ギャンブル）

に共通するある特徴（例：どうなるかわからない）

を基準に考えた上で，慣習性，適切性などを含め

た比喩理解に関与するとされる要因を検討した上

で，比喩における隠喩と直喩の形式の選好に及ぼ

す要因を詳細に検討することを目的とする。 

 

2. 方法 

本研究は 2 つの調査からなる。調査 1 は，比喩

文に対する慣習性，適切性等の各要因を測定する

調査，調査 2 は比喩文の隠喩-直喩の選好を測定す

る調査である。 

調査 1 

（1）主題と喩辞における特徴の重要度と特定の

特徴を基準としない主題と喩辞の類似性の測定調

査，（2）喩辞の慣習性と特定の特徴を基準とする

比喩文の適切性の測定調査，（3）特定の特徴を基

準とする比喩の面白さ，理解容易性，親しみやす

さ，意外性，主題と喩辞の類似性の 3 つの調査を，

それぞれ別個に行った。 

材料 主題と喩辞，それぞれ 72 語のペアから

なる 72 の比喩文を用いた[7]。 

手続き いずれの調査も質問紙を用いた集団形

式で行われた。（1）の調査の特徴の重要度測定で

は，ある語の 1 つの特徴に対し，その特徴が語に

とってどの程度重要であるかを 5 段階評定（1: 重

要でない‐5: 重要である）でたずねた（例：「人

生」に対し「どうなるかわからない」はどの程度

重要か）。また，類似性の測定では，2 つの語のペ

アに対して，両者が類似しているかどうかを 5 段

階評定（1: 似ていない‐5: 似ている）でたずね

た。この類似性評定の時には，特定の特徴は呈示

しなかった。重要度の調査で呈示された語と特徴

は，材料となる比喩文のうち，36 文の比喩文から

なる主題と喩辞，およびその特徴であり，また，

主題と喩辞の類似性評定では，重要度の調査では

用いなかった比喩文 36 文の主題と喩辞のペア，

計 36 ペアに対し評定を求めた。 

（2）の調査における喩辞の慣習性測定では，

ある特徴と喩辞のペア（例：「ギャンブル」に対し

て「どうなるかわからない」）を呈示し，その特徴

を言い表すものとして，呈示されたペアがどの程

度慣習的であるかを 5 段階評定（1: 慣習的でない

‐5: 慣習的である）でたずねた。また，適切性の

測定では，ある特徴と比喩文のペアを呈示し，あ

る特徴を解釈として用いる上で，比喩文がどの程

度適切であるかを 5 段階評定（1: 適切でない‐5: 

適切である）でたずねた。慣習性の測定で呈示さ

れた特徴と喩辞のペアは，材料となる比喩文のう

ち 36 文の比喩文に使用された特徴と喩辞の 36 ペ

アであった。また適切性の測定では，慣習性の測

定で用いられなかった特徴と比喩文の 36 ペアで

あった。また適切性調査では，特徴は比喩文の主

題と同時に呈示され（例：「人生はギャンブルだ」

と「どうなるかわからない」という組み合わせで

あれば，特徴は「人生はどうなるかわからない」

という形で呈示），比喩文の呈示は隠喩形式または

直喩形式のいずれかで呈示された。 

（3）の調査は，比喩文と，ある特徴を呈示し，

その特徴を言い表す上で，比喩の面白さ，理解容

易性，親しみやすさ，意外性，主題と喩辞の類似

性がどの程度であるか，それぞれ 5 段階で評定を

求めた。面白さは表現それ自体の面白さ（1: 面白

くない‐5: 面白い），理解容易性は表現がどの程

度理解しやすいか（1: 理解しにくい‐5: 理解で

きる），親しみやすさは表現がどの程度なじみがあ

るか（1: なじみがない‐5: なじみがある），類似

性は主題と喩辞がどの程度似ているか（1: 似てい

ない‐5: 似ている），意外性は表現がどの程度意

外であるか（1: 意外でない‐5: 意外である）で

あった。比喩文の呈示は隠喩形式または直喩形式

のいずれかで呈示された。 

それぞれ（1）（2）（3）の調査において，指標

の測定の順序は参加者によってカウンターバラン

スされた。 

参加者 （1）には大学生・大学院生 68 名（平

均 21.6 歳，男性 30 名・女性 38 名），（2）には大

学生 99 名（平均 18.7 歳，男性 36 名・女性 63 名），

（3）には大学生 105 名（平均 21.6 歳，男性 23

名・女性 82 名）が参加した。なお，（2）におい
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て比喩文の呈示形式が隠喩であったのは 47 名，

直喩であったのは 52 名であった。（3）において

比喩文の呈示形式が隠喩であったのは 50 名，直

喩であったのは 55 名であった。 

調査 2 

インターネットを通じた調査により，比喩文の

形式の選好性を測定した。 

材料 調査 1 同様，72 の比喩文を用いた[7]。 

手続き PC 画面上に材料 72 文のうち，参加者

ごとにランダムに 6 文の比喩文が呈示された。こ

の時，比喩文は隠喩形式（例：人生はギャンブル

だ），直喩形式（例：人生はギャンブルのようだ）

の両方が呈示され，同時に主題の特徴文（例：人

生はどうなるかわからない）も同時に呈示された。

この時参加者は，主題の特徴文を言い表す際には，

隠喩形式が好ましいか，直喩形式が好ましいかに

ついて 1－5 件法で評定するよう求められた（1：

隠喩の方が好ましい‐5：直喩の方が好ましい）。 

参加者 インターネットを通じ 20 代から 60 代

までの男性 400 名，女性 400 名が参加した（平均

43.3 歳）。調査では１つの比喩文あたり，83 から

130 人により評定が行われた。 

 

3. 結果 

調査 1 の結果から各指標の平均値をまとめると

表 1 のようになった。また，調査 2 の結果から 72

の比喩文の形式の選好性評価の平均は 3.64 とな

り，直喩にやや偏ることがわかった（SD=0.44; 5

件法選択比率 1：.10，2：.12，3：.16，4：.27，

5：.35）。 

選好性に対する慣習性・適切性の検討 調査 2 の

結果に対し，調査 1 から得た喩辞の慣習性，およ

び適切性の効果を検討した。選好性評価と，喩辞

の慣習性との相関は.02 となり，両者の間に相関

は見られなかった。一方で，適切性と間には弱い

逆の相関が見られた（r=-.23, p<.05）。ただし，直

喩呈示時の適切性では相関は見られず（r=-.11, 

n.s.），隠喩呈示時の適切性では弱い相関が見られ

た（r=-.34, p<.005）。このことから，形式の選好

性に慣習性の効果は認められない一方で，適切性

の高い比喩（特に隠喩呈示時の適切性）は，隠喩

形式が好まれやすいことが示された。この結果は，

先行研究の結果と一致する[2][3]。 

表 1. 調査 1 の結果概要 

平均 （SD）

（1）

主題における特徴の重要度 3.34 (0.69)

喩辞における特徴の重要度 3.58 (0.76)

特徴を基準としない主題と喩辞の類似性 2.68 (0.81)

（2）

喩辞の慣習性 3.38 (0.74)

適切性 3.17 (0.78)

　隠喩呈示時 3.20 (0.79)

　直喩呈示時 3.14 (0.82)

（3）

面白さ 2.80 (0.30)

　隠喩呈示時 2.79 (0.35)

　直喩呈示時 2.82 (0.34)

理解容易性 3.25 (0.60)

　隠喩呈示時 3.20 (0.65)

　直喩呈示時 3.29 (0.60)

親しみやすさ 2.81 (0.63)

　隠喩呈示時 2.76 (0.69)

　直喩呈示時 2.86 (0.63)

意外性 2.78 (0.38)

　隠喩呈示時 2.78 (0.43)

　直喩呈示時 2.79 (0.40)

特徴を基準とする主題と喩辞の類似性 3.09 (0.57)

　隠喩呈示時 3.07 (0.59)

　直喩呈示時 3.12 (0.58)

N=72  

また適切性と選好性の結果について，主題にお

ける特徴の重要度を，中央値を基準に高い群

（n=36, M=2.78）と低い群（n=36, M=3.91）に

分けて比較した場合，いずれの場合においても，

隠喩呈示時の適切性と弱い相関が見られた

（r=-.31, -.32, ps<.005）。このことから，必ずし

も主題において重要な意味でなくとも，適切性が

高いと判断される比喩であれば，隠喩形式が選好

されやすくなることが示された。 

他の要因との相関 選好性の結果について，調査

2（1）（3）の結果における他の要因との相関を，

表 2 にまとめた。その結果，主題におけると特徴

の重要度や，隠喩呈示時における面白さ，理解容

易性，親しみやすさ，特徴を基準とする主題と喩

辞の類似性などにおいて弱い相関が見られた。面

白さや理解容易性，親しみやすさなどについては，
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適切性同様，主題と喩辞の組み合わせからなる表

現に対する評価であることを考えると，形式の選

好はそれらの評価と関連し，評価が高まるほど隠

喩形式が選好されやすくなる可能性があることが

わかった。 

 

表 2. 選好度と各要因の相関 

r p

（1）

主題における特徴の重要度 -0.27 *

喩辞における特徴の重要度 -0.06 n.s.

特徴を基準としない主題と喩辞の類似性 -0.08 n.s.

（3）

面白さ -0.28 *

　隠喩呈示時 -0.35 ***

　直喩呈示時 -0.14 n.s.

理解容易性 -0.24 *

　隠喩呈示時 -0.32 **

　直喩呈示時 -0.13 n.s.

親しみやすさ -0.28 *

　隠喩呈示時 -0.33 ***

　直喩呈示時 -0.21 †

意外性 0.19 n.s.

　隠喩呈示時 0.23 †

　直喩呈示時 0.11 n.s.

特徴を基準とする主題と喩辞の類似性 -0.19 n.s.

　隠喩呈示時 -0.25 *

　直喩呈示時 -0.12 n.s.

N=72, p >.10 n.s. , p <.10†, p <.05*, p <.01**, p <.005***  

選好性を決定する要因 以上の調査の結果を踏ま

え，隠喩と直喩の選好を決定する過程を検討する

目的で，本研究で得られた各指標間の相関からパ

ス解析を行った。これは，先行研究の慣習性や適

切性が，形式の選好性に影響を与えるかどうかを

検討すると同時に，面白さや親しみやすさなどの

要因が，適切性と同様に選好性を決定する過程に

関与しているのか，それとも適切性とは独立した

過程を経て関与しているかについて，予測を立て

るためである。 

最初に，先行研究をもとに慣習性から類似性を

経由し選好性に影響するするパスモデル[1]，適切

性が選好性に影響するパスモデル[2][3]の 2 つを

検討したが，いずれも適合度が低いことが分かっ

た。 

そこで本研究では，図 1 のような代替パスモデ

ルを提案する。このモデルでは，喩辞の重要度と

それと強い相関を持つ慣習性を出発点とし，最終

的に面白さといった比喩文の評価に到達し，それ

を基準に隠喩と直喩のどちらが良いかが決定され

るということになる。このモデルでは，先行研究

のように，類似性や適切性が，それぞれ直接的に

選好性に影響するわけではない。それらから派生

した理解容易性，親しみやすさ等の要因が，面白

さといった表記の自然さと感性評価を反映するよ

うな側面に影響し，隠喩表現が好まれるようにな

ることを示している。このモデルに従うと，慣習

性と適切性のいずれか一方のみが，選好性に影響

を与えるというわけではなく，選好を決定する過

程で両方がそれぞれに重要な役割を持っているこ

とを示唆する。 

 

4. 考察 

以上の結果をまとめると次の 2 点のようになる。

（1）隠喩が好まれやすくなるのは，比喩文の適

切性が高い時であることがわかった。これらの結

果は，先行研究の結果とも一致するといえる[3]。

図 1. 選好性を予測するパスモデル 

理解容易性，面白さ，親しみやすさ，適切性，意外性に関しては，隠喩呈示時の結果を用いた。パス係

数は全て p<.01 水準で有意 

理解容易性喩辞重要度

喩辞慣習性

特徴を基準としない
類似性

適切性

親しみやすさ

選好性

GFI=.917, CFI=.976, RMSEA=.089

意外性

面白さ

.47

.55

.57

.35

.23

.38 .28

.70

.40

.86

.63

.29

-.43

-.60

-.55
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本研究では，比喩から想起される主題の意味を決

定した上で，その意味での適切性が形式の選好に

影響を与えうる可能性を示唆しており，必ずしも

主題において重要でない，顕著でない意味であっ

ても，喩辞との組み合わせで適切であると判断さ

れれば，カテゴリ認知が行われ，隠喩形式が好ま

れやすくなることを示唆している。一方で，慣習

性は形式の選好と関連しないことが示された。た

だし本研究で喩辞の慣習性と相関がみられなかっ

たのは，単に解釈となる文が既に呈示されていた

ことにより，喩辞の慣習性が関わるような特別な

カテゴリ認知の処理を必要しない過程を経由した

ためとも考えることができる。一方で，他の要因

をみると，全体として主題と喩辞の組み合わせに

対する評価や表記の自然さのような要因（面白さ，

親しみやすさなど）が，隠喩選好と関連する可能

性があることが示された。 

（2）それらを踏まえたパス解析の結果，慣習性

や適切性などの要因が，形式の選好性に与える影

響は間接的なものであり，主題と喩辞の組み合わ

せに対する評価や自然さなどの要因が直接的に形

式の選好性を予測することが示唆された。ただし，

この結果からは，単に類似性認知やカテゴリ認知

といった処理とは無関係の，言葉の表記としての

自然さや，感覚的な適当・不適当のみが反映され

ている可能性もある。また，ここで提案されたモ

デルが複雑であることに加え，RMSEA 等の適合

度指標から必ずしも当てはまりが良いわけではな

い。選好度を決定する要因については，今後より

細かい議論が必要であると同時に，先行研究にお

ける比喩の理解過程における処理と適合するよう

なモデルを新たに考える必要があるだろう。 

なお本研究では，形式の選好性調査において，

インターネットを通じた大規模な集団に対する調

査を行っている。その際，新聞や読書の習慣・接

触頻度など，言葉に関するリテラシーの強度など

も同時に測定している。今回はそれらの要因を検

討していないが，個人差などの要因から，形式の

選好性を予測できる可能性もある。そうした問題

については，今後の検討課題としたい。 
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視覚的に表出された概念メタファーの解釈： 

天候記号が感情の推測に及ぼす影響 
Interpretation of visually expressed conceptual metaphor:  
The effects of weather symbols on inferences of emotion 
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Abstract 
This paper shows that weather symbols affect the 

inferences on the emotional state of a person. We 
conducted an experiment using pictures that include a 
person without facial expression, terms of emotion 
such as happiness, anger, and sadness, and weather 
symbols such as the sun, thunder, and rain. The results 
show that speakers of Japanese exploit the weather 
information in their inferences on emotional states of 
the person in the pictures. Specifically, they associate 
sunny weather with happiness, thunder with anger, and 
rain with sadness. 
 
Keywords ―  emotion, conceptual metaphor, 
weather 

 

1. はじめに 

 本研究は，日本語話者がもつ概念メタファーの

うち，天気（晴れ，雨，雷など）を用いて人の感

情を表すメタファーを採り上げ，言語で表出され

るこの概念メタファーと同一の構造が言語を伴わ

ない視覚的提示のみでも喚起されることを実験的

に確認しようとするものである． 

 

2. 先行研究および課題 

 認知言語学の概念メタファー理論（[1], [2]）
では，概念写像は概念領域間の構造的写像であ

るとされており，これは表層の言語で表出され

るだけでなく，より深い認知・概念レベルで写

像が起きているとされている．その帰結として，

ある概念メタファーが言語において広く生産的

にみられ，概念レベルで定着していると考えら

れるなら，その概念メタファーは言語以外の表

出モードでも表れることが可能なはずであると

して，マルチモーダルメタファーの研究が近年

盛んになってきている（[3], [4], [5]ほか）．本研
究はこの視点を踏襲し，言語で定着している

概念メタファーが視覚モードにおいても有効

に機能していることを確認することを目的と

する． 
 本研究に先立ち，これまでの研究（[6]）に
よって次の２点がすでに確認されている．(i) 
天気（晴れ，雨，曇り，嵐，雷など，またこ

れらを表す様々な言語表現）によって感情を

表す概念メタファーが日本語において広範に

みられる（「すっかり気分が晴れた」「心に黒

雲が覆い被さった」など）．(ii) 日本の漫画の
表現において，言語にみられるのと同種類の

天気を視覚的に人物の背景に描くことによっ

て人物の感情を表現する技法がしばしば用い

られている．これらは，上記の研究の方向性

と主張を支持するものである．本研究ではこ

れらの知見の上に，人物の背後に描かれた天

気の視覚的記号が実際に人物の感情の推測に

影響を与えることを，実験によって確認する． 
  先行研究（[6]）により，「太陽」は「うれ
しい」「爽やかな気分」などポジティブな感

情，雨は「悲しい」「淋しい」「侘びしい」な

どのネガティブな感情，「雷」は「怒り」の

感情と概念的に結びつくことがわかってい

る．これらの概念対応は，視覚的に描かれた

場合にも人物の感情の解釈に影響を与える

と予測される．そこで本研究では，天気の種

日本認知科学会第27回大会 P3-24

745



類（太陽，稲妻，雨雲）が感情（うれしい，

怒っている，悲しい）についての推測に影響

を及ぼすかどうかを，静止画像を用いた感情

推測課題によって確認する．  
【仮説】天気の視覚的記号は，人物の感情について

の推測に影響を与える． 

(1) 太陽の記号は「うれしい」という感情をより強

く推測させる方向に働く． 

(2) 稲妻の記号は「怒っている」という感情をより

強く推測させる方向に働く． 

(3) 雨雲という記号は「悲しい」という感情をより

強く推測させる方向に働く． 

 

3. 方法 

 静止画像を用いた人物の感情推測課題．表情の

わからない人物の絵と感情語彙を組み合わせた画

像 24 通りについて，人物の感情を推測し，同時に

呈示された感情語彙との一致度を 5 段階尺度で評

価してもらった． 

【刺激と手順】 パワーポイントを用い，スクリ

ーン中央に，目・鼻・口ほか顔の造作をすべて取

り除いた（表情から感情を推測できない）正面向

きの人物 1人の絵を呈示し，その右横に日本語の

感情語彙 1語を呈示した．統制群は，人物の絵と

感情語彙のみの呈示（天気記号なし），実験群は，

人物の絵と感情語彙のほかに，人物の左斜め上に

天気を示す視覚的記号｛太陽，稲妻，雨雲｝のう

ち１つを表示した．刺激は全部で 24通り（人物２

通り｛男子，女子｝×感情語彙３通り｛うれしい，

怒っている，悲しい｝×天気記号４通り｛無し，

太陽，稲妻，雨雲｝）である．これらの刺激はラン

ダムに並べられた．図１，２に刺激画像のサンプ

ルを示す（全刺激画像は巻末を参照のこと）． 

 手順は以下の通りである．被験者は，スクリー

ンに呈示された画像を見て， (1) 画像内の人物の

感情を推測し，(2) 人物の横に呈示された感情語

彙と，自分が推測した感情との一致度を，それぞ

れの画像について，｛０：全く一致しない，１：ど

ちらかというと一致しない，２：どちらともいえ

ない，３：どちらかというと一致する，４：完全

に一致する｝のうち数字１つを選ぶよう指示され

た．回答にはマークシートを用いた． 

 これに先立つパイロット実験の段階で，実験中

に見た画像の印象が次の画像を見たときに残って

いて判断に影響する，という感想が参加者から得

られたため，本実験においては，各ターゲット画

像のあいだに簡単な算数の問題（例： 32 (  ) 4 = 8 

に対して括弧に入る四則計算記号を選ぶ）を交互

に挟んで行った． 

 被験者は，スクリーンに呈示された画像を見て

判断したのち，回答をマークシートに記入した．

本実験の課題の前に練習問題を行い，回答の仕方

が十分に理解されたのちに本実験を行った．画像

は 8秒ごとに切り換えられることを被験者に伝え，

被験者は各画像につき 8秒以内に回答をマークす

るよう指示された． 

【被験者】 被験者は首都圏の大学生 250 人（20

才~29 才）で，全員が日本語母語話者である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 刺激サンプル(1) 統制群の例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２ 刺激サンプル(2) 実験群の例  

 

 

日本認知科学会第27回大会 P3-24

746



4. 実験結果 

 結果を図３~５に示す．それぞれ左端の棒グラ

フが統制群である．統制群と，実験群の各項目の

評価値平均の差に関して，ｔ検定を行った． 

 

 

 

 

 

 

 

   太陽: t(249)=25.9, p<.001 

   稲妻: t(249)=0.69, ns. 

   雨雲: t(249)=4.19, p<.001 

図３ 結果(1) 「うれしい」 

 

 

 

 

 

 

 

   太陽: t(249)=3.08, p<.005 

   稲妻: t(249)=22.2, p<.001 

   雨雲: t(249)=0.95, ns. 

図４ 結果(2) 「怒っている」 

 

 

 

 

 

 

 

   太陽: t(249)=24.9, p<.001 

   稲妻: t(249)=9.05, p<.001 

   雨雲: t(249)=15.6, p<.001 

図５ 結果(3) 「悲しい」 

 

図１からわかる通り，「うれしい」という感情を人

物がもっているという解釈が，太陽の視覚記号の

呈示によって有意に高くなった（ボンフェローニ

補正後．以下同様）．「怒っている」という解釈は，

図２が示すように，稲妻の視覚記号の呈示によっ

て有意に高くなった．「悲しい」という感情をもっ

ているという解釈は，図３の通り雨雲の視覚記号

の呈示によって有意に高くなった． 

 また，「うれしい」については，稲妻の記号は統

制群との有意な差を生じなかったが，雨雲の記号

は「うれしい」の判断を有意に低めた．「怒ってい

る」については，雨雲の記号は統制群との有意な

差を生じなかったが，太陽の記号は「怒っている」

の判断を有意に低めた．「悲しい」については，太

陽も稲妻もともに，「悲しい」の判断を統制群より

も有意に低めた． 

 これらの結果をまとめたものを表１に示す． 

 

表１ 実験結果のまとめ  

 太陽 稲妻 雨雲 

うれしい ↑** n.s. ↓** 

怒っている ↓** ↑** n.s. 

悲しい ↓** ↓** ↑** 

 

｛うれしい，怒っている，悲しい｝×｛太陽，稲

妻，雨雲｝の 9通りの組み合わせのうち，仮説(1), 

(2), (3)に相当するのが，表１の網掛けの部分

（「うれしい：太陽」，「怒っている：稲妻」，「悲し

い：雨雲」）である．これら 3通りとも，有意な効

果がみられた．すなわち，太陽の記号は「うれし

い」の判断を，稲妻の記号は「怒っている」の判

断を，そして雨雲の記号は「悲しい」の判断を有

意に高くした．また，仮説でプラス方向への効果

に貢献するであろうと予測したこれら 3 通り以外

の組み合わせについては，「うれしい：稲妻」と「怒

っている：雨雲」の２つを除いてすべてが，マイ

ナス方向に有意な効果をもつ，という結果が得ら

れた． 

 

5. 考察 

  以上の結果は，人物とともに描かれた天気の視

覚的記号は人物の感情についての推測に影響を与

える，という本研究の仮説を支持する．具体的に，

(1) 太陽の記号は「うれしい」という感情をより
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強く推測させる方向に働く，(2) 稲妻の記号は「怒

っている」という感情をより強く推測させる方向

に働く，(3) 雨雲という記号は「悲しい」という

感情をより強く推測させる方向に働く，という３

つの仮説すべてが支持された．また，これら以外

の「感情：天気」の組み合わせの場合には，マイ

ナス方向への効果がみられたことからも，特定の

天気が特定の感情と強く結びついていて，その推

測に影響を与えていることが伺える． 

 結論として，日本語話者は，天気の種類と感情

の種類を対応づけるという言語による概念メタフ

ァーをもつだけでなく，視覚モードにおいても実

際に天気の視覚的記号を感情解釈の手がかりとし

て用いていると言える．その用い方は，言語での

概念メタファーで確認されている対応と一致して

いる． 

 概念メタファー理論では，概念領域間の写像は

言語だけでなく概念レベルで起きており，長期記

憶されて推論において利用されているということ

が示唆されてきたが，もしそうであるならば，言

語レベルで浸透している概念メタファーは，言語

以外のモダリティーでも表現され，また推論に影

響しているはずである．本研究は，このことを確

認するためのひとつの事例研究として行った． 

  今後の課題として，日本語以外の言語の話者に

ついても同様に，天気の視覚記号による感情の推

測強化がみられるかどうか，また，他の概念メタ

ファーについても同様の傾向，すなわち言語に表

れる概念メタファーの概念的写像関係が視覚的刺

激によっても喚起されるという現象がみられるの

かどうか，などの課題が考えられる． 

 

（本稿は， The 3rd UK Cognitive Linguistics 

Conference 2010.7.8 での口頭発表をもとに加筆修

正したものである．） 

 

参考文献 

[1] Lakoff, George and Mark Johnson. 1980. 
Metaphors We Live By. Chicago: University of 
Chicago Press. 

[2] Lakoff, Georgoe and Mark Johnson. 1999. 
Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and 
its Challenge to Western Thought. NY: Basic 
Books. 

[3] Forceville, Charles. 1994. Pictorial metaphor in 

advertisements. Metaphor and Symbolic Activity 

9(1): 1-29. 

[4] Forceville, Charles. 2006. Non-verbal and 

multimodal metaphors in a cognitivist framework: 

agendas for research. In Cognitive Linguistics: 

Current Applications and Future Perspectives, Gitte 

Kristanssen, Michel Achard, René Dirven, and 

Francisco Ruiz de Mendoza Ibáñez (eds.), 379-402. 

Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 

[5] Forceville, Charles and Eduardo Urios-Aparisi 

(eds.) 2009. Multimodal Metaphor, Berlin: Mouton 

de Gruyter. 

[6] Shinohara, Kazuko and Yoshihiro Matsunaka. 

2009. Pictorial metaphors of emotion in Japanese 

comics. In [5], 265-93, 

 

 

日本認知科学会第27回大会 P3-24

748



付録：実験刺激 
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語順への長さと韻律句の効果：日本語の長-短選好 
The Effects of Length and Prosodic Phrasing on Word Order:  

Long-before-short preference in Japanese 
天谷晴香

† 
Haruka Amatani 

†
東京大学大学院総合文化研究科 

Graduate School of Arts and Sciences, University of Tokyo 
amatani@phiz.c.u-tokyo.ac.jp 

 
Abstract 
The aim of this study is to investigate if the 
length of an NP without a relative clause 
(RC) affects word order. The previous 
experimental study (Yamashita and Chang 
2001) demonstrated the “long before short” 
preference in Japanese scrambling, using 
NPs with RCs. In order to reduce the 
syntactic heaviness caused by the RCs, we 
used the NPs with simple modifiers as the 
experimental items in the sentence recall 
task. In addition, the constraint of prosodic 
phrases was tested if it alternates word 
order. The results showed the length effect 
of NPs without RCs and the opposite 
tendency to the one hypothesized by the 
constraint of prosodic phrases.  
Keywords word order, length, prosody, 
production, Japanese, double object sentence 
 
1．問題と目的 
 同じ単語を用い、意味内容が同じ文であっ

ても、複数の語順が可能である場合がある。

基本語順とは別の語順が選ばれる時、どのよ

うな要因が働いているのだろうか。 
  日本語は比較的、語順の自由な言語である。
動詞が文末に現れる以外は、要素の位置が入

れ替え可能で、要素の位置が入れ替わる現象

をかき混ぜ （scrambling）現象と呼ぶ。かき
混ぜを起こす要因として考えられるものには、

名詞の有生性（animacy）[1]、情報の新旧 
（new/given information）[2][3]、語句の長
さ（length）[4]などがある。[4]では、主要部
後置言語である日本語において、長い語句が

短い語句より前に出現しやすい傾向があると

報告している。他言語の先行研究（[3]他）で

は、主要部前置言語である英語で、長い語句

が短い語句より後に出現する傾向が報告され

てきている。 
[4]は、日本語の発話実験で、かき混ぜ語順
における長さ効果を証明した。[4]が使用した
刺激文では、長条件の名詞句は関係節によっ

て修飾されている。この長条件には、音韻的

な長さに加えて、関係節による統語的な複雑

さが加わっている。音韻的な長さと統語的な

複雑さを分けることはむずかしいが、統語的

複雑さをできるだけ増加させない長条件を考

えることはできる。また、修飾句に使われた

関係節の中に別のガ格名詞句を含むものもあ

った。ガ格 NP の連続は一般に避けられやす
いため、例えば「刑事が 背が高くてがっし

りした犯人を 追いかけた」の文の場合、ヲ

格 NP が長いからではなく、ガ格の連続を避
けるためにかき混ぜが起こる可能性も排除で

きない。修飾句としての関係節によって生ま

れる、長さ効果とは別の、語順に与えうる影

響をできるだけ除くため、より簡潔な長条件

NPを用いる。 
簡潔な修飾句として、形容詞句または所有

格名詞句が考えられる。修飾句を付属された

名詞句は長条件 NP となり、修飾句をともな
わない名詞句が短条件NPである。目的語NP
に付属すると、以下のように、(1a)がヲ格NP
（直接目的語NP）の長い文、(1b)がニ格NP
（間接目的語NP）の長い文ができる。 

(1) a.ゆうたが 恩師に カーネーション
の花を はじめて贈った 
b.ゆうたが 中学校の恩師に 花を 

はじめて贈った。 
また、人物名を用いると、氏と名を長条件と

し、名のみを短条件とすることができる。(2a)
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がガ格NP（主語NP）の短い文、(2b)がガ格
NPの長い文である。 

(2) a.ゆうたが 恩師に カーネーション
の花を はじめて贈った 
b.森下ゆうたが 恩師に カーネーシ
ョンの花を はじめて贈った 

これらの目的語 NP と主語 NP の長条件・短
条件の組み合わせで、４つの条件の文を作る。

また、２つの目的語は、一方が長条件の場合、

もう一方は短条件で現すこととする。以下、

(3a,b)では間接目的語NPが短く、直接目的語
NPが長い。(3c,d)では間接目的語NPが長く、
直接目的語NPが短い。また、(3a,c)において
主語NPが短く、(3b,d)において主語NPが長
い。 

(3) a. 短ガ・短ニ・長ヲ 
ゆうたが 恩師に カーネーションの花

を はじめて贈った 
b. 長ガ・短ニ・長ヲ 
森下ゆうたが 恩師に カーネーション

の花を はじめて贈った 
c. 短ガ・長ニ・短ヲ 
ゆうたが 中学校の恩師に 花を はじ

めて贈った 
d. 長ガ・長ニ・短ヲ 
森下ゆうたが 中学校の恩師に 花を 

はじめて贈った 
(1)～(3)で、二重目的語文を使用しているが、

二重目的語文のおける２つの目的語（間接目

的語、直接目的語）間のかき混ぜの発言率は

比較的高く、主語 NPを越えて目的語 NPが
文頭にくるかき混ぜの発現率は比較的低いこ

とが、[4]で報告されている。このことから、
本研究では、二重目的語文の２目的語間のか

き混ぜを中心にかき混ぜ現象と語句の長さの

関係を明らかにする。なお、主語 NP を越え
て目的語 NP が文頭に出現するかき混ぜが見
られにくい理由は、文頭位置と主語 NP が他
の NP とその基本語順における位置より強く
結びついているためと考えられる。主語はし

ばしばトピックの役割も持ち、トピックと文

頭の関係は強固なものである。 
目的語の長さが語順に影響する時、ヲ核の

直接目的語とに各の間接目的語の相対的語順

は以下のように発現する割合が高まることが

予測される。 
(4) a. ゆうたが カーネーションの花を 
恩師に はじめて贈った 

   b. 森下ゆうたが カーネーションの花
を 恩師に はじめて贈った 

   c. ゆうたが 中学校の恩師に 花を 
はじめて贈った 

   d. 森下ゆうたが 中学校の恩師に 花
を はじめて贈った 

ヲ格 NP が長条件である時、(4a,b)のように、
かき混ぜ語順が発現しやすくなることが予測

され、ニ格NPが長条件である時、(4c,d)では
基本語順が保持される傾向が高まることが予

測される。 
 さらに、語順を換える可能性のある要因と

して、韻律句の大きさ制限を検討する。 [5]
は、Major phrase（MajP）のサイズ制約を提
案しており、「MajP は２つの Minor phrase
（MinP）から成る」のが最適な大きさとして
いる。本実験文においては、動詞より前の文

節はすべてアクセント語であり、すなわち独

立した MinP と扱うことができるため、上述
した MajP のサイズ制約が語順に影響するの
だとすれば、(5)のような文は(6)の語順に換わ
って MajP の大きさ制約を満たすことになる。 
  (5) [森下MinP] [ゆうたがMinP] [恩師に   
MinP] [カーネーションの MinP][花を
MinP]… 
  (6) {[森下 MinP][ゆうたが MinP]MajP} 
{[ カ ー ネ ー シ ョ ン の MinP][ 花 を

MinP]MajP}{[恩師にMinP]… 
この時、韻律句境界は統語境界と共起するこ

とが前提である。４つの条件で、こうした韻

律句のサイズ制約が作用した場合に発現しや

すくなる語順予測は以下、(7)である。 
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(7) a. ゆうたが 恩師に カーネーションの
花を はじめて贈った 

  b. 森下ゆうたが カーネーションの花を 
恩師に はじめて贈った 

c. ゆうたが 花を 中学校の恩師に は
じめて贈った 
d. 森下ゆうたが 中学校の恩師に 花を 
はじめて贈った 

(7a,c)では 2つの短条件の NPが文頭に並び、
(7b,d)では長条件ガ格 NP の後に長条件の目
的語NPが続く。MajPは文頭から順に形成さ
れる。 
 
2．実験 
被験者：被験者は 32名。18歳から 28歳の東
京大学の学生。 
方法：文再生実験を行った。実験文の呈示は

Power Point を用いて、被験者ペースで行わ
れた。刺激文の 32文を、半数は聴覚刺激とし
て音声で提示し、残りの半数は視覚刺激とし

てスクリーン上に文字で提示した。音声の刺

激文はかき混ぜ語順で録音されたものを聞か

せた。視覚的な刺激文は各名詞句３つと、動

詞句１つの 4 文節に分け、スクリーン上の４
区画にバラバラに提示した。被験者は、音声

または文字によって提示された刺激文を覚え

た所でスペースバーを押して次の場面に進む。

すると、簡単な計算問題（例「3＋15＋6＝？」）
が提示され、被験者は数式を読み上げ、続い

て式の答えも声に出した。これは作業記憶の

音韻ループを一旦クリアにする目的による。

数式の後、次の場面で被験者は刺激文を再生

する。文再生のヒントとして主語の人物名（格

助詞なし）と動詞句が表示された。音声刺激

文の試行と視覚刺激文の試行は交互に行われ

た。 
材料：32の実験文。実験文に採用された単語
はすべてアクセント語であり、単語＋格助詞

で単独の MinP が形成するデザインである。
長条件 NP は２MinP から成り、短条件 NP

は１MinP から成る。また、刺激文は、すべ
て、二重目的語文で、主語 NP・間接目的語
NP・直接目的語NPの長さを操作し、４条件
を作成した。文頭 における主語のプライオリ
ティは高いことを前提に、本実験では、目的

語 NP 同士のかき混ぜの発現のみに注目する。
音声呈示では、かき混ぜ語順で呈示したが、

本来、基本語順への選好が独立して存在する

と考えられるため、文再生時においては、基

本語順に再構築して発話される可能性がある。

条件間で、かき混ぜまたは基本語順で発話さ

れる割合に差があれば、操作した要因が働い

ていると考えられる。一方、視覚呈示では、

バラバラに呈示された項は、本来、基本語順

で発話されやすいと考えられる。その上で、

あえてかき混ぜ語順で発話された場合、これ

も実験で操作した要因が働いていると考えら

れる。各NPの長短の組み合わせは(3)に示し
た通りである。 
長-短順序への選好性は、目的語の長さの主
効果があれば、証明される。２目的語間のか

き混ぜ率の予測は、(a)=(b)>(c)=(d)となり、ヲ
格名詞句が長い(a)(b)においてより多くのか
き混ぜが起こると考えられる。 
 主語の長さ効果が現れるのは、MajP のサ
イズ制約からの予測においてである。MajP
の大きさ制約が働くと、かき混ぜの発現率予

測は、(b)=(c)>(a)=(d)となる。 
実験文の名詞句は、主語 NP が人物名、間
接目的語 NP が人を表す一般名詞、直接目的
語NPが無生の一般名詞である。このように、
すべての刺激文を通じて有生性を揃えた。 
 
3．結果 
  目的語の長さの主効果が見られ、(c),(d)条
件より、(a), (b)条件において、より多くかき
混ぜ語順で発話された。（聴覚 F1(1, 31)＝
90.445, p<0.001, F2(1,15) ＝ 145.900, 
p<0.001；視覚 F1(1,31)=7.034, p=0.012, 
F2(1,15)=6.116, p=0.026）聴覚提示では、主
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語の長さの主効果は、見られず（p>0.1）、目
的語と主語の長さの相互作用が見られた 
（F1(1,31)＝7.496, p=0.01, F2(1,15)＝6.279, 
p<0.025）。視覚提示では、主語の長さの主効
果も見られた。（F1(1,31)=5.856, p<0.025, 
F2(1,15)=5.150, p<0.05）目的語長さと主語長
さの相互作用は見られない(p>0.1)。また、ど
ちらの提示方法でも、(c),(d)間で有意差があり、
(c)より(d)においてかき混ぜ語順が多かった
（ 聴 覚 F1(1,31)=4.276, p<0.05, 
F2(1,15)=10.075, p=0.006 ； 視 覚

F1(1,31)=4.648, p<0.05, F2(1,15)=5.870, 
p=0.029） 
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図１．聴覚刺激文に対する（下から）かき

混ぜ語順・基本語順・その他の発話の割合↑ 
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図２．視覚刺激文に対する（下から）かき

混ぜ語順・基本語順・その他の発話の割合↑ 

 
4.．考察 
  長い語句が短い語句の前へかき混ぜら
れる語順選好は、関係節のない長条件名詞句

によっても確認された。MajP の大きさ制約
による仮説は証明されず、長条件主語の直後

には短条件目的語が来やすい傾向が見られ、

予測とは逆方向の結果であった。 
聴覚提示と視覚提示の結果に差異があるの

は、そもそもの実験デザインによる影響が考

えられる。聴覚提示で主語の長さ効果が見ら

れなかったのは、(a)(b)条件において、かき混
ぜ語順が天井効果を持っていたためと考えら

れる。聴覚提示では刺激文自体 がかき混ぜ語
順で提示されたため、被験者にはかき混ぜ語

順を発話する動機が強く、基本語順を強く嗜

好する場合にのみ基本語順が発話される。（こ

のように聴覚提示試行において、語順の置き

換えは「かき混ぜ→基本語順」の方向に起こ
っているのが、今回の視覚試行を含む、より

一般的な状況と異なっている点である。） 
 MajPのサイズ制約（2MinP＝１MajP）の
語順への影響は証明されなかった。特に、聴

覚試行の(a),(b)間と視覚試行の(c),(d)間で、
MajP の大きさ制約による語順とは逆方向の
結果が見られた。聴覚試行の(b)条件で MajP
の大きさ制約仮説と反対の語順であった語順、

つまり基本語順で（長ガ 短ニ 長ヲ）発話

されたものは 29 文あり、そのうち 16 文
（54％）で 3MinP＝１MajPになると推定さ
れる f0ピッチが見られた。f0の高低を見るこ
とで、韻律句の形成をおおよそ推測すること

ができる。先行研究[6]他によると、日本語の
Minor phrase (MinP)はアクセントを最大 1
つ持つ韻律句で、ほぼ日本語の文節に相当す

る。また、Major phrase (MajP)は、韻律階級
において MinP よりひとつ上の韻律句である。
MajP 内にアクセントを持つ複数の MinP が
ある時、f0 ピークの値は順に下がっていく。
この現象を downstep と呼び、ピッチの下降
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が上昇に転じた時、つまり downstep がリセ
ットされた時、次の MajP が始まる。これら
の基準をもとに、聴覚試行の b 条件で基本語
順で発話された 29 文を分析し、16 文に
3MinP=1MajPという韻律句が見られた。（他
の音声については、分析中である。）16文中、
6 文ではガ格 NP(2MinP)とニ格 NP(1MinP)
が共に 1つの MajPを形成しており、残りの
10文ではニ格NP(1MinP)とヲ格NP(2MinP)
が共に１つのMajPを形成していた。29文の
うち 13 文では、それぞれの NP が独立して
MajPを形成すると推定される f0ピッチが見
られた。これらの結果から、本実験では、MajP
は発話によって 1MinP、2MinP、3MinP そ
れぞれで形成され、2MinPに制限されていな
いことが判った。 
実験からは、「長-短-長」、または「短-長-短」

という順序の選 好が観察された。「長-短」あ
るいは「短-長」のように、長さに差のある語
句が交互に現れるリズムが日本語にあるとい

う可能性が示唆される。 
 
５．結論 
 名詞句の長さが、修飾句としての関係節の

ような統語的複雑さを伴わない時も、語順に

影響することがわかった。また、韻律句(MajP)
のサイズ制約による語順への影響を調査した

が、影響は見られなかった。f0値の分析から、
MajP は、厳密なサイズ制約に従うのではな
く、発話によってさまざまなサイズで形成さ

れると推測される。 
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Abstract 

The framework of our Narrative Discourse System 

consists of three modules: narrative discourse 

techniques that implementation of Genette’s semiotic 

theory of narrative discourse; and a narrator module 

and a narratee module that implementation of Jauss’s 

reception theory. In this approach (implementing 

literary theories), we aim to propose a constructive 

narratology. In this paper, we show the results of a 

generation experiment by the system, and we discuss 

its results from a perspective of constructive 

narratology. 
 
Keywords ―  Narrative Generation System, 

Constructive Narratology, Narrative Discourse, 

Reception Theory. 

 

1. まえがき 

1.1 研究の背景と目的 

 物語生成システムの研究は，認知科学・人工知

能の中で 1960 年代頃から，主に人間の創造性研

究や文章理解・生成研究の一環として行われてき

た．初期の研究ではスクリプト，物語文法等の理

論や，それらを用いた物語生成システムがいくつ

か提案・開発されてきた．例えば TALE-SPIN[7]

は，登場人物のゴール－プランに基づく行動とし

ての事象列を生成する．BRUTUS[3]は，テーマ

構造や物語文法を取り入れた．近年はメディア技

術の高度化や AI の研究主題の広がりに伴い，ゲ

ーム等の娯楽や教育支援等への応用を狙った研究

も現れ始め，再び活発化している．そんな中，物

語論との融合を図る研究も現れ始めている．物語

論では，「何を」語るかという側面とそれに対立す

る「如何に」語るかという側面とを区別し，前者

を物語内容(story)，後者を物語言説(discourse)と

呼ぶ．従来の物語生成システムの多くは物語内容

に着目しており，物語言説の特に時間順序や省略

等の構造的側面を明示的に扱う研究はこれまであ

まり行われてこなかった． 

 そこで本研究では，物語内容を入力として物語

言説を自動生成する物語言説システムの開発を目

標とする．物語言説は本来テクストそのものを指

すが，本研究ではさらに構造的側面と表現的側面

に分け，構造的側面に着目する．システムは，筆

者らが研究・開発を進めている物語生成システム

（[11][14][15]他）の一機構（物語言説機構）とし

て位置付けられる．先行研究では，Genette の物

語言説論[4]をシステム化の観点から再整理し，物

語言説技法と物語戦略からなる物語言説機構の構

想を提案し[12][13]，その後いくつかの部分的な

システム開発を通して具体的な検討を行った

（[10][16][17]他）． 

今回提案するシステムは，先行研究を踏襲しな

がら，新たに Jauss の受容理論[5]を取り入れた，

物語言説機構の最初の統合版である．Genette の

物語言説論は「物語言説技法」として，Jauss の

受容理論は「語り手」機構と「聴き手」機構の相

互作用による生成の制御機構として実装する．シ

ステムの目的は主にふたつある．ひとつは，物語

言説の自動生成あるいはその結果を用いた創造活

動支援としての利用である．もうひとつは，物語

論・文学理論の実装による実験・検証を通した構

成的な物語研究の方法を提案することである．こ

れまで，システムの実装・実験を通して様々な考

察を行って来た（[1][2]他）．本稿では，特に構成
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的物語論としての観点から新たな実験結果と考察

を示し，これまでの議論も含めて問題点や今後の

課題を整理する． 

1.2 関連研究 

物語言説を明示的に扱う生成システムの研究は

ふたつ挙げられる．[8]は，物語言説論[4]を援用し

て，ユーザのコマンドに応じて，語り方（事象を

語る時間順序の入れ替え等）を変化させる

Interactive Fiction システムの研究を行っている．

しかし，ここで実現されている言説処理は単純な

ものに留まる．例えば，時間順序の入れ替え処理

は事象列の単純な並び変え処理であり，[4]の時間

順序に関する細かな分類は生かされていない．本

研究では，[4]を包括的に再構成・拡張することで，

より多様な言説処理を実現した．また，[6]は物語

を扱う自然言語生成の枠組みの構築を目的とし，

[4]の「態」の検討を基に「語り」に関する情報（主

に入れ子構造の物語等）を表すフレームを提案し

ているがシステムは未実装である．本研究では，

態は取り込んでいないが，先行研究[12][16]では

これもシステム化を想定して整理しており，今後

これを導入する方法を検討する． 

受容理論に関しては，[9]が受容理論を実証する

場として位置付けたハイパーテキスト小説を開発

している．これは自動生成システムではないが，

文学理論の実装による構成的アプローチという問

題意識の点では本研究と共通している． 

1.3 本論文の構成 

 2 節ではシステムで導入した Genette の物語言

説論[4]と Jauss の受容理論[5]について述べる．3

節では物語言説システムの方法を述べ，4 節でそ

の実装について述べる．5 節では，システムの生

成実験の結果を示し，6 節ではこの結果を基に議

論する．最後に 7 節で全体のまとめを行う． 

2. 取り入れた物語論・文学理論 

2.1 Genette の物語言説論 

 フランスの文学理論家の Genette により提唱さ

れた物語言説論[4]は，小説のテクスト分析を基に

物語言説の体系的分類を提唱したものである．ま

ず，物語を「物語内容」，「物語言説」，「語り」と

いう 3 つの相に分ける．物語内容と物語言説は，

それぞれ語られる内容とテクストそのものを意味

し，語りは物語を生産する語りの行為を意味する．

そして物語言説を，物語言説における時間と物語

内容における時間との関係に関する「時間」，物語

言説における物語内容の再現に関する「变法」，そ

して語りと他のふたつの相との関係に関する「態」

という大きく 3 つの範疇に分類した．これらの範

疇はさらに細分される．時間，变法，態の下位分

類をそれぞれ表 1，表 2，表 3 に示す． 

表 1 「時間」の下位分類 

錯時法：物語内容の順序と物語言説のそれとの様々な形式の不整合
後説法：物語内容の現時点に対して先行する事象を後に語る
先説法：後から生じる事象をあらかじめ語る
空時法：物語内容との時間的関係を持たない（日付も年代も持たない）
事象を語る

不等時法：物語内容の持続（時間）と物語言説の長さ（行，頁単位）との関係
休止法：物語言説の時間(TR)=n，物語内容の時間(TH)=0，ゆえに，
TR∞>TH
情景法：TR=TH
要約法：TR<TH
省略法：TR=0，TH=n，ゆえに，TR<∞TH

頻度：物語内容における事象の生起回数と物語言説においてそれを語る回
数との関係
単起法：一度（n度）生起したことを一度（n度）語る
反復法：一度生起したことをn度語る
括複法：n度生起したことを一度語る

 

表 2 「叙法」の下位分類 

距離：物語内容の再現における模倣（ミメーシス）と純粋の物語（ディ
エゲーシス）との間の度合い
焦点化：ある制限的な視点を選択すること（あるいはしないこと）による
情報の制御の仕方
焦点化ゼロ：全知の語り手による物語＜言説＞（語り手はどの作
中人物が知っているよりも多くのことを語る）
内的焦点化：視点を持った物語言説（語り手はある作中人物が
知っていることしか語らない）
外的焦点化：客観的もしくは行動主義的な物語言説（語り手はあ
る作中人物が知っていることよりも少なくしか語らない）
変調―黙説法：全体を支配する焦点化のコードにおいて原理的
に要求されるよりも少ない情報しか与えない
変調―冗説法：全体を支配する焦点化のコードにおいて原理的
に要求されているよりも多くの情報を与える

 

表 3 「態」の下位分類 

語りの時間：物語内容の時間に対する語りの時間の相対的位置
後置的：過去形で語られた物語言説
前置的：未来形で語られた物語言説
同時的：現在形で語られた物語言説
挿入的：語りの時間が物語内容の諸時点間に挿入された物語言説

語りの水準：第一の物語言説の作中人物により語られる第二の物語
言説のように，語りによって隔てられる水準の差異（物語世界外／物
語世界内／メタ物語世界）
語りの人称：語り手を作中人物のひとりとするか，作中人物以外とする
かの選択

等質物語世界：語り手が自分の語る物語内容の中に登場する
異質物語世界：語り手が自分の語る物語内容の中に登場しない

 

 以上の分類は，結果として表れる物語言説のタ

イプに相当する．[12][13]では，実装を想定して，

この分類を次のように精緻化した．結果として表

れる物語言説のタイプを構造的手法とし，さらに，

構造的手法が受け手にもたらす認知的効果（認知

的戦略）や，構造的手法を実現するための手続き

レベルの手法（形式的手法）に分ける．そして，
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時間と变法を「物語言説技法」（物語の構造変換技

法），態を物語言説技法の使用を制御するメタ的な

知識（物語戦略）へと拡張し，態の分類を基盤と

して，認知的戦略に相当する知識により制御を行

う構想を示した． 

本研究ではこれを踏襲し，[4]による物語言説の

分類（構造的手法）を形式的手法レベルの処理と

して定義し，物語言説技法とする．態は取り入れ

ていないが，認知的戦略に相当する知識をパラメ

ータとしてシステムに取り込む． 

2.2 Jauss の受容理論 

 受容理論とは，読者を文学作品の生産に積極的

に関わる存在として位置付けた読者中心の文学研

究である．Jauss は，読者を中心とする文学史の

理論を提唱した[5]．これは，「期待の地平」とそ

れを逸脱した作品による地平の変化により説明さ

れる．期待の地平とは，ある時代の読者集団が持

つ特定のジャンルや様式に対する予備知識あるい

は一種のスキーマであり，読者の読書経験によっ

て形成される．読者は，新しい作品を読む時に期

待の地平が呼び起こされる．この時，期待を逸脱

するような作品が読者に受け容れられると，期待

の地平に変化が生じる． 

 本研究では，Jauss の理論を「語り手」と「聴

き手」の相互作用による物語言説生成の制御機構

として取り入れる．Jauss の抽象的な理論をその

ままシステム化することは困難であるため，次の

ように単純化する．Jauss の想定する読者は，集

合体としての読者であるが，本システムではこれ

をひとつの聴き手機構に対応させる．期待の地平

を単に期待と呼び，聴き手が持つ物語言説に対す

るスキーマとしてパラメータにより表現する． 

3. システムの方法 

 物語言説システムは「物語言説技法」，「語り手」，

「聴き手」の大きく 3 つの機構から構成される（図

1）．物語言説技法は，物語内容から物語言説への

構造変換技法とし，[4]の分類から 13 種類の技法

を用意する．語り手は「生成目標」を基に物語言

説技法を制御して物語内容から物語言説を生成す

る機構，聴き手は，「期待」を基に物語言説を「評

価」して，語り手にフィードバックする機構とす

る．生成目標とは，物語言説技法制御の指針であ

り，語り手は聴き手による評価に応じてこれを調

節する．期待は，聴き手が持つ物語言説に対する

スキーマに相当し，物語言説を受けることにより

強化される．生成目標と期待はいずれもパラメー

タとして表現する． 

語り手
（機構）

聴き手
（機構）

物語言説
技法

生成
目標

期待

物語
内容

物語
言説

評価

繰り返し（サイクル）

 

図 1 物語言説システムの概要 

 生成の流れは次のようになる．まず，語り手は，

聴き手の評価を基に生成目標を期待に沿うように

調節し，物語言説技法を制御して物語言説を生成

する．一方の聴き手は，期待を基に物語言説を評

価する．この繰り返しにより聴き手の期待の強度

が徐々に強まり，ある時点で「飽き」が生じる．

すると，語り手は敢えて期待を逸脱するように生

成目標を変化させ，これにより生成された物語言

説を聴き手が受けると，新たな期待が形成される．

この一連の流れの繰り返しにより，生成される物

語言説が変化していく．以下，システムの各構成

要素の概要を述べる． 

3.1 物語内容と物語言説 

 物語内容と物語言説は，図 2 に示すように，概

念表現として表された事象(event)列（物語言説は

描写(description)も含む）を，事象同士の結合関

係により階層化した木構造として表現する．これ

は，[11]が連接関係や物語文法を参考に考案した

物語木の考えに基づいている．物語内容の終端ノ

ード（事象）は生起時間順の並び，物語言説のそ

れ（事象・描写）は語る順の並びとなる． 

 

図 2 物語内容と物語言説の木構造 

事象は，動詞概念とそれに付随する深層格（表

4）からなる格フレームで表現する．描写は，対
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象要素名（人，物，場所）とその外面情報（「目が

大きい」のように文で表現）の対で表現する． 

表 4 事象概念表現の深層格 

type 種類 (action | happening)

ID 事象のID

time 発生時間（開始時点と終了時点）
agent 主体
counter-agent 客体
object 対象物
instrument 道具
location 場所
from 開始地点
to 終着地点

 

 結合関係には，物語内容の構造を表す内容関係

（物語言説でも使用）と，物語言説特有の構造を

表す言説関係がある．内容関係は，基本的に[11]

が定義した関係を用いるが，これとは別に新たな

関係を定義してもよい．言説関係は，システムで

使用する 13 種類の物語言説技法の構造変換を表

現するために必要な関係を 7 種類定義した．結合

関係の一覧を表 5 に示す． 

表 5 結合関係 

内
容
関
係

原因‐結果：左右の子ノードが原因とその結果の関係
加害‐解消：左右の子ノードが加害とその解消の関係
目標‐計画：ある事象を目標とした事象列
継起：一連の事象列
反復_内容：類似した事象の連続（同一の行為等）
※その他，ここに挙げたもの以外も可

言
説
関
係

回想：左子ノードが「回想する」という事象，右子ノードがその内容
現在‐過去：左子ノードの時点に対して右子ノードが過去の事象
予言：左子ノードが「予言する」という事象，右子ノードがその内容
現在‐未来：左子ノードの時点に対して右子ノードが未来の事象
挿話：右子ノードが物語内容との時間的な連続性の不明な事象
描写：右子ノードが描写
反復_言説：同一の事象の反復

 

3.2 物語言説技法 

 物語言説技法は，[4]の時間と变法の下位分類か

ら，表 6 に示す 13 種類を取り入れる．各技法は，

表 7 に示す基礎的技法の組み合わせとして定義す

る．表 8 に各技法の変換手続きを示す． 

表 6 取り入れる物語言説技法 

外的後説法：物語内容の時間範囲外に位置する過去の事象を遡って語る．

補完的後説法_省略：物語内容中の過去の事象で，本来占める位置で

は欠落（省略）していた部分を遡って語る．

補完的後説法_黙説：物語内容中の過去の事象で，本来占める位置で

は欠落（黙説法）していた部分を遡って語る．

反復的後説法：物語内容中の過去の事象を遡って複数回反復して語る．
外的先説法：物語内容の時間範囲外に位置する未来の事象を語る．
補完的先説法_省略：物語言説において未来に位置する部分を先取りし
て語り，それが本来占める位置においては欠落（省略）して語られる．

補完的先説法_黙説：物語言説において未来に位置する部分を先取りし
て語り，それが本来占める位置においては欠落（黙説法）して語られる．

反復的先説法：物語言説において未来に位置する部分を先取りして語り，
それが本来占める位置でも語られる．

空時法：物語内容との時間的な位置関係が特定できない事象を語る．
休止法：物語言説において物語内容の時間進行を停止する（描写の挿入）．

暗示的省略法：物語内容のある部分を省略して語り（時間進行が無限大
の速度），かつ省略の存在自体も明示しない．

反復法：物語内容において一度生起した事象を，複数回反復して語る．
黙説法：現在物語言説を語っている焦点化の範囲から，本来語られるべき
情報を迂回し，原理的に要求されるよりも少ない情報しか示さない語り方．

 

表 7 基礎的技法 

削除：物語木中のノードXを削除する．これにより子ノードをひとつ
しか持たない中間ノードが発生した場合その子ノードを繰り上げる．

結合：物語木中のノードXにノードYを任意の関係で結合．
置換：物語木中のノードXをノードYと置き換える．
複製：物語言説中のノードXを複製する．
生成（大きく分けて以下の3種類）：
物語内容外の事象列：外的後説法，外的先説法，空時法で挿
入する事象列（いずれも物語木）を，予め用意したDBから獲得．

描写：物語に含まれる要素（人，物，場所）の外面情報を格納し
たDBから要素Xの外面情報を獲得し「描写」ノードを生成．

回想／予言：各種後説法（先説法）の使用を明示するために，回
想（予言）を行う事象を生成する．事象のagentと，counter-agent
は，それを挿入する位置の直前の事象に含まれる人物から任意
に決定される（agentは必須，counter-agentは無くてもよい）．

 

表 8 各物語言説技法の手続き 

外的後説法：（※回想の挿入）①任意の登場人物の外的過去Xを獲得．②Xを
任意のノードYの後ろに，「現在－過去」（回想）関係で結合．
補完的後説法_省略：（※回想の挿入）①任意のノードYよりも時間的に過去に
位置する任意のノードXを複製（X2）．②Yの後ろにX2を「現在－過去」（回想）
関係で結合．③Xに「暗示的省略法」を適用．
補完的後説法_黙説：（※回想の挿入）①任意のノードYよりも時間的に過去に
位置する任意のノードXを複製（X2）．②Yの後ろにX2を「現在－過去」（回想）
関係で結合．③Xに「黙説法」を適用．
反復的後説法：（※回想の挿入）①任意のノードYよりも時間的に過去に位置
する任意のノードXを複製（X2）．②Yの後ろにX2を「現在－過去」（回想）関係
で結合．
外的先説法：（※予言の挿入）①任意のノードYよりも時間的に未来に位置す
る任意のノードXを複製（X2）．②Yの後ろにX2を「現在－未来」（予言）関係で
結合．③Xに「暗示的省略法」を適用．
補完的先説法_省略：（※予言の挿入）①任意のノードYよりも時間的に未来に
位置する任意のノードXを複製（X2）．②Yの後ろにX2を「現在－未来」（予言）
関係で結合．③Xに「暗示的省略法」を適用．
補完的先説法_黙説：（※予言の挿入）①任意のノードYよりも時間的に未来に
位置する任意のノードXを複製（X2）．②Yの後ろにX2を「現在－未来」（予言）
関係で結合．③Xに「黙説法」を適用．
反復的先説法：（※予言の挿入）①任意のノードYよりも時間的に未来に位置
する任意のノードXを複製（X2）．②Yの後ろにX2を「現在－未来」（予言）関係
で結合．
空時法：①物語内容との時間的な関係が特定できないノードXを獲得．②任
意のノードYにXを「挿話」関係で結合．
休止法：①任意の事象Yに含まれる全ての要素（人，物，場所）をキーとして，
描写ノードXを生成．②YにXを「描写」関係で結合．
暗示的省略法：①任意のノードXを削除．
反復法：①任意のノードXをN個複製（現在は2個に限定）．②複製したN個の
ノード全てを「反復_言説」関係で結合したノードX2を生成．③X2をXと置換．
黙説法：①任意のノードXを複製（X2）．②X2の中の，任意の事象Y（ひとつ以
上の事象）を全て削除．③X2をXと置換．

 

3.3 生成目標と期待―物語言説パラメータ― 

 生成目標と期待の表現方法として，物語言説の

特徴を数値的に表す「物語言説パラメータ」を定

義する．今回は，[4]の各技法の概念や認知的戦略

に相当する記述([12]で整理)から考えられる 10 種

類のパラメータ（表 9）を用意する．各パラメー

タは小（1），中（2），大（3）の 3 段階で表す．

なお，期待には各パラメータの値に「重み」と「経

験値」というふたつの値（これについては 3.5 節

で説明する）を付与する． 

3.4 語り手機構 

 語り手による物語言説技法の制御は，次の 3 段

階の処理からなる． 

①生成目標の調節：「評価」を基に，生成目標中の

ひとつのパラメータ値を変化させる（あるいは変

化させない）．具体的な方法は 3.5 節で説明する． 
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表 9 物語言説パラメータ 

説明性：物語内容に対する補足的な情報の量
複雑性：物語言説の時間的な構造の複雑さ
サスペンス性：物語言説における物語内容の一時的
な隠蔽による不安定感
長さ：物語内容の長さに対する物語言説の長さ
隠蔽性：物語内容をどの程度隠蔽するか
描写性：描写の量
反復性：物語言説における反復の量
冗長性：物語言説の冗長さ
暗示性：未来に起こる事象をほのめかす性質
物語言説の時間的な自立性：物語言説が物語内容の
時間との依存関係を絶ち，時間的に自立した性質

 

②使用する物語言説技法の決定：図 3 に示す技法

決定ルールによって，生成目標から使用する物語

言説技法のセットを決定する．ルールには，パラ

メータと物語言説技法の関係を基に，各パラメー

タ値に対応する技法が一意に定義されている． 

((説明性
(1 (nil))
(2 (外的後説法))
(3 (外的後説法外的先説法)))
(複雑性
(1 (nil))
(2 (補完的後説法_黙説))
(3 (補完的後説法_省略補完的先説法_黙説反復的後説法)))
・・・以下省略・・・

 

図 3 技法決定ルール（一部） 

③物語言説技法の適用：②で使用が決定された技

法をひとつずつ適用する．物語言説技法の適用順

序は，技法同士の干渉（例えば，休止法で挿入し

た「描写」を暗示的省略法で消す）をなるべく避

けるために省略の技法，反復の技法，時間順序変

換の技法，新たなノードを挿入する技法の順とす

る．技法を適用する際，その技法をどのように使

うかという制御情報を決定する必要がある．制御

情報は技法毎に異なり，対象ノード，ノードの挿

入位置，対象人物，操作的技法（回想，予言）の

有無の中のいくつかを必要とする．現在これらは

基本的にランダムで決定するが，対象ノードとノ

ードの挿入位置については，事象の時間的な前後

関係やノードの大きさに関する制約条件を設ける． 

3.5 聴き手機構 

 聴き手は，物語言説を受けると，期待を基にそ

れを「評価」し，続いて「期待の更新」を行う．

これらの処理は，いずれも生成目標と期待それぞ

れの個々のパラメータ同士を比較することにより

行う．この時，生成目標と期待の対応するパラメ

ータ値が一致していることを期待に「沿う」と呼

び，逆に一致していないことを「逸脱」と呼ぶ． 

 まず，読書経験により期待が変化する仕組み（期

待の更新）について述べる．期待の個々のパラメ

ータには，「重み」と「経験値」というふたつの値

が付与される．経験値は期待（スキーマ）の強度

を表し，期待に沿った物語言説を受ける毎に上昇

する．重みはそのパラメータの評価への影響度を

表し，経験値と連動して変化する．期待の強度は，

ある程度までは物語言説の理解につながり，評価

に良い影響を与えるが，強まりすぎるとそれが「飽

き」に変わり，評価に悪影響を与えると考えられ

る．この考えに従い，経験値と重みを図 4 に示す

関係とする．ここで，重みが下降に転じる点を Xp

と呼ぶ． 

 

図 4 経験値と重みの関係 

 そして，期待に沿った物語言説に飽きているこ

と（経験値＞Xp）が，期待の逸脱を受け容れる条

件となり，この時に期待を逸脱した物語言説を受

けると，「新たな期待の形成」（期待のパラメータ

値自体が逸脱された値へと変化し，経験値も 1 に

初期化）が行われる． 

 次に評価の方法を説明する．まず，生成目標と

期待の個々のパラメータ同士を比較して，パラメ

ータ値の差の絶対値に重みを掛けた値（個別の点

数）を計算する（但し，期待の逸脱を受け容れた

時は特別に 100 点とする）．そして，個別の点数

を基に「総合点」と「指摘」というふたつの情報

を返す．総合点は，評価の良さを表す点数であり，

個別の点数を全て合計したものである．一方の指

摘は，最も個別の点数の低いパラメータを語り手

に伝える情報である．指摘はパラメータ名と，そ

の問題点（生成目標が期待に対して「高い」，「低

い」，「飽きた」，「無(nil)」のいずれか）の組から

なる（例えば，「複雑性：飽きた」）． 

語り手は指摘を見て，「高い」の時は生成目標の

対応するパラメータ値に 1 を加え，「低い」であ

れば 1 減らす．「飽きた」の時は，乱数により期
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待の逸脱を行う．「無(nil)」の時は変化させない． 

4. システムの実装 

 システムを Common Lisp で実装した．物語言

説技法，語り手，聴き手は関数として定義し，全

体で約 60 の関数から構成される．物語内容や物

語言説等の各種データはリスト形式で記述する．

物語内容のデータ形式を図 5（図 8 の物語内容の

冒頭部分）に，物語言説のデータ形式を図 6（表

12 の物語言説の冒頭部分）に例示する．いずれ

も”$”で始まる要素が結合関係を，”event”で始ま

るリストが事象概念を表している．物語言説では，

個々の事象概念に語る順の通し番号が付与される． 

($反復_内容
($原因-結果

($継起
(event 焼く (4) (type action) (ID 1) (time (1 2)) (agent 猟師) (counter-agent nil)

(object 餅) (instrument 炉) (location 山小屋) (from nil) (to nil))
(event 食べる (2) (type action) (ID 2) (time (2 3)) (agent 猟師) (counter-agent nil)

(object 餅) (instrument nil) (location 山小屋) (from nil) (to nil)))
・・・以下省略・・・  

図 5 物語内容のデータ形式例（一部） 

($反復_内容
($原因-結果

($継起
($現在-過去

(1 (event 焼く (4) (type action) (ID 1) (time (1 2)) (agent 猟師) (counter-agent nil) 
(object 餅) (instrument 炉) (location 山小屋) (from nil) (to nil)))

($継起
(2 (event 生まれる (1) (type action) (ID 101) (time (-100 -99)) (agent 猟師)

(counter-agent nil) (object nil) (instrument nil) (location 町) (from nil) (to nil)))
・・・以下省略・・・  

図 6 物語言説のデータ形式例（一部） 

システム全体の処理手順を図 7 に示す．引数と

して物語内容（ファイル名），実行する生成サイク

ルの回数，Xpの 3 種類を与えて実行し，次にユー

ザが語り手及び聴き手とする人物を選択すること

で，生成目標と期待の初期値が設定される．選択

候補の人物は「人物 DB」に人物名及びその人物

の生成目標と期待の初期値をひとまとまりとして，

予めいくつか格納しておいたものの中から選択す

る．出力として，指定回数分の物語言説とその自

然言語文を表示する．自然言語文は，現在開発中

の文章生成システムにより自動生成される． 

語り手と聴き手の初期設定

語り手：物語言説技法制御・適用

聴き手：評価計算

聴き手：期待更新

語り手：生成目標設定

Start

End

指定回数ループ

物語言説

物語内容

 

図 7 全体の処理手順 

5. 生成実験 

 これまで，評価方法に着目して他の物語生成シ

ステムの評価方法の調査を行ったが，量的な評価

から質的な評価まで，様々な方法・基準が挙げら

れた[1]．本研究でも，生成目標と実際の物語言説

との対応性や，聴き手による評価と人間による評

価との対応性の実験を試みてきた． 

ここでは，物語言説の形式的な特徴に着目し，

生成サイクルによる物語言説の変化の仕方及び変

化の範囲を分析する．その基準として，「長さ」と

「時間構造の複雑さ」というふたつの特徴軸を定

義する．長さは文の数を単位とし，1 事象を 1 文，

描写の場合は描写の対象要素（人，物，場所）ひ

とつを 1 文と数える．時間構造の複雑さは点数で

表す．時間順序の入れ替え 1 箇所につき 1 点とし，

入れ子構造になっている部分は 1 段毎に 1 点上乗

せする．例えば，ある時点に過去の事象が挿入さ

れ，さらにその中で過去の事象が挿入されている

場合は合計 3 点となる．これらは，プログラムに

より物語言説の構造から自動計算する． 

入力として与えた物語内容は，『遠野物語』[18]

の第二八話を簡略化して，手作業で作成した．図

8 にこれを文章で表現したものを示す．これを題

材に選んだ理由は，文章が簡潔で話の筋が分かり

やすいからである．その他，外的後説法，外的先

説法，空時法，休止法で使用する物語内容外の情

報も予め手作業で用意した． 

猟師が餅を焼く。猟師が餅を食べる。坊主が山小屋を山から窺う。坊主が
山小屋に入る。坊主が餅を見る。坊主が餅を食べる。猟師が餅を坊主に上
げる。坊主が餅を食べる。坊主が山小屋から山へ帰る。猟師が餅を焼く。
猟師が石を焼く。坊主が山小屋に入る。坊主が餅を食べる。坊主が石を食
べる。坊主が石に驚く。坊主が山小屋より山に逃げる。  

図 8 入力の物語内容（文章） 

 Xpを 30 及び 50 とし，それぞれ 1000 サイクル

実行した．以下，実験結果を生成サイクルによる

物語言説の変化，生成された物語言説の例，生成

サイクルによる期待の変化の順に示す． 

5.1 生成サイクルによる物語言説の変化 

 図 9 に Xp=30 の時，図 10 に Xp =50 の時の物語

言説の変化を示す．横軸はサイクル数を，縦軸は

両特徴の値を同軸上で表している．結果，長さが

12 から 53，時間構造の複雑さが 0 から 29 の範囲
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で，並行的に上下を続け，背反するような変化は

ほぼ見られない．Xpが小さい方が，両特徴が上下

する間隔（周期に相当）が狭い． 
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図 9 Xpが 30の時の物語言説の変化 
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図 10 Xpが 50の時の物語言説の変化 

5.2 生成された物語言説の例 

 実験結果の中からいくつかの生成例を示す．な

お，ここでは読みやすさを考慮して，現在開発中

の文章生成システムにより，物語言説を自動で文

章化したものを示す． 

まず，長さと時間構造の複雑さそれぞれの最大

値及び最小値を記録した物語言説を表 10 から表

13 に示す．表 10 と表 12 はいずれも多くの技法

が使用され，元の話の内容が捉えづらくなってい

る．反対に，表 11 と表 13 は，いずれも使用され

ている技法が尐なく，比較的元の話の構造が残さ

れている． 

表 10 長さが最大の物語言説（文章） 

猟師が餅を焼く。[猟師が回想する。猟師が生まれる。猟師が育つ。町は、家が
立ち並んでいる。猟師は、腕が細く、目が大きい。]猟師が餅を食べる。[熊が町
まで山より行く。熊が町人を襲う。町人が熊を殺す。][猟師が予言する。坊主が
餅を食べる。[坊主が山小屋へ入る。坊主が餅を食べる。坊主が石を食べる。坊
主が石に驚く。坊主が山小屋より山まで逃げる。]]坊主が山小屋へ入る。猟師

が餅を坊主に上げる。坊主が山小屋から山に帰る。猟師が餅を焼く。猟師が餅
を食べる。[猟師が予言する。坊主が餅を食べる。[坊主が山小屋へ入る。[坊主
が予言する。坊主が山を走る。坊主が谷底へ落ちる。坊主の命を落とす。]坊主
が餅を食べる。坊主が石を食べる。坊主が山小屋より山まで逃げる。]][猟師が
回想する。猟師が餅を焼く。]坊主が山小屋へ入る。猟師が餅を坊主に上げる。

坊主が山小屋から山に帰る。猟師が餅を焼く。猟師が石を焼く。坊主が山小屋
へ入る。[猟師が餅を坊主に上げる。坊主が餅を食べる。]坊主が餅を食べる。坊
主が石を食べる。[坊主が山小屋へ入る。[熊が町まで山より行く。熊が町人を襲
う。町人が熊を殺す。]猟師が餅を坊主に上げる。坊主が餅を食べる。坊主が山
小屋から山に帰る。]坊主が石に驚く。坊主が山小屋より山まで逃げる。

長さ：53文 ／ 時間構造の複雑さ：16点
 

表 11 長さが最小の物語言説（文章） 

猟師が餅を焼く。猟師が餅を食べる。坊主が山小屋を山より窺う。坊主が山小
屋へ入る。坊主が山小屋から山に帰る。猟師が餅を焼く。猟師が石を焼く。坊主
が山小屋へ入る。坊主が石を食べる。坊主が石に驚く。[坊主が山小屋へ入
る。]坊主が山小屋より山まで逃げる。

長さ：12文 ／ 時間構造の複雑さ：1点
 

表 12 時間構造の複雑さが最大の物語言説（文章） 

猟師が餅を焼く。[猟師が生まれる。猟師が育つ。]猟師が餅を食べる。坊主が山
小屋を山より窺う。坊主が山小屋に入る。猟師が餅を坊主に上げる。[猟師が坊
主を回想する。猟師が餅を食べる。[猟師が予言する。[坊主が回想する。坊主
が山小屋を山より窺う。[坊主が回想する。[猟師が予言する。[坊主が回想する。
坊主が山小屋に入る。]]]坊主が山小屋に入る。[坊主が山小屋に入る。坊主が

餅を食べる。坊主が石を食べる。山小屋は、壁がところどころ傷んでいる。石は、
白くて餅のようだ。坊主は、腕が太く、耳が大きい。山小屋は、壁がところどころ
傷んでいる。石は、白くて餅のようだ。坊主は、腕が太く、耳が大きい。]]]]坊主
が山小屋より山へ帰る。坊主が山小屋より山へ帰る。[熊が町へ山から行く。熊
が町人を襲う。町人が熊を殺す。][坊主が回想する。坊主が山小屋を山より窺う。
坊主が山小屋に入る。]猟師が餅を焼く。猟師が石を焼く。[坊主が石に驚く。]坊
主が石に驚く。坊主が山小屋より山に逃げる。

長さ：39文 ／ 時間構造の複雑さ：29点
 

表 13 時間構造の複雑さが最小の物語言説（文章） 

猟師が餅を焼く。猟師が餅を食べる。坊主が山小屋を山より窺う。坊主が山小
屋へ入る。坊主が餅を見る。坊主が餅を食べる。猟師が餅を坊主に上げる。坊
主が餅を食べる。坊主が餅を食べる。坊主が山小屋から山に帰る。猟師が餅を
焼く。猟師が石を焼く。坊主が山小屋へ入る。坊主が餅を食べる。坊主が石を食
べる。山小屋は、壁がところどころ傷んでいる。石は、白くて餅のようだ。坊主は、
腕が太く、耳が大きい。坊主が石に驚く。坊主が山小屋より山まで逃げる。

長さ：20文 ／ 時間構造の複雑さ：0点
 

 次に，生成結果の中から両特徴が中間的なもの

をふたつ取り上げて比較する．図 11 は，物語の

序盤（1 行目）で猟師が結末部分を予言する等，

猟師が坊主を懲らしめることを妄想している話と

して捉えられる．一方，図 12 は，図 11 と同程度

の長さと時間構造の複雑さであるが，話の内容と

してはちぐはぐな印象が強い．定義したふたつの

特徴が同程度でも質的には大きく異なるものが生

成されるのは，物語言説の制御情報の決定を戦略

的に行っていないことに起因すると考えられる． 

猟師が餅を焼く。猟師が餅を食べる。[猟師が予言する。坊主が石に驚く。坊主が山
小屋より山まで逃げる。[坊主が回想する。猟師が餅を坊主に上げる。]]坊主が山小

屋を山より窺う。坊主が山小屋へ入る。坊主は、腕が太く、耳が大きい。坊主が餅を
食べる。猟師が餅を坊主に上げる。坊主が餅を食べる。坊主が山小屋から山に帰
る。坊主は、腕が太く、耳が大きい。猟師が餅を焼く。猟師が餅を焼く。猟師が石を焼
く。[猟師が予言する。坊主が山小屋より山まで逃げる。][猟師が餅を焼く。[熊が町ま
で山より行く。熊が町人を襲う。町人が熊を殺す。]]  

図 11 生成例 A（文章） 

坊主が山小屋を山より窺う。坊主が山小屋へ入る。坊主は、腕が太く、耳が大きい。
坊主が餅を見る。坊主が餅を食べる。[坊主が予言する。坊主が山小屋へ入る。坊主
が餅を食べる。坊主が石を食べる。坊主が石を食べる。坊主が石に驚く。]猟師が餅

を坊主に上げる。坊主が餅を食べる。坊主が山小屋から山に帰る。猟師が餅を焼く。
[坊主が山小屋へ入る。[坊主が予言する。坊主が山小屋へ入る。][熊が町まで山よ
り行く。熊が町人を襲う。町人が熊を殺す。]]猟師が石を焼く。坊主が餅を食べる。
[坊主が山小屋を山より窺う。]坊主が石を食べる。坊主が石を食べる。坊主が石に

驚く。山小屋は、壁がところどころ傷んでいる。石は、白くて餅のようだ。坊主は、腕
が太く、耳が大きい。  

図 12 生成例 B（文章） 

5.3 期待の変化 

 図 9 及び図 10 に対応する期待の変化をそれぞ

れ図 13 と図 14 に示す．期待の 10 種類のパラメ

ータの値を積み上げグラフにより表しており，下
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から順に説明性，複雑性，サスペンス性，長さ，

隠蔽性，描写性，反復性，冗長性，暗示性，物語

言説の時間的な自立性の順である． 
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図 13 Xpが 30の時の期待の変化 
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図 14 Xpが 50の時の期待の変化 

 生成目標の変化を個々のパラメータに着目して

見ると，各パラメータの値が，周期的に乱数（期

待の逸脱）により変化している．Xpの設定による

違いは，この変化の周期として表れる．Xp=50 の

時は大体 90 から 100 サイクル前後，Xp=30 の時

は 50 から 60 サイクル前後の周期となる．これは，

重みが低下（飽き）して 1 になる時点に相当する． 

 なお，図 9 と図 10 に示した両特徴の変化がパ

ラメータの変化以上に小刻みに上下するのは，物

語言説技法の適用箇所や範囲が任意に決定される

ためである．また，パラメータの合計値（図 13，

図 14 のグラフの輪郭部）と長さ及び時間構造の

複雑さのグラフの形（図 9，図 10）が類似するの

は，パラメータの多くが両特徴に対して正の影響

を与えるためである． 

6. 考察 

6.1 文学理論の実装によるアプローチの意義 

 文学理論を物語生成システムとして実装するこ

とは，理論の実験・検証による構成的な文学研究

を可能にし，同時に，物語生成システムの側から

見ると物語・文学に関する高度な知識を取り入れ

ることが出来る点で有用である． 

 Genette の物語言説論[4]は，小説テクストに表

れる物語言説の分類に留まるが，これを[12]の考

えに基づき手続きレベルの処理まで具体化し，主

に 4 種類の基礎的な技法の組み合わせからなる木

構造の変換処理として再定義した．物語生成シス

テムの研究分野では，物語言説に関するシステム

はこれまであまり開発されていなかったが，本シ

ステムは[4]を取り入れることで多様な言説処理

を実現した．なお，未実装の技法もいくつかある

が，先行研究（[10][16][17]他）ではそのいくつか

が実装されているため，今後これらを取り入れ発

展・拡張していく予定である． 

 Jauss の受容理論[5]も抽象的な概念であるが，

これを単純化して実装することで，いくつかの知

見が得られる．例えば，5.1 節で示した語り手と

聴き手の相互作用による物語言説の変化は，5.3

節で示したパラメータの変化に還元することが出

来る．このように，語り手（作者）と聴き手（読

者）の相互作用による文学作品の変化過程をシミ

ュレーション可能になる．また，システムは物語

言説を変化させながら大量の物語言説を自動生成

することが可能である．ユーザはこの生成結果の

引用，変形，合成等により物語作品の創造活動支

援に利用することが期待できる． 

6.2 生成能力と制御性の向上に向けた実験 

語り手と聴き手の相互作用によって生成制御を

行う現在の枠組みでは，生成の範囲と大局的な変

化のパターンが固定されてしまう．この枠組みの

中でのこの問題の検討と発展は今後の課題である

が，物語パラメータをユーザが直接設定すること

によって生成の範囲を拡大しまた制御すること自

体は可能である．以下に物語パラメータを意図的

に設定することで，長さと時間構造の複雑さを変

化させる例を示す． 

まず，各物語言説技法と長さ及び時間構造の複

雑さとの関連を数値的に定義し，長さと時間構造

の複雑さをパラメータ（値に上限は設けない）と

して与えた時，それに応じて使用する物語言説技

法のセットを決定する機構を作成した．そして，

ふたつのパラメータを意図的に変化させながら生

成を行う機構を作成し，5 節と同様の実験により
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両特徴の変化を分析した．500 サイクル目までは

両パラメータを背反的に上下させ，それ以降長さ

のパラメータを徐々に大きくした場合の変化を図

15 に示す．物語パラメータの変化に応じて長さと

時間構造の複雑さが変化し，その範囲も拡張され

た．但し，時間構造の複雑さが大きい時，回想（予

言）による過去（未来）の挿入部分で回想（予言）

の内容が消失し，「回想（予言）する」という事象

だけが残るという問題が一部で発生した． 
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図 15 意図的なパラメータ設定による値の推移 

6.3 物語言説技法の使い方の制御 

物語言説の使い方の大部分がランダムで決定さ

れるため，全体的に話の流れがちぐはぐなものが

生成される傾向が強い．また，同じパラメータか

らでも質的には大きく異なるものが生成される． 

この制御方法のひとつとして，物語の木構造（結

合関係）に基づく制御が考えられる．例えば，図

16 は「原因－結果」関係の「原因」部分 2 箇所を

省略した例と，反対に「結果」部分 2 箇所を省略

した例を対比したものである．前者は坊主が石を

食べる部分が省略されているため，なぜ坊主が石

に驚いたのかという謎めいた印象を，後者は坊主

が驚いて逃げていく部分が省略されているため，

事件性の薄い印象を受ける． 

「原因」部分を省略 「結果」部分を省略

猟師が餅を焼く。猟師が餅を食べる。
坊主が山小屋を山から窺う。坊主が山
小屋に入る。***猟師が餅を坊主に上

げる。坊主が餅を食べる。坊主が山小
屋から山へ帰る。猟師が餅を焼く。猟
師が石を焼く。***坊主が石に驚く。坊
主が山小屋より山に逃げる。

猟師が餅を焼く。猟師が餅を食べる。
坊主が山小屋を山から窺う。坊主が山
小屋に入る。坊主が餅を見る。坊主が
餅を食べる。***坊主が山小屋から山

へ帰る。猟師が餅を焼く。猟師が石を
焼く。坊主が山小屋に入る。坊主が餅
を食べる。坊主が石を食べる。***

***は省略されている部分  

図 16 「原因」の省略と「結果」の省略 

6.4 その他の問題点と今後の課題 

その他の問題点と課題を以下に挙げる． 

・ 物語言説に含まれる情報及び記述形式の確定． 

・ 物語言説パラメータは直感的に定義している

ため，パラメータと実際の物語言説の対応の

妥当性について考察する必要がある． 

・ 聴き手が実際は物語言説を読まずに，生成目

標と期待の比較により評価処理を行っている． 

・ 先行研究の成果の導入（主に時間順序変換の

「操作的技法」[10][13]，距離のシステム[17]，

態の物語戦略としての位置付け[13][16]）． 

・ 統合物語生成システムに向けて，短期的には

物語内容機構，文章生成機構他との連結． 

・ これまでシステムの質的な評価をいくつか試

みたが，まだ結論には至っていない． 

7. むすび 

 Genetteの物語言説論[4]の実装としての物語言

説技法と，Jauss の受容理論[5]の実装としての語

り手と聴き手の相互作用による制御機構からなる

物語言説システムを紹介した． 

 このようなアプローチの利点は，物語論・文学

理論で得られた知見を生成システムに取り込むと

同時に，物語・文学研究に対しては，これまでの

評論的なアプローチとは異なる，実験・検証的な

発展が可能となる点である．本稿ではこのような

観点から議論した．以下にその概要をまとめる． 

 生成実験では，物語言説の形式的な特徴として

「長さ」と「時間構造の複雑さ」という 2 種類の

基準を定義し，単一の物語内容を入力として，

Xp=30 及び Xp=50 でそれぞれ 1000 サイクル実行

した時の特徴の変化を分析した．結果，両特徴が

一定の範囲内で並行的に上下するように変化を続

けた．Xpの違いは変化の周期として表れ，Xpが大

きい程周期が長くなる． 

このような物語言説の変化は，期待（及び生成

目標）のパラメータ値の変化に還元され，これは

10 種類のパラメータがそれぞれ一定間隔（Xp は

この間隔に影響する）で乱数（期待の逸脱）によ

り変化するというものである． 

生成能力及び制御性の向上に向けて，ユーザが

パラメータを直接指定して，物語言説を生成する

プログラムを作成した．このような生成の多様性

と制御性を，現在の語り手と聴き手による自動制

御の枠組みで実現することがひとつの課題である． 
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 質的な特徴に関する本格的な検証は行っていな

いが，長さと時間構造の複雑さが同程度でも，質

的には異なる物語言説が生成された．質的特徴を

制御する方法のひとつとして，物語言説技法の使

い方を，事象同士の結合関係に着目して制御する

方法を考察した． 

 今後は，以上の実験と考察を通して得られた知

見や問題点，課題をシステムに反映させ，新たな

システムを開発する予定である． 
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Abstract We show the first implementation of 

integrated narrative generation system that is 

constructed as an organized set of various functions or 

modules in narrative generation process. This is still 

the imcomplete version, and we attempt to discuss on 

some themes for the future expansion. 

Keywords ― Integrated narrative generation system, Story 

(mechanism), Narrative discourse (mechanism) ，

Narrrative representation (mechanism), Narratology, 

Literary theories，Constructive narratology. 

 

1.まえがき―研究の背景と本稿の目的― 

1980年代迄のAIや認知科学では，問題解決，スト

ーリースキーマやスクリプト他の知識表現，談話モデ

ル等の技術を用いた物語の理解や生成の研究がさ

かんに行われた．近年さらに，オントロジー，創造活

動支援等人工知能・認知科学の研究主題の広がりに

加え，メディア技術やコンテンツ技術や娯楽システム

への応用可能性もあり，物語の生成に関する研究は

再び活発化している． 

一方物語そのものの研究としては，詩学，修辞学，

民話学，神話学等を踏まえて，AIや認知科学の草創

期に重なる時期，物語論という学問分野が立ち上げ

られ現在に至っている．文学・芸術の思想において

は，プラトン[1]が霊感（感性的側面）を重視したのに

対しアリストテレス[2]はその形式や修辞の側面を重視

した．文学や芸術にあって感性的側面と形式的側面

とは車の両輪である．これは研究の方法としてのみ言

えることではない．優れた作品やジャンルは双方を両

立させている．例えば浄瑠璃や歌舞伎は美的感性的

側面と形式的様式的側面との融合として成立する． 

物語論はこのうち物語や文学や芸術の形式的側

面に着目したもので，その意味で計算的方法や関連

する認知的方法と相性が良い筈である．両者の融

合・統合に関しては，日本認知科学会文学と認知・コ

ンピュータ研究分科会や人工知能学会ことば工学研

究会でもさかんに議論されており，まとまった成果も

現れつつある[3,4]．筆者らの物語生成システムの研

究はこの種の融合アプローチのひとつである．物語

論における物語過程の二大分割としての物語内容論

と物語言説論を踏まえたシステム構成とする．但し物

語言説の部分は構造的部分と表現的部分とに分割し，

後者を物語表現と呼ぶ．これまで大まかな構想に基

づいて，諸構成要素を切り出し，システムの設計・試

作・検討という手順で研究を進めて来た．小方は物語

生成システムの最初の枠組みと試作を提案し，さらに

その発展の構想を示している[5,7,8,9,10]． 

ここでの目的は，物語生成システムの全体構想に

沿って，同時に研究開発を進めて来たその要素的な

モジュール中の幾つか（必ずしも主要なものというわ

けではない）を結合して物語生成システムの統合版

の第一試作作成に向けた出発点とすることである． 

2.主な試みと統合システムの構想 

筆者らの研究では，当初から個々の手法単独の考

案や開発が目的であったのではなく，諸種の手法や

機能を統合した物語生成システムの開発が目的であ

り，これまで幾つかのシステムの枠組みに関する研究

を試みた． 

まず，プロップの昔話分析の成果[11]を援用したシ

ステムの枠組みを考案した[5]．これは，プロップが登

場人物の結果から見られた行為としての「機能」の連

鎖及びそれを物語の中で実際に実現する方法に関
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する詳細な記述をもとに，階層化されたストーリーグラ

マーを作成し，それを用いて物語内容を実現するア

ルゴリズムを定義したもので，関連する研究は小方が

一貫した視点からまとめている[12]． 

次に，より一般的な物語生成システムの枠組みとし

て，関係と構造操作の物語技法及び物語戦略から成

るシステムの枠組みを考案した[6]．ここでは，物語

（主に物語内容の側面）を，事象を下位節点とする木

構造（物語木）で記述し，概念知識ベースや物語知

識ベースを用いて物語木を事象もしくは事象群を結

合する関係によって生成・拡張する物語技法と，その

使用を制御する物語戦略それぞれの組を定義した． 

最初の試みは直接的に物語論・文学理論の成果

を援用するものであり，ふたつ目の試みはより一般的

な物語生成の枠組みであるが，両者を統合するもの

が本来の意味での物語生成システムである．人工知

能・認知科学と物語論・文学理論の融合による物語

の自動生成システムの研究・開発の構想の基盤に関

する議論は，体系的な著述[5,7,8,9,10]を初め，並行

して行って来た論文や発表予稿で行われている．こ

れらの中で，筆者らの物語生成システムの構想が単

にコンピュータプログラムとしての物語生成システムを

開発するという工学的な目的に沿ったものであるだけ

でなく，その射程は社会的な水準での物語生成現象

やあるいは物語生成システムとして見られた社会的

現象の探求にも及ぶものであるということなどについ

ても言及されており，特に[9]は物語生成システムの

技術を支える思想的基盤やこの研究の経緯の記述

にも多くの紙幅を費やした． 

このように，筆者らの物語生成システムの研究は，

技術的な面でも思想的・概念的な面でも，もともとトッ

プダウンの構想の下に進められたが，そこにボトムア

ップ的なアイディアも混じって実際の研究が行われ

（それには大学の研究室において学生との共同研究

として作業が行われたという事情が大きく関与してい

る），今一旦それらを統合して知見や問題点や課題を

洗い出し，再度トップダウンな構想（設計）の方に返し

てやること，また両者の循環をより現実的な作業とし

て軌道に乗せることが目的である． 

今回はこれまでに作成したすべての断片的なシス

テムを統合することはできなかった．使用する事象の

概念表現や知識ベースを共通化させたシステムのみ

を基本的に結合したので，物語生成処理にとって重

要な多くの機構が脱落しており，出力も不完全なもの

となっている．しかし一旦可能な範囲での結合を図り，

統合物語生成システム開発の出発点とする． 

物語生成システムはそれぞれが物語生成の機能

を担う階層化されたモジュールの集成であり，モジュ

ールの分割や作成はトップダウンの構想に基づいて

いるが，必ずしもトップダウンに行われるわけではない．

そもそもトップダウンな構想には曖昧な部分が多い．

各モジュールが有機的に統合されたシステムを以下

「統合物語生成システム」と呼ぶが，これが本来の意

味での物語生成システムである．図 1 にその全体構

成の概略を示す． 

物語言説(Discourse)：物語の語り方
事象の配列や提示の仕方の構造化

1 3 2 ・・・

物語言説機構
物語言説(Discourse)：物語の語り方
事象の配列や提示の仕方の構造化

1 3 2 ・・・1 3 2 ・・・

物語言説機構
概念表現生成

文章
自然言語
生成

映像
CG映像生成

自動カメラワーク

音楽
自動作曲・変奏
概念表現との相互変換

表層表現機構
文章
自然言語
生成

映像
CG映像生成

自動カメラワーク

音楽
自動作曲・変奏
概念表現との相互変換

表層表現機構

概念
オントロジー

物語知識
ベース

花田

概念
オントロジー

物語知識
ベース

花田

物語内容(Story)：物語で語られる内容

物語内容機構

1 2 3 ・・・

ストーリー世界
(Story World)

ストーリーライン
(Story Line)

本研究 小野

談話関係 物語パターン ・・・ 結合・階層化

物語内容(Story)：物語で語られる内容

物語内容機構

1 2 3 ・・・

ストーリー世界
(Story World)

ストーリーライン
(Story Line)

本研究 小野

1 2 3 ・・・1 2 3 ・・・

ストーリー世界
(Story World)

ストーリーライン
(Story Line)

本研究 小野

談話関係 物語パターン ・・・ 結合・階層化談話関係 物語パターン ・・・ 結合・階層化

 

図 1 統合物語生成システムの全体構成 

これまでこの全体構想に基づいて種々の構成要素

に関する研究を行った．まず，物語内容機構関連の

処理には，プロップに基づくストーリーグラマーとその

利用，談話的関係によるストーリー構造の構成（物語

技法と物語戦略），ストーリー世界とストーリーライン，

概念オントロジーなどの要素がある．物語言説処理と

しては，時間順序変換とその詳細な技法，距離，描

写，パースペクティブ（視点）など個々の技法に関す

る検討を行った．物語表現処理としては，特に音楽と

物語との相互変換に関する機構を中心に，文生成や

映像構成とカメラワークシミュレーションなどを試みた．

その他，応用もしくは物語生成を利用したコンテンツ

として，ハイパーコミック（ハイパーテキストマンガと物

語言説技法の導入及び重層的言説の提案）や広告

生成システムを試み，さらに物語生成システムの枠組

みの拡張として，芸能情報システム（研究が停止して

いるが，物語生成システムの中に日本文学や日本芸

能に関する現実的知識を導入することを意図した構
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想で，システムをコンテンツと結合する際の要となる）

や間テクスト的処理（既存の作品やその要素からの物

語生成の方法）などについても検討した．今回結合し

たのはこの中の一部（尐数）であり，多くの要素のモジ

ュールの結合は，統合の基軸（後述）に沿った改訂ま

たは再実装によって行う必要がある． 

3.システムの統合方法と全体構成 

要素を有機的に統合するためには，幾つかの統合

軸を設ける必要があり，その第一は，図 2 に掲げるよ

うな大局的構成である．物語生成システムは二種類

の異なるタイプの構成要素の分類から成っている．第

一は，物語内容機構，物語言説機構及び物語表現

機構という 3 つの分割であり，生成される物語の内容

的な特性に基づく類別である．これに対して，概念構

造と表層表現という類別はより形式的ないし技術的な

ものである．概念構造とは物語生成過程の中で表層

的な表現に落ちる前の，物語の基本単位である事象

の内容及び事象群の関係を示す記述方式であり，こ

れに対して表層構造とは受容者に直接届く主に言語，

映像，音楽の表現を意味する． 

物語内容

物語言説

物語表現

（広義）物語言説

概念構造

表層表現

 

図 2 物語生成システムの大局的構成 

統合の第二の基軸は，物語の主要な単位である事

象の概念表現であり，事象を構成する格の種類を図

3 のように統一した．この概念表現によって物語内容

と物語言説が記述され，これが映像，音楽及び言語

それぞれの表現モジュールの入力情報となる．なお

物語内容機構では格要素の値として，その要素（人，

物，場所，時間）を表すフレームの ID を記述するが，

その他の機構ではその名称（例えば「貧乏人」や「墓

地」）が直接記述されたものを用いる． 

もうひとつの基軸は概念のオントロジーである．格

フレームで記述される事象の構成要素としての諸概

念は階層的な概念体系の中の何れかの範疇に属し

ている必要がある．これまでの研究では概念体系に

関しては比較的大きなものから小規模なものまで各

研究の目的に応じて作成していた．この部分を共通

の体系とするために，現在池原[13]らが開発した『日

本語語彙大系』を参考に，統合物語生成システムの

ための概念オントロジー及び事象概念の格フレーム

を開発中である． 

event 一つの事象を表す
type 事象の種類を表す(action,happening)

ID 事象のID

time 事象が行われる時間
agent 事象の動作主
counter-agent 事象の対象（人）
object 事象の対象（物）
instrument 事象に用いられる道具
location 事象が行われる場所
from 事象の開始位置
to 事象の終了位置

((event 通る (1)

(type action)

(ID 1)

(time (time1 time2))

(agent age1)

(counter-agent nil)

(location loc1)

(object nil)

(instrument nil)

(from nil)

(to nil))

記述例：「age1(貧乏人)

がloc1(墓地)を通る。」
 

図 3 概念表現の格要素と記述例 

統合は，これらを基軸として，各構成要素の表現形

式を決定し，相互変換関係を定義することにより行わ

れる．なお，物語内容は本来事象表現を含んだ物語

型談話階層（物語木）を表現形式としているが，今回

のシステムには階層構造の部分が含まれていない．

物語言説も同じく階層的に表されるが，構造化の方

式が物語内容とは異なる．図 4 に本来の両者の木構

造とその関係を示す．音楽も階層構造として表現する．

映像は現在 TVML（TV program Making Language: 

NHK が開発した映像記述言語）の形式に落としてい

る．言語表現には，基本文とその修辞的変形という方

法によって対処する．また一部のモジュールには試

験的に新たな機能を追加した． 

継起

並列 原因－結果

事象１ 事象２ 事象３ 事象４

継起

原因－結果 原因－結果

反復_言説

事象２

事象３ 事象４

事象２

継起

予言事象１

事象４事象：予言する

事象１：貧乏人が墓地を通る。
事象２：女がむこうを行く。
事象３：貧乏人が小袋を譲り受ける。
事象４：貧乏人が墓地より家へ飛び出す。

物語内容

物語言説  

図 4 物語木に基づく物語内容と物語言説の形式 

4.システムの全体構成 

図 5 はシステムの主要な構成要素と処理過程を表

している．生成の出発点は二箇所あり，矢印で示した

ような生成サイクルが可能となる．元の構想では物語

内容→物語言説→物語表現という生成順序を想定し

ていたが，細かい要素（モジュール）の統合としてシス
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テムを構成することで，様々な経路が可能になる．3

つの大モジュール中に含まれるある小モジュールが

他の大モジュール中の小モジュールと直接結合する

ことも可能である．例えば文生成処理は様々な部分と

結び付く．これは利点であると共に一面ではモジュー

ル性の破壊でもあり，今後構成要素の処理過程の問

題は再考して行く必要がある． 

物語内容
機構

物語言説
機構

自然言語
機構

映像
機構

音楽
機構

出発点①

出発点②
 

図 5 システムの主要な構成要素と処理過程 

 図 6はシステムのより詳細な構成・過程である． 

映像機構自然言語機構

ストー
リー世界

ストーリーラ
イン生成

ストーリー
ライン

ストーリー
世界生成

形式変換

ストー
リー（木）

基本文
生成
（単文）

基本
文

映像生成

TVML

形式変換

原曲生成

形式変換

複文生成

物語言説
システム

物語
言説

複文

複文用
木構造

概念フレー
ム（旧型）列

原曲

カメラ
ワーク

音楽変奏

変奏
曲

変奏曲⇒
物語言説

TVML

原曲⇒ス
トーリー

ストーリー
（音楽用）

物語言説
（音楽用）

物語言説
⇒変奏曲

形式変換

CM単一
事象生成

概念
オント
ロジー

接尾辞
変換

物語言説シ
ステム（音楽
連結用）

物語言説
（音楽連
結用）

形式変換

接尾辞
変化文

物語内容機構 物語言説機構

音楽機構

 

図 6 システムの構成要素と処理過程の詳細 

5.各モジュールの概要 

全体構成の中の各モジュールに関してその概略及

び実行例を紹介するが，詳細は随時引用する各論考

を参照されたい． 

5.1 物語内容機構 

物語内容における第一の水準は事象列（ストーリ

ーライン）と，その背景にある状態の集合（ストーリー

世界）の対からなり，基礎となるのはストーリーラインを

ストーリー世界に変換するモジュール[14]とその逆の

変換を行うモジュール[15]のふたつである．両機構は，

ふたつの時点間の状態変化とそれを引き起す事象の

対応関係を定義した状態‐事象変換知識ベースと概

念オントロジーを用いて変換を行う．統合に当って，

次の機能を追加することで，ストーリーラインとストーリ

ー世界を，循環的な相互変換により，出力結果が変

化して行く機構とすることを可能にした．ストーリーライ

ン生成システムには，同一のストーリー世界から複数

のストーリーラインを生成し，それらを結合する機能を

追加した．ストーリー世界生成システムには，事象間

の時間（time）の空白部分や場所移動に関する事象

の移動先（to）の欠落を，ストーリー世界で自動的に

補完する機能を追加した．その際，一定確率で新た

な状態変化（新たな場所の追加や人物フレームの値

の変化）を発生させる． 

5.2 単一事象に対する広告風の異化処理 

物語生成システムの一応用として広告（風物語）生

成の研究を行って来た．その中の一機構として，物語

としての広告を構成する事象を構成する要素に対し

て一種の以下的処理を施し，物語に変化を付与する

という試みを行っている．この処理はテレビ広告の修

辞的分析の結果に基づいている．広告もまた構造と

して見れば物語であり，物語生成システムにおける物

語内容機構に適用することは可能である．そこで，5.1

節で述べた物語内容機構の結果に対して，広告シナ

リオの単一事象生成システム[16]を一部修正して結

合した．システムは，テレビ広告の分析をもとに定義し

た商品導入の修辞の諸タイプ[17]を，概念オントロジ

ーを用いて実装した．このシステムは，商品名をキー

とし，ひとつまたは複数の商品導入の修辞を適用した

広告風の単一事象を生成する．この仕組みは広告に

のみ特化したものとは限らず，ここではこれを応用し

て，ストーリーライン中から「物」が含まれる事象を選

択し，それをキーとして，修辞によって修飾された単

一事象を生成し，ストーリーラインに追加したり，スト

ーリーライン中の要素を置換したりすることが出来るよ

うにした．[6]や[12]の方法すなわち物語内容におけ

る第二の水準はまだ導入していないため，このストー

リーラインは階層構造を持たない．しかしここでは，物

語言説機構と結合するために，暫定的に「継起」関係

のみを用いて階層構造を作る．さらに事象の格要素

に記述された人，物，場所，時間の ID を名称に変換
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し，物語言説機構と物語表現機構の入力とする． 

5.3 物語言説機構 

ジュネット[18]を導入した物語言説機構の構想・設

計は，その後具体的な検討や部分的なシステム開発

を通して行って来た[19]．そしてその最初の統合版を

秋元と小方が開発した[20, 21]．このシステムは，ジュ

ネットの物語言説の分類[18]を物語の構造変換技法

（物語言説技法）として再構成・実装し，これを用いて

物語の構造変換を行う[19]．同時に，ヤウスの受容理

論[22]の考えを取り入れ，語り手と聴き手（共に機構）

の相互作用により，内部パラメータを調節して技法の

使用を制御することで，多様な物語言説を自動生成

する．統合に当り，意図的に物語言説を調節可能に

するため，「長さ」と「時間構造の複雑さ」というふたつ

のパラメータを用意し，ユーザがこれらを直接指定し

て生成を行う機能を追加した． 

5.4 自然言語機構 

自然言語機構全体としては，事象を表す基本文の

生成とその変形からなるシステムを構想しており[23]，

以下に示す 3 つの部分的な試作システムを結合した．

基本文の生成は，現在開発中の試作システム（未公

開）で行う．概念オントロジーの一部として，動詞の文

型パターンごとに名詞項と格要素の対応を定義し，

事象の格要素を文型パターンに当てはめて基本文を

生成する．基本文の変形を行うシステムは，基本文

（単文）を接続関係によって複文化するシステム[24]と，

アスペクチュアリティを対象とするパラメータにより動

詞の接尾辞を変形するシステム[23]のふたつある． 

5.5 映像機構 

ふたつのシステムから成る．いずれも映像表現ツー

ル TVML を使用する．最初のシステムは，概念表現

を入力として，原始的な CG 映像（TVML スクリプト）

を生成する[25]．登場人物，物，場所は登録された

CG モデルから選択され，人物の動作は予め手作業

で定義したものをデータベースとして用意し，これを

使用する．ふたつ目は，映画におけるカメラワークの

調査・分析に基づいて作成した複数のルールにより，

CG 映像に自動でカメラワークを適用した TVML スク

リプトを出力する[26]．現在，『東京物語』（小津安二

郎監督）の分析に基づくルールが定義されている． 

5.6 音楽機構 

表層表現機構は，言語，映像，音楽などの表現媒

体による表層表現の生成や構成を担当する部分であ

り，基本的な手順としては，物語の概念構造を表層構

造に変換するのであるが，しかし究極的にはもう尐し

大きなないし拡張された枠組みにおいてこれを構想

している．すなわち，概念表現から表層表現を一方

向的に生成するだけでなく，表層表現から概念表現

への変換を行うという逆方向の手順も想定する．これ

が実現されれば，概念表現と表層表現との間での一

種の循環的生成過程が可能になる．この仕組みは現

在，音楽表現の機構においてのみ試みており，将来

は言語や映像表現の部分に関しても実現して行きた

いと考えている．音楽機構は，自然言語機構や映像

機構とは異なり，概念表現と音楽の相互変換による

循環的物語生成を行う．この目的は，音楽変奏を通

じて，言語的な意味や概念にとらわれない物語生成

について考察することである（ふたつの試作システム

の開発を通した議論は[27]）．今回結合したシステム

[28]は，これまでの試作システムの循環を拡張したも

のであり，物語内容と原曲，物語言説と変奏曲をそれ

ぞれ対応付け，それら 4 つの間を相互変換する 6 つ

の機構から構成される．例えば，物語内容機構で生

成されたストーリーライン（これを階層化したもの）から

原曲を自動生成することも可能である．但し，音楽機

構で扱う概念表現は，システムの他の部分で扱う概

念表現と一部相違がある． 

6.実行例 

 この試みの目的は，今の段階では，実際に統合が

行われること，すなわち以上に概要を述べた幾つか

のモジュールが有機的に連動して動作することを確

認することである．以下，実行例として，入力を物語

内容におけるストーリーライン（『遠野物語』[29]137 話

に基づく）とし，様々なモジュールを経由して漸進的

に変換が行われて行くことを示す． 

 

[S0 入力（ストーリーライン）] 

＜基本文＞貧乏人が墓地に通る。女がむこうを行く。貧乏人が小

袋を譲り受ける。貧乏人が墓地から家に飛び出す。 

＜概念表現＞ 

((event 通る  (1) (type action) (ID 1) (time (time1 
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time2)) (agent age1) (counter-agent nil) (location loc1) 

(object nil) (instrument nil) (from nil) (to nil)) 

(event 行く  (4) (type action) (ID 2) (time (time2 

time3)) (agent age2) (counter-agent nil) (location loc2) 

(object nil) (instrument nil) (from nil) (to nil)) 

(event 譲り受ける (2) (type action) (ID 3) (time (time3 

time4)) (agent age1) (counter-agent nil) (location loc1) 

(object obj1) (instrument nil) (from nil) (to nil)) 

(event  飛び出す (4) (type action) (ID 4) (time (time4 

time5)) (agent age1) (counter-agent nil) (location loc1) 

(object nil) (instrument nil) (from nil) (to loc3))) 

[S1 ストーリー世界と循環 1回] 

＜基本文＞貧乏人が墓地から家に飛び出す。女がむこうに入り込

む。貧乏人が家より墓地まで落ちる。貧乏人が小袋を譲り受ける。

貧乏人が墓地から家に飛び出す。 

＜概念表現: age1：貧乏人，age2：女，obj1：小袋，loc1：墓地，

loc2：むこう，loc3：家＞ 

((event 飛び出す (4) (type action) (ID 1) (time (time1 

time1.5)) (agent age1) (counter-agent nil) (location 

loc1) (object nil) (instrument nil) (from nil) (to loc3)) 

(event 入り込む (1) (type action) (ID 2) (time (time1.5 

time2.5)) (agent age2) (counter-agent nil) (location 

loc2) (object nil) (instrument nil) (from nil) (to nil)) 

(event 落ちる (3) (type action) (ID 3) (time (time2.5 

time3)) (agent age1) (counter-agent nil) (location loc3) 

(object nil) (instrument nil) (from nil) (to loc1)) 

(event 譲り受ける (2) (type action) (ID 4) (time (3 4)) 

(agent age1) (counter-agent nil) (location loc1) (object 

obj1) (instrument nil) (from nil) (to nil)) 

(event 飛び出す (4) (type action) (ID 5) (time (4 5)) 

(agent age1) (counter-agent nil) (location loc1) (object 

nil) (instrument nil) (from nil) (to loc3))) 

 [S2 S1に対して CM レトリック事象を挿入] 

＜基本文＞貧乏人が墓地から家に飛び出す。女がむこうに入り込

む。貧乏人が家より墓地まで落ちる。貧乏人が小袋を譲り受ける。

ヤブ蚊が小袋を譲り受ける。貧乏人が墓地から家に飛び出す。 

＜概念表現は省略＞ 

[S2からの文生成] 

＊No.1 接尾辞変換：貧乏人が墓地から家に飛び出していく。女が

むこうに入り込んでいる。貧乏人が家より墓地まで落ちていく。貧

乏人が小袋を譲り受けようとする。ヤブ蚊が小袋を譲り受けてしま

う。貧乏人が墓地から家に飛び出していく。  

＊No.2 複文（順接）：貧乏人が墓地から家に飛び出して、女がむ

こうに入り込んで、貧乏人が家より墓地まで落ちる。そして、貧乏

人が小袋を譲り受ける。そして、ヤブ蚊が小袋を譲り受ける。そし

て、貧乏人が墓地から家に飛び出す。  

＊No.3 複文（ランダム）：貧乏人が墓地から家に飛び出す。そして、

女がむこうに入り込むには、貧乏人が家より墓地まで落ちる以上、

貧乏人が小袋を譲り受ける。また、ヤブ蚊が小袋を譲り受ければ、

貧乏人が墓地から家に飛び出す。 

＊No.4 複文（順接）&接尾辞変換：貧乏人が墓地から家に飛び出

していく。そして、女がむこうに入り込んでい、貧乏人が家より墓地

まで落ちていき、貧乏人が小袋を譲り受けようとし、ヤブ蚊が小袋

を譲り受けてしまって、貧乏人が墓地から家に飛び出していく。  

[EIZO1 S2からの映像：カメラワーク無し TVML（一部）] 

 

[EIZO2 EIZO1からのカメラワーク付き TVML（一部）] 

 

[S2の物語木 S2 を物語木に階層化したもの] 

($継起 ($継起 ($継起 

(event 飛び出す (4) (type action) (ID 1) (time (1 1.5)) 

(agent 貧乏人) (counter-agent nil) (location 墓地) 
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(object nil) (instrument nil) (from nil) (to 家)) 

(event 入り込む (1) (type action) (ID 2) (time (1.5 

2.5)) (agent 女) (counter-agent nil) (location むこう) 

(object nil) (instrument nil) (from nil) (to nil))) 

($継起 

(event 落ちる (3) (type action) (ID 3) (time (2.5 3)) 

(agent 貧 乏 人 ) (counter-agent nil) (location 家 ) 

(object nil) (instrument nil) (from nil) (to 墓地)) 

(event 譲り受ける (2) (type action) (ID 4) (time (3 4)) 

(agent 貧乏人) (counter-agent nil) (location 墓地) 

(object 小袋) (instrument nil) (from nil) (to nil)))) 

($継起 

(event 譲り受ける (2) (type action) (ID 1054) (time (3 

4)) (agent ヤブ蚊) (counter-agent nil) (location 墓地) 

(object 小袋) (instrument nil) (from nil) (to nil)) 

(event 飛び出す (4) (type action) (ID 5) (time (4 5)) 

(agent 貧乏人) (counter-agent nil) (location 墓地) 

(object nil) (instrument nil) (from nil) (to 家)))) 

[D1 S2の物語木からの言説生成] 

＜基本文＞貧乏人が墓地から家に飛び出す。女がむこうに入り込

む。[女が生まれる。女が育つ。]貧乏人が家より墓地まで落ちる。

貧乏人が小袋を譲り受ける。ヤブ蚊が小袋を譲り受ける。貧乏人

が墓地から家に飛び出す。ヤブ蚊が小袋を譲り受ける。貧乏人が

墓地から家に飛び出す。[貧乏人が回想する。ヤブ蚊が小袋を譲

り受ける。] 

＜概念表現（冒頭の部分のみ）＞ 

($継起 ($継起 ($継起 

(1 (event 飛び出す (4) (type action) (ID 1) (time (1 

1.5)) (agent 貧乏人) (counter-agent nil) (location 墓

地) (object nil) (instrument nil) (from nil) (to 家))) 

($現在-過去 (2 (event 入り込む (1) (type action) (ID 2) 

(time (1.5 2.5)) (agent 女 ) (counter-agent nil) 

(location むこう) (object nil) (instrument nil) (from 

nil) (to nil)))                                ;;;以下省略 

[D1からの文生成] 

＊No.1 接尾辞変換：貧乏人が墓地から家に飛び出していく。女が

むこうに入り込んでいる。女が生まれてくる。女が育っていく。貧乏

人が家より墓地まで落ちていく。貧乏人が小袋を譲り受けようとす

る。ヤブ蚊が小袋を譲り受けてしまう。貧乏人が墓地から家に飛

び出していく。ヤブ蚊が小袋を譲り受けてしまう。貧乏人が墓地か

ら家に飛び出していく。貧乏人が回想し出す。ヤブ蚊が小袋を譲り

受けてしまう。 

＊No.2 複文（順接）：貧乏人が墓地から家に飛び出し、女がむこう

に入り込む。女が生まれ、女が育ち、貧乏人が家より墓地まで落

ちる。そして、貧乏人が小袋を譲り受けて、ヤブ蚊が小袋を譲り受

ける。そして、貧乏人が墓地から家に飛び出す。ヤブ蚊が小袋を

譲り受ける。そして、貧乏人が墓地から家に飛び出し、貧乏人が

回想する。ヤブ蚊が小袋を譲り受ける。 

＊No.3 複文（ランダム）：貧乏人が墓地から家に飛び出すが、女

がむこうに入り込む。女が生まれるところで、女が育つように、貧

乏人が家より墓地まで落ちる。そして、貧乏人が小袋を譲り受ける。

その時、ヤブ蚊が小袋を譲り受けると、貧乏人が墓地から家に飛

び出す。ヤブ蚊が小袋を譲り受けるので、貧乏人が墓地から家に

飛び出す。だから、貧乏人が回想する。ヤブ蚊が小袋を譲り受け

る。  

＊No.4 複文（順接）&接尾辞変換：貧乏人が墓地から家に飛び出

していき、女がむこうに入り込んでいる。女が生まれてきて、女が

育っていき、貧乏人が家より墓地まで落ちていく。そして、貧乏人

が小袋を譲り受けようとする。そして、ヤブ蚊が小袋を譲り受けて

しまい、貧乏人が墓地から家に飛び出していく。ヤブ蚊が小袋を譲

り受けてしまい、貧乏人が墓地から家に飛び出していく。そして、

貧乏人が回想し出す。ヤブ蚊が小袋を譲り受けてしまう。  

[D2 S1 から音楽機構による言説化（S1→原曲→変

奏曲→言説）] 

ヤブ蚊が小袋を譲り受ける。貧乏人が墓地から家に飛び出す。貧

乏人が家より墓地まで落ちる。貧乏人が小袋を譲り受ける。貧乏

人が墓地から家に飛び出す。女がむこうに入り込む。（※原曲・変

奏曲は別ファイル（MIDI）として格納） 

[原曲：YAMAHA XGworks ST V2.0.3Jにより MIDI ファイル

から自動採譜したため一部不正確] 

 

[変奏曲] 
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7.結びに代えて―発展のための展望的考察 

物語生成システムのような困難なプログラムを純粋

にトップダウンの観点からのみ開発することは非常に

難しい．その意味で，最低限の共通要素を持たせた

システムをボトムアップに結合して試しに動かしてみ

るというアプローチからは，たとえ結果が不完全であ

っても，多くの知見が得られる可能性もある．今回も，

実行例に示したように，トップダウンに決定した生成

過程とは異なる様々な経路が可能になることが明らか

になった．相互に独立して，個々の水準でも稼動する

物語生成の機能（関数）の集合体として物語生成シス

テムを構成し，同時にその組織化を柔軟に組替える

ことが可能になる，という方向性の確認である． 

今回はまだ出力結果自体の評価には及ばない．

実行例に見るように出力結果そのものは非常に不完

全であるが，支援的な利用の可能性もある[30, 31]．

しかし個々の事象や文などにおける矛盾，事象どうし

の関係における矛盾などの基本的な誤り，さらに個々

の事象や文などの不自然さ，事象どうしの関係にお

ける不自然さなどの問題は，主に概念オントロジーの

構成に関連した基礎的問題であり，解消しておくこと

が必須である．その後に，より高度な物語としての修

辞の問題の検討に入ることが可能となる． 

今後は統合の水準と個々のモジュールの水準双

方を連動・並行させながら進めて行くことになるが，以

下に，その作業を想定して幾つかの主題について大

局的な観点からの問題点を列挙しておく． 

(1) 構造生成の方法との結合 

既存の要素研究で今回統合されていないものも多

数存在することは前に述べたが，特に物語の構造を

扱う部分が欠落しているので，全体としての筊の尤も

らしさが失われやすい．現状の出力における物語とし

て見た場合の問題点のひとつはそれに由来する．前

述のプロップに基づくシステムも，物語技法と物語戦

略によるシステムも，生成される物語は階層的な構造

として表現し，生成過程の中でも階層的な構造的知

識を利用している．特に後者は，共通の機構の中に

プロップの方法をも含めた様々な方法を融合可能な

枠組みとなっており，構造的方法としても，談話関係，

スキーマ，ストーリーグラマー，目標計画プランニング，

演劇的構造などの諸種のものを統合出来る枠組みで

ある．統合システムに導入可能な形でこの部分の研

究開発を改めて組織化し直すことが一目標となる． 

(2) 生成の制御あるいは物語戦略の問題 

物語言説の部分では，幾つかの生成用パラメータ

を設定しシステムがそれを満足する出力の設計を行う

という方法を実装している[20, 21]．その他の部分は

生成の節目ごとの選択肢に対して人手や無作為選

択等で対処しているだけであるが，このパラメータ集

合を使った生成制御の方法はもともと[6]で物語戦略

として提案したものである．これを統合システム全体

の制御ないし戦略に拡張することも検討課題となる． 

(3) 媒体表現の方針 

表層表現機構は，言語，映像，音楽などの表現媒

体による表層表現の生成や構成を担当する部分であ

り，基本的な手順としては，物語の概念構造を表層構

造に変換するが，究極的にはもう尐し大きなないし拡

張された枠組みにおいてこれを構想している．すなわ

ち，概念表現から表層表現を一方向的に生成するだ

けでなく，表層表現から概念表現への変換を行うとい

う逆方向の手順も想定する．これが実現されれば，概

念表現と表層表現との間での一種の循環的生成過

程が可能になる．この仕組みは現在，音楽表現の機

構においてのみ試みており，将来は言語や映像表現

の部分に関しても実現して行きたいと考えている． 

(4) 評価についての大局的方針 

筆者らは物語生成システム研究における評価の問

題を暫定的に整理した[32]．大局的な方針としては，

物語生成システムの評価は多元的であるべきである，

つまり一元的評価基準は存在しないという思想（考え

方の基盤）に立つ．例えば極端な例であるが，「自然

さ」，「役に立つ」，「一流の人や機関の支援」等々の

方針があり得て，有意義なものと考えられる傾向があ
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るが，それとても，権力の保存や制度の保存（例えば

大学なら評価基準や学会等）に貢献するという（筆者

から見れば）負の側面も持つ．不自然さ（意図せざる

／意図的な），稚拙さ，退屈さ，等々というのは普通

は負の性格と考えられがちであろうが，そのようなもの

もひとつの方向性として検討する価値を持つ（例えば

金井は退屈さの積極的価値を論じている[33]）． 

(5) 構成的物語論について 

ここで構成的物語論と呼ぶものの目的はひとつに，

システムの構成を通じて，物語に如何なる構成要素

が存在し，如何なる手順で組み合されているかという

ことを探求する科学的ないし学問的方向性と関わるも

のである．さらに，既存の文学理論を実験的に検討し

たり拡張したりする方法としてもあり得る．これは以前

提案した拡張文学理論 [7,8]と重なる．もうひとつは，

システムの出力結果その物やそれに加工を加えたも

のを利用して，作品の制作につなげて行く，文学的・

芸術的もしくは実践的な方向性と関わる． 

(6) 制約の自覚とその積極的活用について 

例えば，歌舞伎の一源流は人形浄瑠璃であるが，

義太夫狂言は人形浄瑠璃という制約の芸能（人形の

動作の点及び物語の作り物性という点）を歌舞伎に

移行し制約を伴った一種の機械的記号的な型とする

ことによって極めて高度な演劇性・物語性を達成した．

不自由なもの・制約からの芸術的昇華の一例である．

コンピュータはその万能性の側面のみが喧伝されて

いるが，実際それは他の媒体と並立する一媒体であ

り，その特徴と制約においてコンピュータたり得ている．

コンピュータによる，あるいはコンピュータを使った芸

術や文学が未来に存在し得るとすれば，その制約を

逆手に取った上で生産的なものとなるかも知れない． 

(7) 「実世界とテクスト」 

統合システムの最終的な目的は，物語生成システ

ムを実世界に達するようにすること，つまり作品の制

作である．作品は形式的側面に支えられて内容的要

素を持つ．このようなことを考えている時，2010 年度

の人工知能学会全国大会で森田が「実世界とテクス

ト」という題目で発表を行った[34]．その中で現在従

事している長崎県五島列島における観光ルート開発

プロジェクトが紹介された．これは狭義のコンピュータ

システムの開発ではないが現実社会における一種の

物語生成であり，筆者にとっても実社会とテクストとい

う問題が切実なものとなりつつある．これまで専ら技術

的及び形式的な問題を扱って来たが，技術や形式は

それと結び付いた内容の側面を伴っており，その部

分は物語生成システムまたはそれによって生成され

るテクストが実社会と結び付く部分である．単純に考

えれば，小説などの物語を作る際の所謂支援システ

ムとして位置付け使用するという方向性と，内容的な

テクストをシステム中に何らかの形で一種の知識ベー

スとして保管する方向性とがあるが，これらは相反す

るもの，二者択一のものという訳ではなく，それぞれの

中身にも従来の固定観念を超えた様々な可能性があ

るだろう．この場合の内容的な知識というのは一般的

なものではなく，筆者自身において重要な，個別的な

ものである．それは筆者にとって遠野物語やプロップ

等々よりも切実なものでなければならない． 
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1. はじめに 
 本研究の目的は，携帯電話とパソコンの画面サ

イズの違いが，電子メールの理解の正確さや読み

やすさ，理解時間に与える影響を検討することで

ある． 

一般的に，電子メール（以下，単に「メール」

と記す）のやりとりは携帯電話かパソコンを使っ

て行われている．携帯電話の場合は，一行に 15

程度の文字が表示される．一方，パソコンの場合，

40～100 程度の文字が一行に表示される．これら

はメールソフトやフォントサイズに左右されるも

のの，一行の文字数は両者の間に決定的な違いが

ある． 

こうした違いのために，携帯電話で読むことを

想定して書かれたメールをパソコンで読むと，頻

繁に改行されることになる．逆に，パソコンで読

むことを想定して書かれたメールを携帯電話で読

むと，数行ごとに不規則に改行が起こることにつ

ながる．こうしたことは，文章の読みにくさや稚

拙な印象につながり，ひいては文章理解にも影響

があると考えられる．そこで，本研究では携帯電

話とパソコンを用い，携帯電話とパソコンの文章

理解に大きく関係していると考えられる改行位置

に着目し，メールの文章理解について検討した． 

パソコンのディスプレイ上に表示された文章理

解の正確さについては多くの研究が行われている．

Hass(1986)は文章の校正におけるパソコン画面

の影響を検討した[1]．その結果，紙とパソコン画

面では，紙よりもパソコン画面の方が読み能率が

低下し，また，パソコン画面のサイズが小さくな

るにつれ読みにくくなることを報告した．後藤

(2005)では Hass(1986)の手順に倣い日本語文章

を使用して実験を行った結果，紙とパソコン画面

で読み能率に差が見られなかった[2]．後藤(2005)

によれば，Hass(1986)と異なる結果が得られた原

因の 1 つにはパソコン画面の質の向上と関係して

いるとしている．さらに，清原・中山・木村・清

水・清水(2003)は印刷物と CRT ディスプレイ，お

よび液晶ディスプレイに文章を表示し，文章理解

度を測定する実験を行った．その結果，文章理解

度は CRT ディスプレイ，液晶ディスプレイ，印刷

物の順に高くなる傾向にあった[3]． 

携帯電話でのメールとパソコンでのメールの比

較においては，作成に用いたデバイスによってレ

ポートの文章と文脈についての印象が異なること

が明らかになっている．佐々木・石川(2006)によ

ると，携帯電話でのレポートメールでは「つまっ

ている」印象をより感じる傾向が見られ，パソコ

ンでのレポートメールでは「読みやすさ」，「空間

がある」印象をより感じる傾向が示されている[4]． 

この結果を踏まえると，パソコンでのメールは，

字下げの段落があり段落がはっきりするために読

みやすさが増す一方，携帯電話でのメールは段落

が作りにくいために文章が詰まった印象を受ける

と言える．このことは眼球運動の観点からも支持

される．行かえ直後の行の始めには，1 度読んだ
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行に移る動きである逆行がしばしば見られること

が確認されている(邑本，1998)[5]．一般的に，携

帯電話は紙面やパソコンよりも 1 行あたりの呈示

文字数が少ないため，行かえが多くなり無意識な

逆行が増えると考えられる．こうした事実からは，

携帯電話ではスクロールの「疲労」に加えて視点

移動の「疲労」が 2 重に重なることで，文章の読

み効率や文章理解の正確さが低下すると考えられ

る．以上のことから，携帯電話とパソコンの画面

サイズの違いと文章の改行は文章理解の正確さに

影響を与えている可能性があると考えられる． 

そこで本研究では，2 つの実験を通してパソコ

ンと携帯電話のメールの読みの違いについて検討

した．具体的には，まず実験 1 で，パソコンの画

面サイズの違いと，それに伴って変化する文章の

改行が，文章理解の正確さにどのような影響を与

えるのかを明らかにするための実験を行った．ま

た，実験 2 では，携帯電話とパソコンの画面サイ

ズの違いが，文章理解時間に与える影響を検討し

た． 
 
2. 実験１ 

実験 1 では，携帯電話とパソコンの画面サイズ

の違いが文章理解の正確さにどのような影響を与

えるのかを検討した．具体的には，実際の携帯電

話とパソコン，および紙のそれぞれに改行の有無

を操作した文章を呈示して，文章理解の正確さを

調べた．文章理解の正確さの程度を測る指標とし

て，文章理解テストとその回答に対する確信度を

用いることとした． 

2-1. 方法 

2-1-1 被験者 
北星学園大学の学生 44 名(男性 5 名，女性 39

名)が実験に参加した． 

2-1-2. 実験計画 

2 要因 2 水準の混合計画を用いた．1 つ目の要

因はデバイス要因(携帯条件/パソコン条件)であり，

被験者内要因とした．2 つ目の要因は改行要因(改

行あり条件/改行なし条件)であり，被験者間要因

とした．統制条件として，紙における改行なし条

件を設けた． 

2-1-3. 材料 

本実験に参加しない大学生に対して行った予備

調査により，約 800 字の文章を 3 種類使用するこ

ととした．内容は「アルコールについて」，「国旗

について」および「ショックについて」であった． 

改行あり条件においては，どちらのデバイスも

呈示する文章を 30 字ごとに改行を行った．改行

なし条件においては，どちらのデバイスも呈示す

る文章の改行を操作しなかった． 

携帯電話やパソコンに呈示するフォントや文字

の大きさはすべて標準のものとした．画面の背景

はすべて白とし，フォントの色はすべて黒とした． 

2-1-4. 装置 

携帯条件では，携帯電話 (DoCoMo FOMA 

P902iS)を使用しメール受信 BOXで文章を呈示し

た．一方，パソコン条件では，ノート型パソコン

(TOSHIBA 製 dynabook TX/450DS)を使用し，フ

リーソフトの AL-Mail32 のメール受信画面で文章

を呈示した． 

2-1-5. 手続き 

実験は騒音のない静かな部屋にて個別に行った．

被験者には携帯条件とパソコン条件と統制条件に

それぞれ割り当てて呈示した．3 セットの材料は

携帯条件とパソコン条件と統制条件の間で重複さ

せずにランダムで割り当て，それぞれの呈示順も

ランダムであった．問題材料は紙に呈示した． 

被験者への教示は実験開始時に行った．文章の

読解時間を 4 分とし，4 分を超えた場合は文章を

読むのを途中で止め，問題の回答に移ることを教

示した．4 分という時間は，予備調査によってほ

ぼ全文を読解し終えるということがわかっている

時間であった． 

文章読解後，文章に関する問題を解かせ，回答

への確信度評定を 7 段階(1：絶対回答は間違って

いる～7：絶対回答は合っている) で行わせた． 

2-2. 結果と考察 

 被験者 44 名のうち，制限時間内に文章を読み

終えることの出来なかった被験者が 5 名いた．そ

のためこの 5 名を分析の対象から除外し，計 39
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名を本実験の分析対象とした． 

被験者の回答結果を本実験に参加していない大

学生 3 名に採点させ，3 人の合計得点を文章の理

解度とした．その上で全 10 問中の理解度と確信

度を分析対象とした． 

まず，文章の理解度について，条件ごとの結果

を図 1 に示す．デバイス要因と改行要因を独立変

数とし，理解度を従属変数として繰り返しのない

分散分析を行った．その結果，デバイス要因の主

効果(F[1,74] = 0.05, n.s.)および改行要因の主効果

は見られなかった(F[1,74] = 0.17, n.s.)．また，交

互作用も見られなかった(F[1,74] = 0.27, n.s.)． 

図 2 条件別平均確信度 

次に，回答の確信度について，条件ごとの結果

を図 2 に示す．デバイス要因と改行要因を独立変

数とし，確信度を従属変数として繰り返しのない

分散分析を行った．その結果，デバイス要因の主

効果(F[1,74] = 0.37, n.s.)および改行要因の主効果

は見られなかった(F[1,74] = 0.39, n.s.)．また，交

互作用も見られなかった(F[1,74] = 0.13, n.s.)． 

最後に，統制条件と条件ごとに文章の理解度と

回答の確信度を比較した．統制条件と条件ごとの

理解度において対応のあるサンプルの t 検定を行

った．その結果，統制条件と携帯条件の改行あり

条件(t[18] = -0.03, n.s.)および携帯条件の改行な

し条件に有意な差が見られなかった(t[20] = -0.18, 

n.s.)．また，統制条件とパソコン条件の改行なし

条件(t[19] = 0.64, n.s.)および統制条件とパソコン

条件の改行なし条件に有意な差が見られなかった

(t[18] = -1.00, n.s.)．回答の確信度についても同様

の分析を行なった．その結果，統制条件と携帯条

件の改行あり条件(t[17] = 0.40, n.s.)および統制条

件と携帯条件の改行なし条件の間に有意な差が見

られなかった(t[20] = 0.93, n.s.)．また，統制条件

とパソコン条件の改行なし条件(t[19] = 0.59, n.s.)

および統制条件とパソコン条件の改行なし条件の

間にも有意差は見られなかった (t[18] = -0.42, 

n.s.)． 

 以上のように， 文章理解の正確さについては，

仮説に反して携帯電話とパソコンでの文章理解の

正確さに差が見られなかった．紙面での文章理解

の正確さと携帯電話とパソコンでの文章理解の正

確さにも差が見られず，後藤(2005)を肯定する結

果が得られた．また，改行の有無についても，携

帯電話とパソコンにおいて文章理解の正確さに差

が見られなかった． 

 しかしこれらの結果が，即，デバイスの違いや

改行の有無に関わらず，同様の文章理解がされて

いたとは考えにくい．たとえば，文章呈示時間の

4 分を超えた被験者は携帯電話のみであったこと

は，携帯電話とパソコンの文章理解の正確さには

何か別の違いがある可能性を示している．この可

能性を検討するため，実験 2 を行うこととした． 

 
３. 実験２ 
 実験 2 では，読みやすさの指標として文章の理

解時間を用いた．まず，携帯電話とパソコンの画

面に文章を呈示し理解時間を測定した．次に，文

章の内容を問う文章理解テストとその回答に対す

る確信度を測定した．それ以外は，基本的に実験

1 と同じであった． 
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3-1. 方法 

3-1-1. 被験者 
図 1 条件別平均理解度 
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図 3 使用した携帯条件の画面サンプル 図 4 使用したパソコン条件の画面サンプル 

北星学園大学の大学生および大学院生 47 名(男

性 11 名，女性 36 名)が実験に参加した． 

 実験は騒音のない静かな部屋にて個別に行った．

パソコンと被験者との距離はおおよそ 63cm であ

った．これは，画面上の文字を明確に読み取るこ

とが出来る距離であった．3 セットの材料は携帯

条件とパソコン条件と統制条件の間で重複させず

にランダムに割り当てた．問題材料は紙面に呈示

した． 

3-1-2. 実験計画 

 1 要因 3 水準の実験計画を用いた．要因は文章

呈示要因(携帯条件/パソコン条件/統制条件)であ

った．統制条件とは紙面で文章を呈示する条件で

あった．これらは被験者内要因とした． 

3-1-3. 材料  被験者には画面あるいは紙面で文章を読み，そ

の後その文章についての問題を解くことを伝えた．

さらに，文章は 1 度しか読むことが出来ないこと，

文章の読み時間や問題の回答時間には制限を設け

ていないことを教示した．練習試行後，紙面での

本試行を行い，続けて携帯条件とパソコン条件の

本試行を開始した． 

 実験 1 と同様の方法で決定した約 600 字の文章

を使用した．文章は紙面かパソコン画面を用いて

呈示した．携帯条件ではパソコン画面上で携帯画

面を模した画面を用いて，パソコン条件ではパソ

コンの画面を用いて，それぞれ文章を呈示した（図

3，4)．パソコン画面に呈示するフォントはすべて

MSP ゴシックとした．フォントサイズは準備画面

の文字を 80pt，開始画面および終了画面の文字を

50pt とした．また，携帯条件の文章を 10pt，パソ

コン条件の文章を 12pt で呈示した．文章を呈示す

る範囲は携帯条件を縦 6.4cm 横 4.2cm，パソコン

条件を縦 20.2cm 横 27.3cm とした．画面の背景

はすべて白とし，フォントの色はすべて黒とした．

統制条件では紙面を用いた． 

 携帯条件では画面の中心のみに，パソコン条件

では画面全体に，それぞれ文章が呈示された．携

帯条件については，1 画面分の文章を読み終え，

被験者がスペースキーを押すことによって次の画

面へ進むように設定した．すべての文章を読み終

えた後に，被験者に文章に関する問題を解かせ，

回答への確信度評定も行わせた．携帯条件とパソ

コン条件の順序はランダムであった．また，材料

の呈示順序もランダムであった． 3-1-4. 装置 

Cedrus 社の心理学実験用ソフトウェア

SuperLab Pro ver.2.04 をインストールしたパソ

コン(TOSHIBA 製 dynabook TX/450DS，画面サ

イズ: 15 インチ)を用いた．試行の際には被験者に

スペースキーのみを使用させた 

3-2. 結果と考察 

 被験者 47 名のうち，以前に文章を読んだこと

があるという被験者，回答に不備のあった被験者

が 14 名いた．そのためこの 14 名を分析の対象か

ら除外し，計 33 名を本実験の分析対象とした．

文章呈示要因を独立変数とし，文章の理解度と回3-1-5. 手続き 
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答の確信度および文章の理解時間を従属変数とし

て，それぞれ繰り返しのある分散分析を行った．

文章の理解度については，実験 1 と同様の方法で

採点した．理解時間については，携帯条件とパソ

コン条件では，開始画面の後被験者がスペースキ

ーを押してからすべての文章を読み終えるまでの

時間を理解時間とした．統制条件では，文章の書

かれた紙面を呈示されてから被験者が読み終わる

までの時間を理解時間とした． 
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図 6 文章呈示別平均確信度 
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文章の理解度については，文章呈示要因を独立

変数とし，理解度を従属変数として繰り返しのあ

る分散分析を行った．その結果，文章呈示要因の

主効果は見られなかった(F[2, 64] = 1.3, n.s.，図

5)．また，回答の確信度については，文章呈示要

因の主効果は見られなかった(F[2, 64] = 2.7, n.s.，

図 6)． 一方，文章の理解時間については文章呈

示要因の主効果見られたため(F[2, 64] = 7.8, p 

< .001，図 7)，Bonferroni 法による多重比較を行

った．多重比較の結果，携帯条件と統制条件間(p 

< .001)，パソコン条件および統制条件間(p < .01)

において有意差が見られた．携帯条件とパソコン

条件において有意差は見られなかった． 

図 7 文章呈示別平均理解時間 

 このように，文章理解の正確さについては，理

解度および回答の確信度のいずれにおいても，携

帯電話とパソコン，携帯電話と紙面およびパソコ

ンと紙面すべてに差が見られなかった．一方，文

章の読みやすさについては，携帯電話での理解時

間とパソコンでの理解時間に差が見られなかった

のに対し，紙面での理解時間は，携帯電話やパソ

コンでの理解時間よりも短くなった．このことは，

携帯電話とパソコンは，紙面には劣るものの，画

面サイズに関わらず同様に文章を理解することが

できることを示している． 

 実験 2 は実験 1 と携帯電話での文章の呈示方法

が異なっており，その違いが理解時間の差異につ

ながったと考えられる．この原因として，携帯電

話の文章の読解処理には画面サイズだけではなく

携帯電話の操作性が関わっている可能性が考えら

れる． 

携帯電話とパソコンでは正確さと読みやすさに

差が見られなかったのは，携帯電話の質の向上に

因るところが大きいと考えられる．あるいは，本

研究の被験者である大学生や大学院生は，パソコ

ンよりも携帯電話の方が使い慣れており，結果的

に携帯電話での文章理解とパソコンでの文章理解

が同程度だったということも考えられる． 

いずれにしても，実験 2 の結果からは，総じて

携帯電話とパソコンでは文章の理解度と読みやす

さには違いはなく，パソコンよりも携帯電話の方

が読みにくいという一般的な印象は必ずしも正し

くないと結論づけてよいであろう． 
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4. 総合的考察 
 本研究の目的は，携帯電話とパソコンというデ

バイスの違いが，文章理解の正確さにどのような

影響を与えるのかを検討することであった． 
図 5 文章呈示別平均理解度  2 つの実験の結果，基本的には，携帯電話でも
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パソコンでも，文章は正確に理解することができ

るということが明らかになった．本研究のまとめ

として，今後の展望を述べる． 

 まず，実験 1 を佐々木・石川(2006)と比較する

と，理解の程度を測る指標が異なっており，その

違いが結果の差異につながったと考えられる．す

なわち，佐々木・石川(2006)では携帯電話でのメ

ールとパソコンでのメールの「印象」や「感性」

を評価させており，文章理解の正確さの程度は検

討されていない．それに対し，本研究では，文章

理解テストを使い，文章理解度を数値化する形に

なっていた．このように，先行研究ではパソコン

でのメールよりも携帯電話でのメールの方が読み

やすいという主観的評価がなされている一方で，

本研究では文章理解の正確さという客観的評価を

検討していた．このことから，まず主観的評価と

客観的評価の整合性を適切に評価することが必要

であると考えられる． 

 また，実験 2 において実験 1 と異なる結果が得

られたことは，携帯電話の文章理解には，携帯電

話そのものに対する操作が関わっている可能性を

示している．今後は携帯電話のキー操作など，他

の操作性に着目して文章理解の正確さと理解時間

を測定することによって，携帯電話での文章理解

の正確さと読みやすさにどのような操作が影響し

ているのかを検討することが必要であろう． 

 「モバイルレポート issue16: 携帯電話の液晶

画面」(株式会社ネプロジャパン，2004)によれば，

「あなたの液晶画面の大きさは満足している？」

という設問には全体の約 50%が「丁度よい」と回

答し，「液晶画面に不便を感じることは何です

か？」という設問については，10 代～20 代の約

95%が「字が小さくて見づらい」とは感じていな

かった[6]．現在の携帯電話と 10 年前の携帯電話

を比較すると，おおよそ，縦横が約 10mm ずつも

大きくなっている．こうした質の向上が，携帯電

話とパソコンの文章理解に差が見られなかった理

由となったと同時に，携帯電話でもパソコンと同

様の文章伝達が可能であることを強く示している

と言えよう． 

 今後は，文章読解とともに，文章入力の作業に

ついて詳細に検討することも必要であろう．例え

ば，携帯電話とパソコンの画面サイズの違いが文

章入力や文章作成の入力時間，さらには誤入力数

に与える影響を検討することは，携帯電話をより

使いやすくするために，いわば認知科学的視点か

らの改良につなげることが出来ると考えられる． 
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思考の言語化が洞察問題解決に及ぼす影響の検討 

－言語化の方向づけと問題の性質に着目して－ 
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Abstract 

We examined the effects of verbalization on insight 

problem solving. Ninety-nine students from Chubu 

University were randomly assigned to one of the three 

conditions: descriptive, failure-focused, and irrelevant 

verbalization. In all three conditions, the participants 

were asked to solve the problem for two minutes and 

the three-minute verbalization phase was followed. 

After that, the participants were required to solve the 

problem again for four minutes. During the 

verbalization phase, the participants in the descriptive 

verbalization condition were asked to write out how 

they would solve the problem. In the failure-focused 

verbalization condition, they were required to write 

down how they tried to solve the problem and the 

ways they thought inappropriate for solving the 

problem. In the irrelevant verbalization condition, they 

were asked to explain a word irrelevant to the problem. 

The results revealed that verbalization disrupted 

solving the “water lily” problem in the failure-focused 

verbalization conditions. Based on the results, how the 

effects of verbalization on insight problem solving 

emerge was discussed in terms of type of verbalization 

and problem property. 
 
Keywords ― Insight problem solving, 

Verbalization,  Verbal overshadowing effect 

 

1. 問題と目的 

  本研究では，自らの思考過程を言葉に置き換え

ること（以下，言語化）が洞察問題解決に及ぼす

影響を明らかにすることを目的とした。Schooler, 

Ohlsson, & Brooks (1993) は，なぞなぞ形式の洞

察問題を題材として，言語化が洞察問題解決に及

ぼす影響を検討した。具体的には，6 分間の解決

時間の 3 分の 1 が経過した時点で，実験参加者に

「どのようにして問題に取り組んでいたか」を言

語的に記述するよう求めた。その後，残りの時間

が経過するまで問題に取り組ませ，制限時間内に

解決出来た問題数について統制条件との比較を行

った。その結果，自らの思考過程を振り返って言

語化を行った条件で成績が悪くなるという言語隠

蔽効果 (verbal overshadowing effect) が示され

た。 

Kiyokawa & Nakazawa (2006) は，言語化が制

約緩和に及ぼす影響を直接検討可能なＴパズルを

用いて，Schooler et al. (1993) の追試を行った。

その結果，彼らの結果を追認するとともに，自ら

の思考過程を言語化することが解決を妨害してい

る制約の緩和を抑制していることを示した。 

それに対して，清河・永山  (2007) では，

Kiyokawa & Nakazawa (2006) 同様，Ｔパズルを

用いて，「自分の解き方のうち『よくなかった』と

思うところ」を言語化する「反省的言語化」が洞

察問題解決に及ぼす影響を検討した。その結果，

反省的言語化であれば，洞察問題解決を促進する

ことが示唆された。このことから，言語隠蔽効果

が生じるのは，言語化全般ではなく，自らの思考

過程を記述する形での言語化（以下，記述的言語

化）に限定される可能性が示唆された。 

しかし，清河・永山 (2007) と Kiyokawa & 

Nakazawa (2006) とでは，言語化の方向づけ以

外にも手続き的な違いがあり，効果の違いが言語

化の方向づけに帰属出来るかどうかには検討の余

地が残されていた。そこで，清河・桐原 (2008) で

は，Schooler et al. (1993)と同じなぞなぞ形式の

洞察問題でも反省的言語化の促進効果が見られる

のかという点について，記述的言語化と反省的言
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語化を同一実験内で直接比較する形で検討した。

また，Schooler et al. (1993) では問題ごとの検討

が行われていなかったのに対して，Fleck & 

Weisberg (2004) によって，問題の性質による言

語化の影響の出方の違いが指摘されていることか

ら，問題ごとの検討を実施した。その結果，記述

的言語化によって生じるとされる言語隠蔽効果は，

全ての問題で見られるわけではなく，「睡蓮」問

題でのみ生じていた。また，反省的言語化に関し

ては，記述的言語化とは異なり，言語隠蔽効果は

どの課題に関しても見られなかったものの，清

河・永山（2007）で見られた反省的言語化による

促進効果も示されなかった。 

この結果は，問題の性質の違いによって言語化

の効果が異なることを示唆するものであるが，そ

れ以外にも，教示で促した反省的言語化が 2 分間

という短い時間では十分になされなかったという

手続き的な要因の影響も考えられた。具体的には，

自らの思考プロセスを振り返った上で，その問題

点を特定することが出来なかった可能性があった。

そこで，本研究では，まず，自らの思考プロセス

を振り返らせた後に，その中で「よくなかった」

と思う点を特定するという二段階の反省的言語化

を促す教示に改めた上で，清河・桐原 (2008) の

追試を行うこととした。 

 

2. 方法 

2.1  実験参加者 

中部大学の学部生 99 名が実験に参加した。実

験は 6 名までの集団実施形式で実施した。 

2.2  材料 

Schooler et al. (1993) で用いられた 7問を日本

語に訳して使用した（表 1 参照）。問題は１問ず

つ呈示し，１問あたりの制限時間は 6 分間とした。 

表 1 使用された問題（図は Schooler et al. (1993)より引用した） 

10 コイン 下の図の中の円を３つだけ動かして，逆さまの三角形を作って下さい。 

 

ロープ 囚人が塔から逃げようとしていました。彼は独房で，１本のロープを見つけました。そのロープ

は，安全に地上に降りられる長さの半分の長さしかありませんでした。彼はそのロープを半分に

分けて，それらを結んで脱出しました。彼はどのように脱出したのでしょうか？ 

偽コイン ある古銭商が，コインを買ってほしいという依頼を受けました。そのコインは，片面に王の肖像

があり，もう片面には「B.C.544（紀元前 544 年）」と刻印されていました。その古銭商はそのコ

インを調べて，それを買わずに警察を呼びました。なぜでしょう？ 

ブタ 9 匹の豚が正方形の囲いの中にいます。正方形の囲いをさらに 2 つ描き加えて，1 つの囲いの中

には 1 匹ずつになるようにしてください。 

 

 

カード 横 3 インチ（7.5cm），縦 5 インチ（12.5cm）の紙に穴を開けて，あなたの頭が通るようにする

にはどうすればよいでしょうか？ 

ピラミッド 大きな鉄製のピラミッドが，バランスを保ちながら逆さまに立っています。そのピラミッドは少

しでも動かすと倒れてしまいます。そのピラミッドの下には１万円札が挟んであります。ピラミ

ッドを動かさずにお札を取り除くにはどうすればいいでしょうか？ 

睡蓮 睡蓮の花は 24 時間で 2 倍に増えます。夏の初めに，湖に 1 本の睡蓮の花があり，その湖が完全

に覆われるのに 60 日かかりました。湖の半分が睡蓮の花で覆われたのは何日目だったのでしょ

うか？ 
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2.3  手続きと条件 

実験は問題に取り組む「解決フェーズ」と所定

の内容を回答用紙に言語的に記述することを求め

られる「言語化フェーズ」から構成されていた。

言語化フェーズは，開始 2 分後挿入された。この

言語化フェーズにおいて求められる言語化内容の

異なる 3 条件を設定した。具体的には，自分が最

初の 2 分間の解決フェーズでどのように考えてい

たかを振り返って言語化する「記述的言語化条件」，

解決フェーズにおける考え方ややり方のうち「良

くなかった」と思う点について言語化する「反省

的言語化条件」，課題とは関係ない言葉の説明を言

語化する統制条件の 3 条件であった。 

なお，清河・桐原 (2008) の反省的言語化条件

では，「あなたの問題の解き方のうち、よくなかっ

たと思う点についてできるだけ詳しく言葉で書い

て下さい。どういうアプローチややり方、解き方

が悪かったのかを教えて下さい」と教示したのに

対して，本研究では，初めに記述的言語化条件と

共通の教示によって自らの思考プロセスを記述さ

せた後，「次に同じ問題を解く際に改めたほうがよ

いと思う点についてできるかぎり詳しく言葉で書

いて下さい。どういうアプローチややり方，解き

方を改めるといいかを教えて下さい」と，二段階

で反省を行う形式に変更した。また，無関連言語

化条件の手続きに関しても，問題ごとに異なる用

語（例：「友情」）について説明を求める形に変更

した。以上の変更に伴い，言語化フェーズの時間

を 2 分から 3 分に変更した。 

解決フェーズ終了後，「問題に取り組んだ経験

（ある／なしの 2 件法）」「取り組みの集中度（1

～5 の 5 件法）」「問題の困難度（1～5 の 5 件法）」

について回答を求めた。 

 

3．結果 

「以前に同じ問題を見たことがある」と回答さ

れたデータ，言語化以前に正答に到達したデータ，

教示に従った言語化がなされなかったデータは分

析から除外した。 

制限時間内の正答率（表 2）を条件間で比較す

るため，問題ごとに Fisher の直接確率計算法を適

用した。その結果，「睡蓮」問題でのみ，条件と解

決成績に有意な連関が示された(p = .01)。残差分

析を行ったところ，反省的言語化条件で「正解」

の割合が期待値よりも有意に低く (Z  = -2.00, p 

< .05)，「不正解」の割合が期待値より有意に高い

ことが示された (Z  = 2.03, p < .05)。また，無関

連言語化条件では，「正解」の割合が期待値よりも

有意に高く (Z  = 3.04, p < .01)，「不正解」の割

合が期待値より有意に高かった (Z  = -3.00, p 

< .01)。以上より，「睡蓮」問題に関して，反省的

言語化条件において，言語隠蔽効果が示された。 

 

4．考察 

本研究では，「睡蓮」問題に関して，反省的言語

化条件でのみ言語隠蔽効果が生じていた。この結

果は清河・桐原 (2008)とは異なる結果であった。

このような相違が生じた原因として，反省的言語

化を行う際の手続きの変更が関与していると考え

られる。上述のように，先行研究では，「解き方の

うち『よくなかった点』」を直接記述する手続きで

あったのに対して，本研究では，「どのようにして

表 2 条件別正答率（N は有効回答数） 

 記述的 

言語化 

反省的 

言語化 

無関連 

言語化 

10 コイン 0.78 

(N = 18) 

0.67 

(N = 24) 

0.45 

(N = 20) 

ロープ 0.14 

(N = 22) 

0.43 

(N = 21) 

0.19 

(N = 21) 

偽コイン 0.14 

(N = 28) 

0.06 

(N = 31) 

0.13 

(N = 32) 

ブタ 0.26 

(N = 27) 

0.40 

(N = 25) 

0.40 

(N = 30) 

カード 0.06 

(N = 31) 

0.06 

(N = 32) 

0.00 

(N = 33) 

ピラミッド 0.21 

(N = 29) 

0.11 

(N = 28) 

0.26 

(N = 31) 

睡蓮 0.09 

(N = 23) 

0.04 

(N = 25) 

0.32 

(N = 31) 
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問題に取り組んでいたか」を記述した後に，「よく

なかった」点を言語化させるという二段階の手続

きをとった。この手続きによって，本来は，解決

を妨害している制約を明確化し，それとは別の解

法を探索することを促すことが目的とされていた

のだが，実際には「よくなかった点」として言語

化された内容が，解決を妨害している制約とは異

なる点であったために，その後の解法探索が正解

とはかけ離れた方向に促されてしまい，結果とし

て解決が妨害されたものと考えられる。 

なお，言語化の種類は異なるものの，「睡蓮」問

題においてのみ，言語隠蔽効果が生じていたとい

う点は清河・桐原（2008）と共通していたことか

ら，「睡蓮」問題でのみ言語隠蔽効果が見られ，他

の問題では生じなかったのはなぜかという疑問が

生じる。この点については，言語化内容の具体性

が関与していると考えられる。すなわち，「睡蓮」

問題では，「計算によって解を求める」といった具

体的な取り組みを言語化しやすかったのに対して，

他の問題では「問題をよく読んだ」といった抽象

的な取り組みが言語化されやすかったため，その

後の解法探索の方向づけに対する影響力が相対的

に弱かったのではないだろうか。Kiyokawa & 

Nakazawa (2006) で言語隠蔽効果が確認された

T パズルについても，具体性の高い取り組みが言

語化されていたことから，このことが言語隠蔽効

果に関わっていたと解釈できる。 

また，Kiyokawa & Nagayama (2007) で示さ

れたように，T パズルでのみ，反省的言語化の促

進効果が得られたのはなぜかという問題も指摘で

きる。これに関しては，問題空間内の広さが関係

していると考えられる。すなわち，反省的言語化

条件では，言語化後に言語化された内容以外の空

間における解法探索が促されるが，たとえ制約に

一致した内容が言語化され，その後の解法探索範

囲から除外されたとしても，それ以外の空間が広

い場合には解を見つけることが困難となると考え

られる。その結果，反省的言語化の影響は小さく

なってしまうだろう。それに対して，問題空間が

狭い場合には，言語化された内容を探索範囲から

除外して探索を行えば，解を発見する確率が高く

なり，促進効果を発現されることが出来るのでは

ないだろうか。T パズルの場合には 4 つのピース

の組み合わせにより問題空間が設定できることか

ら他の問題に比較して問題空間が狭く，反省的言

語化の促進効果が発現しやすかったものと考えら

れる。 

以上より，言語化が洞察問題に対して影響を及

ぼすには，具体的な解法レベルの内容が言語化さ

れることが必要であることが示唆された。また，

反省的言語化によって促進効果が生じるには，言

語化内容の具体性に加えて問題空間が狭いことが

必要である可能性が指摘された。これらの仮説に

ついては，今後さらに詳細に検討していく必要が

ある。 
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1. はじめに 
1.1 背景 
洞察問題解決のプロセスについては，これまでにも

様々な観点から多くの研究が進められてきた．これら

の研究を通して，問題解決を阻害する要因としての負

の制約と，その制約の緩和過程について多くの知見が

得られてきた．洞察にいたるプロセスにおいては，問

題が解決される直前まで，問題解決者は制約に捕われ

続け，impasseと呼ばれる行き詰まりの状態に陥る．そ
こでは，段階的に問題解決が進む状況と異なり，自身

が現在どのような状態に置かれているかの把握が困難

になっていることが知られている． 
問題解決を阻害する制約は，問題解決の失敗を通し

て徐々に緩和される．その結果として，制約外の探索

や問題空間の切り替えが生じ，Aha! experience と呼ば
れる驚きの感情を伴い解の発見がなされる（開・鈴木, 
1998; Kaplan & Simon, 1990; 三輪・寺井, 2003）．“Chance 
favors the prepared mind.” と言われるように，制約の緩
和といった解の発見に至る準備のプロセスが洞察にお

いては大きな役割を果たしている．このようなプロセ

スは問題解決の失敗や孵化と呼ばれる休息期間を通し

て無意識的に進むことが知られている． 
一方，impasseおいて自己の状況を客観的に見つめ直
す「意識的な構え」の効果についてはあまり検討が進

められていない（e.g. Wiseberg & Alba）．問題解決研究
や学習科学においては，メタ認知活動と呼ばれる，自

己を客観的に振り返り，また，その結果として自己を

コントロールすることが問題解決活動や学習過程に大

きな影響を及ぼすことが明らかにされてきた (三宮, 
2009)．洞察研究においては，他者行動の観察が自己の
制約の緩和につながることが実験的に確認されている

（清河ら, 2008）． 
impasseに陥った際に，impasseに陥っていることを
意識化し，また，意識的にその状態から抜け出ようと
する行為は，日常的な場面においても一般的に行われ
る行為であると考えられる．このような洞察にいたる
プロセスにおける制約の意識化は，解の発見前後にお
ける表象の変化を明確化し，問題解決のパフォーマン
スとAha! experience の促進につながると予想される． 
 
1.2 目的 
以上の背景から，本研究では，洞察問題解決におけ

る制約に対する意識的な構えの効果について実験的な

検討を行った． 
 
2. 実験方法 
2. 1 手続き 
本実験では，（１）解の発見を阻害している原因を意

識化させること，および（２）その結果が直接的な解

に結びつかない状況を設定するため，「遠隔連想課題」

を用いた(e.g., Smith & Blankenship, 1991; Bowden et al., 
2005)．本実験で用いた遠隔連想課題では，3つの漢字
を被験者に提示した上で，その 3つの漢字それぞれと
結びついて意味のある単語を構成する共通の漢字一文

字（「ターゲット」と呼ぶ）を発見することが目的とな

る．例えば，課題刺激として“赤”，“水”，“声”の 3
つの漢字が提示された場合，ターゲットは“色”とな

る（課題として提示された各漢字とターゲットである

“色”を組み合わせると“赤色”，“水色”，“声色”と

なる）．この際，共通する漢字の探索を阻害する制約と

して，3つの漢字を提示する直前に，「プライム刺激」
を与える．プライム刺激は続いて提示される課題刺激

である 3つの漢字の内 2つと結びつくよう設定されて
いる（例：“赤”，“水”，“声”に対して“軍”（“赤軍”，

“水軍”とはなるが“声”とは結びつかない））．この

プライム刺激が負の制約となり，ターゲットの探索が

阻害される．なお，プライム刺激が負の制約となって

いることを教示し意識化させても，ターゲットの発見

には直接結びつかない． 
被験者に提示された実験刺激の流れを図 1に示す．
実験では，（１）注視点を 5秒間提示後，（２）プライ
ム刺激を 2秒間提示し，（３）続いて課題刺激を提示し
た．課題解決時間は 30秒間である．時間内にターゲッ
トを発見した場合，即座にマウスボタンをクリックす

るよう指示し，これによって，ターゲットを発見した

か否かの判別を行った．続いて，（４）ひらめきを感じ

たかを問う画面が 3秒間提示され，ターゲットを発見
した際にひらめきを感じた場合には（３）と同様にマ

ウスボタンをクリックするよう教示を行った．以上の

（１）~（４）を 1試行（40秒）として，計 60試行
実施した（20試行毎に10分間の休憩を挟んだ）．また，
20試行終了する毎に，課題刺激とターゲットを印字し
た用紙を被験者に渡し，各試行で自身が発見したター
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ゲットが正しかったか否かについて確認を求めた．こ

れによって，被験者の回答の正誤判定を行った． 
 
 
 
 
 
 
 
2. 2 実験条件 
本実験では被験者間要因として 3つの条件を設定し
た．プライム刺激が解の発見を阻害することを教示に

よって知らせた群を「正ヒント条件」とし，逆にプラ

イム刺激が何らかの手がかりになっていることを知ら

せた群を「負ヒント条件」とした．負ヒント条件は負

の制約が正しい制約として意識化されている状態であ

る．また，「統制条件」として，プライム刺激について

は今回の課題には関連しないと教示した群を設けた．

被験者は，大学 1年生を対象に，正ヒント条件 14名，
負ヒント条件 15名，統制条件 13名の計 42名とし，実
験を実施した． 
 
3. 結果と考察
3. 1 問題解決のパフォーマンス
全 60 試行に対する各条件における被験者の平均回
答率を図 2に示す．一要因分散分析の結果，条件間に
差異は認められなかった（F(2, 39) = 2.22, n.s.）．一方，
正答率（ターゲットと一致していた回答）については

条件間の差に有意な傾向が認められ（F(2, 39) = 2.95, p 
< .10），HSD法による多重比較の結果，負ヒント条件
に対して統制条件の正答率が有意に低い結果となった

（MSe = 42.9, p < .05）．また，誤答率（ターゲットと一
致して居なかった回答）は条件間の差が有意であり

（F(2, 39) = 5.57, p < .05），HSD法による多重比較の結
果，正ヒント条件および負ヒント条件に比べて，統制

条件の誤答率が有意に高い結果となった（MSe = 26.9, 
p < .05）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の結果から，ターゲットの発見において，負の

制約として機能するプライム刺激を意識的に捉えてい

た両ヒント条件に対して，統制条件では，回答した際

の誤答が多くなる傾向にあることが確認された．プラ

イム刺激を意識化することは，両ヒント条件間で解決

を阻害もしくは促進するための手がかりとなっている

という違いはあるが，ターゲットの探索を方向付ける

と考えられる．この結果，ターゲットの候補が発見さ

れた際，それが真のターゲットであるか否かの検証が

促進されていた可能性が示唆される． 
 
3. 2 Aha! experience

impasse からターゲットの発見における表象の転換
の度合いがひらめきに関連するとすれば，負の制約を

意識化させ，現在自身がはまり込んでいる状況から意

図的に抜け出そうとする正ヒント条件において，もっ

ともひらめきが感じられやすくなっていたことが予想

される．全回答中のひらめきを伴った回答の割合を図

3に示す．正ヒント条件が他の 2条件に比してひらめ
きの割合が多いことが確認できるが，一要因分散分析

の結果，条件間に差異は認められなかった（F(2, 39) = 
1.14, n.s.）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. まとめ
本実験の結果から，現在捕われている負の制約に意

識を向けることは，問題解決において誤答を低減させ

る結果につながることが確認された．しかしながら，

負の制約から抜け出す方向に向かう正ヒント条件，お

よび負の制約により強固に捕らわれる続ける負ヒント

条件の間での差異は認められず，また，Aha! experience
への影響についての統計的な差異は認められなかった．

今後は，fMRIを用いた脳機能計測の側面から，正ヒン
トおよび負ヒント条件における Aha! experience の差
異について検討を進めていく．  
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超常記憶症候群の理論的含意∗

Theoretical implications of the hyperthymestic syndrome
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Abstract
This article draws theoretical implications from the Hy-

perthymestic Syndrome (HS) (Parker, Cahill, and Mc-
Gaugh 2006) and attempts to reformulate the role of
“rules,” “schemas” and “concepts,” the fundamental con-
structs of Cognitive Science, in the light of them. It points
out that the presence of HS can invalidate the traditional
conception of rules and/or schemas as “memory-aid de-
vices.” The alternative is that concepts, schemas and rules
are all merely different aspects of the same thing that
serves as “indices” in the vast exemplar memory.
Keywords — hyperthymestic syndrome, vast exemplar
memory, potential full memory

1. はじめに
Parker et al. (Parker, Cahill, and McGaugh 2006) は，

超常記憶症候群 (Hyperthymestic Syndrome: HS)と呼
ばれる，症例AJが示す特異で稀な記憶/想起異常を
報告している1)．報告によればAJは物心ついて以
来のすべての直接，間接体験を覚えており，日付
を指定されるとその日にあったことすべてを思い
出せる2)．
根拠は§2.2で詳しく述べるが，HSは理論的に健

常人の潜在的な完全記憶 (potential full memory) の
可能性を示唆している．潜在的な完全記憶とは，
知覚したすべてのことを「記録」しているが，そ
れらのすべてを無条件に「想起」できる状態には
ないことある．もちろん，健常人は完全記憶を示
さない (従って，超常記憶症を示さない)．ヒトの
記憶力が不正確であることは，認知心理学の研究
(Schacter 1989; McGaugh 2003)によって明らかにさ
れて来た．実際，認知心理学と認知科学では，ヒ
トの記憶の不安定性と不確実性は，これ以上はな
いという位に強調される傾向にある．それと並行

∗本論文は，筆者の「認知適応科学における概念研究」
(2010/02/22, 千葉大学)での講演「言語使用の質的解析で見え
る概念化と見えない概念化」を基にしている．講演の際にコ
メントを頂いた方々，特に河原哲雄 (埼玉工業大学)，京屋郁子
(立命館大学・文学部)，松香敏彦 (千葉大学)に感謝したい．

1)A. Luria (1987)が報告した症例Sも超常記憶症の一例だった
と示唆されている．

2)詳細は，症例AJ (本名 Jill Price)の自伝 (Price and Davis 2009)
を参照されたい．

し，そのような記憶の不完全性を補完するために
“規則” や “スキーマ” や “概念” などが必要になる
と論じられるが通例である．だが，HSという症例
があることで，そのような説明が実態と異なる可
能性が浮上して来る．本研究は，新しい説明を探
る試みである．
なお，本研究の内容は今の段階では多分に理論

的，思弁的であり，実証性に欠ける点は先に断っ
ておきたい．

HSは稀少な症例であり，現時点で報告 (Parker,
Cahill, and McGaugh 2006)にどれぐらいの妥当性を
認めるべきなのかわからない．実証科学が安易な
説明を排する慎重さを無上の美徳とするならば，
「いかにもありそう」な説明に飛びつきたくなる
気持ちを抑えながら，極めて例外的で限定的な事
例から一般化するのは避け，研究の今後の発展を
待つのが最良だろう．
だが，慎重さにはトレードオフもある．HSの稀

少性は，再観察の見こみの低さ故に，類例の蓄積
に非常に長い時間を要することを意味する．後述
のようにHSへの可能な説明と認知科学での記憶
の通説との非互換性を考えると，通説の見直しの
機会を先延ばしにする危険を招く．知識が単調に
進歩しないのであれば，これは望ましいことでは
ない．この理由から，本稿では，HSが臨床的な事
実である場合にそれが何を理論的に含意するかを
考察する．本発表の目的の一つは，HSの理論的含
意に沿った認知科学の基礎づけに関する問題提起
である．

2. 超常記憶(症)の異常性はどこにあるの
か?

2.1 HSの可能な説明と派生問題

作動記憶と非作動記憶を区別し，長期記憶と短
期記憶を区別しても，HSの説明としては，非作動
型長期記憶かについて二つのいずれかが真でなけ
ればならない:
(1) 超常記憶 (症)者は何らかの異常で

a. P: 経験したことのほぼすべてを脳内に記
録でき，かつ
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Q: それのほぼすべてを思い出せるよう
になった．

b. Q: 脳内に記録されているほぼすべての
経験を思い出せるようになった．

(1b) は“無意味なことを思い出さない=忘れ (てい)
る”能力を失った状態だと言ってもよい．
覚えていることすべてを思い出す能力が必要な

のは，どちらも同じだという点に注意されたい．
Ockam’s Razorを用い，より簡潔な説明を優先する
ならば，HSの説明において，私たちは (1b)を選択
すべきである．
これは論理的に妥当な結論であるが，その前提

として次の (2) が真であることを要請する．その
意味で，これは「反直観的」な結論である:
(2) 膨大な (事例)記憶のテーゼ:
ヒトは誰でも膨大な事例記憶を，想起可能と
は限らない状態でもっている．言換えれば，超
常記憶者も健常人も等しく，経験したことの
ほぼすべてを，想起できるとは限らない状態
で脳内に記録している．

2.2 HSの説明と潜在性完全記憶の可能性

記録システムと想起システムを区別し，更に顕
在記憶 (explicit memory) と潜在記憶 (implicit mem-
ory) (Graf, Squire, and Mandler 1984; Heindel, Butters,
and Salmon 1988; Milner, Corkin, and Teuber 1968)を区
別した上では，健常者が (HSの症例AJと違って)超
常記憶を示さない理由は些か逆説的に，次のよう
なものでありうる:
(3)

a. 健常者の記録は，超常記憶症者の記録と
同じく，盲目的で実質的に無尽蔵である．
つまり，健常者と超常記憶者の間には，
記録の能力に関しては違いがない．

b. 両者の違いは，記録能力の違いにではな
く，想起能力の違いにある．健常者は記
録されていることの多く (場合によって
はほとんど)が想起できない (か，少なく
とも顕在記憶としては利用できない)が，
超常記憶症者は記録されていることがす
べて (あるいはほとんどすべて)が想起で
き，顕在記憶としては利用できる．超常
記憶症者の想起が「異常」である理由は，
健常者では起らない「異常」な想起が起
こることである．

これは何を意味するのか? HSが想起の記録の異
常が原因で起こるのではなく，想起の異常で起こ
る症状であるならば，HSは潜在的な完全記憶が

顕在化した状態だと見なせる．この時，HSの妥当
な説明は，HSの症状を示す非健常者に「異常な想
起」が起こること，HSの症状を示さない健常者で
「異常な想起」が起こらないことの両方を同時に
正当化する必要がある．
ここに理論的困難が生じる．ヒト(の健常者)が不

正確で不安定な記憶しかもたないことは，これま
でに認知心理学の多くの実証的な研究によって報
告されて来た通りである．その知見と，膨大な事
例記憶の前提は，少なくとも表面的には矛盾する．

2.3 二つの理論的問題と二つの態度

HS が臨床的に誤りでなければ，少なくとも次
の二つの理論的問題があることがわかる:
(4)

a. 理論的問題1: 潜在性完全記憶 = “想起可
能とは限らない膨大な事例記憶”とは矛
盾した概念ではないか?

b. 理論的問題 2: 概念 (Murphy 2002; Smith
and Medin 1981)やスキーマ (Bartlett 1932;
Hintzman 1986; Rumelhart 1980)を想定した
説明と(2)の膨大な事例記憶のテーゼを両
立させることは可能だろうか?

(4b)が問題なのは，スキーマや概念はヒトの記
憶容量に限界があり，記憶負荷を下げるために存
在するという認知科学の通説と (2)が矛盾するか
らである．

HSが臨床的に誤りでないという前提の下では，
私たちが採りうる態度は次の二つしかない:
(5)

a. 少なくとも (4a)と (4b)の難点をもつ膨大
な事例記憶のテーゼを誤りだと判断する
(か無視する)．

b. (4a)と(4b)の難点は膨大な事例記憶のテー
ゼを排除するほど強い条件ではないと考
え，認知科学の前提を修正し，両者に整
合性を持たせるようにする．

前者は認知科学の基本前提の保存であり，後者
は認知科学の基本前提の改訂である．以下では，
後者の可能性を追求する．
§2.4では(4a)の提起する「想起可能とは限らない

記憶」というキメラを説明するモデルの骨格を示
し，§2.5では(4b)の提起する「概念やスキーマと整
合する記憶モデル」の骨格を示す．とはいえ，い
ずれの場合も単なる示唆に留まるものであり，計
算モデルに落しこんではいない．
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2.4 理論的問題1の解決

(4a)で言及した第一の「想起可能とは限らない
記憶とは自己矛盾ではないか?」という問題は，次
のように考えると解消できる:
(6) 記録システム Sと想起システム Rという二つ
の独立したシステムは独立しており，記憶の
(効果的な)想起は，SとRの (効果的な)相互作
用の結果である．

a. Sは知覚された情報 (=経験)を盲目的に貯
蔵する．容量の上限はないに等しい．

b. Rは Sから有用な情報だけを選択する．
符号化のプロセスはSの一部と見なせるが，今
だに謎が多い (McGaugh 2003)．

2.5 理論的問題2の解決

(4b)で言及した理論的問題2は，概念やスキーマ
の実在性と膨大な事例記憶とが (少なくとも見か
けは) 矛盾するという点である．この問題は次の
再解釈で自然に解決が可能だと思われる:
(7)

a. スキーマとは，膨大な (事例)記憶の任意
の索引 (=検索キー)である．

b. 概念とは，膨大な (事例)記憶の任意の意
味次元の索引である．

これらから概念がスキーマの一種であること
が言える．

これらは再解釈だが，単に可能な再解釈ではない．
これらはおのおの，スキーマや概念の操作的な定
義になっていると期待していよい．実際，この定
義はスキーマや概念の存在理由を説明するもので
あり，次の帰結が自然に得られる点が重要である:
(8) 概念やスキーマが事例記憶への索引であるな
らば，概念やスキーマと事例記憶とに排他的
な関係はない．

(膨大な事例)記憶は意味の他の次元も有してい
ると考えられるので，それ自体が概念というわけ
ではない．意味以外の次元 (例えば形式の次元)の
索引もある．

3. 発展的問題の提起
HSが理論的に示唆することは見た通りである．

この節では，HSの存在から発展的に問われるべき
問題の幾つかに言及する．

3.1 抑制ベースの想起システムの計算モ
デル化

膨大な事例記憶の想定の下では，想起システム
のモデル化には今まではなかった問題が生じる．
そういうのは，従来の情報探索型のモデル化では
膨大な事例記憶から効果的な想起が実現できる保
証がないからである (スキーマ化や抽象化には，情
報圧縮によって探索範囲を狭める副作用があった
点を思い出されたい)．
ヒトの想起の効率性 (反応時間が短い)，想起の

連想性，想起の (半)自動性は，独立の根拠から確
実なので，それと整合性のある想起のモデルが必
要である．それと同時に異常記憶者と健常記憶者
の違いを最小限に留めることも必要である．
この二つの条件を最大限に満足するモデルで

もっとも見こみがあると思われるのは，想起が(記
憶片の探索ではなくて)記憶片への抑制の緩和に
よって実現されると考えるモデル化である (実装
の候補には月元 (2008)が提案するEMILEモデルが
挙げられる)．

3.2 想起抑制失調としての超常記憶

超常記憶 (症)者の異常性はどこにあるか? 以上
の特徴づけが正しいならば，それは次の意味での
想起異常に求められる．健常人と超常記憶者との
違いは，健常者では多くの記憶が潜在記憶 (Graf,
Squire, and Mandler 1984; Heindel, Butters, and Salmon
1988; Milner, Corkin, and Teuber 1968)に留まっている
が，超常記憶者では，それが顕在記憶化されてい
る．これは超常記憶者が潜在記憶に随意的にアク
セスできるということであり，これが超常記憶者
の想起の異常性である．
補足的に言うと，膨大な潜在記憶が健常人の認

知活動でどれぐらいの役割を果たしているかも，
よくわからっていないというのが実状である．それ
を明示的に問題にしている研究も多くはなく，筆者
の知る限りJ. Hawkinsの提唱するMemory-Prediction
Framework (Hawkins and Blakeslee 2004)やTemporal
Hierarchical Memory (Hawkins and George 2006)ぐらい
である．十分な証拠はないが，適応的無意識 (Wil-
son 2004)や直感 (Gladwell 2006)も潜在性の膨大な
事例記憶に基づいている可能性がある．
あくまでも思いつきの域を出ないが，想起異常

という概念で積極的に説明すべきHS以外の現象
について言及しておきたい．第一に思いつくのは，
統合失調症は想起の異常だという可能性は，非常
にありそうだということである．第二に，統合失
調症の場合ほど確信はもてないが，自閉症も (統
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合失調症とは異なるタイプの)想起異常の一種と
して説明できるかも知れない．これらは今の時点
では単なる思いつきだが，異なるタイプの失調症
候群に対し，想起異常スペクトラムという統一的
見方ができる可能性はないとは言えない．このよ
うな可能性を検討する実証研究が進むことを期待
したい．

3.3 概念とは何か? —概念と記憶の関係

「概念とは何か? 」という問いは，それに答え
を示そうとするだけで一冊 (Murphy 2003)の本が
書けてしまうほど重大である．HSは，その問い
に対しても新たな理解を要求し，かつ諸説のうち
の事例理論 (exemplar theory) (Medin and Shaffer 1978;
Nosofsky 1988)を支持する．
だが，「概念とは何か? 」という問いは，実は何

を答えに求めているかに関して曖昧である．それ
は「概念はどこから来るのか?」という形で起源を
問うものでもあり，「概念は何の役に立つのか?」と
いう形で有用性を問うものでもある．HSと互換性
のある概念の説明は，次のようなものになる: (i)
概念は膨大な事例記憶に由来する．(ii) 概念は膨
大な事例記憶の検索キーになる時に有効である．

4. 終わりに
本発表は超常記憶症候群 (HS)が理論的に含意す

ることを検討した．HSには「想起可能とは限らな
い記憶」と「スキーマや概念の実在性との矛盾」
の2問題があることを指摘した．これらを理論的
に解決すべき問題として引受けた場合，前者は，
記録システムと想起システムの独立性を想定し，
想起を抑制への緩和の産物と見なすことでモデル
化でき，後者は，概念やスキーマが膨大な事例記
憶の索引だと定義することで解決可能であること
を指摘した．
本研究は理論的考察であり，今のところ実証性

が乏しい．今後は実証研究につなげる必要がある
と感じるが，HSの症例が稀有であるだけに，単純
な実験的検証を積み重ねによって問題が自然に解
決すると期待するのは無理である．
おそらくもっとも必要，かつ効果的なのは，HS

と理論的整合性をもつ記憶モデルの構築である．
その有力候補としては月元 (2008)のモデルの精緻
化が考えられるだろう．
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Abstract 

Using pictures of person-background scenes this 

study examined if scene plausibility might affect the 

occurrence of memory conjunction errors. False 

alarms were shown to significantly increase when 

novel scenes were composed of parts of 

previously-presented scenes than when they were 

composed of never-presented parts. The results also 

indicated that false alarms were more likely to be 

made to novel scenes of high than low plausibility and 

when scene plausibility was matched than mismatched 

between study and test. 
 
Keywords - False Memory, Memory Conjunction 

Error, Plausibility 

 

 

1. はじめに 

記憶結合エラーとは，過去に経験したそれぞれ

別の出来事の構成要素が新たに結合した出来事に

触れると，それ自身は新規の出来事であるにもか

かわらず，過去に経験した出来事であると虚再認

される現象のことである（Reinitz & Demb, 1994 ; 

Reinitz, Lammers, & Cochran, 1992） 。例えば，学習

時に“toothpaste”と“heartache”が提示された

場合，それらが提示されない場合に比べて，テス

ト時に新奇項目である“toothache”を学習時に提

示されたと虚再認する割合が高くなる。本研究で

は，出来事の妥当性が記憶結合エラーに影響を与

えるかについて検証を加えた。実験では，人物と

風景からなる情景写真を提示刺激として使用し，

人物と風景の組み合わせによって情景の妥当性を

操作した。 

2. 実験方法 

実験参加者 大学生 64 名を実験参加者とした。 

実験デザイン 再認テストにおける新奇項目と

して，風景と人物の組み合わせの妥当性が高い写

真（例，京風景－舞妓：TH）と，その妥当性の高

い写真を構成する風景と人物を別々に使用した組

み合わせの妥当性が低い写真（例，浜辺－舞妓：

TL-a，京風景－水着の子供：TL-b）を用いた。こ

れら三つの新奇項目に対する学習時の提示刺激と

して，新奇項目を構成する風景と人物を別々に使

用した組み合わせの妥当性が高い写真（例，京風

景－外国人観光客：SH-1，京町家－舞妓：SH-2）

と低い写真（例，京風景－ピエロ：SL-1，パソコ

ン室－舞妓：SL-2）を用いた。これら 15 種類の

提示刺激を一つのグループとし，こうしたグルー

プを 8 種類作成した。 

実験で用いた虚再認条件は，再認テストで提示

される写真の構成要素である人物と風景を学習時

に一度も提示されない条件（NS 条件），妥当性の

高い別々の写真で提示される条件（SH 条件），妥

当性の低い別々の写真で提示される条件（SL 条件）

の三つの学習条件と，テスト時に，妥当性の高い

写真で提示される条件（TH 条件）と妥当性の低

い写真で提示される条件（TL 条件）の二つのテ

スト条件を組み合わせた 6 条件を用いた。さらに，

学習時に提示されたものと同じ妥当性の高い写真

が再提示される条件（PH-TH 条件）と妥当性の

低い写真が再提示される条件（PL-TL 条件）を正

再認条件として用いた。 

 学習リストは，8 種類のグループから 3 種類の

新奇項目のいずれか一つに対する学習項目を各 2

枚ずつ（SH-1，SH-2 または SL-1，SL-2）の計

16 枚から構成した。すべての新奇項目に対する学

習項目が均等に使用されるように，学習リストを

16 種類用意した。一つの学習リストでは，同じ風

景や人物が 1 度しか提示されなかった。さらに，

これらの学習リストに対応した再認テストを 16
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種類作成した。再認テストは，正再認条件の

PH-TH 条件と PL-TL 条件が各 4 問，虚再認条件

の SH-TH 条件，SH-TL 条件，SL-TH 条件，SL-TL

条件が各 1 問，さらに正再認条件と虚再認条件の

出題数を合わせるために，虚再認条件の NS-TH

条件と NS-TL 条件を各 2問加えた計 16 問で構成

した。一つの再認テストでは，同じ風景や人物が

1 度しか提示されなかった。 

 実験手続き 実験参加者は 16 種類の学習リス

トからいずれか一つを無作為に与えられた。写真

は 1 枚につき 4 秒間提示された。実験参加者は続

いて提示される評価画面において，その写真に対

して日常生活で見かける度合いを 7 段階で評価す

るように求められた。評価課題終了 5 分後に実施

されたテスト課題では，写真が 3 秒間提示され，

続いて提示される判断画面において，その写真が

先ほど見た写真と同じものであるかについて既知

感を 7 段階で判断するように求められた。 

3. 結果と考察 

 各学習条件における新奇項目の妥当性別の評定

値を Figure 1 に示す。 

虚再認条件の評定値について，学習条件を実験

参加者内要因とする一元配置の分散分析を適用し

たところ，学習条件の効果が有意（F (2, 126) = 

11.11, p < .01）であった。そこで，Tukey HSD

検定を行ったところ，NS 条件（1.11）に比べ， SL

条件（1.91）および SH 条件（1.81）の方が既知

感が高いことが示された。この結果は，学習時に

新奇項目の構成要素が一度も提示されない場合に

比べて，構成要素が別々の写真で提示された場合

に，偽りの既知感が高まることを示すものであり，

記憶結合エラーの生成を示すものといえる。 

 NS 条件を除く虚再認条件の評定値について，2

（学習条件）×2（新奇項目の妥当性）の二元配

置の分散分析を適用したところ，学習条件の主効

果は有意ではなかった（F < 1）が，新奇項目の妥

当性の主効果（F (1, 63) = 13.23, p < .01）及び交

互作用（F (1, 63) = 6.67, p < .05）が有意であっ

た。交互作用が有意であったことから単純主効果

の検定を行ったところ， SH 条件では，新奇項目

の妥当性の効果が有意（t (63) = 4.97, p < .01）で

あり，TH 条件（2.55）の方が TL 条件（1.08）よ

りも既知感が高かった。SL 条件においては， TH

条件（2.02）と TL 条件（1.81）の差は有意では

なかった（t < 1）。一方，TL 条件では，学習条件

の効果が有意（t (63) = 3.09, p < .01）であり，SL

条件（1.81）の方が SH 条件（1.08）よりも既知

感が高かった。また，TH 条件では，学習条件の

効果が有意ではなかった（t (63) = 1.36, p = .18）

ものの，SH 条件（2.55）の方が SL 条件（2.02）

よりも比較的高い評定値を示した。これらの結果

は，再認テスト時に提示される新奇項目の妥当性

の高さが偽りの既知感を高めることを示唆すると

共に，学習時に提示される写真の妥当性が文脈と

して働き，風景と人物の組み合わせの妥当性が学

習時とテスト時で共に高いあるいは低い場合に，

偽りの既知感がより高められることを示唆するも

のと考えられる。 
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Abstract 

Previous studies have addressed the question of 

whether people are sensitive to causal directionality 

(as is postulated by causal-model theory) or whether it 

neglects this important feature of the physical world 

(as is implied by associative-learning theory). Two 

experiments using different experimental tasks 

reported that learning order (predictive or diagnostic) 

did not affect cue competition. This study provides an 

evidence for the difficulty to demonstrate the 

asymmetry of cue competition in causal learning. 
 
Keywords ― Causal Learning, Causal Induction, 

Cue Competition, Learning Order 

 

ヒトが情報に接し知識を獲得していく過程は，

心理学において学習という観点から研究がなされ

てきた．因果学習とは広範な学習領域の中でも，

特に「ああすればこうなる」という事象間の因果

関係の学習過程を検討する実験事態である．実際

の実験において，実験参加者は原因候補と結果の

生起・不生起の情報（共生起情報）を与えられた

後に，これらの事象間の因果判断を求められる．

このような因果学習の課題構造は，動物の古典的

条件づけ手続きにおける条件刺激と無条件刺激の

対提示との類似が指摘されており，ブロッキング

など両者で類似した現象も数多く確認されている

（Kamin, 1968; Shanks, 1985）． 

ブロッキングとは，あらかじめ条件刺激と無条

件刺激を対提示しておくと，その後この条件刺激

と別の条件刺激を複合して結果と対提示した際に，

付加された条件刺激に対する条件反応の獲得が 

妨げられる現象である．ヒトの因果学習事態では，

ある原因候補に対する信念によって，別の原因 

候補に対する因果判断の獲得が妨げられることが

ブロッキングに相当する．この現象は仮に原因候

補と結果が常に共生起したとしても，ヒトが因果

判断に失敗し得ることの好例とされる。また，  

これらの類似から，動物の連合学習理論（Rescorla 

& Wagner, 1972）を援用して，ヒトの因果学習の 

過程を説明する試みもなされている（嶋崎，1999）．  

しかし，その一方ではこのような類似は状況に

限定的であり，一般的でないという主張もなされ

ている．例えば Waldmann & Holyoak（1992）は，

ブロッキングを含む手がかり競合は原因候補の後

に結果を観察する予測場面でのみ生じ，結果の後

に原因候補を観察する診断場面では生じないこと

を報告している．彼らはブロッキング手続きを 

用いて 3 つの実験を行い，実験 2 では手がかり競

合の非対称性を確認できなかったものの，新奇な

カバーストーリーを用いた実験 3 では手がかり 

競合の非対称性を確認に成功している．これらの

事実から，彼らは因果の方向性に関する先行知識

がその後の因果機能を導くという，因果モデル 

理論を提唱している． 

手がかり競合の非対称性は，因果の方向性を仮

定しない連合学習理論では説明することができず，

以来二十年近くにわたる論争の中心となっている．

これには非対称性の確認が容易であるという報告

と（Booth & Buehner, 2007; Waldamann, 2001），  

容易ではないという報告（Matute, Arcediano, & 

Miller, 1996; Praice & Yates, 1995; 西村，1997）の

混在が関与している．手がかり競合の非対称性が

みられるか否かという問題は，ヒトの因果学習の

過程を検討するうえで重要な役割を担っている．

本研究の目的は，再現性が疑問視されている

Waldmann & Holyoak（1992）の追試を行い，予測

場面と診断場面において手がかり競合の非対称性

がみられるか否かを検討することであった．  
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実験 1 

方法 

実験参加者 参加者は大学生 24名（男性 12名，

女性 12 名）であった．平均年齢は 21.3 歳（19 歳

から 23 歳）であり，参加者は予測群と診断群に  

無作為に割り当てられた．  

実験課題  実験 1 の課題は Waldamann & 

Holyoak（1992）の実験 2 と同様であった．予測群

の参加者は「第三者の外観異常（原因候補）が  

観察者の感情反応（結果）を引き起こすか否か」

について観察するように求められた．具体的には，

参加者は PC 上のディスプレイに表示されるそれ

らの異常と，感情反応の有無の関係を観察した．

他方，診断群の参加者は「患者の外観異常（結果）

がウイルス（原因候補）によって引き起こされた

か否か」について観察するように要請された．  

予測群とは異なり，診断群では異常の有無が呈示

された後に，ウイルスの有無が呈示された（図 1）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．実験画面の一例（実験 1）．手がかりは予測群と  

診断群で共通だが，結果は群間で異なっている．参加者

は課題実施前に，あらかじめ因果の方向性を教示される． 

Experiment Phase 1 Rating 1 Phase 2 Rating 2

12PCU＋ 12PRCU＋

12PCU＋ 12PRCU＋

12PCU－ 12PRCU－

12PCU－ 12PRCU－

Note.  Letters indicate names of the cues. Numerals indicate 

Note.  numbers of the trials. “+” and “-” signs indicate presence

Note.  and absence of the outcome, respectively.

表1　実験デザイン

1 & 2 P? C? U? P? R? C? U?

 

実験手続き 教示を行った後に，課題を行った．

課題は，表 1 に示された実験デザインに基づいて

構成された．Phase 1 では PC
―

U
―

と PC
―

U が結果と  

対提示され，P
―

C
―

U とP
―

C
―

U
―

は結果と非対提示された

（各 12 試行）．Phase 2 では PRC
―

U
―

と PRC
―

U が結果

と対提示され，P
―

R
―

C
―

U とP
―

R
―

C
―

U
―

が結果と非対提示さ

れた（各 12 試行）．実験 1 では P がブロッキング

刺激に，R はターゲット刺激にそれぞれ相当する．

実験 1 における手がかりは，発汗・皮膚・姿勢・

体重の 4 種類の外観であり，結果は感情反応（予

測群）あるいはウイルス（診断群）と対応した．

各手がかりの外観異常の割り当ては参加者間で 

平衡され，各試行の提示順序は無作為化された． 

Rating 1 と Rating 2 では，参加者は各外観が感情

反応あるいはウイルスを予測する程度の評定を求

められた．評定は 0（全く予測しない）から 10（完

全に予測する）までの数に丸をつけることによっ

て行われ，評定順序は参加者間で無作為化された．  

結果 図 2 に示されているように，Rating 2 では

手がかり R に対する評定は手がかり P に対する 

評定よりも小さくなった．この傾向は予測群と 

診断群で共通であった．これらの事実は実験 1 に

おいて，ブロッキングがみられたこと，および  

手がかり競合の非対称性がみられなかったことを

示している．なお，この結果は Waldamann & 

Holyoak（1992）の実験 2 と同様であった． 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．上段は Rating 1，下段は Rating 2 の平均評定値を，

それぞれ表す．また，エラーバーは標準誤差を表す． 
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考察 実験 1 で先行研究における実験 2 と同様の

結果が得られたという事実は，実験 1 で用いた 

追試の方法が妥当であったことを示している． 

実験 2 では先行研究にならって，課題のカバー 

ストーリーの改変が，手がかり競合の非対称性を

生じさせるか否かについて検討を行う． 

 

実験 2 

方法 

実験参加者 参加者は大学生 24名（男性 12名，

女性 12 名）であった．平均年齢は 21.7 歳（20 歳

から 23 歳）であり，参加者は予測群と診断群に  

無作為に割り当てられた．  

実験課題  実験 2 の課題は Waldamann & 

Holyoak（1992）の実験 3 と同様であった．予測群

の参加者は「ボタンの操作（原因候補）が警報機

の作動（結果）を引き起こすか否か」について  

観察するように求められた．具体的には，参加者

は PC 上のディスプレイに表示されるそれらの 

操作と，警報機作動の有無との関係を観察した．  

他方，診断群の参加者は「ボタンの点灯（結果）

が警報機の作動（原因候補）によって引き起こさ

れたか否か」を観察するよう要請された．予測群

と同様に，診断群ではボタンのいずれかが呈示さ

れた後に，警報機作動の有無が呈示された．（図 3）． 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3．実験画面の一例（実験 2）．手がかりと結果は予測

群と診断群で共通している．参加者は課題実施前に， 

あらかじめ因果の方向性を教示される． 

実験手続き 教示を行った後に，課題を行った．

課題は，実験 1 と同様に表 1 に示された実験デザ

インに基づいて構成された．実験 2 における手が

かりは，1・2・3・4 とラベルづけされた 4 種類の

ボタンであり，結果は警報機の作動（予測群と  

診断群）と対応した．各手がかりのボタンへの  

割り当ては参加者間で平衡され，各試行の提示順

序は無作為化された． Rating 1 と Rating 2 では，

参加者はそれぞれのボタンの状態が警報機の作動

を予測する程度について評定を求められた．評定

は 0（全く予測しない）から 10（完全に予測する）

までの数に丸をつけることによって行われ，評定

順序は参加者間で無作為化された．  

結果 図 4 に示されているように，Rating 2 では

手がかり R に対する評定は手がかり P に対する 

評定よりも小さくなった．なお，手がかり R に  

対する評定は実験 1 と同様であった．この傾向は

予測群と診断群において共通であった．これらの

事実は実験 2 において，ブロッキングがみられた

こと，および手がかり競合の非対称性がみられな

かったことを示している．この結果は Waldmann & 

Holyoak（1992）の実験 3 とは異なる知見であった． 

考察 実験 2 で先行研究における実験 3 と異なる

結果が得られたという背景には，本実験の診断群

において参加者がボタンの点灯と警報機の作動の

関係を因果関係と認識していたことが示唆される． 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 4．上段は Rating 1，下段は Rating 2 の平均評定値を，

それぞれ表す．また，エラーバーは標準誤差を表す． 
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しかし，実験 2 で用いられた課題や手続きは先行

研究で用いられたものとほぼ同様であることから，

これら先行研究との差異が生じた理由については，

十分に慎重な検討が必要だと考えられる．本研究

における実験 2 の結果のみでは，参加者のサンプ

リングに関する問題や教示方法の違いなどの関与

を否定することはできない．  

 

論議 

本研究に関して興味深い点は，先行研究とほぼ

同様の課題と手続きを用いたにも関わらず，実験

2 で手がかり競合の非対称性がみられなかった点

である．この事実は，先行研究である Waldmann & 

Holyoak（1992）の再現性に疑問を投げかけており，

因果の枠組みを仮定しない連合学習理論によって

説明することができる．しかし，本研究の実験 2

では先行研究と異なり，診断群において因果の 

方向性を参加者が正しく識別できなかった可能性

も示唆される．今後の展望として，さらに因果の

方向性の違いを強調したうえで，手がかり競合の

非対称性がみられるか否かについて検討を行う 

必要があると考えられる． 
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Abstract
本研究は、篠原の提唱したLSモデルの有効性の

検証を通じて、因果推論と意思決定の関係を明ら
かにすることを目的とする。そのために、LSモデ
ルの因果帰納における有効性を、実験とメタ分析
により明らかにするとともに、LSモデルを意思
決定の問題であるn本腕バンディット問題のシミュ
レーションに応用する方法を導入し、意思決定に
おける性能を示す。
Keywords — Causal Induction, n-armed Ban-
dit Problems

因果推論と意思決定は密接に関係するにもかか
わらず、その関係が充分に研究されてきたとは言
えないが、もしも両者において有効な数学的形式
があれば、その形式を頼りに関係を追求すること
が可能となる。その形式の有力な候補が、篠原に
よって考案された緩い対称性(LS: loose symmetry)
モデルである。LSがヒト因果帰納の傾向を正確
に記述しつつ、意思決定の問題である2本腕バン
ディット問題において非常に高い正解率で問題を
解く事が示唆されている [2]。そこで、因果帰納実
験に関してLSをメタ分析にかけ、また意思決定に
おいて2本腕でなくn本腕のバンディット問題で用
いる事が出来る様に拡張した場合にどのような性
能を示すかを調べた。

LSモデル 事象pとqについて、a, b, c, dがそれぞ
れpかつq、pかつ q̄、p̄かつq、p̄かつ q̄という結合事
象の起こった頻度を意味するとする。LSは、その
頻度情報 (共変情報)を [−1, 1]の実数値に対応づけ
る式である [2]：

LS(q|p) =
a + b

b+dd − b − a
a+cc

a + b
b+dd + b + a

a+cc
(1)

LSは着目する事象(図)とそれ以外(地)を分離して
認識し、着目点 (図)を変化させてもその文脈 (地)
の評価が変化しないという、「地の不変性」から導

かれ、その結果状況に応じて調整される緩い対称
性・相互排他性バイアスを持つ [3]。

実験
実験構成と方法：　参加者には、“親猫が遺伝子A
を持つことによって、白猫が生まれるかどうか”
について観測を行ってもらった。また、参加者が
クリックするたびに表1の刺激(合計8)を呈示し受
動的に観測してもらった。そして、参加者は刺激
の観測を終えるたびに、その原因の関係性の主観
的な強さを [−100, 100]のスライダーで評価しても
らった。
参加者：　東京電機大学の学部生59名に、PC上で
実験を行ってもらい、ランダム順で8刺激を呈示
した。また、ランダム順でa, b, c, dのいずれかに対
応する画像を表示した。
結果：　表 1は、各モデルが生成原因、無関係、抑制
原因と評価する刺激と各評価値を示す。LSモデル
とφを比較する統計量として相関係数と誤差の二
つを扱う。これ以降の実験において、Mは人間評価
の平均、evをモデル評価値×100、Nは刺激組合せ
の数(つまり標本数)とし、誤差=

∑
(
√

(M − ev)2)/N
として定義する。

表 1 実験の刺激、モデルの評価値と結果
刺激 a b c d M φ LS

1 2 4 0 4 7.95 .41 .00
2 6 9 2 9 6.69 .23 .00
3 6 3 6 0 1.24 -.41 .00
4 6 3 10 1 -12.10 -.30 .00
5 12 2 6 1 42.00 .00 .36
6 17 1 17 1 3.80 .00 .30
7 2 10 1 5 -20.90 .00 -.33
8 5 15 3 9 -13.97 .00 -.23

相関係数 .23 .83
誤差 19 8.1

表1から、φよりもLSが高い相関と少ない誤差
を持つ事が分かった。また人間が無関係・生成原
因・抑制原因と認める傾向をLSは記述出来た。(下
線はp < .05)

メタアナリシス 実験構成と方法:　LSとHを
相関係数を用いて比較する。それ以外のモデルの
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結果と実験詳細設定は [1]参照。
結果：表2に、各実験の決定計数(r2)とフィッシャー
のz変換を行って算出した相関係数の平均 (これを
r̄とする)を示す。

表 2 メタアナリシス結果(r2)と r̄

AS95 BCC03.1 BCC03.3 H03 H06
LS 0.90 0.96 0.96 0.96 0.94

DH 0.90 0.94 0.90 0.96 0.92
LS00 W03.2 W03.6 r̄ 誤差

LS 0.74 0.92 0.72 0.96 6.26
DH 0.79 0.72 0.81 0.95 8.09

表2よりLSが人間の感覚と合致している。デー
タを細かく見分析していくと、LS・DHは最高値
r2=.96を算出し、LSのみが最高値を複数算出して
いる。

N本腕バンディット問題 N本腕バンディット
問題(NABP)は、複数のスロットマシンの中から最
も報酬確率が高いマシンを選択(プレイ)する事で
高い報酬を得ようとする問題である。
問題設定：　腕の本数は2∼12本とし、腕の報酬確
率は [0,1]の実数とする。このシミュレーションは
10万回繰返し行い、LSとUCB1を「後悔」の度合
いと正解率を用いて比較する。ここで、報酬の期
待値が最大の腕を µ とし、nステップでの全報酬
をCとして、「後悔」の度合いをRR = µn -Cと定
義する。また、正解率はステップ内で報酬確率確
率が一番高い腕を選択した割合である。
一般化：　認知モデルは、2×2の分割表を前提と
していたため、選択肢が2つの2ABPまでしか解く
事が出来なかった。そのため選択肢のトーナメン
ト形式による拡張を行う。
結果：　 (UCB1のRR) – (LSのRR)を平均したグ
ラフを図1上に示す。また、図1下のX軸には1∼5
ステップ区間、Y軸には図に示すステップ区間の
正解率の平均をプロットした。腕の本数は左から
12∼2本とする。二つのモデルを比較すると、後半
においてはUCB1が有利なる傾向になるがLSの
46∼50とUCB1の496∼500区間において、LSのス
テップ数が少ないのにも関わらず正解率が同じ様
な値を取っている。また1ステップと50ステップの
正解率の上昇率を腕の本数 [2,6,12]で比較すると
UCB1の上昇率 [1.3, 1.5, 1.2]であり、LSは [1.5, 2.6,
2.7]であった。上記よりLSは少ないステップ間で
UCB1よりも優れており、また、LSは腕の本数が
多くなっても成績が良い。

議論と結論 LSモデルは、人の、ある事象を、
着目する結果事象に対する生成原因、抑制原因、
または無関係と区別する傾向を記述する事が出
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図 1 上：LSとUCB1の後悔の度合い、下：LS(黒)
とUCB1(白)の腕毎の正解率。

来、また、他の非常に多くのモデルに比べ、より
正確に人間が因果帰納を行う際の感覚の傾向を記
述することができた。さらにNABPにおいて、LS

モデルは腕の本数が多くなっても初期段階におい
て高い正解率と低い後悔の度合いで問題を解ける
事を示された。しかし、UCB1は相対的に後半の
成績が向上している。これは、UCB1はステップ数
が多くなれば期待値に収束する事が証明されたア
ルゴリズムであるためと考えられる。LSはそれが
扱う選択肢の数、腕の本数が多くなるほど正解率
の上昇率があがることから、NABPに対する有効
な手法を構成できると考えられる。LSモデルは、
因果帰納実験で人間の感覚の傾向を記述でき、さ
らにn本腕バンディット問題の良い成績を収めた
事から因果帰納と意思決定両方の性質を持ち合わ
せて二つを繋げる可能性があると考えられる。
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粒子フィルタによるトップダウン注意の工学的表現
�������� 	�����
���� ���� �� ������� ������ ���������

尾関 基行，柏木 康寛，井上 茉莉子，岡 夏樹
�������� �	
��� ������� �������� ����� ����
� ������ ��

京都工芸繊維大学
����� ������	�
 �� �
�������

��
�����������

��������

�
 ������
 � ������� ���	�� ���
����� ���
� ���
�

�� � ������
 ���
�� ���� ���
� ��� �
��	�
� ���� ��

��������� ��� ���
� �
�������� �� ���� �����
�  
 
!"

����� � ���
� ��
���
 �� ��
 ���
� ��� ��� � � 
!"

�
���
���� �
�	���# ��
 �� � �	�����
� �������� �� ��


���
������� ���������� ��� ��
 ���
� �� � �����	��� ��

��
 ���
������� ����
�����

�������� 	 
����� ������ ������� ���

���� �������� ������� ������� ����

�	 はじめに

本稿では，視覚的注意の振る舞いを粒子フィル
タ（パーティクルフィルタ）の枠組みで表現する
モデルを提案し，二つの実験例によってその可能
性を示す．
ヒトの視覚的注意は，知覚刺激による外発的な

注意（ボトムアップ注意）と予測や意図による内
発的な注意（トップダウン注意）から構成される．
ボトムアップ注意については，$���
�� %��&'(をは
じめとして，いくつかの代表的なモデルが提案さ
れている．一方，トップダウン注意については脳
神経科学の知見も少なく，各々の目的に応じて種々
のモデルが提案されてきた &)(&*(&+(&,(&-( ．トップダ
ウン注意は，それが強調／抑制する要素によって，
更に，空間的注意，特徴への注意，オブジェクト
への注意などに分けられる．これらのうち，本研
究では空間的注意（視野上の特定の領域を強調す
る）について議論する．
ここでは，空間的注意の表現方法をフィルタ型

とスポットライト型の二つに分類する．ここでフィ
ルタ型と呼ぶのは，トップダウンに注意を向ける
領域をマップの形で表したモデルを指す（図'左
上）．一方，スポットライト型と呼ぶのは，トップ
ダウンに注意を向ける領域をスポットライトの形
で表したモデルを指す（図'右上）．
フィルタ型モデルの問題は，注意の動きのダイ

ナミクスを直接的に扱えないことである．静的な
シーンを対象とする場合はそれでも構わないが，

図 ' 従来のモデル（上）と提案モデル（下）

移動する対象を追うといった動的なシーンでは，
対象の次の位置を予測したトップダウン注意が働
くと推測される．また，フィルタ型モデルでは注
意がアナログ的（連続的）に移動するという概念
がないため，最も注意の引かれる場所まで注意点
が一気に飛んでしまい，その途中にあるものは無
視される．スポットライト型モデルではこれらの
問題は回避されるが，注意の領域は継続的に分離
可能であることが .%	��
� らによって示唆されてお
り &/(，照射範囲が単一円形の単純なスポットライ
トではうまくモデル化できない．
そこで我々は，基本的にはスポットライト型で

あるが，照射範囲が自由な形状をとるというフィ
ルタ型の性質も兼ね備えたモデルを提案する（図
'下）．このようなモデルを，我々は時系列ベイズ
推定の一手法である粒子フィルタを用いて表現す
る．詳しくは)�'で述べるが，時系列ベイズ推定の
枠組みで注意をモデル化することによって，トッ
プダウン注意とボトムアップ注意が自然に統合さ
れることも特徴の一つである．
なお，本モデルは工学的な立場からのモデル化

であり，粒子フィルタのような処理がヒトの脳内
で実現されていることを主張するものではない．
我々の提案は，ヒトの空間的注意のある側面が，
粒子フィルタの枠組みによって擬似的にうまく表
現できるということである．タイトルに「工学的
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図 ) 外部刺激の観測による注意の更新

表現」と示したのはこのような意図による．����ら
による$���
�� %��の実装が工学分野で普及した
理由の一つに，計算機への実装の容易さが挙げら
れる．粒子フィルタは計算機への実装が非常に容
易な手法であり，ロボットの視覚など，工学分野
で広く応用されることを我々は期待している．


	 提案モデル


	� 時系列ベイズ推定としての注意
我々は，思考や意図などに基づいて視野空間上

で注意を移動させ，探していた対象が見つかった
り目立つ対象が目に入ると，そこに注意を留める．
この主観的体験に基づき，本研究では，あるダイ
ナミクスに従って遷移している注意の分布（トッ
プダウン注意）が，外部からの刺激（ボトムアッ
プ注意）を観測することによって更新されるとい
うモデルを考える（図)）．更新された注意の分布
（事後分布）は次の時刻の注意の分布（事前分布）
となり，この処理を繰り返すことで空間的注意の
分布を逐次的に変化させる．
このようなシステムは，以下の状態空間モデル

で表現することができる．

�� 0 ��1����� ��2 ［システムモデル］

�� 0 ��1��� ��2 ［観測モデル］

ここで，��は注意の分布（注意のスポットライト
が照射する領域）を，�� は外部からの刺激を，��
と��は各モデルに想定されるノイズをそれぞれ表
す．これら二つのモデルに基づいて，外部刺激��

から注意の分布�� を推定することがここでの目
的である．
本研究では，��を推定するために粒子フィルタ

を用いる．粒子フィルタは，システムモデルが非
線形で，且つ，ノイズが非ガウスの場合にも適用
できる．つまり，注意のダイナミクスとして幅広
い表現が可能であり，スポットライトの照射領域
も自由な形状で表現できる�．
以上のアイデアに基づいて我々が提案するモデ

ルの構成を図*に示す．図の中央部のループでは，
トップダウン注意がボトムアップ注意を観測する

�詳しくは��で述べるが，本モデルでは，システムモデル
のノイズによってスポットライトの照射範囲や形状が表現さ
れる．

V1 V2

図 * 提案モデルの構成

ことによって更新されている．更新された注意は
システムモデルによる予測を経て次の時刻のトッ
プダウン注意となるが，その前に空間的注意の制
御機構から制御命令を受ける．本モデルで扱うこ
とのできる制御命令の種類やその方法については
)�*と*�で述べる．
なお，オブジェクトへの注意と特徴への注意は

粒子フィルタの枠組みに入れず，別の経路からボ
トムアップ処理に影響を与えると仮定することで，
これらのトップダウン注意と空間的注意を両立さ
せている．


	
 関連研究
外部からの刺激（ボトムアップ注意）によって注

意の分布を更新するというアプローチは，3����ら
&4(や宮里ら &5(の研究でも行われている．3����ら
は，注意（信念）の事前分布と事後分布の差異を
6�	�����
7と呼び，それを元に重要な場面をシーン
から検出している．宮里らは，視覚的注意を+層
の動的ベイジアンネットワーク（839）でモデル
化し，その確率計算の一部で粒子フィルタを用い
ている．彼らは視線の動きパターンをトップダウ
ン情報として839に組み込んでおり，トップダウ
ンとボトムアップを統合する一つの自然なモデル
を提案している点でも注目できる．
これらの先行モデルはいずれも本モデルより完

成度が高く，特に宮里らのモデルは本モデルをあ
る意味で包含するものである．これらの研究に対
する本研究の独創性は，粒子フィルタを単なる確
率計算の道具としてではなく，新しい注意のメタ
ファとして捉えている点である．ここまでにも強
調してきたように，粒子フィルタにはフィルタ型
とスポットライト型の特徴を兼ね備えた性質があ
る．この性質をトップダウン注意制御に生かすこ
とで，従来のモデルでは表現できなかった空間的
注意の振る舞いを実現することが可能となる．
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図 + 粒子フィルタの概要


	� タスク設定
本モデルは基本的にスポットライト型モデルで

あるため，以下に挙げるような項目をトップダウ
ン情報に基づいて制御するようなタスクを主とし
て扱う．
� 移動方向…現在位置からの相対的な移動方向
� 目標位置 … 最終的に注視を向けるべき位置
� 照射範囲 … 注意を向ける範囲

本研究では，視覚探索課題や先行手がかり法と
いった注意を詳細に調べるためのタスクではなく，
ヒューマンロボットインタラクション（:;�）にお
ける注意のやりとりをタスクとして想定してい
る．:;�において考えられるトップダウン情報と
しては，相手の顔の向きや指差しによる注意喚起
や，「右を見て」「左上の付近にある」といった言葉
による注意喚起などがある．
現時点では，こういったトップダウン情報が注

意制御命令として正しく解釈されていることを前
提とし，得られた制御命令をボトムアップ注意と
統合する部分に焦点を当てて研究を進めている．

�	 粒子フィルタ

図+に示すように，粒子フィルタは「各粒子の位
置の予測 → 各位置での尤度計算 → 粒子群のリサ
ンプリング」という手順を繰り返すことで，多数
の粒子で表現された注意のスポットライトの照射
位置を更新していく．以下，粒子フィルタの各手
順について，トップダウン注意制御との関係を絡
めながら順に説明する．

�	� 予測
まず，各粒子の位置��をシステムモデルによっ

て予測し，粒子を移動させる．例えば以下に示す
システムモデルは，前回の位置から��だけ移動し，
更にノイズ��を加えるという予測処理を表す．

�� 0 ���� < �� < �� 1'2

ここで，��をトップダウンに与えることによって，
注意を向けるべき方向を指示することができる．
例えば，「右方向に注意を向けて」といった指示に
よる注意制御を行うことが可能となる．
また，システムモデル自体を切り替えることで

注意のダイナミクスを大きく変更することができ
る．例えば，以下のようなシステムモデルに切り
替えれば，特定の位置��に注意のバイアスをかけ
るという注意制御方針に置き換わる．

�� 0 1'� 	2���� � 	�� < �� 1)2

なお，以上の二つのシステムモデルにおいて，
ノイズ��は��の広がりを表しており，スポットラ
イトの照射領域を表現するパラメータと見做すこ
とができる．よって，��をトップダウンに変化させ
ることによって，注意を向ける範囲を制御するこ
とができる．本実験では��を白色ガウスノイズと
したが．粒子フィルタは非ガウス分布のノイズも
扱うことができるため，例えば矩形の一様分布と
いった照射領域も表現可能である．

�	
 尤度計算
次に，各粒子の尤度
�を，観測モデルより求め

られる尤度関数によって計算する．本モデルでは
観測するボトムアップ注意として$����
� %��を
用いた．$���
�� %��は，視野平面において（非随
意的に）注意の引かれる度合いを画素値で表した
画像である（付録参照）．
本実験では以下の簡略化された尤度関数を用い

た（時刻を表す �は省略した）．


� 0
�

����

�1�2 1*2

ここで，�は$���
�� %��上の位置，�1�2は位置�

における$���
�� %��の値，�は粒子の位置��を
中心とする$���
�� %��上の矩形領域をそれぞれ
表す．�は�����によって定義される．��の値は，
スポットライトの照射範囲が広いときは広く，狭
いときには狭くなるよう，システムモデルの��と
連動して調整する．

�	� リサンプリング
最後に，尤度の大きさに基づいて粒子をリサン

プリングすることによって，尤度の小さな粒子は
消滅し，尤度の大きな粒子は多く複製される．こ
れを繰り返すことによって，粒子の分布（注意の
スポットライト）はボトムアップ注意の強い箇所
をなぞるようにして移動する．
本モデルでは，リサンプリングの際，すべての

粒子を復元抽出するのではなく，一部を一様分布
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Saliency�Map

図 , 二つの注目対象に注意を分割した結果（提案
モデルの結果は粒子を線で囲んで示している）

に従って視野全体に散布する．復元抽出される粒
子群はスポットライトを表し，一様分布に従って
散布される粒子は視野全体に対して払われる周辺
注意を表す．周辺注意に注意が引かれた場合は本
モデルでも注意のスポットライトが飛んで移動す
る．この動きは����
を表現する．
この一様分布に従って撒かれる粒子の割合をトッ

プダウンに与えることによって，スポットライト
が照射されていない周辺領域にどの程度注意を割
くかが制御できる．これによって，例えば，注意
が集中しているときと散漫になっているときの振
る舞いを表現し分けることができる．

�	 実験

スポットライト型とフィルタ型の性質を兼ね備
えた本モデルの可能性を示す二つの実験結果を示
す．そのほかの特性（注意の集中／散漫の制御な
ど）については文献 &'=(&''(を参照されたい．なお，
本モデルの入力は通常動画であるが，説明の便宜
上，いずれの実験でも静止画を入力した．
まず，図,に二つの注目対象に注意を分ける例を

示す�．ボトムアップ注意の強さが同程度で，且つ，
位置が近い場所にある領域は，分割されていても
同時に注意を向けることができる．単純なスポッ
トライト型モデルでも照射領域を広げることで複
数箇所に同時に注意を向けることは可能だが，照
射領域の形が固定されているために不要な照射領
域が大きくなる．なお，提案モデルでも，システ
ムモデルのノイズ��を小さくすることで，いずれ
か一方に注意を向ける（二つの領域を行き来させ
る）こともできる．

�スポットライト型モデルの結果は疑似的に生成したもの．
図�のフィルタ型モデルの結果も同様．

次に，図-に注意の分布が空間的に連続して移
動する例を示す．正方形のオブジェクト（□）に
注意を向けた状態から，「右側に注意を移動せよ」
というトップダウン注意制御を与えた．□の右側
には二つの丸いオブジェクト（○）があり，遠い○
のほうがボトムアップ注意の値が大きい．提案モ
デルでは，式1)2のシステムモデルによって□に注
意を向けた後，式1'2によって注意を右側に移動さ
せた（いずれも手動による制御）．フィルタ型モデ
ルでは，そもそも「右側へ注意を移動」というタ
イプの注意制御は与えにくいが，図中央上のよう
なマップを$���
�� %��に重畳した．
その結果，フィルタ型モデルでは，最も注意の

引かれる度合いの強い箇所（右端の○）に一気に
注意が向けられたが，提案モデルではその途中に
ある○に一度注意が向けられる．一つ目の○に注
意が吸い寄せられても，トップダウン注意を与え
続けることで最終的には右端の○に注意が向けら
れる．フィルタ型モデルでも□から右端の○まで
の間を線形補完して注意点を動かすことで連続性
を表現できるが，図-のように一つ目の○がその
補完された線上に乗らない場合には無視されてし
まう．

	 まとめ

トップダウン性の空間的注意のモデルとして，
スポットライト型とフィルタ型の両方の性質を兼
ね備えたモデルを提案し，二つの実験結果によっ
て本モデルの可能性を示した．ただし，図-に示
したような注意の振る舞いが実際のヒトの特性に
近いのか否かについては未確認であるため，今後
調査していく予定である．
また，)�*でも触れたように，現時点ではタスク

やそこから得られるトップダウン情報を具体的に
は設定しておらず，更に，トップダウン情報を注
意制御命令に解釈する部分も正しく行われている
ことを前提としている．本モデルの有効性を系統
的に示すためにはまず適切なタスク設定が必要で
あるが，我々はこれを人とロボットの共有注意の
タスクにおいて行うことを計画している．

謝辞：本研究は立石科学技術振興財団研究助成
（平成)'年度），及び，科研費（))/==)/)）の助成
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図 - 注意の分布を空間的に連続して移動させた結果（□に向いている注意を右側に移動させるトップ
ダウン注意を与えた；提案モデルの結果は粒子で，フィルタ型モデルの結果は星印でそれぞれ示した）
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付録

�	 �������� ���

$���
�� %��はボトムアップ注意のモデルであ
り，視野上における非随意的な注意の引かれやす
さの度合いを画素値で表した画像（マップ）であ
る．$���
�� %��は次の手順で計算される．入力
画像の複数の解像度において，輝度や方向などの
特徴抽出処理を並列で行い，それぞれ中央周辺差
分処理を行って>
��	�
 %��を生成する．中央周辺
差分処理とは，対象領域における中央と周辺の差
分値を計算する処理であり，中心周辺型の受容野
をシミュレートしたものである．次に，異なる解
像度の>
��	�
 %��を統合・正規化して各特徴の
?�����	��� %��を生成する．最後に，?�����	���
%��の線形和をとって$���
�� %��を生成する．
$���
�� %��のみによって注意点を決定する場

合は，$���
�� %��の中から最大の値を持つ位置
を選ぶ．こうして注意点が選ばれると，その周辺
の$���
�� %�� の値を一定時間抑制する．これに
よって，一度注意が向けられた箇所に注意が向く
ことを抑制する復帰抑制の効果を実現している．
ただし本研究では，現時点では，この復帰抑制の
仕組みは取り入れていない．
$���
�� %��の更なる詳細については文献 &'(な

どを参照されたい．
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誤答プライミングパラダイムを用いたモニタリング 
の自動的成分の駆動 

An automatic aspect of monitoring was driven by the error priming. 
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Abstract 
  The purpose of this study is to examine 
whether the metacognitive monitoring is 
implicitly driven by the calculation error. 
Three experiments were carried out to examine 
the purpose with the error priming paradigm. 
The participants were presented the 
calculation as the prime at first in this 
paradigm. Following the prime、 the target 
stimulus was presented. And the participants 
were asked to process the target and the 
response time was recorded. The results of this 
study did not indicate that the metacognitive 
monitoring is driven by the calculation error 
implicitly. But the result in experiment 3 
suggested that the automatic aspect of 
metacognitive monitoring is in online cognitive 
processes. 
 
Keywords ―  metacognitive monitoring、 
error priming paradigm、 consciousness 

 

1. 研究の背景と目的 
  Veenman（2006）は、メタ認知研究に焦点化
した“Metacognition and Learning”という新し
いジャーナルを発刊するにあたって、今後検討す
べき１０の課題を指摘している。その中で、最初
に指摘されている問題が、メタ認知の定義及びモ
デルに関することであり、メタ認知の定義や構成
要素についてのさらなる検討が必要であるとして
いる。同様の指摘は、岡本(2001)や丸野(2007)に
も見られ、彼らは、特に、認知活動遂行中のモニ
タリングと認知活動遂行前後のモニタリングを区
別するべきであると指摘している。そして、活動
遂行中のメタ認知の機能を研究することが、メタ
認知研究の発展にとって重要であるとしている
(丸野、2007)。 

  従来のメタ認知の定義（例えば、Brown、 1978）
にしたがえば、メタ認知は認知活動を監視して、
制御するという働きである。しかしながら、特定
の認知活動を遂行する過程の中で、メタ認知がど
のように働いているのかを明らかにした研究はな
く、メタ認知が認知をどのように監視し、制御し
ているのかということはまだ十分に分かっている
わけではない。 

  認知過程の中での認知とメタ認知との関連性に
ついては、Nelson & Narrens（1990）が、監視
と制御の対象となる認知過程を object-level、監
視と制御の主体となるメタ認知過程をmeta-level
として分離し、両者の関連性をモデル化している。
このモデルは、メタ認知と認知の関連性を提案す
るモデルとして評価されている一方で、メタ認知
過程が認知活動の遂行中に、常に機能していると
いう仮定のモデルとなっているという問題点があ
る。 

  従来から、メタ認知がすべて意識的過程である
かどうかについては議論が分かれており、メタ認
知には意識的な過程と意識できない自動的な過程
が存在する可能性がある。例えば、我々は、計算
に間違いがないかどうかに気をつけながら計算す
るように教示されて計算間違いに気づくことがで
きる一方で、かなり自動的に単純な計算問題を解
いている途中でさえ、間違っていることに気づく
ことがある。このように考えると、メタ認知モニ
タリングには自動的な過程と意識的な過程が存在
すると仮定しなければならないが、Nelson
（1996）のモデルでは、メタ認知は、認知活動中
常に働いている意識的な過程であると考えられて
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いる。まとめると、メタ認知過程は、すべて意識
的な過程なのか、あるいは、自動的なメタ認知過
程も存在するのか、という点については議論が分
かれる。しかしながら、これらの 2つの過程を分
離する実験パラダイムはまだ見いだされておらず、
結果としてメタ認知の意識性の問題についても十
分な検討がされていな。 

  そこで、本研究では、メタ認知モニタリングの
自動的な過程を計算エラーによって駆動すること
ができるかどうかを検討する。もしメタ認知モニ
タリングに自動的な過程が存在するとしたら、そ
れは外的な刺激に駆動されるかたちで機能しはじ
めるのではないかと考えることができる。このよ
うな立場に立てば、誤った刺激、例えば、計算間
違いや非単語などが提示されることで、自動的に
メタ認知モニタリングが駆動されるのではないか
と考えられる。 

  この点について、岡本・祐野（2009）や Okamoto
（2010）は、２桁のたし算問題の正答と誤答を混
在させて提示、それに気づくかどうかを測定する
ことでモニタリングの意識的成分と自動的成分の
分離を試みた。その結果、Okamoto（2010）で
は、誤答が提示された時の方が、事後の計算アナ
グラム課題での記憶成績が良くなることが明らか
になり、参加者が誤答に対するモニタリングを駆
動させた可能性が示された。しかし、これら２つ
の研究では、提示刺激に含まれる誤答の含有率を
操作することでモニタリングの活性化を操作して
いる。ということは、刺激中に誤答が一定の割合
で含まれていることによって、研究参加者が意識
的にモニタリングを行ったために、記憶成績に違
いが見られたと解釈することもできる。そこで、
本研究では、誤答プライミングパラダイムを開発
し、モニタリングの自動的成分だけを取り出すこ
とができるかどうかを検討する。 

  誤答プライミングパラダイムの基本的な考え方
は、プライム刺激として誤答を瞬間提示すること
によって、付加的な認知処理が駆動されるのなら
ば、ターゲット刺激に対する処理に遅延がみられ
る、とするものである。 

 

2. 実験１ 
方法 実験参加者は、大学生２０名であった。誤
答プライミングパラダイムは、図１に示したよう
な流れで行われた。実験条件は、プライム刺激の
種類によるもので、プライムを提示しない無プラ
イム条件、正答の計算刺激を提示する正答条件、
誤答の計算刺激を提示する誤答条件の３つが設定
された。ターゲット課題では、２桁の計算問題を
提示し、その答えの数の偶奇判断を参加者に求め、
その反応時間を測定した。条件は、被験者内要因
であり、各条件２０試行の計６０試行が含まれて
いた。 
 

 
 
結果と考察 偶奇判断の反応時間（図２）につい
て、条件の１要因分散分析を行ったが、主効果は
有意ではなく、プライムとして誤答を提示したこ
とによる反応の遅延はみられなかった。この結果
からは、誤答に対する自動的なモニタリングは駆
動されなかったと考えることもできるが、一方で、
実験パラダイムの問題点の可能性も指摘できる。
具体的には、プライム刺激の提示時間が 10msec
と非常に短時間であり、かつ、２桁のたし算とい
う複雑な計算であったこと、及び、課題に偶奇判
断を用いたことなどが問題点として指摘される。
そこで、実験２では、これらの問題点を解消した
図３のようなパラダイムに変更して、実験を行っ
た。 
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3. 実験２ 
方法 実験参加者は、大学生２１名であった。実
験条件は被験者内要因で、無プライム条件 vs. 正
答プライム条件 vs. 誤答プライム条件の３条件
で実験１と同じであった。ターゲット課題を正誤
判断として、試行数を１条件４０試行とした。 
 

 

 
結果と考察 正誤判断の反応時間（図４）につい
て、プライム条件とターゲット課題の正誤の２要
因分散分析を行った結果、ターゲット課題の正誤
の主効果が有意であったが（F(1、57)=83.5、 
p<.01）、その他の主効果及び交互作用は有意でな
かった。すなわち、誤答を提示しても後続の処理
の反応に遅延はみられず、誤答に対する自動的な
モニタリングの駆動は確認できなかった。そこで、

実験３では、誤答プライムとターゲット課題を時
間的に接近させて同時にすることで、誤答に対す
る自動的なモニタリングの駆動が起こるかどうか
を検討する。 
 

 
 

４. 実験３ 
方法 実験参加者は、大学生２１名であった。実験
パラダイムは、図５に示したように、プライム刺激
の正答及び誤答の提示と同時に、○か×を提示し、
○と×のどちらが提示されたかを判断させる課題と
し、その判断にかかる反応時間を測定した。 
 

 

 
結果と考察 ○×判断の反応時間（図６）について、
２要因分散分析を行った結果、いずれの主効果、交
互作用も有意ではなかった。したがって、実験３で
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も誤答に対する自動的なモニタリングの駆動を取り
出すことはできなかった。 
 

 
 

５. 総合的考察 
本研究の目的は、課題遂行中のメタ認知モニタ

リングが自動的側面を駆動する方法を検討するこ
とであった。特に、今回の研究では、計算間違い
をプライム刺激として提示することで、自動的な
メタ認知モニタリングの活性化が生じるかどうか
を検討するために、誤答プライミングパラダイム
を考案した。誤答プライミングパラダイムは、プ
ライム刺激として誤答を瞬間提示するだけで、通
常の状態では働いていないメタ認知モニタリング
が付加的に駆動され、付加的な認知処理を生じさ
せるために、後続のターゲット刺激に対する認知
処理に遅延がみられるのではないかと、という仮
定のもとに考案されたパラダイムである。 
しかしながら、本研究で行った３つの実験結果

からは、誤答をプライム刺激として提示する場合
と正答をプライム刺激として提示する場合やプラ
イム刺激を提示しない場合と比べて、後続の課題
の処理に遅延がみられることはなかった。このこ
とから、誤答をプライムとして使用することによ
って自動的なモニタリングが駆動されるわけでは
ないといえる。しかしながら、実験３では、正答
プライム条件と誤答プライム条件の反応傾向が違
っていることから、さらに実験パラダイムを工夫
することによって、自動的なモニタリングを取り

出すことができる可能性があるのではないだろう
か。 
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Abstract
This study examined the roles of MIP(match in

place) and MOP(match out of place) on similarity

judgements of structual levels. In the experiment,

participants evaluated similarities on stories. We pre-

pared three base stories (story A, B, C) and four types

of target stories (MIP, Low MOP, High MOP, No-

Match) in each base. In the results, there were no

siginificant differences among target stories in story

A and B. The results of story C showed that the MIP

is evaluated higher than High MOP, and NoMatch is

evaluated lower than other three types. These results

indicated that the MIP is more influenced than the

MOP and the MOP is more influenced than NoMatch

in similarity of structual level same as similarity of ob-

ject level.

Keywords — Simirality, Structual Level, Anal-

ogy, Match in Place, Match out of Place

1. はじめに
類推とは，未知の事柄 (ターゲット)を既知の事

柄 (ベース)にあてはめて推論を行うことである．
類推ではベースとターゲットの類似性を判断し，
ベースとターゲットに含まれる要素間の対応付け
を行い，ターゲットについて推論する．類似性判
断の研究では，人々がベースとターゲットの似てい
る部分を探すとき，複数の類似性のレベルによっ
て類似の度合を区別し，類似性を判断していると
考えられている．対象レベルの類似性では，2つ
の対象間で特徴がどれだけ共有されるかが重視さ
れる．一方，関係レベルの類似性では，ベースに
存在する関係とターゲットに存在する関係がどれ
だけ共有されるかが重視される．
この2つの類似性のレベルのうち，どちらが重要

視されるかは状況によって異なる．Goldstone(1991)

の検討では，対象の特徴が比較的多ければ対象レ
ベルで類似性を判断し，構造的な特徴に注目しな
ければならないときには，表面的な特徴の相違を
問題とせずに関係レベルで類似性を判断すること

が示された(鈴木, 1997)．
また，対象レベルの類似性判断において，Gold-

stone (1994)は，ベースとターゲットの要素の対応
関係が影響することを示した．Goldstoneは，2つの
場面に提示されたオブジェクトの対応付けにおけ
るMIP(Match in place)とMOP(Match out of place)

の役割について検討した．MIPとは同じ位置で対
応することであり，逆にMOPは異なる位置で対応
することである．Goldstoneは，対象レベルの類似
性の評価においてMIP はMOP に比べて強い影響
を与えること，MIP が増えるほど類似性も高く評
価されること，MOPの数が増えてMIP よりも影
響力が上回る場合，その対応に基づいて類似性が
判断されることを明らかにした．本研究ではこの
ような結果が関係レベルにおける類似性判断や対
応付けにも当てはまるかを検討する．
本研究の目的は，関係レベルの類似性判断に

おいて，MIPはMOPより類似性評価を高めるか，
MOPは全く対応しないものより類似性評価を高
めるかを検討し，先行研究の結果と比較すること
である．

2. 関係レベルにおけるMIPとMOP
本研究では，関係レベルにおけるMIPとMOPを

考える際に，Markman & Gentner (1993)の交差写
像を参考にした．交差写像とは，ベースにおける
対象と類似した対象が，それぞれの状況において
異なった関係的役割を担っていることを言う．例え
ば，男性が女性に食べ物を供給している場面と，
女性がリスに餌を与えている場面があるとする．
この場合，1つめの場面での女性は，食料を「も
らう」役割，2つめの場面での女性は，食料を「与
える」役割を担っており，女性の役割が「もらう」
から「与える」に交差していることが分かる．本
研究では，まず初めに交差写像が関係レベルにお
けるMOPではないかと考えた．しかし，単に登場
人物や登場物のみを入れ替えるだけでは，関係の
入れ替えにはならない．
そこで，再度関係レベルのMIPとMOPをとらえ

日本認知科学会第27回大会 P3-37

810



(a) 文章1の構造

(b) 文章2の構造

図 1 関係レベルのMOPの例

なおし，対象ではなく関係が，ベースとターゲッ
トで異なる箇所にあることを関係レベルのMOP

ととらえた．例えば，「花子は先生のアドバイスを
受け入れず，受験に失敗した．太郎は先生のアド
バイスを受け入れ，受験に成功した．」という文章
において関係が別の場所にあるMOPを考えると，
「花子は先生のアドバイスを受入れ，受験に失敗
した．太郎は先生のアドバイスを受け入れず，受
験に成功した．」のようになる．最初の文章の構造
を図1の(a)に，関係の入替えを行なった文章の構
造を図1の(b)に示す．
したがって本研究では，MIPをベースとターゲッ

トに含まれる関係が同じ位置で一致することとし，
MOPをベースとターゲットに含まれる関係が異な
る位置で一致することと定義した．さらに本研究
では，構造の低いレベルでの関係と高いレベルで
の関係を入れ替えたときに，ベースとターゲット
の類似性判断にどのような影響を与えるのかにつ
いても検討する．Research Questionを以下に示す．
1. 関係レベルのMIPとMOPは，どちらが類似性
判断や対応付けに強く影響するのか？

2. 高次レベルの関係のMOPと低次レベルの関
係のMOPとでは，どちらが類似性判断や対応
付けに強く影響するのか？

3. 実験
実験デザイン
実験は，ベースの物語文を被験者内要因，ター

ゲット文の種類を被験者間要因とする3×4の混合

計画で実施した．ベースの物語文は，ストーリー
が異なる3つの物語(a,b,c)を設定した．ターゲット
文の種類は，ベースとの対応付けを操作した4つ
のターゲット(MIP，低MOP，高MOP，NoMatch)を
設定した．
ベース文は昔話やグリム童話を参考に作成した．

ターゲット文はベース文をもとに以下のルールに
基づいて4種類を作成した．

• MIP：ベース文と物語の構造は同じで，登場
する人や物を変更した．

• 低MOP：MIP文の変更に加えて，物語の構造
に大きく影響しない行動を入れ替えた．

• 高MOP：MIP文の変更に加えて，物語の構造
に大きく影響する行動を入れ替えた．

• NoMatch：登場する人や物，物語の構造が全
く異なるように作成した．

手続き
18歳から22歳の大学生20名(男11名、女9名)が実

験に参加した．まず実験参加者にベース文と，そ
れに対応するターゲット文を1つ提示した．参加
者はベース文とターゲット文を読み比べ，2 つの
文の類似度を9 段階で評価した．次に，対応付け
の課題として，ベース文中に指定された文と対応
すると思われる文をターゲット文から選んで線を
引き，その理由を書いた．対応付けは，理由の記
述を含め3 分間とした．このサイクルを別のベー
ス文と，それに伴う先ほどとは異なる種類のター
ゲット文で2回行った．
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4. 結果と考察
類似性判断
図2は，物語における条件別での類似度の平均で

ある．分散分析の結果，物語とベースとの対応関
係の交互作用が有意だった(F (6,48)=4.55, p <.01)．
物語の単純主効果を検定したところ，低MOP条
件とNoMatch 条件において有意な差がみられた
(p <.01)．また，ベースとの対応関係の単純主効果
を検定したところ，物語c において有意な差がみ
られた．LSD を用いた多重比較の結果，低MOP

条件では，物語a が物語cより類似度の平均が低
く (p <.01)，全く対応なしの条件では物語a・b の
平均が物語c の平均より高かった (p <.01)．また，
物語c において，MIP条件の平均が高MOP条件と
NoMatch条件の平均より高く (p <.01)，低MOP条
件と高MOP 条件の平均がともに全く対応なしの
条件の平均より高かった(p <.01)．
この結果から，MIPとMOPでは物語の高次関

係に影響を及ぼした場合，対象レベルと同じよ
うに類似が下がると考えられる．また，MOPと
NoMatchでは，NoMatch条件は類似度が下がった．
対象レベルでは，MOPとNoMatchに大きな差は示
されなかったが，関係レベルではMOPは全く対応
なしの状態よりも類似度を高めると考えられる．

図 2 物語別条件ごとの類似度平均グラフ

対応付け
対応付けの実験結果からは，条件のみで見ると，

MIP条件では両方の対応付けが正であることが有
意に多く，低MOP条件では高MOPの対応付けの
みが正であることが有意に多い．そして，高MOP

条件でも，低MOP の対応付けが正であることが
有意に多いと分かった．
このことから，対象レベルと同様に，MIP は

MOP より対応付け精度を高める効果があると考
えられる．しかし，低MOP・高MOP の対応付け

間で差異が生じなかったことから，対象レベルと
は異なり，対応付けとMOP のレベルの高低は関
係しないと考えられる．これらの対象レベルとの
相違点の原因は，関係レベルの対応付けは，単文
での類似を図るためと考えられる．関係レベルの
対応付けでは，高次の関係が優先的に対応すると
いうことが言われているが，今回の結果ではMOP

のレベルの高低には左右されずに，単文同士がど
れだけ似ているかによって対応付けが行われるこ
とが示唆された．

5. おわりに
本研究では，関係レベルにおけるMIPやMOPの

役割について検討した．実験の結果，類似度の評
価においては対象レベルと同様の結果が見られ，
MOPよりもMIPが強く影響すること，NoMatchと
比べるとMOPが類似度の評価に影響を与えるこ
とが明らかになった．しかし今回の実験では，物
語文によって結果が異なっていた．今後は，これ
らの原因について考え，追加実験を行って結果の
妥当性を確認する．
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付録: 物語の具体例
物語c ベース文

ある村に夫婦と一人の息子がいました。この息
子は母親の連れ子で、夫とは血の繋がりはありま
せんでした。そのため、夫は息子に対して何かと
厳しく当たるのでした。
ある日、夫は息子に薪や山菜をとりに、一緒に

山に入ろうと言いました。２人で山の中を歩いて
いると、夫は谷へ息子を突き落として殺してしま
いました。そして、何食わぬ顔で家に戻っていき
ました。母親は息子と一緒に帰ってこなかった訳
を夫に尋ねました。夫は、「山の中ではぐれちまっ
たんでさぁ。」とだけ言いました。母親は心配に
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なって山に探しに出かけました。そして、谷の底
に落ちている息子を見つけ出し、おいおい泣きま
した。そして死体をその谷に埋めてやりました。
すると、息子を埋めたところから白い犬が土の中
から飛び出して行きました。
さて、この犬はたいそう利口な犬で、村中の評

判になりました。ある日、犬は村人がなくしたもの

を御自慢の鼻を使って見つけてきました。低MOP そ

の村人はとても喜び，そのお礼に犬に上等な絹を
渡しました。また別の日、犬は村人の前でおもし
ろい芸をしました。それを見たある村人は、その
お礼にマムシ酒をくれました。犬はそれらを持っ
て昔住んでいた家に帰りました。
犬は家に着くと、大きな声で鳴きました。それ

に気付いた母親が外に出ました。犬は絹を母親に
渡し、母親はたいそう喜びました。犬はさらに大
きな声で鳴きました。それを聞いた夫が外に出ま
した。犬がマムシ酒を夫に渡すと、ふたを開けた途端

にマムシが飛び出し、夫は噛まれて死んでしまいまし

た。高MOPすると、犬は元の息子の姿に戻りまし

た。母親はこの上なく喜んで、それから２人仲良
く暮らしました。

物語c ターゲット文(MIP)

あるところに母親とその子どもの兄妹がいまし
た。母親は兄と血が繋がっていなかったので、兄
を嫌っていました。
ある日、妹が木の実を拾いに出かけました。そ

の隙に、母親は兄を呼びつけ、「この箱の中身を出
しておくれ」と大きな箱を兄の前に置きました。
兄が箱を開けた瞬間、母親は箱のふたを閉じて、
兄の首を挟んで切り落としてしまいました。母親
は死体をいすに座らせて、首のところに布を巻い
て頭と胴体をくっつけておきました。しばらくす
ると妹が帰ってきました。妹は兄に話しかけまし
たが、兄は応えません。不審に思った妹が兄の肩を
軽く叩くと、頭がごろりと落ちました。妹は自分
が兄を殺したものと思い、泣き出しました。そし
て、妹は死体を庭の木の下に埋めてあげました。
すると、兄を埋めたところから美しい鳥が出てき
て羽ばたいていきました。
さて、この鳥はたくさんの町を飛び回りました。

ある町では、鳥は靴屋の主人がなくした指輪を見
つけてきました。靴屋の主人はそのお礼に赤い靴
を与えました。またある町では、鳥はかわいい踊
りを披露しました。石細工の職人はそのお礼に石
臼を与えました。鳥はそれらを持って昔住んでい
た家に戻ってきました。

美しい鳥は家の屋根にとまると、美しい声で鳴
きました。それを聞いた妹が家から出てきました。
美しい鳥は赤い靴を落とし、妹はそれを拾って嬉
しそうにしていました。また美しい鳥は鳴きだし
ました。それを聞いた母親が家から出てきました。
美しい鳥は頭の上に石臼を落とし、母親は潰れて
死んでしまいました。すると、美しい鳥は元の兄
の姿に戻りました。妹は喜んで、それから２人は
前のように暮らしました。

物語c ターゲット文(低MOP)

あるところに母親とその子どもの兄妹がいまし
た。母親は兄と血が繋がっていなかったので、兄
を嫌っていました。
ある日、妹が木の実を拾いに出かけました。そ

の隙に、母親は兄を呼びつけ、「この箱の中身を出
しておくれ」と大きな箱を兄の前に置きました。
兄が箱を開けた瞬間、母親は箱のふたを閉じて、
兄の首を挟んで切り落としてしまいました。母親
は死体をいすに座らせて、首のところに布を巻い
て頭と胴体をくっつけておきました。しばらくす
ると妹が帰ってきました。妹は兄に話しかけまし
たが、兄は応えません。不審に思った妹が兄の肩を
軽く叩くと、頭がごろりと落ちました。妹は自分
が兄を殺したものと思い、泣き出しました。そし
て、妹は死体を庭の木の下に埋めてあげました。
すると、兄を埋めたところから美しい鳥が出てき
て羽ばたいていきました。
さて、この鳥はたくさんの町を飛び回りました。

ある町では、鳥はかわいい踊りを披露しました。
靴屋の主人はそのお礼に赤い靴を与えました。ま
たある町では、鳥は石細工の職人がなくした指輪
を見つけてきました。石細工の職人はそのお礼に
石臼を与えました。鳥はそれらを持って昔住んで
いた家に戻ってきました。
美しい鳥は家の屋根にとまると、美しい声で鳴

きました。それを聞いた妹が家から出きました。
美しい鳥は赤い靴を落とし、妹はそれを拾って嬉
しそうにしていました。また美しい鳥は鳴きだし
ました。それを聞いた母親が家から出てきました。
美しい鳥は頭の上に石臼を落とし、母親は潰れて
死んでしまいました。すると、美しい鳥は元の兄
の姿に戻りました。妹は喜んで、それから２人は
前のように暮らしました。

物語c ターゲット文(高MOP)

あるところに母親とその子どもの兄妹がいまし
た。母親は兄と血が繋がっていなかったので、兄
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を嫌っていました。
ある日、妹が木の実を拾いに出かけました。そ

の隙に、母親は兄を呼びつけ、「この箱の中身を出
しておくれ」と大きな箱を兄の前に置きました。
兄が箱を開けた瞬間、母親は箱のふたを閉じて、
兄の首を挟んで切り落としてしまいました。母親
は死体をいすに座らせて、首のところに布を巻い
て頭と胴体をくっつけておきました。しばらくす
ると妹が帰ってきました。妹は兄に話しかけまし
たが、兄は応えません。不審に思った妹が兄の肩を
軽く叩くと、頭がごろりと落ちました。妹は自分
が兄を殺したものと思い、泣き出しました。そし
て、妹は死体を庭の木の下に埋めてあげました。
すると、兄を埋めたところから美しい鳥が出てき
て羽ばたいていきました。
さて、この鳥はたくさんの町を飛び回りました。

ある町では、鳥は靴屋の主人がなくした指輪を見
つけてきました。靴屋の主人はそのお礼に赤い靴
を与えました。またある町では、鳥はかわいい踊
りを披露しました。石細工の職人はそのお礼に石
臼を与えました。鳥はそれらを持って昔住んでい
た家に戻ってきました。
美しい鳥は家の屋根にとまると、美しい声で鳴

きました。それを聞いた妹が家から出てきました。
美しい鳥は頭の上に石臼を落とし、妹は潰れて死
んでしまいました。また美しい鳥は鳴きだしまし
た。それを聞いた母親が家から出てきました。美
しい鳥は赤い靴を落とし、母親はそれを拾って嬉
しそうにしていました。すると、美しい鳥は元の
兄の姿に戻りました。母親は喜んで、それから２
人は前のように暮らしました。

物語c ターゲット文(全く対応なし)

昔ある村に，兄妹がいました．子どものころか
ら仲が良く，２人で木の実を取ったりして遊びま
した．兄妹には病気の母親しかおらず，すぐに遠
い町に働きにでることになりました．
兄は石細工の職人のところで石臼を作り，妹は

靴屋の主人のお手伝いをしていました．靴屋の店
先には赤い靴が飾ってあり，妹はそれを履いて踊
りをおどるのが夢でした．ある日，兄は家の庭の
木に１羽の鳥がいるのに気がつきました．鳥は指
輪をくわえ，足に手紙がついていました．手紙は
母からで，指輪は母が父からもらったものでした．
手紙には指輪を売ったお金を分け，兄と妹がほし
いものを買うようにと書かれていました．しかし
兄は，お金をすべて自分の道具を買うために使っ
てしまいました．妹はそれを聞いて悲しみました．

ある日，靴屋の主人が留守にしました．妹はど
うしても赤い靴が履きたくなり，こっそり持ち出
しました．そして，部屋で赤い靴を履いて夢中で
踊っていました．すると靴屋の主人が帰ってきま
した．妹は主人に見つかるのを恐れ，屋根にのぼ
りました．しかし足を踏み外して落ち，頭をうっ
て死んでしまいました．妹の死体をみて兄はとて
も悲しみ，指輪を売ったお金をすべて使ってしまっ
たことを後悔しました．そこで道具を売り，妹に
赤い靴を買いました．また，一緒にとった木の実
で首飾りを作り，妹の首に掛けました．そして妹
を布でくるみ，箱にいれてふたをし，お葬式をし
ました．
兄はその後，妹の分まで一生懸命修行にはげみ，

立派な石細工職人になりました．そして故郷に帰
り，赤い靴を履いた妹の石像を作りました．妹の
石像は兄を許すように微笑んでいました．
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ロボットを人として思うようになるプロセスの経時的追跡 
How does one become to recognize a robot as mankind? 

齋藤 千夏， 高橋 英之，岡田 浩之 
Chinatsu Saitou, Hideyuki Takahashi, Hiroyuki Okada 

 

玉川大学 
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Abstract 
In this study, we tried to investigate the 

correlation between a participant’s subjective 
impression to a communication robot and 
behavioral tendency in a human-robot 
interaction. Our preliminary study suggested 
that various dimensional factors of subjective 
impression, such as familiarity, strongly 
influence the participant’s behavior. 
 
Keywords – human-robot interaction, joint 
attention, matching pennies game, music ensemble 

  

1. はじめに 

 本研究では，ロボットに対する印象が被験者

のロボットに対する振る舞いにどのような影響

を与えるのか検討した．具体的には，ロボット

に対する印象評定の傾向と，ロボットと一緒に

ゲームなどを行う場面における被験者の行動と

の関係性を調べた．さらに同じロボットと繰り

返しコミュニケーションを行うことによる印象

評定の変化が，ロボットに対する被験者の振る

舞いに与える影響について経時的に解析するこ

とも試みた． 

 

2. ロボットに対する印象と行動の関係 

 他者とのコミュニケーションにおいて，相手

の心を理解するための能力（心の理論）は重要

である[1]．このような能力は，機械の操作など

の物理的なインタラクションでは必要とされな

い． しかし我々は機械のように心を持たない存

在にもしばしば心的なものを感じてしまう[2]．

これまでに我々が行ってきた検討で，たとえ相

手が実際にはコンピュータプログラムであって

も，人間とゲーム行っていると思い込むことで

被験者の行動が大きく変ることが示されてきた

[3][4]．これは心の理論が，相手の実際の行動の

背後にある心を読み取る能力だけでは無く，相

手に対する思い込みに応じてトップダウンに行

動を調整する能力を含むことを示唆する．この

ようなトップダウンの行動調整は，数多くの対

象とインタラクションする必要がある社会にお

いて素早い対象への適応を可能にする． 

 これまで我々が行ってきた検討では，相手が

人間と思うかどうかの二分律による単純な比較

のみを行ってきた．しかし実際には，外界の対

象に対して受ける印象はより多様で複雑なはず

である（図 1）． 

 

エージェンシーの知覚量

親近感

相手に対する知識量

行動決定にかかわる内部パラメータ（可変）

行動決定の基礎となる情報処理系

置かれている状況
（協調・競合など）

行動

脳内情報処理

外界

エージェント

図 1. 印象がトップダウンに行動に影響を与える概念図 

  

 そこで本研究では．ロボットという，心的な

存在とも機械的な存在とも捉えることが可能な

相手と一緒にゲームを行う課題において，ロボ

ットに対する印象がどのように被験者の行動に

影響を与えるのかについて検討した．さらにロ

ボットに対する被験者の印象の経時的な変化が，

どのように被験者の行動に影響を与えるのかも

検討することを試みた． 
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3. 実験の概要 

3.1. 実験に使用したロボット 

 

 
図 2. ポコボット(PoCoBot) 

 

 実験では，(株)ビジネスデザイン研究所によ

り販売されているポコボット(PoCoBoT)を用い

た（図 2）．このロボットは音声合成により様々

な言葉を喋ることができる．また首と両腕をサ

ーボモータによって動かすことが可能であり，

頭部の LED で簡単な顔表情を提示することも

できる．これらの機能を組み合わせることで簡

単なコミュニケーションを人間ととることがで

きる．このロボットには音声認識モジュールや

頭部のカメラ，超音波センサーなどの機能も搭

載されており，プログラムによって自律的な振

る舞いをさせることも可能である．しかし今回

は実験の確実性を重視するために，実験者が別

室で被験者とロボットの様子を Web カメラで

モニターし，独自に開発したソフトウェアによ

って遠隔操作によりロボットを制御した． 

 

3.2. 実験課題 

 被験者とロボットのコミュニケーション課題

として，あっち向いてホイ課題[3]，カエルの歌

の輪唱課題[4]，そしてこれら二つの課題の合間

に「休憩」と称して部屋に被験者とロボットだ

けになってもらい，ロボットの発話や動きに対

する被験者の反応を調べる自由観察課題の三つ

を行った．実験は，あっち向いてホイ，自由観

察課題，カエルの歌の輪唱課題の順で行った．

そしてすべての課題の終わりにロボットに対す

る印象の主観評定アンケートを行った． 

 以下に各課題の詳細について述べる． 

 

あっち向いてホイ課題 

 この課題は matching penny（硬貨合わせ課

題）という我々がこれまでに行ってきた実験課

題をロボットと行えるようにアレンジしたもの

である．被験者は左と右と書かれた二枚のカー

ドが渡され，ロボットの前にその内の一枚を伏

せておくように教示された．そして被験者がカ

ードを置くとロボットがジェスチャーと発話に

より左右どちらかの方向を示し，その方向と被

験者が置いたカードの方向が一致している場合

は被験者の勝ち，不一致の場合は被験者の負け

とした（図 3 の場合は被験者の勝ち）． 

 

 

図 3. あっち向いてホイ課題の風景 

 

 我々が以前行った研究では，相手が人間だと

思い込むことで被験者の左右選択の系列が複雑

になる傾向があらわれた[3]．今回はより簡略に

被験者の行動を解析するために，ロボットには

左左右右左左・・・という単純系列にもとづい

て行動を選択させ，その規則に気づくまでの試

行数を指標として行動の解析を行った．被験者

がロボットを機械だと思っている場合にはこの

単純な行動規則を素早く発見することができ，

逆に心を感じている場合はこのような逆に単純

な行動規則に気づきにくくなるのではないかと

期待した．試行数は，全部で 12 試行であった． 

 

カエルの歌の輪唱課題 

 カエルの歌をロボットが歌い，二小節遅れて

被験者がキーボードのキー押しによってカエル

の歌を演奏，輪唱する課題を行った[4]．被験者
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はEnterキーをタイミングに合せて押すように

教示された．音は自動的に選択されるため，被

験者はリズムをロボットと合わせることにのみ

専念することができた． 

 我々が以前行った研究では，実際には一定リ

ズムでコンピュータが音楽を演奏していても，

演奏の相手が人間だと思うことで長い音符でた

めるなど，演奏相手が被験者に合わせることを

期待するような行動があらわれた．今回の実験

でも，ロボットは一定のリズムでカエルの歌を

歌い，それに対する被験者のリズムの取り方を

解析した．ロボットは，カエルの歌を二回繰り

返して歌った． 

 

自由観察課題 

 上記の二つの課題中は実験の遂行を円滑にす

る為に実験者の一人が立ち会っていた．しかし

二つの課題の合間に「休憩」と称して実験者は

部屋から退出し，別室で Web カメラを通じて

「休憩」中の被験者の行動を観察，記録した． 

 「休憩」中，ロボットは被験者に「どこから

きたの？」，「今日は暑いね」，「何か喋ってよ」

などの言葉を語りかけた．さらに「あっ！」と

いう言葉とともに，向かって右方向に首を向け

て被験者がロボットの注視方向に注目するかを

調べた（共同注視行動の有無の確認）． 

 

主観評定アンケート 

 すべての課題の終了後に，被験者にロボット

に対する印象を，「人間らしさ」，「賢さ」，「倫理

的かどうか」，「性格の良さ」，「かわいさ」「親し

みやすさ」の項目に関して七件法で評定しても

らった．さらにロボットに対する印象を自由記

述で書いてもらった． 

 

4. 実験の結果 

 原稿執筆時点で 4 人の成人被験者（女性 2 名）

に参加してもらい実験を行った．それぞれの課

題の結果について以下に述べる． 

 

あっち向いてホイ課題 

 被験者とロボットが選択した行動の系列の例

を図 4 に示す． 

 

被験者 A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Robot Human

Left

Right

 

被験者 B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Robot Human

Left

Right

 

図 4. あっち向いてホイ課題における二人の被験者の行動系列 

（横軸：試行数 縦軸：選択した行動） 

  

 図 4 から，被験者 A は 5 試行目の段階でロボ

ットの行動規則に気づき，その後はロボットの

行動規則に応じた行動を選択しているのに対し，

被験者Bは 9試行目までロボットの行動規則に

合わせた行動をとれていないことが分かる．ま

た行動規則に全く気付けない被験者も存在した．

このような行動規則に気づくまでの試行数は，

被験者がどれだけロボットが複雑な思考を行っ

ていると思っているか判断する為の指標になる． 

 

カエルの歌の輪唱課題 

 被験者のキー押しの間隔（音符の長さ）と，

実際にロボットが歌っている間隔（四分音符
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1000ms）とのずれを 4 人の被験者それぞれで

グラフにした（図 5）． 

‐100

‐50

0

50

100

150

200

ki ko e te ku ru yo ge ge ge ge

フレーズの終わり

 

図 5. 音符ごとの実際のリズムとのずれの推移（被験者ごと） 

（横軸：音符 縦軸：リズムの遅れの量(ms)） 

  

 図 5 からとくにフレーズの終わりの音（「よ

（yo）」）で，被験者の演奏が遅れる傾向がある

ことが読み取れる．また青線の被験者は，この

ような傾向が殆見られず，常に一定のリズムで

演奏を行い続けていた． 

 音楽を他者とアンサンブルする際，フレーズ

の終わりの音を伸ばしたり，次のフレーズとの

間に一呼吸をいれたりすることでお互いのリズ

ムを揃えようという振る舞いがしばしあらわれ

る．ロボットに心を仮定すればするほど，この

ようなリズムの変化が顕著にあらわれるのでは

ないかと考えられる． 

 

自由観察課題 

 実験に参加した被験者の内，男性 2 名は「休

憩」中はロボットの発話や振る舞いに対して一

切の反応が無かった．それに対して女性 2 名は

ロボットの発話に応答し，さらにロボットとの

共同注視行動がみられた． 

 

主観評定アンケート 

 アンケートの項目を，その内容から認知的側

面（人間らしさ，賢さ，倫理的）と情動的側面

（性格の良さ，かわいさ，親しみやすさ）に分

類した（図 7）．まだサンプルが少数のため踏み

込んだ記述ができないが，例えば共同注視行動

を行った二人の女性被験者は特に情動的側面の

項目に対して高い評点をつける傾向があった

（図 7）． 

  

 
図 6. 共同注視行動の有無の例（上：有り 下：無し） 

 

1

2

3

4

5

6

7

人間らしさ 賢さ 倫理的 性格の良さ かわいさ 親しみやすさ

共同注視無し 共同注視有り

認知的側面 情動的側面

 
図 7. 4 名の被験者の各項目に対する印象評定のスコア 

 

5. 考察とまとめ 

 今回行った実験はまだ被験者数も少なく，こ

の原稿を執筆した段階では予備的な結果しか得

られていない．しかし三つの課題各々において，

被験者のロボットに対する行動を評価する行動

指標が得られることを今回の予備的な検討から
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確認することができた．興味深いことに，これ

らの三つの課題の行動指標の傾向は完全には相

関しておらず，人間とロボットのコミュニケー

ションにおける異なる側面を捉えている可能性

がある．今後はロボットに対する印象評定とこ

れらの行動指標との関係をより明確にしていく

ことで，コミュニケーションにおける人間の行

動にトップダウンに影響を与える主観的要因に

ついて詳細に同定していきたいと思っている． 

 また今回の実験の問題点として，ロボットと

のコミュニケーションという非常に特異な状況

においては，個々の被験者のパーソナリティが

特に大きく行動に影響を与えると思われる．従

ってこのような研究は被験者間比較よりも，被

験者内の変動に注目した解析がより適切である

と思われる．今後は，被験者に繰り返しロボッ

トとコミュニケーションを行ってもらい，被験

者のロボットに対する印象評定の変化がどのよ

うに被験者の行動を変化させていくのかを調べ

ることを計画している． 
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ゴミ箱ロボットと子どもたちとの関わりについて
-群れるゴミ箱ロボットと単独のゴミ箱ロボットとの違いに着目して-

Sociable Trash Box: Focused on the Deviation of Children Interactions
in the Contexts of Robot’s Swarm vs. Individual Behaviors
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Abstract
We are interested in social skills emerging from

interaction between child and caregiver on prospective
of sociocultural approach. Therefore, we developed a
children-dependent robot which investigates a process of
emerging social skills in the dynamic environment. In this
paper, we introduce a Sociable Trash Box (STB) and the
experimental results of the child-STB interactions. Our
main focused is to evaluate deviation of child-STB inter-
actions in the contexts of robot ’s swarm vs. individual
behaviors.
Keywords — sociocultural apporach, children-
dependent robot, social skills

1. はじめに
「ゴミを拾い集めるロボット」を実現するため

に，どのような方法が考えられるだろうか．一つ

は，ゴミを探し当て，自身の機能で拾い集める方

法．もう一つは，誰かにゴミを探してもらい，そ

のゴミを拾って入れてもらう方法があるだろう．

前者の観点から議論・実現されたロボットは多

い[1][2]．ゴミをどのように探すのか，それをどの
ように拾い上げるのか，それらの機能をどのよう

に実装するのか．そうしたロボットの設計指針の

背後には，個体能力主義的な発想があると考えら

れる．

一方で，人に頼るという後者の観点からアプ

ローチされたロボットは，あまり議論されていな

い．筆者らは，母親に抱かれた乳児の振る舞いに

着目した．乳児一人では何もできない弱い存在で

あるにもかかわらず，母親のアシストを上手に引

き出すことで結果としてミルクを手に入れたり行

きたい所へ移動してしまう．乳児と母親の関わり

によって関係論的に合目的的な行為を達成する様

子は，ロボットや子どもの社会的な知性を考える

上で興味深い．子どもはどのような振る舞いで母

親のアシストを上手に引き出すのか．また，母親

が思わずアシストしてしまうのはどのようなダイ

ナミクスによるものなのだろうか．そうした検討

はこれまで十分になされていない．こうした母子

間での関係論的な行為形成や子どもの社会的な知

性の獲得，その背後にあるダイナミクスを構成的

に探る目的で，子どもたちからのアシストを上手

に引き出すことで結果としてゴミを拾い集める事

のできる「ゴミ箱ロボット (Sociable Trash Box)」を
構築し，ゴミ箱ロボットと子どもたちの関わりを

観察してきた [3][4]．
このような，人のアシストを引き出すことで目

的を達成するようなロボットは，注目されてきて

いる．Kinzerは，通行人のアシストを引き出すこ
とで頭に掲げた旗に記された目的地に到達する

Tweenbotsというロボットを提案している[5]．また，
ACEプロジェクトでは，ACEと呼ばれるロボット
を開発し，通行人に目的地までの道を尋ねること

で目的地までの地図をつくる試みを行った [6]．
本論文では，研究の背景・目的，ゴミ箱ロボット

の実装・インタラクションデザインの詳細を紹介す

る．また，ゴミ箱ロボットを子どもたちの集まる

施設 (豊橋市こども未来館『ここにこ』)のロビー
で動作させたところ，子どもたちとゴミ箱ロボッ

トの関わる様子に興味深い現象が観察された．そ

の際に得られたデータと知見を，群れるゴミ箱ロ

ボットと単独のゴミ箱ロボットに対する子どもた

ちの振る舞いの違いに着目して報告する．

2. ロボットと人との関わり
2.1 スイッチを切られてしまうロボット

多くのロボットはいつか飽きられ，スイッチを切

られてしまう．初めは物珍しさもあり，私たちは

ロボットの様々な仕草や反応を楽しんでいる．し

かし，スイッチを切られてしまうと，ロボットは

私たちと距離を置いた存在になってしまう．私た

ちと長期的な関係形成を維持していくためには，

何が欠けているだろうか．

私たちはロボットを社会的な存在として扱おう

とする．はたして，ロボットは私たちを社会的な
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図 1ゴミ箱ロボットの外観

存在として扱おうとしているのだろうか．私たち

の存在は，周囲の石ころと同様に，障害物の一つ

として扱われていることが多い．人はロボットを

社会的な存在として扱おうとする一方で，そのロ

ボットは私たちを社会的な存在として扱っていな

い．そのアンバランスを解消するために，人はそ

のロボットを社会的な存在として扱うことをやめ

る．その結果，人はスイッチを切ってしまうので

はないか．

スイッチを切ってしまうと，長期的な関係形成

は期待できない．ロボットも人を社会的な存在と

して扱うということは長期的な関係形成に重要な

要素だろう．

2.2 母親と乳児の関係論的な行為形成

乳児は一人では何もできない，弱い存在である．

しかし，乳児はその何もできない弱い存在である

ことで母親のアシストを引き出し，結果としてミ

ルクを手に入れたり行きたい所へ移動してしまう．

子どもはどのような振る舞いで母親のアシストを

上手に引き出すのか．また，母親が思わずアシス

トしてしまうのはどのようなダイナミクスによる

ものなのだろうか．

母親と乳児の関係論的な行為形成を参考にした，

自身一人の力では目的を達成することはできない

が，人が思わずアシストしてしまうことで目的を

達成するようなロボットは，人を社会的な存在と

して扱う一つの方法となりうるのではないだろ

うか．

3. ゴミ箱ロボット
3.1 コンセプト

ゴミ箱ロボット (Sociable Trash box)は，母子間の
関係論的な行為形成や子どもの社会的な知性の獲

得を構成論的なアプローチで探るためのプラット

IR sensor

Servomotor

Spring
Speaker

Microcomputer

USB camera

Single-board
computer

Distance sensor

Pyroelectric
infrared sensor

図 2ゴミ箱ロボットハードウェア構成図

フォームとして構築された．このロボットの外観

を図1に示す．このロボットは子どもに依存したロ
ボットで，自身ではゴミを拾い集めることは出来

ないが，子どもたちからのアシストを引き出すこ

とで結果としてゴミを集めてしまう．複数のゴミ

箱ロボットと子どもたちが集まることにより，そ

の中から新たな社会的な知性を獲得することを期

待している．

3.2 ハードウェアデザイン

ゴミ箱ロボットはミニマルデザインの考え方に

基づいている [7]．図2に示すように，アームなど
のゴミを拾う機構を備えていない．ゴミ箱ロボッ

トは大きく分けて上半身と下半身という二つの部

位に分けることができる．上半身は，左右に体を

捻るための1つのサーボモータと，前後に体を曲
げるための2つのサーボモータ，コンテナ内へのゴ
ミの通過を検出する赤外線センサ，周囲の環境の

温度を測る焦電型赤外線センサ，カメラで構成さ

れている．下半身は，移動するための2つのサーボ
モータと，周囲との距離を測る距離センサ，バッ

テリー，PCボードで構成されている．

3.3 インタラクションデザイン

ゴミ箱ロボットは3体実装されている．
ゴミ箱ロボット単体での振る舞いを以下に示す．

a. 移動
移動するための2つのサーボモータを交互に
動かすことで，歩くように移動する．また，距

離センサによって障害物を回避する．さらに，

他のゴミ箱ロボットを認識すると，距離を一

定に保つよう調節する．

b. 周囲の観察
体を左右に捻るサーボモータを用いてカメラ
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や焦電型赤外線センサを左右に向けることで，

周囲を見回すことができる．

c. 非分節音の発声
喜びや悲しみ，怒りといった感情を表現した非

分節音を，スピーカから鳴らすことができる．

d. 通信機能
ゴミ箱ロボット間では無線LANを通じて周囲
の情報をやりとりしている．また，この通信

機能を利用することで，上記の機能を遠隔操

作することができる．

3体実装されているゴミ箱ロボットは，お互いに一
定の距離を保つことで群れをなすことができる．

群れをなすことで可能になるゴミ箱ロボットの振

る舞いを以下に示す．

a. 他のゴミ箱ロボットとのコミュニケーション
他のゴミ箱ロボットと非分節音を発し合うこ

とで，コミュニケーションしていることを表

示することができる．

b. 群れて移動
他のゴミ箱ロボットと近すぎず遠すぎずの距

離をお互いに調節し合いながら移動する．

c. 共同注視
他のゴミ箱ロボットと，人やゴミに対して共

同注視を行う．

4. フィールドワーク
子どもたちとゴミ箱ロボットの実際のインタラ

クションの様子を知るため，公共施設(豊橋市こど
も未来館『ここにこ』)の中央広場においてゴミ箱
ロボットを動作させ，子どもたちとの実際のイン

タラクションの様子の観察を行った．

どのようなゴミ箱ロボットの振る舞いがゴミを

入れてもらいやすいか，また，長期的な関係形成

において，ゴミ箱ロボット同士のコミュニケーショ

ンの有無は何か影響があるのかを考え，ゴミに向

かって進むパターンと，人に向かって進むパター

ン，電源を切って設置するパターンの3種類を単
体のときと群れをなしているときの計6種類のパ
ターンで調べた．各パターンの詳細を以下に示す．

A1. 他のゴミ箱ロボットや人とは関わらず，ゴミ
に向かって進む．単体での基本的なインタラ

クションデザインは，3.3章で紹介したインタ
ラクションと同様である．それに加えて，他

のゴミ箱ロボットや人に搭載カメラを向けず

に，他のゴミ箱ロボットには近づかないよう

にゴミに向かって移動する．

A2. 他のゴミ箱ロボットと関わり合いながら，ゴ
ミに向かって進む．単体での基本的なインタ

ラクションデザインに加え，他のゴミ箱ロボッ

トや人にカメラを向け，他のゴミ箱ロボット

の周囲で距離を調整しながら，ゴミに向かっ

て移動する．

A3. 他のゴミ箱ロボットとは関わらず，人に向かっ
て進む．単体での基本的なインタラクション

デザインに加え，他のゴミ箱ロボットや人に

カメラを向けずに，他のゴミ箱ロボットには

近づかないようにゴミに向かって移動する．

A4. 他のゴミ箱ロボットと関わり合いながら，人
に向かって進む．単体での基本的なインタラ

クションデザインに加え，他のゴミ箱ロボッ

トや人にカメラを向け，他のゴミ箱ロボット

の周囲で距離を調整しながら，人に向かって

進む．

A5. 他のゴミ箱ロボットと距離を離し，電源を切っ
て設置する．

A6. 他のゴミ箱ロボットと距離を近づけ，電源を
切って設置する．

4.1 観察方法及び被験者

豊橋市こども未来館『ここにこ』の中央広場に，

3体のゴミ箱ロボットを設置し，そこでの子どもた
ちとロボットの関わりをビデオカメラで記録した．

ビデオカメラは，子どもたちから気付かれにくい

場所に設置した．中央広場は，こども未来館の入

口と各設備に接しており，施設を利用する子ども

たちとその親の往来する場所である．このフィー

ルドワークは，研究目的にのみ利用するという条

件のもとで，こども未来館の管理者や子どもの保

護者の許可を得て行われた．休日2日間に15分程
度の観察を各パターンで1回行った．観察中は，ゴ
ミ箱ロボットから距離を置いた周囲に，子どもた

ちに気付かれぬよう注意したうえで，ゴミとして

用意した小さな紙箱・カン・ペットボトルから3つ
を適時配置した．観察は1回ごとにゴミ箱ロボッ
トの振る舞いをWOZ法[8]によって変えながら行っ
た．ゴミ箱ロボットの操縦者は，子どもたちから

見えない場所から遠隔操作を行った．

A1～A4のパターンの観察中，ゴミ箱ロボットと
関わりを持った子どもたちは，約110人であった．
A1～A4のパターンでゴミ箱ロボットと関わった子
どもたちの人数はほぼ同じであった．

4.2 関わりの様子

子どもたちとゴミ箱ロボットとの関わりを次に

示す．
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4.2.1 関わり始め

子どもたちとゴミ箱ロボットが関わり始める前

に，A1～A4に共通して以下の行動が見られた．
• 親に促される
• 親を連れてくる
• 一直線にゴミ箱ロボットに進んでくる
• 他の子どもたちとの関わりを観察する
• 他の子どもたちと一緒に来る
• 落ちているゴミに気付いてからゴミ箱ロボッ
トに気付く

親に促されたり，親を連れてくる子どもには，幼

い子供が多く見られた．

4.2.2 A1(単体でゴミに向かう)

A1では，ゴミ箱ロボットのコンテナに入ってい
るゴミを取り出し，それを投げてゴミ箱ロボット

に追いかけさせて遊ぶ子供たちが多く見られた．

この遊びが生まれる過程として，2パターンを確
認した．一つは，親がゴミ箱ロボットからゴミを

取り出して投げる姿を子どもが真似て行う場合で

ある．もう一つは，ゴミ箱ロボットがゴミに向かっ

ているのに気付いた子どもが，ゴミ箱ロボットの

進行方向と異なる方向にゴミを投げ，そのゴミを

ゴミ箱ロボットが追いかけることから始まる場合

である．他には，子どもたちは，ゴミ箱ロボット

に対し，座り込んでじっくり関わったり，カメラに

手を見せたり，通せんぼをするなどの振る舞いを

行っていた．

4.2.3 A2(群れてゴミに向かう)

A2では，ゴミを拾い集める子どもが多く見られ
た．ゴミ箱ロボットにゴミを見せた際の反応から

子どもたちはカン・ペットボトル・紙くずの担当

ゴミ箱ロボットを決め，ゴミの分別を始めた．ま

た，ゴミ箱ロボットのカメラを意識する子どもが

多く見られ，カメラを探して周囲を回ったり，視

線の先にあるゴミに気付いて拾うといった行動を

とっていた．他には，しばらくゴミ箱ロボットと

関わった後，去り際に手を振って行った子どもも観

察された．

4.2.4 A3(単体で人に向かう)

A3では，ゴミ箱ロボットを蹴る子どもや接触す
る子どもが多く見られた．ゴミ箱ロボットを蹴る

子どもには，探索行為として最初に軽く蹴る場合

と，しばらく関わった後に去り際に蹴る場合の2

パターンが確認された．また，ゴミ箱ロボットを

下から覗き込む子どもが観察された．他には，離

れて動いているゴミ箱ロボットの間を行き来した

り，ゴミ箱ロボットの周りをぐるぐる回る子ども

が多く見られた．

4.2.5 A4(群れて人に向かう)

A4では，群れているゴミ箱ロボットをじっと観察
する子どもが多くみられた．ゴミ箱ロボットに直

接触れながら関わる子どもは少なく，距離を保っ

て関わる子どもの様子が見られた．また，ゴミ箱

ロボットが群れで近づいていくと，「怖い」と言い

ながら逃げていく子どもや泣いてしまう子どもが

観察された．

4.2.6 A5(単体で電源を入れずに設置)

A5では，通り過ぎざまに少し覗き込む子どもが
少し居る程度で，ほとんどの子どもたちはゴミ箱

ロボットに興味を持たず素通りしていった．ゴミ

を蹴り，ゴミ箱ロボットに当てる子どもが観察さ

れた．子どもではなく，大人がゴミを入れていく

という光景が見られた．

4.2.7 A6(群れで電源を入れずに設置)

A6では，A5と同様に，ほとんどの子どもたちは
ゴミ箱ロボットに興味を持たず素通りしていった．

また，これもA5と同様に，子どもではなく，大人
がゴミを入れていくという光景が見られた．3人
の子どもたちがゴミを入れていったが，その子ど

もたちは別のパターン(A4)の際にゴミを入れて関
わっていた子どもたちであった．

4.3 データ分析

フィールドワークの様子を記録した映像を用い，

第2著者が以下で示す基準にしたがって子どもた
ちの振る舞いの分類を行った．

C1. 興味を持った子ども
ゴミ箱ロボットとの距離の関係無く，長時間

(ここでは3秒～5秒以上)立ち止まり視線を向
けた子どもをC1とした．ただし，立ち止まら
ずに少し上からゴミ箱ロボットを覗き込んで

通り過ぎて行った子どもはC1に含まないこと
とした．
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図 3子どもたちの振る舞いの分類結果

C2. 間接的に関わった子ども
ゴミ箱ロボットとの距離の関係無く，ゴミ箱ロ

ボットに直接触れることなく間接的に関わっ

た子どもをC2とした．間接的な関わりの例と
して，通せんぼやゴミを見せる，ゴミを投げ

て追いかけさせるなどが挙げられる．ゴミを

入れた子どもでも，直接触れずにゴミを入れ

た子どもはC2に含むこととした．
C3. 直接的に関わった子ども
ゴミ箱ロボットに直接的に関わった子どもを

C3とした．直接的な関わりの例として，蹴る，
押し倒す，掴む，倒れたゴミ箱ロボットを起こ

すなどがあげられる．

C0. 広場に居た子ども，関わらなかった子ども
ゴミ箱ロボットには関わらなかったり，覗き込

んでも立ち止まらずにすぐに通り過ぎて行っ

たりするなど，C1～C3に分類できない子ども
をC0とした．

Cohen’s κを求めるため，実験の詳細について知ら

されていない協力者によって，全体の25%にあた
るサンプルデータを抽出した．第2著者ともう一
人の協力者によるサンプルデータの分類の一致率

(Cohen’s κ)は0.79であり，分類項目は妥当であると
考えられる．

この分類基準によるA1～A4の子どもたちの振
る舞いの分類結果を表1に示す．A5，A6に関して
は，フィールドワークの場に居た人数が少なかっ

たため，分類は実施していない．

図3は，表1を可視化したものである．

5. 考察
ここでは，ゴミ箱ロボット3体が群れをなしてい

た場合と離れていた場合を比較し，その時の子ど

もたちの振る舞いについて考察する．

表 1子どもたちの振る舞いの分類結果

C1 C2 C3 C0 合計

A1 6 18 4 15 43
A2 6 13 11 28 58
A3 5 5 14 24 48
A4 4 15 10 1 30

群れをなしているゴミ箱ロボットと単体のゴミ箱

ロボットに対する子どもたちの振る舞いとして，

顕著な違いは社会的な振る舞いが増えたことだ

ろう．

A1では，ゴミ箱ロボットにゴミを追いかけさせ
て遊ぶ子どもたちが観察されているが，これは

Dennettの述べた「物理的構え」・「設計的構え」・「志
向的構え」[9]のうちの設計的構えでゴミ箱ロボッ
トを捉えられていると考えられる．設計的構えで

は長期的な関係形成においては飽きられ，スイッ

チを切られてしまうだろう．

一方でA2では，ゴミ箱ロボットの反応を伺った
り，去り際に手を振っていく子どもが観察された．

ゴミに向かって移動するゴミ箱ロボットを観察す

ることで，子どもたちはゴミ箱ロボットのゴミを

集めるという意図を理解しやすくなり，ゴミ集め

を通してゴミ箱ロボットと自然に関われたと考え

られる．

A3では，ゴミ箱ロボットを蹴る子どもや接触す
る子どもが多く見られた．渋谷によると，人には

他人の侵入によって不快になるような，パーソナ

ルスペースと呼ばれる領域がある[10]．人に向かっ
て移動するゴミ箱ロボットは，子どもに向かって進

んでいくことで，子どもたちのパーソナルスペー

スに侵入し，子どもに不安を与えていた可能性が

日本認知科学会第27回大会 P3-39

824



ある．子どもはその不快感を，探索的に蹴ったり，

接触することで解消していたのではないだろうか．

一方，A4では，群れているゴミ箱ロボットの様
子を伺う子どもが増えている．人に向かって移動

するゴミ箱ロボットは，ゴミに向かって移動する

ゴミ箱ロボットに比べて意図は理解しにくいとい

える．しかしながら，A6においてゴミを入れた子
どもたちは，A4で関わっていた子どもたちであっ
たため，長期的な関係形成においては有効な振る

舞いとなると考えられる．また，Cheyneらの示す，
相互行為を行う人と人の間には他者の侵入を拒む

性質の空間 [11]が，相互行為を行うゴミ箱ロボッ
トの間にも生まれており，子どもたちはその空間

を感じ取ったことによって距離を置いてゴミ箱ロ

ボットの様子を観察していたのではないだろうか．

6. おわりに
本研究では，ロボットとの長期的な関係形成を

維持していくために，ロボットも人を社会的な存

在として扱うということを考え，そのためのアプ

ローチとして母親と乳児の関係論的な行為形成に

着目し，母子間の関係論的な行為形成や子どもの

社会的な知性の獲得を探るためのプラットフォー

ムとしてゴミ箱ロボットを構築した．本稿では，

フィールドワークを行った際の，ゴミ箱ロボットと

子どもたちの振る舞いについて考察した．
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[8] N. Dahlbäck, A. Jönsson & L. Ahrenberg, (1993) “Wizard
of Oz Studies – why and how”, Knowledge-Based Systems,
Vol. 6, No. 4, pp. 258-266.

[9] D. Dennet, (1996) “Kinds of minds” Harper Collins Pub-
lisher. (土屋俊訳, (1997) “心はどこにあるか”草想社.)

[10] 渋谷昌三, (1990) “人と人との快適距離”,日本放送
出版協会.

[11] J. A. Cheyne & M. G. Efran, (1972) “The effect of spatial
and interpersonal variables on the invasion of group con-
trolled territories”, Sociometry, Vol. 35, pp. 477-489.

日本認知科学会第27回大会 P3-39

825



Sociable Dining Table: 「コンコン」インタフェースにおける 

相互適応について 
Sociable Dining Table: Mutual Adaption on the “KonKon” Interface 

 

角 裕輝*，鴨田 貴紀†，吉池 佑太‡，P. Ravindra De Silva§，岡田美智男¶ 

Yuki Kado, Takanori Kamoda, Yuta Yoshiike, P. Ravindra De Silva, and Michio Okada 
 

豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 
Department of Computer Science and Engineering, Toyohashi University of Technology 

[ kado*, kamoda†, yoshiike‡, ravi§]@icd.cs.tut.ac.jp, okada@tut.jp¶ 
 

Abstract 
In this research, we developed a creature-based 
Sociable Dining Table that can communicate through a 
knocking sound, which in Japanese is pronounced 
"KonKon." Our main focus is to create a minimal 
number of cues for proto-communication in order to 
establish social interactions between a creature and a 
human. In this experiment, we discuss the concept of a 
creature and effectiveness of the 
communication-protocol on the "KonKon" interface. 
 
Keywords ―  mutual adaption, human-creature 
interaction, proto-communication 

 

1. はじめに 
 テーブルの上を「コンコン」とノックすると，テ

ーブル上で動き回っていたお皿やポット（Sociable 

Creature）がそのノック音に気づいて，こちらに近

づいてくる．筆者らは，こうしたソーシャブルなダ

イニングテーブル(Sociable Dining Table)を一つの

研究プラットフォームとして，人とシステムとの間

におけるコミュニケーションプロトコルの獲得・共

有に関する研究を進めている． 

このテーブルをたたくというノックの意味が決め

られていないときに，システム側であるSociable 

Creatureと人とは，そのコミュニケーションのプロ

トコルを相互に見いだすことはできるだろうか． 

人はテーブルを「コンコン」とたたくとき，その

意味を探るために，Sociable Creatureの動きを確認

するだろう．そうして，先に持っていた「コンコン」

の意味に対する仮説を修正していく(=人のシステム

に対する適応)．一方，Sociable Creatureは人の「コ

ンコン」に対して，あらかじめ持っていた初期のプ 

図 1 Sociable Dining Table 

 

ロトコルに従って動きながら，人からの反応を見な

がら，そのプロトコルの修正を試みる(=システムの

人に対する適応)． 

この人とシステムとがお互いに適応を繰り返しな

がら，オリジナルなプロトコルを獲得・共有してい

くプロセスは，ロボットやエージェントの概念獲得

や相互適応の観点から関心が持たれてきた．本研究

では，人とシステムの相互適応のプロトコルの獲得

の可能性について検討する．まず「コンコン」によ

って相互適応が可能かを，Sociable Dining Tableを

介した人同士の相互行為実験によって検証した．ま

た，その観察結果に基づき，相互適応を行う為に必

要なシステム側の要素を検証し，Sociable Dining 

Tableの学習モデルを構築・検証した．本稿ではそ

の第一段階において得られた知見について述べる． 
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2. 相互適応に基づくコミュニケーション
プロトコルの獲得・共有 
2.1 原初的コミュニケーションにおける相互適
応 

幼児と養育者間のコミュニケーションのように，

発達の初期段階にみられる，おもに非言語的な媒介

によって行われるコミュニケーションをここでは原

初的コミュニケーションと呼ぶ[1]． 

Vygotkyは，原初的コミュニケーションの一つで

ある指さし行為の発達する過程について，次のよう

に説明している．幼児ははじめ指さしという行為の

意味を理解していない．しかし，幼児が何か手の届

かない対象を掴もうとして手を延ばすという行動が，

社会文化的背景を有する養育者にとっては，幼児が

その対象を指し示す行為であるかのように解釈され，

対象を幼児に手渡す等の応答を行う．このような行

為を繰り返すうち，幼児は養育者の解釈をもとに，

指差しという行為の意味を学習していく[2]． 

以上のように，指さしに代表される原初的コミュ

ニケーションにおける社会的行為の意味は，あらか

じめ存在しているわけではなく，他者との関係性に

おいて立ち現われるものであると考えられる．ここ

で重要であるのは，相手の応答によって行為を調整

するのは幼児だけではなく，養育者もまた，幼児の

適応の進度に基づいて，幼児の行動を制約するよう

に，応答を変えていくことである． 

2.2 関連研究 

このようなお互いが相手に適応し行動を変化させ

ていく現象は相互適応と呼ばれ，ロボットやエージ

ェントの概念獲得の観点から関心が持たれてきた．

Luc Steelsら[3]は，２つのロボット間での言語ゲー

ムによるセンサ機能の分節化を試みている．また，

小松ら[4]の一連の研究では，ローパスフィルタによ

って非分節化した音声を用いて，人と人との原初的

なコミュニケーションにおける相互適応プロセスを

調べている．これらの研究が明らかにしてきたこと

は，相互適応における制約の重要性である．Luc 

Steelsらは，２つのロボットやそのセンサ機能の物

理的制約に着目した．また，小松らは非分節化され

た音声により，原初的なコミュニケーションの領域

に制約することで，その議論を進めている． 

本稿では，これらの制約をロボットメディアと人

の間における原初的コミュニケーションという形で

実現可能であると考え，それを用いてコミュニケー

ションプロトコルの相互適応の可能性について検証

する．次節でそのような研究プラットフォームであ

るSociable Dining Tableについて述べる． 

3. Sociable Dining Table 
3.1 概要 

Sociable Dining Tableはロボットメディアが生活

空間に進出することを想定した10年後のダイニン

グテーブルである．テーブル上には，社会性を備え

たモノであるSociable Creatureが自由に動き回っ

ており，テーブル上をノックすることでコミュニケ

ーションをとることができる． 

 Sociable Creatureはミニマルデザインの考えに

基づきデザインされており，ポットやお皿など，テ

ーブルの周囲にあるモノの形をそのまま身体として

いる．内部にはアクチュエータやセンサなどが搭載

されており，これらを利用し，人に近づく・離れる

というような身体配置の調整や，体を揺らすなど，

最小限の社会表示を行うことで，「志向的な構え」[5]

を引き出すことができる．ミニマルデザインの狙い

は，外見や機能的な制約があることを前提にした上

で，周囲の状況や文脈による人の意味付け行為を利

用し，人からの積極的な関わりを引き出すことであ

る[6]．すなわち，人の身体と同様な形を持つことに

よる「実体としての同型性」ではなく，その振る舞

いによって自身と環境との切り結び方を人に示し，

「関係としての同型性」を実現する[7]． 

3.2 制約とインタラクションデザイン 

ここでは，相互適応によってコミュニケーション

プロトコルを獲得・共有する為に必要な要件につい

て議論する． 

ノックは，日常ではドアをたたく際などに用いら

れているものであり，社会文化的な背景を持つ行為

である．その一方で，ノックという行為自体には具

体的な意味は与えられていない．しかし，その意味

の不定さにより，コミュニケーションする相手が積

極的に解釈できるような余地を生み出しており，原  
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図 2 Sociable Dining Table のシステム構成 

 

初的コミュニケーションを担う行為であるといえる

また，ノックは人の身体的，物理的な制約下で行わ

れる．これらの制約により，ノックのパターンが無

限大に発散することを防ぐことが期待できる． 

一方，Sociable Creatureもまた，他のSociable 

Creatureやテーブルの領域内に行動範囲が制約さ

れるとともに，重力などの物理的な制約を伴う．同

時にSociable Creatureの身体はミニマルデザイン

に基づいた，社会表示を行える最低限のものである．

このような制約が，人のSociable Creatureの振舞い

に対する意味付けを促すと考えられる． 

3.3 システム構成 

 システム構成を図 2 に示す．Sociable Dining 

Table は，Sociable Creature と，テーブルを中心

とする環境に埋め込まれたセンサ，及びそれらを

統制するホストコンピュータから構成される．

Sociable Creature は 無 線 LAN モ ジ ュ ー ル

（ WiPort ）， 1 チ ッ プ マ イ コ ン （ AVR 

ATMEGA128），モータ，フォトリフレクタとい

う必要最小の要素で構成されている．フォトリフ

レクタは，Sociable Creature がテーブルに接地し

ているかを検出するため，落下防止や，ポットが

持ちあげられたことを検出することができる． 

環 境 に 埋 め 込 ま れ た セ ン サ は ， Sociable 

Creature と人のコミュニケーションを成立させ

るための周辺情報を検出する．センサとしては，

テーブルの裏にマイクを 4 つ，ルームライトに

USB カメラ，チェアにロータリコーダを組み込ん

でいる．ホストコンピュータはこれらのセンサの

値を元に，音源位置推定によってノックの位置と

パ タ ー ン を ， 動 画 像 処 理 に よ っ て Sociable 

Creature の位置と向きを，ロータリエンコーダの

値から人（チェア）の向きを検出し，Sociable 

Creature の行動を生成，無線 LAN を通して

Sociable Creature を制御する． 

このシステムによって，人からの行為に対する

Sociable Creature の随伴的な行為を生成するこ

とができる． 

4. 人同士の相互行為による相互適応実験 
4.1 概要 

 Sociable Dining Table における相互適応モデ

ルを構築するため， Sociable Dining Table を介

した人同士の相互行為による相互適応実験を行っ

た．実験は 2 人 1 組の被験者が参加した．被験者

は Sociable Creature であるスナックプレートを

別室から遠隔操作する「操作者」と，Sociable 

Dining Table の傍でスナックプレートに対し，ノ

ックによって指示を与える「指示者」に分かれ，

協力して課題を行うというものである． 

課題は操作者と指示者の相互行為が断続的に繰

り返される状況が望ましいことを考慮し，指示者

がノックによって，スナックプレートを定められ

た場所へと導くという誘導タスクを設定した． 

4.2 被験者 

 被験者ペアは，30 人 15 組（19～24 歳までの大

学生，大学院生，男性 28 名，女性 2 名）である． 

4.3 手順 

被験者らには「スナックプレートを移動させ，

3 点のチェックポイントを通過し，ゴールに導く」

という課題を与える．課題は速く達成すればする

ほど良いものとし，課題達成には 20 分間の制限

を与え，これを 2 回繰り返した．チェックポイン

ト及びゴールは試行毎に変更した．操作者のイン

タフェースには，テーブル上のスナックプレート

の座標と方向が示されたアイコンと，ノックの有

無を示すシグナル，及び実験の経過を表示するメ

ッセージボックスが配置されている（図 4）．実験

中に指示者がノックを行うと，操作者のインタフ 
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図 3 実験環境 

 

ェースにノックの音が出力され，シグナルが点滅

する．また，チェックポイントを通過した場合と

ゴールへ到達した場合にメッセージが表示される．

操作者は以上の情報を用いてスナックプレートを

ノート PC のキーボードを用いて操作する． 

チェックポイントとゴールは指示者にのみ通知

され，操作者にはわからない．このため課題を速

やかに達成するためには，被験者らはお互いの行

為の意図を見出し，共有する必要がある．したが

って，スナックプレートがチェックポイントを通

過し，ゴールに至ることができれば，被験者らは

ある種のプロトコルを共有したと考えられる． 

本実験では問題を単純化するため，ノックのパ

ターンとして，ノックの回数のみを考慮すること

とし，上記のインタフェースについても，ノック

が行われた場所やノックの大きさを表示する機能

は持たない．また，スナックプレートの動作につ

いても，キーボード上の方向キーに対応する，前

進，後退，右旋回，左旋回の 4 パターンとした． 

4.4 分析方法 
 毎試行終了時に操作者と指示者それぞれに対し

て質問紙を用い，共有したと思われるプロトコル

について自由記述で回答を求めた．また，指示者

の実験中の振る舞いをビデオに記録し，プロトコ

 
図 4 指示者用のインタフェース 

 

ルが共有される過程を観察した． 

4.5 結果 

 実験の結果，第 1 試行，第 2 試行共に終了時刻

までにタスクを達成できた被験者ペアは 14 組お

り，残りの 1 組は，両試行とも達成できなかった．

また，質問紙より，指示者，操作者がそれぞれ共

有したと感じたプロトコルを比較した結果，完全 

にお互いのプロトコルが一致していたペアは 4 組，

一部一致していたペアは 9 組，まったく一致して

いなかったペアは 2 組であった． 

次に，各ペアにおけるノックの持つ意味により

分類を行った結果 4 種に分類できた．この 2 種の

分類の組合せを表 1 に示す．以下それぞれのプロ

トコルタイプの概要について述べる． 

(1)コマンド型 

 プロトコルがノックのパターン（ノック回数）

とスナックプレートの動作が対応付けられている

タイプである．操作者は指示者がノックをすると

スナックプレートを動作させ，一定時間動かした

後停止させる，という形式で相互行為が展開され

ていた． 

(2)スイッチ型 

ノックのパターンを変化させない代わりに，ノ

ックを行うことでスナックプレートの動作を変化

 

表 1 プロトコルタイプとプロトコルの共有状況 

  完全一致（ペア No.） 一部一致（ペア No.） 一致しない（ペア No.） 

コマンド型 1 組（#7） 6 組（#5,#6,#9,#12,#13,#15） 

2 組(#10, #11) 
スイッチ型 2 組（#1, #14） 1 組（#4） 

同調型 1 組（#2） 0 組（-） 

否定型 0 組（-） 2 組（#3, #8） 
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させるタイプである．誘導タスクにおいては，ス

ナックプレートの動作は最低限，一方向への直進

と，一方向への旋回が共有されれば達成が可能で

あるが，スイッチ型ではこの 2 種の動作を，ノッ

クによって交互に切り替えるかたちでプロトコル

が共有された． 

 (3)同調型 

連続したノックが続いている間，動作を継続さ

せるタイプである．このタイプでは，スナックプ

レートは連続したノックがある間旋回を続け，ノ

ックが無くなると前進するという形でプロトコル

が共有された．また，実験終盤には，前進を明示

するために，1 回のノックが前進を示す，コマン

ド型のプロトコルも合わせて使用されていた． 

(4)否定型 

ノックのパターンが，スナックプレートの前動

作の否定という意味のプロトコルとして共有され

た．スナックプレートの行動とノックパターンに

は一定した関係は見られず，操作者の自由な行動

に対して，指示者が否定のノックの有無によって

指示するという形で試行が達成された． 

5 考察 

5.1 相互適応に必要な要件 

ここではプロトコルが共有されたグループとさ

れなかったグループの振舞いの違いを見ることで，

相互適応に必要な要因について考察する． 

(1)ノックのパターン 

 プロトコルが共有できたグループとそうでない

グループの間には指示者・操作者とも，コミュニ

ケーションプロトコルの差異を際立たせたか否か

という違いが見られた． 

共有できたグループの指示者のノックは，1 回，

2 回等，少ない回数のもので，なおかつ出現した

パターンのバリエーションも少なかった．一方共

有できなかったグループでは，いつ途切れるか予

測できない回数の多いノックや，それに伴い多く

のパターンが出現していた． 

(2)ターンテイキング構造 

 操作者についても，共有できたグループにおい

ては操作者の意図が伝わりやすいよう，法則性を

持たせた振舞いが見られた．一つは指示者のノッ

クに対する随伴性である．ノックがあった時に停

止し，振舞いを変えることでノックと振舞いの随

伴性を顕在化させていた． 

 これに付随して，共有できたグループでは，操

作者が一貫した振舞いを行っていたことがあげら

れる．コマンド型のグループでは，ノックに対す

る振舞いを行った後，一定時間動作し停止すると

いう振舞いを繰り返すことが多くみられ，スイッ

チ型のグループでは，操作者は指示者がノックを

行うまでずっと同じ振舞いを続けていた．このよ

うに一貫した振舞いを行うことで，指示者がノッ

クを行うための余地を与え，結果として 2 者間の

相互行為にはターンテイキング構造が成立したと

いえる．このようなターンテイキング構造が相互

適応の上で重要であると考えられる． 

(3)次のノックのタイミングによる肯定と否定 

 コマンド型で主に見られた特徴である．共有で

きたグループにおいて，スナックプレートが指示

者の意図した振舞いを行った場合，指示者は何も

せずに見守るという行動がよく見られた．また，

間違った動作をしていた場合には，指示者はすぐ

に別の動作をさせようと，ノックを「否定」の意

味で使うことが多くみられた． 

 このように，コマンド型のプロトコルが共有さ

れたペアでは，操作者は次のノックのタイミング

を判断基準として共有していったと考えられる．

自身の行動の後一定時間相手の反応がないこと

（No News）を肯定的な評価とする判断基準を，

左らは No News 基準と呼んでいる[8]．本実験に

おいてみられた評価基準は，この No News 基準

に直後に応答があることを否定的な評価とする負

の基準を加えたものであり，プロトコルの共有過

程は，この評価基準を利用した強化学習過程[9]

であるといえる． 

5.2 複数のプロトコルタイプが発生した理由 

 本実験では，共有されたプロトコルについて，

幾つかのバリエーションが見られた．ここでは，

その原因について，コマンド型のプロトコルが共

有された被験者ペア 7 と，スイッチ型のプロトコ
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ルが共有された被験者ペア 14 を例に挙げて，考

察する． 

コマンド型のプロトコルは最も多くのペアで見

られたもので，被験者ペア 7 においても，指示者

のノックに対し，ターンテイキング構造の中で，

ノックのタイミングによる評価基準を用いて共有

がなされていったと考えられる． 

一方，被験者ペア 14 について，スイッチ型の

プロトコルが共有された理由として，指示者がほ

ぼ最初期から 1 回のノックのみを利用していたこ

とがあげられる．はじめ操作者は，1 回のノック

に対して，前進の振舞いを行った．このとき，指

示者が同じく 1 回のノックを利用して割込みを行

ったことで，旋回の振舞いに切り替えた．結果と

して，2 者の間ではノックの回数では分別されず，

ノックという行為そのものが一つのプロトコルと

して認識されたと考えられる．その結果，操作者

はノックのたびに前進と旋回の行動を切り替える

という振舞いを行うようになった． 

このように，プロトコルのタイプは，実験の初

期段階における，被験者ペアのそれぞれの振舞い

により方向付けられると考えられる．特に，コマ

ンド型のように“ノックが何を意味するか”という

側面については，操作者の振舞いに引きずられる

部分が大きいが，一方で，どのようなノックをプ

ロトコルとして分別するかという面は，指示者に

依存しており，このせめぎ合いの中でプロトコル

タイプが分化していったと考えられる． 

6.おわりに 
本研究では，リテラシーフリーな「コンコン」

インタフェースの実現のために，(1)まず Sociable 

Dining Table を介した実験を行い，人同士の間の

相互適応の過程を観察し，(2)次にこの実験から知

見を基にして，Sociable Dining Table の学習モデ

ルについて必要な要素について考察し，学習モデ

ルの構築を行い，(3)さらに，ここで構築した学習

モデルにより人との相互行為による検証実験を行

うという 3 段階の研究手法を用いている．本稿で

は，(1)における人同士の相互適応実験の概要を述

べ，実験を通して得られたプロトコル共有に必要

な要件と，多数見られたプロトコルの分化の条件

について考察した． 
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会話を通じた相互信頼感形成に関する一考察
An Observation on Mutual Trust Formation in Conversation

片桐恭弘†, 高梨克也‡, 石崎雅人§, 榎本美香¶, 伝康晴††, 松坂要佐‡‡

Yasuhiro Katagiri, Katsuya Takanashi, Masato Ishizaki, Mika Enomoto, Yasuharu Den,

Yosuke Matsusaka

† 公立はこだて未来大学, ‡ 京都大学, § 東京大学, ¶ 東京工科大学, †† 千葉大学, ‡‡ 産業技術総合研究所
Future University Hakodate, Kyoto Univeristy, The University of Tokyo, Tokyo University of Techonology,

Chiba University, Advanced Institute of Science and Techonology
katagiri@fun.ac.jp

Abstract
A three-layer model was proposed for the process

of mutual trust formation in conversation, in which
exchange and appreciation of individual concerns be-
tween conversational participants were considered to
play central role in promoting mutual trust through
conversation. The relationship with game-theoretical
notion of trust was briefly discussed.
Keywords — conversation, mutual trust

1. はじめに
人間同士の会話コミュニケーションの主要機能は

複数の人間同士での合意形成にある．会話コミュ
ニケーションは，さらに人間同士の相互信頼感構
築にも寄与している．そして相互信頼感構築は合
意形成の基盤を成している．本稿では会話参加者
相互の会話を通じた価値基準のすりあわせとして
相互信頼感構築の過程をとらえるアイデアを提示
し，合意形成会話の分析を通じてその有効性と課
題を議論する．

2. 会話を通じた相互信頼感の構築
2.1 会話と信頼感

他者に対する信頼感については，従来，囚人の
ジレンマゲームのように言語コミュニケーション
を伴わないインタラクションにおいて，利他的行
動を生み出す要因として理論的・実験的分析が行
われて来た [5]．しかし，現実の人間同士のインタ
ラクションでは，協力/裏切りのような行為に至る
以前に，言語的・非言語的インタラクションを通
じて人々は自分が信頼に値する人物であるという
信号を発すると同時に相手が信頼できるかどうか
の判断を行っている．従って，人間同士の相互信
頼感構築をとらえるには会話インタラクションと
の関係を無視することは出来ない．
会話コミュニケーションの主要機能は複数の人

間相互に合意を形成することにある．行為の合理
性の観点からは，合意形成は，合意形成参加者間

での現状の認識の共有および将来の行動選択に関
する共有された決定(shared commitment)ととらえ
ることが出来る [1]．しかし，Wikipediaによると，
合意形成とは「議論などを通じて関係者の根底に
ある多様な価値観を顕在化させ相互の意見の一致
を図る過程のこと」とある [2]．このように，合意
形成には合理性の観点だけでなく，参加者間の価
値観の擦り合わせの側面が含まれている．そして，
人間同士の相互信頼感の形成にはこのような価値
観擦り合わせが重要な役割を果たしていると考え
られる．
たとえば，医者が患者を診察する場合，医者は

患者との間でどのような治療を行うかに関する合
意を形成することを目指している．あるいは店員
が顧客に商品を勧める場合には，両者は売買の対
象となる商品(およびその価格)について合意を形
成することを目標としている．しかし，同時に医
者は患者から，患者の病気を治癒に向かわせるの
に有効な治療や助言を与える存在であるという信
頼を獲得する必要がある．そして，そのような信
頼を獲得することが合意形成には不可欠な要素と
なっている．そのために医者は患者の症状や心配
事を尋ねて，患者が重要な問題と感じている事柄
を取り出すと同時に，検査結果に基づいた論理的
な説明を提供して治療行為に関する自らの意欲と
能力とを患者に提示する．そのようなインタラク
ションを通じて両者に信頼関係が構築されること
が治療の進行には重要である．店員と顧客の場合
にも事情は同様である．

2.2 信念・意図・価値の多重共有化構造

会話における共有に関しては，真理条件的な情
報あるいは信念の共有をとらえる基盤化の過程，
行為に結びつく意図の共有をとらえる共有意図形
成の過程がこれまで議論されて来た．しかしなが
ら，従来の会話理論においては価値の擦り合わせ
の側面はあまり取り上げられてこなかった．そこ
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図 1 信頼感構築の多層モデル

で本稿では，会話を通じた相互信頼感形成の過程
を，図1に示すように，信念の共有，意図の共有，
価値の共有の三階層からなる共有化過程ととらえ
ることを提案する．信念共有の過程を基盤化，意
図共有の過程を合意形成，価値共有の過程を相互
信頼感構築と呼ぶことにする．
会話の中では，基盤化、合意形成に並行して各

人が主観的に価値があるととらえている配慮要因
の重要性評価 (意図共有の基礎となる欲求の多様
な評価軸) を交換してお互いに擦り合わせる過程
が進行している．このように表層の基盤化，合意
形成の背後で進行する価値の擦り合わせ過程が相
互信頼感構築の過程である．すなわち，表層の合
意形成においてなされる決定の重要性および主観
的満足感に関する判断の共有である．基盤化と合
意形成を会話の合理的側面とするならば，主観的
重要度評価の擦り合わせは会話の他者配慮的側面
とみなすこともできる．

3. 合意形成会話における相互信頼感形
成の分析

グループ旅行の計画立案の課題で収録した会
話を対象として，合意形成会話における相互信頼
感形成がどのように現れるか予備的な分析を行っ
た．参加者は6名 (男性3名，女性3名，全員20代)，

Ｂ XXXX先生たちは、あそこの、おお、オオ
モ、オオモリの。

Ｃ じゃあ、ちょっと違う方がいいよね。
Ｂ 道内の、もっと遠いところがいい。
Ｃ 青森、青森、大沼、えっ、XXXX先生、大沼。
Ｂ 大沼
Ｃ 大沼ね。大沼ていうのも最初言ってたよね。
Ｇ うん、言ってた。
Ｅ 全然遠くてもいいの。
Ａ まあリアリティーのある話って言ったけど。
Ｅ うんうん。
Ａ し、知床とか。
Ｅ 旭山動物園とか。

図 2 考慮要因の直接的表示

Ｃ 出身どこ。
Ｂ 秋田。
Ｃ 秋田だよね。自分は。
Ｇ 江別。
Ｃ 江別。Dさんは。
Ｄ ここ。
Ｃ あ、札幌か。　じゃあ、だいたいマッチャイ
（？）だ、みんな。めっちゃ家、近いな。

Ｇ みんな近いね。
Ｃ XXさんが、XXさんが青森。
Ｂ 青森。
Ｃ じゃあ、北海道の方がいい。北海道は好き

なんでしょう。

Ｂ 好き 。行ったことないとこ。

Ｃ 行ってみたいところとかある。
Ｂ 旭川か。

図 3 考慮要因の間接的表示

ゼミ合宿の計画立案が課題で約30分会話を行って
もらった．
グループ旅行計画では，具体的な計画に関する

合意に達する前に，旅行での活動，飲食, 日程，予
算などさまざまな考慮要因があり，グループの成
員ごとにどの要因を重視するかが異なっている．
実際の計画立案過程では，そのようなグループ成
員間での考慮要因に対する主観的重要度判断の擦
り合わせが起こっている．さらに，そのような主
観的重要度判断の擦り合わせが順調であることが
グループ内に相互信頼感を作り出すために貢献し
ていると考えられる．

考慮要因の導入

合意形成に関わる考慮要因の主観的重要度評価
軸の導入は直接的に行われる場合と，間接的に行
われる場合とがある．図2では，旅行の目的地に関
する議論の中で，C,Bから「他グループとは異な
る場所」「(もっと)遠いところ」という考慮要因が
明示的に表明されている．考慮要因の導入には，
このように自分自身の考慮軸を提示する場合と，
後半のEの「遠くてもいいの?」のように他者の考
慮軸を尋ねるという形とがある．
図3では，Cは参加者の出身地を尋ねることに

よって間接的に「参加者にとって馴染みの無い新
規な場所」という考慮要因を提示している．その
ような考慮要因提示がなされたことは，後のBに
よる「好き．行ったことないとこ」という発話に
よって承認を受けて初めて明示化されている．
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Ｃ じゃあ、あれなんだよね。キャンプ、最近した。
泊まりがけではないよね。

Ｇ ない。
Ｃ テント張ってでしょう。
Ｅ うん。
Ｃ 大丈夫なの、あの。ナッちゃんとこは大丈夫。

Ｂ 無理 。

Ｃ 絶対無理な人。
Ｂ で も 、で も な い け ど 。あ の う、お風呂

さえ入れれば、どこでもいいて感じ．
Ｃ あ、そうなの。
Ｇ だいたい温泉あるよね、そういうとこ。
Ｃ あるっけ。

· · ·
Ｅ きれいなとこがいいな、でも。
Ｂ あ、きれいなとこ。
Ｅ 何かトイレとかさあ、何か虫とか、わっとわい

てるとこ、あるじゃん。

Ｂ わあ、 嫌だ 。

Ｅ あれは無理だから。私も虫、 嫌い 。

· · ·
Ｃ じゃあ、もうキャンプで、キャンプ、濃厚。キャ

ンプなの。
Ｅ きれいな、きれいなキャンプ場。
Ｇ テントを張るかどうかは分かんないけどね。
Ｃ じゃあ、あれだ。ロッジ借りれた方が多いね。
Ｅ うん。
Ｃ テントじゃなくて、コテージだとかね。
Ｇ コテージ、たぶん超きれいなのが、あるんで

すよ。
Ｃ ねえ、うん。
Ｇ 何でもありというか、テレビとかもあるし、冷

蔵庫もあるし。

Ｅ すごいね 。

図 4 考慮要因表明に対する応答

考慮要因に関する主観的重要度評価表明

導入された考慮要因に関する主観的重要度評価
軸に対して，会話参加者は主観的態度表明を行う．
これは多くの場合に正あるいは負の評価表現の発
話によって行われる．図3におけるBの「好き」，図
4におけるBの「無理」，Bによる「嫌だ」，Eによ
る「嫌い」，Eによる「すごいね」などがこれに相
当する．しかし，当然参加者全体が常に自分の態
度を表示するわけではない．図2において，B,Cが
「違う場所」「遠いところ」という考慮要因を示し
た後で，続いていくつかの場所を挙げた時に，他
の参加者から特に別意見が表明されないのは考慮
要因に対する(強くはないが)間接的な支持と解釈
することができる．さらに対面会話では，このよ
うな言語的手段だけにとどまらず，あいづち，う
なずき，視線配布など非言語的手段によっても主
観的態度表示がなされていると想定される [4]．

主観的重要度評価の擦り合わせ

4のやりとりでは主観的重要度評価の表明に続
いて，その擦り合わせが起こっている．Cによる
キャンプという考慮要因の提案に対して，当初B
は「無理」と否定的な主観的態度表明を行う．し
かし，Cによる「絶対無理な人?」という問いかけ
に反応して，「お風呂に入れれば」という別な考慮
要因を提示することによって歩み寄っている．そ
の後，Eが「きれいなところ」(虫が出ないところ)
という考慮要因を提示して，EだけでなくBから
も「嫌だ」「嫌い」という賛同を得たために，最終
的にGはそれまでに挙げられた考慮要因を満足す
る候補として，キャンプ場にある「超きれいなコ
テージ」という案を提示して，取り上げられた考
慮要因への配慮を示している．その配慮の結果，
Eの「すごいね」の発話に示されるように積極的
な評価を引き出すことに成功している．このよう
な考慮要因の絞り込みによる歩み寄り，考慮要因
への反応に適合した提案提示などの行為が，参加
者間の主観的重要度評価の擦り合わせであり，そ
の結果として参加者が満足する合意に達すると同
時に，参加者の間の相互信頼感が強化される．

4. 信頼とどうつながるか?
山岸 [5]は，裏切りに対する確実な罰則が用意さ

れていれば裏切り行動を防ぐことができるが，そ
れは安心ではあるかもしれないが信頼に基づく行
動とは異なると主張している．そのような罰則機
構を針千本マシンと名付けている．実際には村八
分のような社会的制裁がこれに相当する．それに
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対して評判情報の社会集団内での流通，共有化は
ブランド化を通して信頼に基づく協力行動選択を
生み出すことができるとしている．
評判情報は対象となるエージェントの信頼性に

関する第三者を経由した情報である．それに対し
て本稿で取り上げた会話コミュニケーションを通
じた相互信頼感構築は，エージェントとの直接的
なインタラクションを通じて得られる(得ようと試
みられる)信頼性情報ととらえることができる．
片桐 [3]ではmulti-level selectionの考え方に基づ

いて，相手が自分と同じ集団に属するかどうかの
判断が正確であれば，利他的行動をとる集団は進
化的に生き残ることをシミュレーションによって
示した．自分と同じ集団に属するかどうかの判断
は，相手を信頼できるかどうかの判断とみなすこ
ともできる．人間は自分が利他的協力的行為をと
る存在であることをさまざまなシグナルを用い
て他者に提示し，同時に他者の発するそのような
シグナルを正確に読み取ることによって，利他的
行動のもたらす集団レベルでの利得を享受して来
た．会話による相互信頼感構築も (評判情報の流
通も)そのようなシグナル交換の重要な手段のひ
とつである．
裏切りによる抜け駆けを抑制するには，最終的

には裏切りに対する罰則機構が必要と思われる．
発達した社会では法制度がその役割を担うが，そ
れ以前に人間には裏切りを罰する感情が社会的感
情として備わっている．ブランドが信用を裏切る
行為をとった時に被るpenaltyは，法的な罰もある
が，それ以上に信用失墜すなわち人々の感じる裏
切りに対する復讐感情が大きな位置を占める．
このような考察から，信頼は社会的感情に基礎

づけられて利他的行為を生み出す行動選択要因と
位置づけることができるだろう．個人の行動選択
が個人に委ねられる以上，原理的に信頼が正しい
という保証は得られないため，各個人はさまざま
なコミュニケーションチャネルを通じて信頼を維
持管理する必要がある．

5. おわりに
会話コミュニケーションを通じた相互信頼感構

築の過程を，信念の共有，意図の共有と並列した
参加者間の価値の擦り合わせととらえることを提
案し，合意形成会話の実例を用いてその過程の特
徴付けを試みた．会話における価値の擦り合わせ，
信頼感，行動選択との対応関係についてはさらに
理論的・実証的な探求が必要である．
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Abstract 
This article presents an investigation on how users 

recognizing the reason why it is hard to access the 
Internet when they are about to use some 
communication service. The relation between their 
causes to which network access troubles are attributed 
and one’s mental model networking was also 
investigated. 
 
Keywords ― mental model, communication service 

 

1. はじめに 

 現在日本では，多様な情報通信インフラが整備

されており PC や携帯電話を利用して様々な通信

サービスを利用することが可能である．通信のブ

ロードバンド化に伴い，通信サービスをストレス

無く利用することが可能となった一方で，繋がり

にくい状況を経験することがある．現在の通信サ

ービスを提供するシステムは非常に複雑であるこ

とから，繋がりにくい状況の原因として常に複数

の要因が考えられる．サービス提供者としては，

繋がりやすい環境整備を目指すことが必要である

が，それと同時に，一般ユーザが通信サービス利

用時に繋がりにくい状況を経験した際，その原因

をどのように捉え，また，その結果どのような行

動を行うのかについて知ることは重要と考える．

なぜならば，実際に繋がりにくい状況が発生した

際に，ユーザに適切なフィードバック情報を与え

ることによりサービスに対する満足度を維持・向

上できる可能性があると同時に，ユーザ行動によ

っては繋がりにくい状況をさらに悪化させかねな

いという可能性もあるため，ユーザの原因帰属の

現状を知り，それに対し，どのように対応をして

いくことが全体としてのサービス向上につながる

かを検討する必要があるためである． 

そこで本研究では，その初期的検討として，１）

ユーザの繋がりにくさの原因帰属の状況を知る，

と共に，２）その要因として考えられるユーザの

持つメンタルモデルとの関連性についての検討を

目的とした．一般に，時間知覚は他の知覚と比べ

て，より多様な要因により変化しうると考えられ 

[1]，期待値との相対的関係が大きな影響を与える

ものと考えられる．待ち時間の期待値は，「どのよ

うな仕組みで待ち時間が発生するのか」に関する

メンタルモデルに大きく影響されると考えられる

ことから，メンタルモデルとの関係に注目をして

いく． 

 

2. 方法 

 通信サービスに対してどのようなメンタルモデ

ルを有しているのか，および繋がりにくい原因を

どのように把握しているかを検証するために，ネ

ットワーク上で一般ユーザを対象とした実験を実

施した．実験では，プロフィール情報についての

質問紙に続き，１）IT リテラシー度測定のための

PC および携帯電話の利用傾向に関する質問（20

項目），２）Web リンク遷移における待ち時間に

対する主観評価，３）メンタルモデル測定のため

の作画課題，４）繋がりにくさの原因調査の順に

行った． 

 ３）メンタルモデル作画課題では，PC を用い

たインターネット接続および携帯電話を用いたイ

ンターネット接続に対するメンタルモデルを把握

するため，それぞれ，目的の Web ページが PC ま

たは携帯電話の画面上に表示されるまでの様子を， 
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PC や携帯電話，サーバ，鉄塔などの約 40 個のア

イコン(図 1)を自由に組み合わせて作図するよう

教示した．実験参加者が作画したメンタルモデル

図の一例を図 2 に示す．図 2(a)に示すように，非

常に簡易なメンタルモデルを有する参加者や(b)

に示すように実際にインターネットに接続される

までの様子を比較的詳細に把握できている参加者

がいることが分かる．４）の繋がりにくさ原因調

査では，表 1 に示す項目から，PC および携帯電

話を用いたインターネット接続において繋がりに

くい原因として考えられるものを，それぞれ順位

をつけて 3 つまで選択するよう求めた． 

 実験参加者はネット広告で集められた自発的参

加者であり，実験への参加に対し，規定の謝金が

支払われた．実験参加者 771 名のうち，各種課題

や設問に対して誠実に回答したと判断される 715

名(男性 393 名，女性 322 名)の回答結果を分析対

象とした． 

インターネット 通信会社 サービスプロバイダ

携帯電話 パソコンT  

図 1 メンタルモデル作画に利用したアイコン 

 

(a) 比較的簡易なモデル 

(b) 比較的詳細なモデル 

図 2 メンタルモデルの作図例 

表 1 繋がりにくい原因 

 繋がりにくい原因 

1 自身の利用する PC/携帯電話の性能不足 

2 自身の利用する PC/携帯電話の不調・故障 

3 通信事業者 

4 ISP/ネットワーク 

5 コンテンツプロバイダ 

6 Web サーバ 

7 皆が一斉に利用している 

8 その他 

 

3. 結果と考察 

 PC／携帯電話の利用傾向に関する各質問項目

について，経験ありと回答した参加者の割合を図 

3 に示す．経験ありと回答した質問項目の個数を

合算することによって，参加者毎に IT リテラシー

度を得点化し，さらに，平均得点 (11.38)±

1SD(3.35)を基準として，参加者を 4 群(かなり高

い HH，高い H，低い L，かなり低い LL)に群分

けした(図 4)． 

DNSサーバの構築

Webサーバの構築

LANの構築

インターネット接続の設定

携帯電話を用いたWebページ作成

PCを用いたWebページ作成

携帯電話向けソフトウェアの作成

PC向けソフトウェアの作成

PCへのメモリの取り付け

PCへのソフトウェアのインストール

携帯電話を用いた掲示板の利用

PCを用いた掲示板の利用

携帯電話を用いたネットショッピング

PCを用いたネットショッピング

携帯電話を用いた情報検索

PCを用いた情報検索

携帯電話を用いたEメールの送受信

PCを用いたEメールの送受信

PCを用いた住所録等の作成

PCを用いた文書作成
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

「経験あり」と回答した参加者の割合 [%]

 
図 3 PC／携帯電話の利用傾向 
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図 4 IT リテラシー度に基づく群分け 
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年代別に IT リテラシー度を集計した結果を表 2

に示す．カイ 2 乗検定の結果，年代によって，IT

リテラシー度の分布に差があることが確認された

(χ2=22.94, p<0.028)．残差分析の結果，10 代 LL

および 30 代 HH が有意に多く，30 代 LL が有意に

少なかった． 

表 2 年代別の IT リテラシー度 

IT リテラシー度  

LL L H HH 

10 代 49 56 61 27 

20 代 21 53 61 23 

30 代 15 44 45 33 

40 代 20 47 42 22 

50 代 19 36 28 13 

 

次に，繋がりにくさ原因調査結果について，原

因として挙げた順位に基づいて得点化し(1 位 3 点，

2 位 2 点，3 位 1 点)，IT リテラシー度毎に集計し

た結果を図 5 に示す．原因項目(7)×対象(PC vs. 

携帯電話)の 2 要因分散分析を実施したところ，原

因項目の主効果(F=45.2, p<0.00)および交互作用

(F=35.6, p<0.00)が確認された．さらに上記 2 要

因に IT リテラシー度(4)を加えた結果，上記に加

えて対象(F=4.2, p<0.04)の主効果ならびに原因項

目と IT リテラシー度の交互作用(F=4.4, p<0.00)

が確認された．この結果から，一般にユーザは，

同様にインターネット接続時に繋がりにくい経験

をした場合にも，PC を用いる場合と携帯電話を

用いる場合では，その原因が異なると考えている

ことが示された．すなわち，PC を用いたインタ

ーネット接続では，Web サーバや一斉利用が主な

原因と考えているユーザが多いのに対して，携帯

電話を用いたインターネット接続では，通信事業

者が主な原因であると捉えていた．この結果から，

実際に繋がりにくい状況が発生した際に，携帯電

話からでは事業者への評価・満足度が全体として

低下する可能性が高いことが示され，サービス事

業者側として検討を行うべきことが示された．ま

た，IT リテラシー度の効果を見ると，IT リテラ

シー度が低いユーザは，自身の使用する PC ある

いは携帯電話の性能不足を原因として挙げるユー

ザが多いのに対して，IT リテラシー度の高いユー

ザは，Web サーバや通信事業者を原因として挙げ

るユーザが多いことが確認できる． 

このように，利用する機器あるいは個人の IT

リテラシー度などによって，繋がりにくい原因と

して挙げる項目が異なることは，繋がりにくさの

認識が，各ユーザの持つメンタルモデルによって

異なっており，その結果，その原因が異なって理

解されているものと考えられる．そこで，各参加

者が作画したメンタルモデルを分析し，IT リテラ

シー度や実際の繋がりにくさ評価との関連を検討

した．「通信会社」，「Web サーバ」は繋がりにくさ

の原因として挙げられる頻度が高かったため，PC

／携帯電話を用いたインターネット接続を描いた

各メンタルモデル図において，「通信会社」，「Web

サーバ」を表すアイコンが出現した頻度を調べた

結果を表 3に示す．カイ 2乗検定の結果，携帯電

話を用いたインターネット接続を表すメンタルモ

デルには通信会社が，PC では Web サーバが多く出

現していることが確認された(χ2=12.35, p<0.01)．

ただし，そうした反応の強さは，IT リテラシー度

に依存しないことも確認された(PC/携帯電話×IT

リテラシー度のχ2検定の結果，通信会社の出現に

ついてはχ2= 1.29, n.s.；Web サーバについては

χ2= 2.76, n.s.)．図 6 に，ある参加者(男性，10

代，HH)が描いたメンタルモデル図を示す．図 6(a)

は PC を用いてインターネット接続する様子であ

り，図 6(b)は携帯電話を用いてインターネット接

続する様子を示している．図 6(a)に示すように，

PC を用いる場合は，通信端末(PC)がサービスプロ

バイダに直接接続されていると認識しているのに

対して，図 6(b)に示す携帯電話の場合は，通信端

末(携帯電話)が通信会社を介してサービスプロバ

イダに接続されていると認識していることが確認

できる．尚，当該参加者は，PC を用いたインター

ネット接続における繋がりにくい原因として，皆

が一斉に利用している，Web サーバ，無線 LAN 装

置の不調を挙げているのに対して，携帯電話を用

いたインターネット接続における繋がりにくい原
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因としては，通信会社を 1 番の原因として挙げて

いる．以上より，通信サービスに対する個々のメ

ンタルモデルと繋がりにくい原因として挙げる要

因には関連性があることが確認された． 

今後，繋がりにくい原因として挙げられた項目

とメンタルモデルとの関連性についてより詳細な

分析を行う予定である． 
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表 3 メンタルモデル作図課題における構成要素出現頻度 

通信会社の出現 Web サーバの出現 

IT リテラシー度 PC 携帯電話 PC 携帯電話 

かなり低い 62(50.0%) 62(50.0%) 45(36.3%) 28(22.6%) 

低い 111(47.0%) 121(51.3%) 78(33.1%) 50(21.2%) 

高い 109(46.0%) 131(55.3%) 105(44.3%) 87(36.7%) 

かなり高い 60(50.8%) 77(65.3%) 67(56.8%) 60(50.8%) 

全体 342(47.8%) 391(54.7%) 295(41.3%) 225(31.5%) 
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(a) PC を用いたインターネット接続 (b) 携帯電話を用いたインターネット接続 

図 5 繋がらない原因 

 

  

(a) PC を用いたインターネット接続 (b) 携帯電話を用いたインターネット接続 

図 6 メンタルモデルの作図例 
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Abstract 
In this paper, user satisfaction on e-mail transmission 

by a cellular phone is analyzed. This paper focuses on 
the influence of the elapsed time perception and 
frequency of experiences, which are important factors 
on user satisfaction for waiting time.  
Keywords ―  time perception, user satisfaction, 
cellular phone 
 

1. はじめに 

 近年の情報機器の性能向上は，その利用におけ

る“待つ”時間を短縮し続けている．しかし，未

だに情報機器のインタフェースに対する不満の原

因として，入力に対するレスポンスの遅さを挙げ

る利用者は多く，待ち時間問題の解決は，インタ

フェースやシステムの研究開発における普遍的テ

ーマの一つとなっている．とりわけインターネッ

トへの接続が可能な情報機器においては，ネット

ワーク利用時の待ち時間が問題となる．ネットワ

ークにおける待ち時間の研究は，これまでリソー

スの効率的な利用と，発生する遅延時間とのトレ

ードオフの工学的問題として取り扱われてきた．

しかし，人の時間評価には個人の特性や経験，状

況依存性が存在すると考えられ，人の認知特性を

考慮した検討も必要である．そこで我々は，利用

者の待ち時間における認知的過程を明らかにする

ことで，利用者の視点を取り入れた，待ち時間問

題の解決法について研究を進めている．本稿では，

携帯電話を用いた実験により，言語的見積もり法

による経過時間評価及びメール利用経験と，待ち

時間満足度との関係を分析した． 

2. 方法 

 多様なユーザによる多様な環境下での待ち時間

満足度調査を実現するために，評価システムを開

発した(上村ら,2010)．本システムは，実験参加者

本人の携帯電話に，FlashLite で作成した動画を

配信し，「参加者が自分の都合のよい時間に都合の

よい場所で」通常の携帯電話を利用するのと同じ

形態で，統制された待ち時間を実現する実験環境

を提示することが可能である．本研究では，この

システムを用いて，経過時間評価と待ち時間に対

する満足度評価を参加者が選んだ任意の環境下で

実施した．具体的には，携帯電話を用いた電子メ

ールの送信状態を模擬し，送信開始ボタン押下か

ら送信完了のメッセージが表示されるまでの動画

を配信した．経過時間評価課題では，メール送信

時の待ち時間（５秒と 10 秒）について，「メール

の送信にかかったと思う時間を入力して下さい」

として主観的な経過時間を秒数(整数)で回答させ

た．満足度評価課題では，同様の動画において，

13 の条件（2〜12 秒／1 秒刻み，15，20 秒）を

ランダムに表示し，送信完了メッセージ表示直後

に「送信開始から送信完了までの待ち時間につい

て満足度を回答して下さい」として 5 件法にて回

答を求めた（「非常に満足 5」～「非常に不満 1」）． 

実験参加者は，ネット広告で集められた自発的

参加者であり，実験への参加に対し，規定の謝金

が支払われた．参加者数は，男性 252 名，女性 240

名の計 492 名で，年齢のレンジは 15-59 であり，

各年代の参加者数がほぼ等しくなるよう統制した． 

3. 結果 

 基準を満たさない回答 12件(男女 6名ずつ)を除

く，480 名分について分析を行った．経過時間評

価課題の平均評価値は，それぞれ 5.05 秒(SD1.60)，

9.43 秒(SD 2.96)となり，5 秒に対する評価と比較

して，10 秒に対する評価は，平均値が短くなる傾

向が見られた．実時間が長くなると評価時間が短

くなる傾向は，周藤・菊池(2009)と同様である．

実経過時間が 5/10 秒という「切りのよい」数であ

ったため，｢実経過時間と同じ秒数｣の回答が多か

った．回答秒数を元に参加者を群わけするため，

実経過時間より短い秒数を回答した参加者群

(5S/10S)，同じ秒数を回答した群(5J,10J)，より長

い秒数を回答した群(5L,10L)としたところ，5 秒
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(a) 時間評価 (b)メール送信頻度 
図 1 待ち時間への満足度 

M
O

S

評価課題ではそれぞれ 142 名，248 名，90 名，10

秒評価課題では 205 名，212 名，63 名となった．

クロス集計表を表 1 に示す． 

 2 つの経過時間評価課題の回答群と，待ち時間

条件(13)を要因とした 3 要因分散分析の結果，待

ち時間条件（F(12, 460)=236.71, p<.01）ならびに

5 秒での経過時間評価結果群が有意であった(F(2, 

471)=5.11, p<.01)．また待ち時間条件×5 秒評価

群の交互作用が有意であった(F(24, 922)=1.86 

p<.01)．5秒経過時間評価課題での群分けによる，

待ち時間に対する満足度の結果を図 1(a)に示す．

単純主効果検定の結果，すべての群で待ち時間条

件は有意な単純主効果を示したが，5 秒経過時間

評価課題群については，短い待ち時間区間におい

てのみ，5L 群と他２群の間にのみ有意な差が見ら

れた．10 秒経過時間評価群の主効果ならびに交互

作用はいずれも有意でなかった．短い経過時間で

あっても短か目に評価する群は，携帯電話利用時

の待ち時間に対する満足度評価が厳しいこと，10

秒という長めの時間についての時間推定について

は満足度に直接は影響を及ぼさないことが示され

たといえよう． 

 時間経過の評価とは独立に個人差を構成しうる

要因として，対象行動自体の経験の効果を検討す

るため，次に参加者のメール利用経験をとりあげ

て検討を行った．まず，携帯電話によるメール送

信頻度に対する回答から，参加者を三群に区分し

た（添付あり/なしの両条件で高頻度で送信する H

群 99名，同両条件で送信頻度が低いL群120名，

その他を M 群 261 名とした）．この要因を加えて，

5 秒経過時間評価課題群(3)×待ち時間(13)×メー

ル送信頻度(3)を要因とした 3要因分散分析を行っ

たところ，メール送信頻度の主効果は有意

であった(F(2, 471)=4.41, p<.05)ものの，

他の 2要因との有意な交互作用は見出され

なかった．図 1(b)に見るように，全ての待

ち時間において，利用頻度高群と低群の満

足度が，M 群よりも低い値を示した． 

 経過時間評価の規定因を検討するため，

実験参加者の性別・年齢との関係をχ2 検

定により検討したが，いずれの属性とも有意な関

係を示さなかった．そこでメール送信頻度(3 群)

との関係も検討したところ，有意な関係性があり

(χ2(4)=11.85, p<.05)，高頻度利用者が 5L 群に多

く存在していることが示された．この結果，携帯

電話・電子メール送信頻度は，直接に満足度に影

響を与えるのみならず，経過時間評価を介した形

でも影響を与えている可能性が示唆された． 

4. 考察 

 以上の結果より，短時間の経過時間評価とメー

ル利用頻度という個人的特性が，待ち時間満足度

に影響を与えていることが示された．実生活の中

で携帯電話でのメール利用経験の高い群では，全

体に満足度が低下すると同時に，短時間の経過時

間評価が長くなり，その結果，特に短時間での待

ち時間満足度を低下させる傾向が見られた． 

 今回の実験結果から，実際の利用経験が低頻度

から中頻度に変化する中では，待つという刺激に

対する慣れにより満足度の上昇が起こり，更に高

頻度に変化すると，経過時間評価が長くなり，満

足度が低下するという仮説が得られた．今後，更

に詳細な検討を進める必要が有る． 
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表 1 時間評価回答者数クロス集計表 

 10S 群 10J 群 10L 群 計 

5S 群 93 39 10 142 

5J 群 89 130 29 248 

5L 群 23 43 24 90 

計 205 212 63 480 
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Abstract 

Since many people always listen the music anywhere 
and anytime with such a iPod, most of them need a 
musical recommendation system. Furthermore, to 
make the music recommendation system, it is 
necessary to know what musical feature is important to 
recommend. However it depends on the situation, 
user’s personality.  To solve this problem, this paper 
proposes a supportive software environment that 
enables people to easily interpret how he or she listens 
to music, e.g. how he or she prefers the music to the 
others, and how he or she feels when he or she is 
listening to the music. Rough plot of own musical data 
can help people with own musical comprehension. Our 
experimental episode shows that our method helps 
improving the understanding own musical listening. 
 
Keywords ― Music Listening Skill, Visualization 
and Quick Feedback, Meta-Cognition 

 

1. はじめに 
  近年，インターネットサービスの普及によって

音楽と人との関わり方が多様化している．Apple
社の iTunes等に代表されるようなオンライン楽
曲購入サービスを通して，人々はWeb上で膨大な
量の音楽を手軽に入手することが可能となった．

また，iPod等の携帯音楽プレイヤーの大容量小型
化によって大量の音源データを持ち運ぶことがで

きるようになった．これに伴い，ユーザはいつで

もどこでも好きな曲を聴くことができるようにな

ったのだが，逆に大量の楽曲の中からその時の自

分の好みに合う楽曲を選ぶことが困難になってき

ている．そこで，このような膨大な楽曲の中から

ユーザにふさわしい楽曲を推薦する仕組みが求め

られている． 

  楽曲推薦の従来研究として，協調フィルタリン

グ[1]に基づく楽曲推薦[2]や個人適応型楽曲推薦
[3]が提案されている．しかしながら，本来個々人
によって差異のある楽曲嗜好に対して固定の特徴

量（以下，変数と呼ぶ）を用いて推薦が行われて

いるため，その時の個人に特化した適切な推薦が

必要であり，ハイブリッド型推薦[4]などの解決策
が提案されている． 

  こんなことはないだろうか？「ベートーヴェン

のピアノ曲と交響曲を聴いている人が歌曲を聴い

ていることが多いという理由でベートーヴェンの

歌曲も推薦されたが，歌モノは好みではなかった」

(協調フィルタリング型に起きる問題) 
「視聴履歴からダンスミュージックを聴いている回

数が多かったのでダンスミュージックを推薦され

たが，車を運転している時にしか合わないので今

は聴きたくない」(個人適応型に起きる問題) 
 つまり我々が指摘する問題点は以下の 3点である． 

 楽曲に対する嗜好・感性は個々人によって差

異があること(音楽の感性における個人固有性) 
 楽曲に対するある個人の感性は聴く状況に

よって差異があること(音楽の感性における状
況依存性) 

 現在の推薦システムや楽曲に対する嗜好モ

デルの研究において，特徴とする変数の種類が

少なく表面的で有効性に欠けること，また既存

の有限個のデータからは膨大な変数を網羅す

ることは難しいこと(フレーム問題) 
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 これらの問題に対し本研究では，個人の音楽の

嗜好に関する重要変数を探ることを，すなわち音

楽を聴く人自身の音楽に対する感性の開拓を目的

とし，その方法論と支援ツールを提案する．ここ

で言う音楽に対する感性とは，嗜好に関する変数

郡のことである．またその感性の開拓とは，自分

に合った変数を見つけ変数間の関係性を認識しつ

づける行為であり，普遍的な重要変数を見つける

行為ではない．本研究は音楽の嗜好における一般

的な重要変数は何かという問題に対して個々のケ

ースをもとに構成論的に求めて行くものである． 
 変数発見のための方法論としてはメタ認知[5]
を用いる．メタ認知とは，自己の意識を言語化等

の外的表象化手段を用いて認知することによって

暗黙的な変数を発見する過程を指す．メタ認知は

主にスポーツにおける技のコツの発見など人間の

行動に関する研究が多かった[6]が，近年では感性
の開拓に対しても有効性が示されている[7]． 
 本研究の効果として，直接的にはメタ認知支援

ツールによってユーザの音楽に対する感性が開拓

されていくこと，すなわちユーザ自身の嗜好の理

解が変数（特徴量）レベルになることにより，ユ

ーザに特化した音楽検索や音楽推薦システムが可

能になることである．間接的には前述の通り本研

究を複数のケースを比較することにより一般的な

重要変数を見つけ，既存の楽曲推薦システムを改

善できることである． 

 

2. 関連研究 
 メタ認知の支援ツールの研究としては，音楽に

おけるドメイン，発想におけるドメイン，スポー

ツにおけるドメイン，空間体験におけるドメイン

において提案されているが [8-11]いずれもシン
ボルを用いた分節化および俯瞰を行うことが重要

であると述べている．本研究においては，提案シ

ステムがユーザ自らの音楽に対する嗜好をプロッ

トというシンボルによって可視化し，それらをダ

イレクトマニュピレーションによって操作し俯瞰

することで，メタ認知が支援されると考える． 

 

3. 提案システム 
  提案する方法論および支援ツールの概要を図 1
に示す．図 1は 4つのフェーズから成り立ってお
りサイクルを廻すことで効果を発揮する．まず，

第一にユーザが楽曲を聴取する(①)．そして音楽
を聴いて感じたことをノート等に書き出していく

(②)．書き出したメモをもとに独自に見つけ出し
た変数に沿って楽曲のデータベースを作成する

(③)．その後，ツールを使用して楽曲群を任意の
二変数間の空間上へプロットしメタ認知の支援を

行っている(④)．この過程を繰り返すことにより
次第に音楽への感性が開拓され自分にとって重要

な変数の発見へとつながる．重要なポイントとし

て，何を聴くか・どこで聴くかなど音楽の聴取は

普段通りの環境で行うこと(①)，ノートに書くメ
モは音楽に関係ないことも含めその場で感じたこ

とを感覚的に書くこと(②)，データ化の作業が面
倒にならないよう直感的に行い，新しい変数が発

見された際にそれ以前の楽曲についてのデータ作

成は無理に行わないこと(③)が挙げられる． 
  通常のメタ認知では①~②あるいは①~③のサ

イクルを繰り返すことが多いが，④のツールを用

いることで自分の音楽に対する意識を俯瞰するこ

とができ，出力されたプロットと実際の意識の差

異を意識することで自然と内部観測を行うことが

できメタ認知が促進される効果が期待できる． 
  図 2にツールのインタフェースを示す．上側と
右側の軸に変数名が並んでおり，ユーザはマウス

図 1 提案手法の概要 
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クリックによって任意の変数を選ぶ事ができる．

図 2では Bingo(その曲を好きかどうか)と
Feeling(曲に対しての印象)が選択されている．左
側と下側の軸はそれぞれ右側と上側の軸で選択さ

れた変数の項目名である．選ばれた二変数のプロ

ットが真ん中に表示されており，同じ箇所にプロ

ットされた曲の数が多い場合は丸の大きさが大き

くなるようにしている．

 

 

 4. 実験と考察 

  

実験は被験者１名に対し 4ヶ月間約 140曲の聴取
において，本ツールを使用した．本ツールの使用

前と使用後の変数の総数の比較を行ったところ，

ツール使用直後には二次元空間上のプロットと自

己の意識の差異から, 新たな着眼点へと意識が向
いた結果として変数は増加した．その後，変数間

に新たな関係を見出した結果，総数は一定の数へ

と収束していくという結果が得られた（図 3）． 
 得られた各変数を環境・楽曲・身体のカテゴリで

分類したところ，最終的に環境に関するものとし

ては「温度」「周囲の明るさ」「天気」，楽曲に関す

るものは「ジャンル」「ピアノ音の有無」「ビート

の種類」，身体に関するものは「心情の静けさ」「踊

ってしまうか」といった結果が得られた（表 1）．

 また変数の変遷の様子を図 4に示す．これを見
ると分かる通り，変数は途中から出てくるものも

あり，また途中で統合されるものもあるというこ

とがわかった．図 5に示すように本ツールを用い
たことによって，出て来たプロットをシンボルと

して解釈し，メタ認知が促進され，高次変数（変

数が抽象的にまとまったもの）が発見されるにい

たったのである．このようにして，本ツールを使

用し続けることによって，音楽への感性が開拓さ

れていくことがわかった． 
 

 

図 2 提案ツールのインタフェース 

図 3 カテゴリごとの変数の変遷 

表 1 システム導入前後の変数の変遷 

図 4 変数の統合や誕生の変遷 
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 5. まとめ 
  本研究では，自己の音楽への嗜好における重要

変数を発見するための方法論として，音楽に対す

る感性を開拓するためのメタ認知支援ツールを開

発した．今後の予定としては実験期間の延長や別

の被験者で行った場合の様子，変数の変化に関す

る質的な考察について検討していく予定である． 
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図 5 変数統合が起きたときの出力 
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Abstract 

We confirmed that unrestricted and real-time 
communication tools like Twitter. The effects of our 
private life means tweets (utterances) from others 
change our behaviors in our private life. For example, 
when we see a tweet, “I’m hungry”, we also feel 
hungry. In this paper, we discussed the effects of the 
activities in our private life on Twitter. 
 
Keywords - Unrestricted Communications, Twitter. 

 

1.	 はじめに	 
	 	 本研究の目的は，Twitter[1]を代表とする多人

数によるリアルタイム情報発信サービスがもたら

す私生活への影響を検証することである．私生活

への影響とは，例えば誰かが空腹であることを発

言した場合に，自分も空腹であることに気付かさ

れるなどといった，他人の発言によって私生活が

影響を受けることを指す．本研究ではリアルタイ

ム情報発信サービスの Twitterを対象に，このサー

ビスにおけるユーザ間の私生活での行動選択に対

する影響について考察した． 

	 Twitter上でのコミュニケーションは，Blogや

BBS，IMなどのコミュニケーションとは異なり，

情報の取捨選択のほぼ全てがユーザに委ねられる

という特徴がある．例えば，Twitter上での議論に

参加することや，他ユーザへの返信を行うこと，

会話の流れを無視して独り言を呟き続けるなど，

Twitterの利用法はユーザの判断に委ねられ，基本

的に自由である． 

	 このような比較的自由なコミュニケーションで

は我々の私生活においてどのような影響があるの

かはあきらかにされていない[2]．本研究ではこの

ような日常的なコミュニケーションの中で実際に

ボットを稼働させてユーザの反応を観察すること

で Twitterにおける私生活への影響を確認した． 

 

2. 観察環境 
	 	 我々は本研究を目的として約 1 年以上

Twitter に参加し，普段何が起きているのかを観

察した．具体的には 100 名程度のユーザのタイム

ラインに対して積極的にコミュニケーションに参

加した．タイムラインのユーザは大学の研究室を

中心とする大学院生や教員などから構成される．	 

	 また，ボットと呼ばれる自動応答プログラムを

Twitter 上で稼働させ，その結果 Twitter 上のユ

ーザの活動がどのように変化するのかをあわせて

観察した．	 

	 これらの観察を通じて自由なコミュニケーショ

ンの人間の私生活における影響を考察した．	 

 
3.	 Twitter による私生活への影響	 
	 	 私生活へ影響には，以下のような Twitter特有

の効果が関係すると考える． 

・他人の私生活とのインタラクション 

・「宣言」することの効果 

・ 情報の集約による「気づき」の効果 

 

3.1	 他人の私生活とのインタラクション	 

	 Twitter には自分の私生活の情報を随時発信し

ているユーザが多く存在する．このような私生活

の情報をユーザ同士が互いに参照しあうことで，

ユーザの意識や行動にまで影響を与えるというこ
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とがある．例えば昼食に何を食べた，朝は何時に

起きた，出勤・帰宅したなどと言った情報を発信

していた場合，それを見た他のユーザはその人の

私生活の一部を垣間見ることができる．さらに，

昼食を取っているユーザの発言を受けて自分も空

腹であることに気付かされたり，深刻な議論をし

ているユーザ同士の会話を見ることで自分も深刻

な気持ちになるといったことが多く見られる[3]．

このように，他人の発言を受けて自分の意思や行

動まで影響を受けるといった事例が多く見られた．	 

 

3.2	 「宣言」することの効果 

	 自分だけでなく他人に自分の意思を宣言する

ことでモチベーションの維持に繋げることがで

きる．身近な例だと「明日は朝 8時に起きる．」

と不特定多数の人に向けて宣言しておくことで，

明日の朝 8時には起床しておかなければならな

いというソフトな強制力が働く場合がある．そ

の結果，アラームをセットしていなくても朝 8

時ちょうどに起床することができるという事例

が見られた．また，Twitterでは他人の発言を転

載して再発言するという機能(Retweet)が頻繁に

利用されているので，宣言が多人数に拡散する

といった事例も見られた． 

 

3.3	 情報の集約による「気づき」の効果	 

	 有志によって Twitter 上には多くの「ボット」

と呼ばれる自動応答プログラムが稼働している．

ボットには発言の中から特定のキーワードの出

現回数をカウントするものや，特定の部屋に限

定して消灯記録を出力するものなどがあり，そ

の用途は様々である．これらを利用し，Twitter

上だけでなく実世界における多くの情報を意味

のある集合に集約することで，ユーザに対して

「気づき」を与えることが可能となる． 

	 本研究ではいくつかのボットを実験的に稼働

させ，それらが私生活にどのような効果を与え

るのか検証した．以下に稼働させたボットの例

を挙げる． 

 

3.3.1	 カロリー計算ボット	 

	 カロリー計算ボットは，ユーザが毎食の摂取

カロリーを Twitter 上に発言し，その合計値を

計算するボットである．その日のカロリー摂取

量の合計値は図 1 のようにユーザアイコンの下

部に表示され，これを見た他のユーザがカロリ

ー摂取についてのアドバイスや，応援をするこ

とでユーザへのモチベーションへと繋げること

ができる．	 

	 

 
図 1	 カロリー計算後のアイコン  

 
このボットを運用させたところ，一人では続か

なかったダイエットが半年以上続き，今もなお

継続しているという結果が得られた．	 

	 

3.3.2	 購買履歴を出力するボット	 

	 このボットは研究室内で販売している商品の

購買履歴を Twitter 上に発信するボットである．

例えば，研究室内の誰かが清涼飲料水を購入し

た場合は以下のようなメッセージが Twitter 上

に発信される．	 

	 	 2010/06/24 16:36:01  
「○○ ××」さんが『ドクターペッパー／コカ
コーラ』を購入しました。	 

	 

この購入履歴をリアルタイム情報発信サービス

である Twitter 上に発信することで今現在，研

究室内に人がいることをユーザに知らせること

ができる．	 

	 しかし，ユーザの在室情報を確認するために

作成されたボットを稼働させてみると，目的以

外にも様々な効果があることが分かった．	 

	 効果のひとつに，購入履歴の内容がユーザの

行動を決定していたという点が挙げられる．具

体的には，誰かが清涼飲料水を購入した旨を伝

えるメッセージがボットによって発信された際
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に，	 そのメッセージを見た他のユーザが影響を

受け，同じく清涼飲料水を購入するといった事

例がいくつも見られた．	 

 

4.	 考察	 
	 	 前節で挙げた 3 つの効果は，Twitter のよう

なリアルタイム情報発信サービスが従来のサービ

スには無い特徴を持っていたためと得られたもの

だと考える．以下ではその特徴と 3 つの効果の関

係を述べる．	 

	 

4.1	 他人の私生活へインタラクションの効果	 

	 Twitter では多くのユーザ同士が互いに発言を

参照しあっている．自分にとっては価値のない発

言でも，他ユーザに対してはそうであるとは限ら

ない．「昼食を摂っている」という発言を受けて自分も

空腹に感じるといった，自分の意識や行動が他人の

発言に影響を受けるという事例が見られた．これは，

Twitter 上でよく見られる発言が日常的なものが多い

ことが原因だと考える．発言一覧を参照するだけでそ

のユーザの生活の一部を垣間見ることができる[4]．  

 

図 2	 他人への影響  
 

4.2	 宣言することの効果 

	 Twitter 上で宣言をすることでモチベーションを

維持，もしくは向上させるという効果があると考える． 

Twitter の発言特性のひとつに，「独り言のような発言

が多い」という特性がある．さらに Twitter では Blog や

BBS のように誰かに向けて発信するのではなく，自分

に向けて発信する場面が多く見られる．独り言の多く

は無視されることがほとんどであるが，Twitter に関し

て言えば決してそうであるとは限らない．「朝 8 時に起

きる．」や，「今から 1 時間だけ集中して作業をする．」

といった宣言も一種の独り言だが，この独り言が無視

されることは少なく，図 3 のように，多くのユーザに注

目され発言がさらに拡散されるということがある． 

Twitter が Blog と BBS と決定的に異なるのは，「メッセ

ージの受信者が固定されないこと」である．一度発信

したメッセージは，Retweet などによって拡散され，発

信者が意図しない効果を生み出すことがある． 

	 	 

図 3	 宣言することの効果  
 

4.3	 ボットの情報集約からの気づきの効果	 

	 カロリー計算ボットのもとでレコーディングダイエット

を続けたユーザは，以前は挫折していたダイエットを

半年以上も継続することができた．これは，以前は一

人でやっていたカロリー計算を，ボットによって集計し，

公表してもらうことで，他のユーザに「気付き」を与え

たためであると考える．その気付きとは，ユーザがダイ

エットをしているということと，日毎の摂取カロリーの進

捗の 2 点である．人は自分の目標を打ち明ける人数

が多いほど，目標達成のためのモチベーションが向

上する[5]．すなわち，アイコンという多くのユーザが

容易に確認できる方法で目標達成までの途中経過を

公表していたため，ユーザのモチベーションの向上

につながったと考える． 

 さらに，研究室の購買履歴を出力するボットでは，

購入履歴を受けたユーザが連鎖的に同じ商品を購

入するといった，実験者の意図しない効果を見ること

ができた．これは，購買履歴という情報をボットが集約

してユーザに発信することが，ユーザに対して購買意

欲といった形で「気付き」を与えたためであると考え

る．	 

 
5.おわりに	 
	 	 本研究ではリアルタイム情報発信サービス

がもたらす私生活への影響についての検証を行

い，Twitterがもつ 3つの効果「他人への私生活
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へのインタラクション」，「宣言することの効

果」，「情報の集約による気付きの効果」につ

いて考察した．Twitterは，日常で行われるよう

な比較的自由なコミュニケーションツールとし

て利用されることがあり，利用者の行動選択に

対し影響を与えていることが観察された． 
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Abstract
In this study, we reported the results of integrated

analysis of self-assessments and assessments from oth-

ers on the thinking styles. To do so, we used a large

scale database consisting of approximately 2000 par-

ticipants’ data. Our goal was: (1) to test the reli-

ability and validity of using other’s assessments on

thinking style, (2) to understand the nature of a gap

between self-assessment and assessments from others.

The results indicated that (1) there was reliability

and validity of using other’s assessments on thinking

style, (2) the gap between self-assessment and assess-

ments from others was influenced by the relationship

between an evaluator’s and evaluatee’s gender.

Keywords — Self-assessment, Assessments

from Others, Thinking Styles

1. 背景
思考スタイルとは，考え方に対する好みのこと

を指し，個人の持つ能力の使い方の特性である．
思考スタイルに関して，Sternbergを中心に膨大な
数の研究が行われており，教師と生徒の思考スタ
イルの違いに着目した研究や，過去の職業経験
の有無，文化差や性差などに着目した研究がある
[4, 6]．ところが，これまで個人の思考スタイルの
測定は，自己記入式の質問紙に基づき行われてき
た．多くの社会心理学的研究が示唆するように，
自己の理解においては，多くのノイズや歪みが混
入すると考えられる．例えば，社会的認知の研究
では，人は「自分はこんな人間である」という知
識（自己スキーマ）を持っているとされており，そ
こには理想とする自分の姿や未来についての主観
的なイメージが含まれている．
そこで本研究では，思考スタイルのより多角的

な理解に有効な方法の一つとして，「他者評価」に
注目する．他者による評価は，より客観的な自己
像を把握したり，新たな自己像を発見したりする

上で効果的であると考えられる．本論文では，自
己評価者を「被評価者」，他者評価者を「評価者」
と呼ぶ．
また，思考スタイル評価において留意しなくて

はならない点として，評価する側，評価される側
の年齢や職業，性別といった「属性」の影響を考
えなくてはならない．具体的には，図1に示され
るように，(1) 自己（被評価者）と(2) 他者（評価
者）それぞれの属性と，その組み合わせの影響に
注目する必要がある．

自己（被評価者）自己（被評価者）自己（被評価者）自己（被評価者） 他者（評価者）他者（評価者）他者（評価者）他者（評価者）

属性A

属性B

属性A

属性B

自己（被評価者）自己（被評価者）自己（被評価者）自己（被評価者） 他者（評価者）他者（評価者）他者（評価者）他者（評価者）

属性A

属性B

属性A

属性B

図 1 自己と他者の属性

以上より本研究では，評価者，被評価者の属性
が思考スタイルの自己評価と他者評価にどのよう
な影響を及ぼすのかに注目する．特に本研究では，
属性として「性別」に着目し，評価者と被評価者
のそれぞれの性別が評価の差異にどのような影響
を及ぼすのかについて詳細に検討する．

2. 目的
本研究では，これまで自己評価用として用いら

れてきた思考スタイルの質問紙が他者評価用とし
て有効なのかを検討する．そして，自己評価と他
者評価の差異の特性を検討するために，評価者と
被評価者の属性が自己評価と他者評価にどのよう
な影響を及ぼすのかを分析する．具体的には，以
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下の点を明らかにすることを本研究の目的とする．
1. 思考スタイルの他者評価の信頼性と妥当性を
検討する

2. 自己評価と他者評価の差異の特性を検討する

3. 調査方法
本研究では，思考スタイルの自己他者評価に関

する大規模調査を行うため，携帯電話を利用した
アンケートシステムを構築した．調査参加者は，
まず自己評価アンケートページから自身の思考ス
タイルのアンケートを行う．次に調査参加者は，
「自分のことを知っているであろう人物」数名に自
分に対する他者評価をメールで依頼し，携帯電話
のサイトを通じて他者評価を行ってもらう．収集
したデータは，ネットワークサーバのデータベー
スに格納される（詳しくは，[5]を参照されたい．）．
アンケートは，比留間 (2000)によって翻訳された
Sternbergの思考スタイルの設問項目のうち，「立
案型」，「順守型」，「評価型」のみを用いた(各8問)．
調査参加者は，各設問項目に対して，7件法で評
定するように求められた [4]．

4. 調査協力者
調査は，4つの大学の学部学生を対象に実施さ

れ，全体で1935人が調査に参加した．なお，被評
価者数は515人で，他者評価を行った評価者数は
1420人である（詳細は表1参照）．

表 1 調査協力者数

男性 女性
被評価者 184 331
評価者 526 894

5. 結果とまとめ
5.1 分析1：信頼性と妥当性

目的1を検討するために，比留間 (2000)に基づ
き，信頼性にはα係数を算出し，妥当性には因子
分析を実施した [4]．まず，被評価者の自己評価と
評価者の他者評価の評定値に関するα係数を思考
スタイルごとで算出した．その結果，被評価者の
自己評価に関するα係数に関しては，立案型，順
守型，評価型の順に0.78，0.76，0.78となった．一
方，評価者の他者評価に関するα係数に関しては，
順に0.82，0.81，0.79となった．
次に，評価者別に因子分析を実施した．分析で

は，評価者の他者評価と被評価者の自己評価ごと
に，全24項目の評定結果について因子分析（主因
子法回転法，バリマックス回転）を行った．その結
果，被評価者による自己評定と評価者による他者

評定は，3因子構造を持ち，思考スタイルの立案
型，順守型，評価型の尺度項目に対応しているこ
とが示唆された．以上のα係数と因子分析の結果
より，他者評定を含めた本調査の信頼性と妥当性
が確認された．

5.2 分析2：被評価者と評価者の評定値の
差異と属性の関係

次に目的2を検討するために，評価者，被評価
者の属性が自己評価と他者評価にどのような影響
を及ぼすのかを分析する．なお，本研究では，属
性として「性別」に着目し，評価者と被評価者の
それぞれの性別が評価の差異にどのような影響を
及ぼすのかについて詳細に検討する．
以下ではまず分析で用いる差分値DIFの算出方

法について述べる．まず，設問項目ごとに評価者
の他者評定と被評価者の自己評定の評定値の差分
の絶対値をすべて算出し，その平均値であるAV G

を求める．被評価者の自己評定の得点をSP，評価
者の他者評定の得点をOP，評価者の他者の人数
をnとした場合の差分値AV Gの算出方法は，以下
の通りである．

AVG =

∑n
i=1 |SP −OPi|

n
(1)

次に，AV Gを代表値とし，思考スタイルの型ご
とに8つの設問項目の平均得点DIFを算出する．
算出方法は以下の通りである．

DIF =

∑8
i=1 |AV Gi|

8
(2)

図2は，それぞれの型ごとに，評価者の他者評
価と被評価者の自己評価の評定値の差分の平均値
(縦軸)を，被評価者ごと (横軸)に示したものであ
る．分析では，思考スタイルの型ごとに，2(評価
者の性別)×2(被評価者の性別)の被験者間要因の
分散分析を実施した．
立案型に関する分散分析を実施した結果，交互

作用は有意とならなかった (F (1, 699) = 1.89, n.s.)．
次に，主効果に注目すると，被評価者の要因の主効
果が認められ，男性のほうが女性よりも評定値の
差分が小さいことが示された(F (1, 699) = 4.83, p <

.05.)．一方，評価者の要因にも主効果が認められ，
女性のほうが男性よりも評定値の差分が小さいこ
とが示された(F (1, 699) = 8.22, p < .005)．
順守型に関する分散分析を実施した結果，交互

作用は有意とならなかった (F (1, 699) = 0.61, n.s.)．
次に，主効果に注目すると，被評価者の要因の主効
果が認められ，女性のほうが男性よりも評定値の
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(a) 立案型

(b) 順守型

(c) 評価型

図 2 評価者と被評価者の性別ごとの差分の平均値

差分が小さいことが示された(F (1, 699) = 4.13, p <

.05.)．一方，評価者の要因にも主効果が認められ，
女性のほうが男性よりも評定値の差分が小さいこ
とが示された(F (1, 699) = 6.41p < .05)．
評価型に関する分散分析を実施した結果，交互

作用は有意とならなかった(F (1, 699) = 2.27, n.s.)．
次に，主効果に注目すると，被評価者の要因の主
効果は認められなかった(F (1, 699) = 0.22, n.s.)．一
方，評価者の要因には主効果が認められ，女性の
ほうが男性よりも評定値の差分が小さいことが示
された(F (1, 699) = 10.15, p < .005)．

6. 考察とまとめ
本研究では，思考スタイルの評定において，他

者視点を導入することの有効性を検討するため，
次の2点を検討した．それは，(1) 思考スタイルの

他者評価の信頼性と妥当性を検討すること，(2)

自己評価と他者評価の差異の特性を検討すること
である．
分析の結果，(1)に関しては，他者評定を含めた

本調査の信頼性と妥当性が確認された．従来の研
究において思考スタイルの測定は，自己記入式の
質問紙に基づいて行われてきた．しかし，この分
析結果は，先行研究の思考スタイルの質問紙が他
者評定用としても利用可能であることを新た示唆
するものである．
また，(2)に関しては，立案型では，被評価者が

男性の場合のほうが女性の場合よりも，評価者と
の評定値の差分が小さいことが明らかになった．
逆に，順守型では，被評価者が女性の場合のほう
が男性の場合よりも，評価者との評定値の差分が
小さいことが明らかになった．また，評価者が女性
の場合のほうが男性の場合よりも，被評価者との
評定値の差分が小さいことが明らかになった．こ
の結果は，他者評価を含めた思考スタイル評定に
おいて，自己（被評価者）と他者（評価者）それぞ
れの属性を含めて検討することの重要性を示唆す
るものである．また，今回の調査では，性別とい
う属性の違いに注目したが，今後は職業や文化な
どの社会的な属性の違いにも注目し，同様の結果
が得られるのか詳細に検討していく必要がある．
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Abstract 

The purpose of this research is to examine the effect 

of the tempo of back ground music on work efficiency. 

Each participant conducted one of three tasks that 

require different cognitive loads: calculation task, 

copy-typing task, and walking task. They performed 

each task in three modes: with back ground music in 

two different pitch, 140 Beats Per Minute (BPM) and 

180 BPM, and without background music. The result 

indicates that in the copy-typing task, significantly 

more mistakes were found in BPM180 condition. In 

the walking task, participants in BPM180 condition 

walked significantly faster. Finally, the effects of the 

tempo of the background music on work efficiency 

were discussed from the viewpoint of the cognitive 

loads of the task. 

 

Keywords ―Working Efficiency, Music Tempo, 

Beats Per Minute, Back Ground Music, Cognitive 

Load 

 

1. はじめに 

1-1. はじめに 

 世の中にはたくさんの音や音楽があふれていて，

わたしたちは普段から，音楽を聴くことを目的と

していなくても，BGM（Back Ground Music）

として自然と音楽を耳に捉えながら活動している

ことが多い．こうした普段何気なく触れている

BGM が人の活動やその結果に影響を与えている

とすれば，それは作業をする上で重要な環境条件

であると考えられる． 

実際に，BGM に関する研究は多数行われてき

ている．BGM により騒音を相殺するマスキング

効果や，商業施設などの雰囲気を明るくしたり高

級感を出したりという，イメージを誘導する効果

もみられている．また，曲調やテンポによって感

情が変化することも確認されているため，病院な

どでは患者の不安を和らげるために BGM が選ば

れ，使用されている．このように，BGM として

の音楽を騒音として捉えるのではなく，作業効率

をあげるためにはどのような BGM を使用し、ど

のような場面で使用すればいいのかを考えたとき

に注目されるのが，BPM（Beats Per Minute）で

ある．BPM とは音楽のテンポを示す単位であり，

1 分間にいくつの拍を刻んでいるかを示すもので

ある．BPM の数値がわかればその曲のおおよその

テンポを把握することができ，BPM の数値が高く

なるほどテンポは速くなり，数値が下がるほどゆ

っくりしたテンポであるといえる．商業施設など

では BPM の高い曲を選ぶことで客の回転率の向

上を図ったり，逆に BPM の低めのゆったりした

曲を選ぶことで，客が施設内に長く留まる効果を

期待している場合もあるであろう． 

以上のように，BPM の高さが変われば作業の

スピードが変わることが予測できる．本研究では，

どのような種類の作業において BPM の高さで作

業の速さが変わるのか，また作業効率にどのよう

に影響するのかを明らかにすることを目的とする．

ここで BPM の高さが作業効率に影響を与えるこ

とがわかれば，うまく音楽を利用することで，幅

広い場面においてより効率的な活動を行うことが

可能になるのではないかと考える． 

1-2. 先行研究 

環境要因と作業効率に関する研究は古くから盛

んに行われており，なかでも 1924 年から行われ

た Mayo, E. (1977)によるホーソン実験は，労働

環境とパフォーマンスの研究の先駆けである．こ

れは照明の明るさや部屋の湿度，休憩時間などに

よる作業効率の変化を調べた実験であり，その結

果は客観的な環境要因よりも個人の目標や人間関
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係が作業効率を左右するのではないかという仮説

が導きだされた研究であった．しかしその後も

BGM としての音楽と作業効率の研究は多くの研

究者によってなされた．1930 年代までの研究では、

すべて音楽使用時には妨害効果がみられている。

Whiteley(1934)の、言語材料の記憶に及ぼす

BGM の影響に関する４つの実験では、どれも音

楽の影響が認められないかもしくは悪影響が認め

られたと報告しているし、Fendric(1937)は読書中

に音楽を聞かせた群が、聞かせない群と比べて読

書後の理解テストの得点が悪かったという。しか

し 1950 年代以降にはむしろ音楽使用時に促進効

果 も み ら れ る よ う に な る 。 Freeburne & 

Fleischer(1952)は音楽が読書に悪影響を与える

ことはないということを示した。さらにジャズを

聴けば読書速度が向上する傾向も報告している。

Hall(1952)も、読書中に音楽を聞かせると読書力

テスト（Nelson 黙読テスト）の成績がよくなる可

能性を指摘している。人々の生活習慣の変化や時

代背景が、それまで妨害効果しか与えていなかっ

た音楽環境を促進効果へと変化させていったであ

ろうことは、梅本（1966）も示唆している。 

このように、音楽が作業効率に与える影響を調

査した実験では、妨害効果を与える場合、促進効

果を与える場合、そして作業効率に変化がない場

合とそれぞれの結果が得られているが、それぞれ

の実験において変数となるものは実に様々である。 

他方で、精神テンポに関する研究も始まった． 

精神テンポとは，話すとか歩くといった日常の生

活行動において，特に制約のない自由な表出事態

で自然に表出される個人固有の速さをいう（杉之

原・平・武藤・今若，1993）． 精神テンポは歩行

などの身体運動にも存在し，その個人固有の精神

テンポには同一課題内での一貫性があることが，

Allport & Vernon（1967）により示されている。

このことから個人の歩くスピードは，それぞれの

精神テンポ（personal tempo）によって決まるの

ではないかと考えられる．更に Corlett & 

Mahadeva (1970)は，精神テンポでの課題遂行の

場合，単位仕事あたりのエネルギー消費が最小に

なることを示した． 

また Baddeley & Hitch（1974）のモデルによ

れば，作動記憶のシステムは，下位システムの動

きを管理し制御する中央実行系と，下位システム

として音韻情報の処理を行う音韻ループ，視覚

的・空間的情報の処理を行う視空間スケッチパッ

ドにより構成されている．これらには一定の容量

限界があり，その容量を超えた処理を行うと下位

システムの処理作業に支障が生じることもわかっ

ている． 

このように様々な角度から研究がなされている

が，本研究では，認知的負荷が異なる 3 種類の課

題に対して BPM の高さの違いが作業効率にどの

ように影響するかを明らかにすることを目的とす

る．具体的には，認知的負荷が高いと考えられる

計算課題、負荷が低いと考えられる歩行課題，負

荷の程度がその間にあると考えられるパソコン入

力課題を用いて実験を行った． 

 

2. 実験 

2-1. 実験の目的 

 今回の実験では，BGM のテンポを BPM140 と

BPM180 に変化させたときに，作業成績や作業効

率に変化があるかを調査する．ショパン作曲『ロ

ッシーニの主題による変奏曲』を，CD－GT2（ポ

ータブル CD ギタートレーナー）を使用して

BPM140とBPM180に変化させた素材を用意し，

それぞれの BPM で BGM を流したときと BGM

なしの 3 つの条件下で作業を行ってもらった．作

業内容は，認知的負荷の高さによって三段階にわ

け，負荷が高いと考えられるものから(1)計算課題，

(2)パソコン入力課題，(3)歩行課題を行った． 

2-2. BPM の選定 

2 種類の BPM で曲を用意するにあたり，倉島・

金地・畑山（2004）によると，ショパン作曲『ロ

ッシーニの主題による変奏曲』において BPM140

から BPM200 の間はそれ以外のテンポより好ま

れ、中でも最も好まれるテンポは BPM160 から

BPM180 であるとされている．本研究は作業効率

をあげることを目的にしているため，不快要素（妨
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害に成り得る可能性を含んだ要素）を避け，心地

よいテンポ範囲内での実験を行うことにし，

BPM140 と BPM180 の 2 条件を選択した． 

2-3. 仮説 

 本研究の仮説は，BGM のテンポ（BPM）が変

化すると作業効率に影響があり，そしてその影響

は，BPM の高さが高いほうがより作業効率をよ

くするのではないか、というものである．しかし，

全体的にみれば作業効率に影響は出るが，ひとつ

ひとつの作業別に見たときには，その影響量に差

が出るのではないかと考える．つまり，認知的負

荷が低い歩行課題では BGM による効果が出ると

考える．計算課題は認知的負荷が高いので，その

影響は小さくなり，パソコン入力課題は歩行課題

よりは負荷が高いが計算課題ほど高くないと考え

られるため，BGM のテンポによる影響は，歩行

課題と計算課題の中間程度であると考える． 

2-4. 第 1 実験 

 第一実験は，計算課題を行ってもらった．計算

課題作業時に BGM のテンポが作業効率に影響す

るのか，影響するのであればその影響の大きさは

どれくらいなのかを調査することを目的とする． 

2-4-1. 実験方法 

・実験参加者 

 大学生 10 名（男性 2 名，女性 8 名）． 

・実験計画 

 割り算の計算課題を，BPM が 140，BPM180

のとき，そして BGM なしのときの 3 種類の音楽

環境下で行ってもらった．ひとりひとりの実験参

加者にそれぞれ 3 種類の実験を 1 回ずつ，合計で

3 回の実験を行ってもらった．順序効果をなくす

ため，3 つの音楽条件を提示する順番はランダム

にした．また，疲労度による結果への影響を考慮

し，実験は 1 日に多くて 2 回，最低 5 時間は空け

て行った．実験では時間内の回答数と正答数，誤

答数のデータを収集した． 

・実験刺激 

 BGM はショパン作曲『ロッシーニの主題によ

る変奏曲』，CD－GT2（ポータブル CD ギタート

レーナー）を用いて BPM を 140 と 180 に調整し

た音源を使用した．（テンポを変えても音程は変わ

らない．） 

計算課題は下記のような 4 桁割る 2 桁の計算問

題を用意した． 

9964÷53＝ 

課題数は 15 分間では明らかに解ききれないと

予想される量である 90 問を用意し，課題は余り

が出たり小数になることはないように作成した．  

・実験手続き 

BGM ありの場合は，実験参加者が入室する前

から BGM を小さな音でかけた状態にし，実験参

加者が準備を終え落ち着いて実験に取り組めると

判断したところで，計算問題を，紙を裏返して配

った．問題用紙とは別に，計算のための白紙も 1

枚配った．その後，これから 4 桁割る 2 桁の計算

問題を行ってもらうこと，余りが出たり小数にな

ったりすることがないこと，制限時間は 15 分で

あること，できるだけたくさん解くこと，意図的

に音楽を聴きながら作業を行うことを教示した．

教示後，BGM の音量を上げ，音楽に耳を傾けて

もらうためと，もう一度リラックスして集中して

もらうために 30 秒の間をとり，実験を開始した．

15 分後，計算問題を回収し，内省報告をしてもら

った．  

2-4-2. 実験結果 

3 つの音楽環境（BGM なし，BPM140，

BPM180）それぞれの条件下において，回答数，

正答数，誤答数の平均値には有意な差はみられな

かった（表 1 参照）．また，誤答する実験参加者

はあまりおらず，回答数と正答数はほぼ同じ数値

となった．回答数・正答数においてデータのばら

つきがみられ，BPM180 のときには回答数で 4.9、

正答数でも 4.8 という標準偏差が得られた．結果

的として，計算課題のような知的作業において，

BGM のテンポの違いによる作業効率への影響は

みられなかった． 

表 1 計算課題における回答結果の平均値（SD） 

BGMなし BPM140 BPM180 全体

回答数 30.6（3.7） 29.1(3.8) 27.4(4.9) 29.0(4.4)
正答数 30.2(4.2) 28.9(3.8) 27.1(4.8) 28.7(4.5)
誤答数 0.4(0.7) 0.2(0.4) 0.1(0.3) 0.2(0.5)  
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2-4-3. 考察 

計算課題の回答数に BGM のテンポの影響がみ

られなかった．認知的負荷が高い作業は BGM の

テンポによる影響がないと考えられる． 

実験後の内省報告によれば，計算問題に集中す

ると BGM はほとんど頭に入らなかった，という

報告も多かった．計算課題時には作業自体に集中

力が向いてしまうため，無意識的にであっても

BGM に耳を傾けることは難しいようである． 

4 桁割る 2 桁という計算問題についても，思っ

ていたより手間取った，意外と難しかったという

報告も出ていたので，課題の難易度がさらなる影

響を与えたと考えられる． 

また，回答数が大きなばらつきを持って広がっ

ているのは，実験参加者の計算問題への慣れ，つ

まり順序効果によるものだと考えられる．実験参

加者の内省報告によると，普段の生活の中で 4 桁

割る 2 桁の計算を行う機会というのがあまりなく，

その感覚を取り戻すのに時間がかかったようであ

る．しかし一度その感覚が戻ってしまえば，5 時

間後や次の日であったとしてもその感覚は忘れず，

次の実験時には前回よりスムーズに行えたという

報告もあった．3 つの音楽環境は，順序効果を相

殺するために実験参加者ごとにいれかえたので，

そのまま標準偏差のばらつきの大きさに表れたの

だと考えられる． 

2-5. 第 2 実験 

 第 2 実験は，パソコン入力課題を行ってもらっ

た．入力はローマ字入力，内容は日本語の文章で

夏目漱石の『夜十夜』を用いた．  

2-5-1. 実験方法 

・実験参加者 

大学生 10 名（男性 4 名，女性 6 名．ただし第 1

実験の実験参加者とは異なる人物）．ローマ字入力

を普段から行っている人物に依頼した． 

・実験計画 

 データのパソコン入力課題を行ってもらった．

音楽環境は，第1実験と同様にBPM140，BPM180，

BGM なしの 3 条件である．実験では 15 分間のキ

ーボードの総打数と誤打数，誤打率データを収集

した． 

・実験刺激 

 使用する BGM は第 1 実験と同様の 2 種類の

BPM の音源である．実験を行う音楽環境の順番

も同様にいれかえた．音源はパソコンにデータと

して取り入れ，パソコンにつないだスピーカーか

ら流した． 

 パソコン入力課題はタイピング練習ソフトを使

用して作成した．課題は漢字かな混じりの文章を，

変換なしで読みだけをひらがなで入力していく形

で行った．課題文は夏目漱石の『夢十夜』を用い

た． 

・実験手続き 

 実験参加者が入室し，準備を終えるまでの手順

は第 1 実験と同じである．タイピングソフトの基

本的な操作の説明をした後，練習用ファイルで 1

分間練習をしてから本実験を行った．練習が終わ

ったあとは，第 1 実験と同じく，制限時間は 15

分であること，できるだけたくさん入力すること，

意識的に音楽を聴きながら作業を行うことを教示

した．第 1 文字目が入力された時点で自動的に計

測を開始した． 

2-5-2. 実験結果 

パソコン入力課題の総入力数，誤打数，誤打率

の結果を表 2 に示す．総入力文字数には音楽提示

条件によって差はみられなかった．しかし誤打数

は BPM180 のときに多くなり，逆に BPM140 の

ときに尐なくなり，テンポを上げすぎるとミスを

誘発することがわかった．分散分析を行った結果，

誤打数において，5％水準で有意な差がみられた

（F(2,27）=3.39、p<0.05）．また Tucky 法による

多重比較を行った結果，BPM140 は BPM180 よ

り誤打数が有意に尐ないという結果が認められた．  

表 2 パソコン入力課題入力結果の平均値（SD） 

BGMなし BPM140 BPM180 全体

総入力数 3766.9（585.3） 3736.6（490.8） 3862.2（546.5） 3788.6（544.9）
誤打数 131.8（50.4） 93.8（45.1） 177.1（96.2） 134.2（76.0）
誤打率 3.7（1.9） 2.6（1.5） 4.6（2.5） 3.6（2.2）  

2-5-3. 考察 

 まず，パソコン入力課題において，BGM のテ
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ンポによって入力数に影響はみられなかった．し

かし BPM180 の速さはタイピングの速さに合わ

ないという内省報告もあった．BPM140 というテ

ンポは比較的それに合わせてタイピングをしやす

いようである．このことから，パソコン入力には

作業しやすいテンポがあるということが考えられ

る．作業のしやすいテンポというのは必ずしも特

定の BPM ではなく，作業者のタイピングの速度

にも影響されると考えられる．例えばあるタイピ

ング数が 1 拍（もしくはワンフレーズなど，一定

の拍数）の間にちょうど収まる場合，そのテンポ

の BGM は作業のテンポを保つ補助と成り得るで

あろう．BPM180 のときの誤打数が最も高いこと

から，テンポを上げすぎるとミスを誘発するとも

考えられる．今回の使用曲では BPM180 のときが

最も好感度が高いことから（倉島・金地・畑山，

2004），音楽を聴くときには好感度の高いテンポ

であっても，作業をするときの BGM となると必

ずしも作業のしやすいテンポであるわけではない

ということも考えられる． 

 また認知的負荷の高さの影響も考えられる．パ

ソコン入力課題は負荷の量が中程度であると考え

ていたが，その課題が意味のない文字の羅列では

なく物語であり，文章を読みながら入力をしなけ

ればならないため，想定したよりも負荷が大きか

ったため BGM による影響がその作業量に影響せ

ず，容量を超えた処理をしたために誤打率が増え

たという可能性も考えられる． 

2-6. 第 3 実験 

 第 3 実験は，歩行課題であった．公園の 400 メ

ートルトラックを，音楽を聴きながら 2 周し，そ

の所要時間を計測した．  

2-6-1. 実験方法 

・実験参加者 

 大学生 10 名（男性 3 名，女性 7 名．第 1 実験

および第 2 実験の実験参加者とは異なる人物）． 

・実験計画 

 歩行課題は，音楽を聴きながら（もしくは音楽

なしで）公園の 400 メートルトラックを 2 周歩い

てもらい，その所要時間を計測した．  

・実験刺激 

 歩行課題は公園の端にある 400 メートルトラッ

クを使用し，人が尐ない平日の昼間に，途中で人

の往来などの妨害が入らないように留意しながら

行った．外部からの音を遮断するために，BGM

なしの条件においても BGM ありの 2 条件のとき

と同様にイヤホンをしたまま課題を行ってもらっ

た． 

・実験手続き 

 時間を計っていることを意識させないため，音

楽を聴きながら歩くときの気分の効果を計る課題

であるという教示を行った．更に，できるだけ音

楽に耳を傾けること，実験を始めるときは言葉の

ほかに手をあげて合図をすること，近道や大回り

をせず，トラック沿いを歩くこと，途中で止まら

ないこと，ゴールが近くなっても途中で終わらせ

ず，スタート地点まで同じ意識で歩くこと，を教

示した．実験終了後には実際にアンケートに答え

てもらった． 3 つの音楽提示条件とも実験が終わ

った後，実験参加者にこの実験の本来の目的を伝

えお詫びし，実験データ使用の許可を頂いた． 

2-6-2. 実験結果 

歩行課題では，BGM のテンポの違いにより歩

行時間に大きな差がみられた（表 3 参照）．具体

的には BPM が高くなると歩行スピードも速くな

った．分散分析を行った結果，所要時間の平均値

に 5％水準で有意な差がみられた（F(2,27）=7.08、

p<0.05）．また Tucky 法による多重比較の結果，

BPM180 は BGM なしより所要時間が有意に短い

という結果が認められた． 

表 3 歩行課題における所要時間の平均値（SD） 

BGMなし BPM140 BPM180 全体

時間（分） 12.27(1.17) 11.15(1.42) 10.00(1.24) 11.14(1.58)
 

2-6-3. 考察 

 歩行課題という，体を動かすことを主体とした

活動では BGM のテンポの効果が顕著に表れた．

認知的負荷の低い作業は BGM のテンポに影響さ

れると考えられる．内省報告によれば，BPM140

は BPM に合わせて歩くことが可能な速さであり，
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BGM に合わせて足を動かしたくなるという報告

もあった．また，BPM180 においては，BPM に

合わせて足を動かすような速さではないが，前進

しようとする気持ちになったということであった．

歩くリズムに BPM が合致していると，より心的

に心地よく歩くことができるようであり，好感度

は BPM140 のときが高い．第 1・第 2 実験の課題

であった計算課題やパソコン入力課題は訓練でそ

の基本速度が変化するような課題であったが，そ

れに対し歩く速度というものは，訓練というより

その人固有の精神テンポの影響が考えられる．こ

のことから，本実験で使用した BPM140 が実験参

加者の精神テンポに近かったので好感度が高かっ

たとも考えられる． 

 

3. 総合的考察 

今回の実験では，課題の内容によって BGM の

テンポの影響の有無が分かれた．違うテンポの

BGM を用いることで作業効率に大きな差をもた

らした歩行課題と，影響のなかった計算課題の違

いは，認知的負荷の大きさによるものと考えられ

る．負荷の量が中程度であると考えたパソコン入

力課題においては，その課題が物語であり，文字

を読みながら入力をしなければならないため，想

定したよりも認知的負荷が大きかったとも考えら

れる． 

また実験参加者の実験終了後の内省報告による

と，パソコン入力課題において，BPM180 の速さ

はタイピングの速さに合わず，BPM140 という速

さは比較的音楽のテンポに合わせやすいという報

告があった．このことから，作業の種類によって

快適なテンポがあり，それを超えたテンポの速さ

ではミスを誘発する可能性も示された．つまり，

一概にすべての作業においてテンポが速くなると

作業効率が上がるわけではないということである．

またその快適なテンポというものは，各個人の持

つ精神テンポに委ねられ，多尐の変動があると考

えられる． 

今回の実験では，計算課題とパソコン入力課題

において，なるべく多くの課題を解く（入力する）

ことを教示したが，歩行課題では実験参加者が好

むテンポでの歩行をしたということも影響してい

ると考えられる． 

 

4. まとめ 

BGM のテンポの違いが作業効率に与える影響

を明らかにするために，認知的負荷量が違うと考

えられる 3 種類の課題で，BPM の効果を調べる

実験を行った．課題は認知的負荷の高いと考えら

れる計算課題，中程度だと考えられるパソコン入

力課題，低いと考えられる歩行課題を用いた． 

その結果，認知的負荷の高い作業と中程度の作

業では，BGM のテンポの違いによる影響はみら

れず，低い作業では BGM のテンポによって作業

効率が高くなることが示された．ただし，中程度

の作業ではエラー数が増加したことから，作業の

種類によって快適なテンポがあること，それを超

えたテンポの速さではミスを誘発する可能性もあ

ることが示された．  

 

5. 今後の展望 

今回は以上のような結果が得られたが，認知的

負荷量によってだけではなく，課題の種類による

可能性も考えられ，今後検討の余地がある．他の

課題や曲調・ジャンルでの実験を行い，他の条件

でも今回のような結果が得られるのか，得られな

いのであればそれはどのような条件であるのかを

調べる必要がある．また，どのような作業にどの

ようなテンポが適切であるかの解明，精神テンポ

と作業効率の作用の更なる研究も行っていきたい． 
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