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Abstract 
The problem children face has long been 

considered as a problem of induction in learning words 
and constructing the lexicon.  A number of proposals 
have been made concerning biases children utilize to 
constrain their inference of word meaning from a single 
example, including the taxonomic bias, the shape bias, 
and the mutual exclusivity bias.  Other researchers have 
argued that the ability to read social cues is the main 
driving force for word leaning. However, what children 
go through a complex chain of inference to come up with 
the “best possible word meaning” by utilizing different 
sources of cues, knowledge about the lexicon, and 
knowledge of words already present in their vocabulary. I 
maintain that this process of inference should be 
considered as abduction, and largely overlaps with that 
made by scientists in constructing the best explanation of 
the mechanism.  I argue that a key question for the 
symbol grounding problem is to uncover how children 
make abductive inference in word learning as well as in 
learning of other conceptual domains, and to identify the 
cognitive function that makes abductive reasoning 
possible. 
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Abstract 
This article argues the significance of symbol grounding in 

studies on human cognition, relating it to both notions of 
“situated cognition” and “constructive science”. Cognition 
evolves, in a situated manner, out of interactions between a 
human subjective self and the surrounding physical world. 
The phenomenon of symbol grounding is the core of the 
very process of situated evolution.   
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記号的コミュニケーションシステムの形成過程において
解釈学的循環を構成するモデルベース強化学習の役割

The role of model based reinforcement learning with
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Abstract

In most cases, humans do not directly link their
own behavior to symbolic messages from the other
person but rather to symbolic meaning based on the
inferred intent of the other person. At such times, the
inferred intent of another person plays a hypotheti-
cal role in identification of the meaning of a message.
Therefore, it is pointed out that the method forms a
hermeneutic circle with another person. This study
uses model-based reinforcement learning to model the
cognitive mechanism of subjects forming such circles.
This model was applied to participant behavior data
from a task in which pairs created artificial languages,
and by using likelihood to evaluate the model’s appli-
cability, the predictive ability of the model to describe
cognitive mechanisms was investigated. The results
demonstrated a pattern of high likelihood in the ini-
tial stages of the task, and a gradual decrease moving
toward the final stages. These results suggest the pos-
sibility that the mechanism of behavioral decisions, in
response to symbols, changes along the way.
Keywords — experimental semiotics, symbolic

communication, denotation and connotation,

model based reinforcement learning

記号的なコミュニケーションにおいて人間は，「字義
通りの意味」だけではなく「言外の意味（意図）」を
伝える [1]．例えばテーブルで食事をとっている状況
で，「お塩とれる？」と聞いたとき，字義通りには「塩
（の瓶）をとることが可能か」を意味していても，「塩
をとって欲しい」という言外の意味が込められている
ことを受け手は理解する．コミュニケーションにおい
て人間がこのような二重の意味をやりとりすることは
自然で当たり前なことだが，自閉症におけるコミュニ
ケーション障害は，それが当たり前なことではないこ
とを示している [2]．
表現が二重の意味を持つことを前提としたコミュニ

ケーションは，「字義通りの意味」の特定なくして「言
外の意味」を適切に推論することができず，また「言
外の意味」が適切に推論できなければ，多義性を持つ
「字義通りの意味」を相手との間で特定することがで
きないという解釈学的循環が生じる問題がある [3, 4]．
すなわち，一連の会話の中では，個々の語や文の「字
義通りの意味」がわかり，そこから発話の「言外の意
味」を推論することだけが問題なのではなく，「言外の
意味」が分かった場合に，既存の発話やその後の発話
における語や文の「字義通りの意味」を特定すること
もまた問題となる．
これまでに我々が設計・実施してきた人工言語の共

創実験 [5]では，そうした「言外の意味」と「字義通
りの意味」の相互循環的な取り決めプロセスが明示
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的に生じる．この実験で参加者は，日常的なコミュニ
ケーション手段（会話やジェスチャ，あるいは表情な
ど）の使用が制限された状態で，実験者が用意する図
形のやりとりを通じて，設定された協調課題を解くた
めの人工的な言語の作成に取り組む．これにより参加
者は，図形の「字義通りの意味」を相手と取り決めな
ければならない状況に置かれる．
この取り決め過程において，参加者が相手の使う図

形の「字義通りの意味」を，推定される「言外の意味」
から特定するのは直感的に自明なことである．しかし
計算モデルを構築すると，それはかならずしも必要と
される仕組みではないことに気づかされる [6]．なぜ
なら，自分の状況に対する行動の結果から報酬を受け
取って学習を進める強化学習を考えた場合，相手の図
形と行動の直接の対応関係を学習する方法が考えられ
るからである．強化学習において，この方法はモデル
フリー強化学習に対応し，前出の方法はモデルベース
強化学習に対応する．
計算モデルの構築を通じたこれまでの分析により，

モデルベース強化学習は，「言外の意味」が課題に対
して適切に設定され，互いがそれを誤解することがな
ければ，モデルフリーよりも課題を解くための記号シ
ステムを素早く共創できることが分かった．また，モ
デルベース強化学習の 1つの懸念は，相手の「言外の
意味」を誤解した際に図形が持つ「字義通りの意味」
の特定も間違え続けるのではないかというものである
が，「言外の意味」を様々に設定した場合においても，
モデルベース強化学習はモデルフリーよりも同じ時間
で実現される課題の成功率が悪くなることがなかった
[6]．
そこで我々は，実験参加者の行動データにそれらの

モデルを適用し，その当てはまりの良さを尤度を用い
て評価することで，それぞれのモデルが持つ認知機構
の説明力を調べた．実験では 20ペア（40名）が課題
に取り組み，その中で 60 回（ラウンド）の図形の交
換と行動選択が行なわれた．結果，13 ペアが協調課
題を安定的に解く記号システムの共創に成功した（以
降，これを成功群とする）．
この課題を解く主体の認知機構を説明する計算モデ

ルとしては以下の 3 つのタイプを構築した．ただし，
ここで構築したモデルの主体は，自分の「言外の意
味」をあらかじめ設定し，それに基づいて図形を相手
に送るものとした．

• 相手から送られてくる図形に対して，「言外の意
味」に基づく「字義通りの意味」の特定を行なわ
ず，図形と行動の直接の対応関係を学習する（特

定なしモデル）．
• 相手から送られてくる図形に対して，「言外の意
味」に基づき「字義通りの意味」を特定する（特
定あり 1表象モデル）．

• 1表象モデルと同様に相手から送られてくる図形
の「字義通りの意味」を特定する．ただし，自分
の「字義通りの意味」と相手の「字義通りの意味」
を別の表象として独立して特定する（特定あり 2
表象モデル）．

初めのモデルがモデルフリー強化学習に，後の 2つが
モデルベース強化学習にそれぞれ対応する．ただし，
モデルベース強化学習は，相手の「言外の意味」の解
釈が複数あったとしても，そのうちの一つであると仮
定して「字義通りの意味」を特定することとした．
この 3つの計算モデルを，認知実験により得られた

行動データに対する当てはまりの良さ（尤度）で調べ
た．尤度は，人間の行動データの系列があるとき，あ
る時点までのデータを学習した結果として，その次の
時点の行動をどの程度の確率で予測できるかを計算す
るものである．この尤度を計算する際に，計算モデル
では「言外の意味」を決定する必要がある．これは行
動データから推定することが望ましいが，相互循環的
に変化する性質を考えると，それは非常に難しいと考
えられる．そこで，計算モデルが想定する「言外の意
味」（ここでは 2つ）について，その全ての組み合わせ
（二者がそれぞれに自分と相手に関する「言外の意味」
を持つ）で尤度を計算し，最も高い尤度になる「言外
の意味」を使用した．
それぞれの計算モデルで 12ラウンドごとの平均尤

度を計算し，特定なしモデルと特定あり 1表象モデル
の尤度に関して分散分析を行なった1．結果，課題の
成功群（13ペア）と失敗群（7ペア）の尤度に有意な
差が認められ（F (1,18) = 53.05, MSE = 0.026, p <

.001 , η2 = 0.303），それぞれの尤度の高さは課題の成
功率と有意に相関していた（特定なしモデル：r (18)
= .95, p < .001，特定あり 1表象モデル：r (18) = .83,
p < .001）．これは，計算モデルが想定する仕組みが，
課題の成功を実現していることを示唆する．
続けて，成功群において学習の進行に伴う尤度の変

化を調べた．成功群における計算モデルごとの平均尤
度の推移を図 1に示す．これを見ると，特定なしモデ
ルと特定あり 1表象モデルの尤度は課題の序盤と終盤
で入れ替わっているように見える．分散分析をすると，
モデルと期間の間に有意な交互作用が見られた（F

13 要因混合計画（成功群と失敗群，特定なしモデルと特定あり
1 表象モデル，5 つの期間）
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図 1 成功群における計算モデルごとの平均尤度の
推移

(4,72) = 15.80, MSE = 0.002, p < .001 , η2 = 0.031）．
そこでさらに最初の期間と最後の期間で単純主効果
を計算すると，いずれも有意であることが確認された
（初め 12ラウンド：F (1,18) = 41.87, MSE = 0.001,
p < .001 , η2 = 0.310．終り 12ラウンド：F (1,18) =
19.98, MSE = 0.003, p < .001 , η2 = 0.365．）．これ
は，課題の序盤においては他者の記号からその「字義
通りの意味」の特定に基づいた学習（モデルベース強
化学習）が行なわれているが，終盤になって記号シス
テムが形成されてしまえば，そういった特定は行なわ
れなくなる（モデルフリー強化学習へ移行する）こと
を示唆する [7]．
特定あり 2表象モデルの尤度は，課題の後半におい

て 1表象モデルおよび特定なしモデルよりも低くなっ
ている．これは，人間が記号の「字義通りの意味」の
特定において，自分が使う記号システムと相手が使う
記号システムを分けずに 1つのシステムとして学習す
ることを示唆している．認知負荷の観点および集団で
の記号システムの共有を考えればこれは自然な方略で
あろうと考えられる．ここで興味深いのは，特定あり
1表象モデルを使う場合（成功群は実際に課題の序盤
で使っていると思われる），相手と同じ記号の使い方
をしなければならず，必然的に相手の記号の使い方を
学習する仕組みが必要になる点である．しかも，相手
の記号の使い方と自分の記号の使い方を同じにすると
いう点で，その学習は相手の視点に立った学習になる
と考えられる．我々はこの仕組みが役割反転模倣 [1]
によって実現できることを確認している [8]．
さらにもうひとつ興味深い点は，メッセージの理解

と生成が 1 つの記号システムによって行なわれると，
それぞれの関数関係が逆転することである．つまり，
記号システムによって自分がメッセージを送る際には，
意味から記号が生成されるのに対して，相手のメッ

セージを受け取った際には，記号から意味が特定され
ることになるのである．このような逆転は，意味と記
号の 1対 1の対応関係を要請すると共に，論理的な間
違いを含む可能性がある．なぜなら，論理命題として
p ならば q を学習したとき，そこから q ならば p を
導くのは論理的には間違っているからである．この議
論は，子どもの語彙学習において重要性が指摘される
対称性バイアス [9]の議論に関連している．
以上の考察より，二重の意味をやりとりする仕組み

は解釈学的循環を構成しても，自他を分けずに作成す
る記号システムの共創を早める効果があり，人間もそ
の方略を使用しているようであると言える．ただし，
この方略は記号システムが成立してくるにつれて使わ
れなくなるようである．
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Abstract
Human cognition necessarily involves the process of

projecting internal representations to the real world.

However, little effort has been made to explore its

process and mechanism. This paper aims at stress-

ing the importance of projection for the total under-

standing of mind and appealing for the participation

of researchers in the various fields where projection

is concerned. Next, we propose that there are three

types of projection: (proper) projection, misprojec-

tion, and fictional projection, depending on the pres-

ence (or absence) of source and target of projection.

Keywords — Projection Science, Representa-

tion, Orientation, Embodiment

本論文では表象を外の世界に投射するプロセスとメ
カニズムを探求するプロジェクションサイエンスが必
要である理由について論じる．次に，投射を 3つに分
類（投射，誤投射，虚投射）し，これらに関連する現
象をリストアップするとともに，そこでのメカニズム，
発生について暫定的な仮説を提出する．そしてこの探
求のためには，心理学，情報科学，脳科学，社会諸科
学の共同が必要であることを主張する．

1. プロジェクション科学の背景と目的
認知科学者の多くが採用する表象と計算というフ

レームワークに従えば，内部，外部からの入力情報は
様々な処理のプロセスの中で加工され，認知主体を取
り巻く実世界，また仮想的な世界についての表象とし
てまとめ上げられることになる．これまでの認知科学
では，こうした刺激の受容 (reception) から表象の構
成 (construction)についての研究は盛んに行われ，重
要な知見を数多く積み重ねてきた．
言うまでもなく，作り上げられる表象は情報処理シ

ステム内（脳内）に存在しているが，多くの場合，内
的に構成された表象は世界のどこかに定位される（少
なくとも，そのように感じる）．このような定位を可

能にする心の働きを本論文では投射 (projection)と呼
ぶ．これについて古くは Polanyi (1967)によって近位
項，遠位項として捉えられ，Humphrey (2002)によっ
て感覚と知覚の区別という形で述べられてきたが，そ
の内実が明らかになっているかといえば，そうとは言
えない (鈴木, 2016)．
その理由の 1つとして考えられるのは，投射があま

りに当たり前に行われるために，その存在自体に気づ
くことがないというものである．目の前のものは目の
前にあるのであり，それはあまりに自明なことで問い
にはならないうと考えられたのかもしれない．もう 1

つの理由は，後述するように視覚，聴覚的的定位のよ
うなケースでは，投射を支える物理的な基盤が存在し
ないからである．内部にできたものを外の世界に投射
するためには，伝わるものとそれを伝える媒体が必要
と考えられるが，媒体に該当するものが物理世界には
見当たらないというのが，投射の探求を難しくしてい
ると考えられる．
こうしたことから現状では人間の認識が情報の受容

から始まり，表象の構成で止まってしまっている．こ
れでは，世界の中で活動し，他者を含めた様々な事物
と関わり合う人間の姿を描き出すことはできない．こ
うした問題を解決するためには，内的な構成物である
表象を，世界に関係づける投射のメカニズム，プロセ
ス，その発生を正確に理解する必要がある．
知覚的定位のような基礎的な過程の場合，投射先の

ものは実在する事物である．こうしたものは，人間以
外の多くの動物にも共有されているだろう．しかし投
射はこうしたものにだけ行われるわけではない．投射
先として明らかに不適当なもの，実際には存在しない
ものへとなされる場合もある．こうしたタイプの投射
は，あるときには精神病理的な心の働きにつながるこ
ともあれば，想像，創造，信仰という，ヒト固有の心
の働きにつながることもある．このような意味で投射
は，基礎的心理過程にとどまらず，より高次の心の働
きにも深く関係している．したがってプロジェクショ
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ン科学の発展のためには，基礎的心理過程の研究者か
ら，芸術，文化，宗教に関わる研究者の協力が必要に
なる．
さらに，前世紀後半から始まる情報技術の飛躍的な

発展によって，投射先を相当程度までコントロールす
ることが可能になった．その結果，仮想現実感，拡張
現実感と呼ばれるものが生み出されることになった．
これらの技術は，医療，福祉，娯楽などの様々な分野
に新しい可能性を作り出す．プロジェクション科学は，
こうした技術開発の理論的基盤を明確にするととも
に，さらなる発展の契機を作り出すことも視野に入れ
る必要がある．この意味で，プロジェクション科学に
おいては，人工知能を含む，より広い範囲の情報科学
研究者たちとの共同も必要になる．なおこれらの情報
技術は，投射のメカニズム，プロセス特定のための実
験のプラットホームを生み出すことにもつながる．
プロジェクション科学では，上記の様々な現象に見

られる投射の共通原理，あるいは各投射に固有な仕組
みを明らかにし，投射という謎に満ちたプロセス，メ
カニズム，発生を明らかにすることを目標とする．そ
してその成果を理論化し，基礎的な心理過程を扱う認
識論，心理学に貢献することだけでなく，医療，福祉，
娯楽など人間の生活を豊かにする新たな情報工学的な
技術の開発，発展に役立てること，また，表現，創造
活動の伝承，教育への貢献も目指す．
投射はほぼすべての認知活動に関与しているので，

プロジェクション科学の対象はきわめて広い．様々な
現象をあげてプロジェクション科学の広がりを述べる
ことも重要であるが，ここでは投射先のタイプによっ
て 3つに場合分けをしてみたい．
投射 投射先（以下ターゲット）が感覚・知覚自体を促

した実在する投射元（以下ソース）の事物である
場合であり，典型的には通常の感覚，知覚である．

誤投射 ターゲットが実在する事物ではあるが，感覚・
知覚を促したソースとは異なる場合であり，ラ
バーハンド錯視に見られるような投射を指す．

虚投射 ソースが存在しないのに，特定，あるいは不
特定のターゲットに投射が行われる場合であり，
幻覚などがその典型となる．

表 1 投射のタイプ．

ソース ターゲット
投射 実在の対象 ソースと同じ対象
誤投射 実在の対象 ソースとは異なる対象
虚投射 なし（脳の状態） 想像上の対象

2. 投射
感覚・知覚における投射 プロジェクション科学の主
要なテーマの一つは，感覚とその定位に関わる心の働
きである．投射を抜きにして視覚や聴覚などの遠感覚
の働きを理解することはできないだろう．目の前にい
る人物の視覚表象は情報処理システム内部に存在する
が，その人はシステム内部に見えるのではなく，目の
前に見える．鼓膜の振動として捉えられる，その人の
声の表象は，情報処理システム内部や内耳から聞こえ
るのではなく，それを発声した人からのものとして聞
こえる．視覚や聴覚のような遠感覚においては，投射
を実現する直接的な，物理的回路は存在していない．
にもかかわらず我々は刺激から作り出された内的表象
を投射し，世界の特定の位置に定位させることができ
る．さらに，それに対する身体的運動を行うこともで
きる．
前述したように，こうした現象はあまりに当たり前

で研究の方法を確立するのが難しいと考えられる．し
かし反転メガネを用いた研究（例えば，積山 (1997)）
のように定位を人工的に歪め，新たな定位の成立過
程を詳細に分析することで，定位，そして投射の基礎
にあるメカニズムを特定できる可能性がある．また近
年，安価に購入することが可能になったヘッドマウン
トディスプレイを用いることで，ソース，ターゲット
の空間的位置関係を多様に変化させることが可能にな
り，これを用いることで投射のメカニズム，プロセス
を探求できる可能性が飛躍的に高まると思われる．
触覚，体性感覚のような近感覚についてはどうだろ

うか．氷水に手を入れた時に得られる皮膚からの情報
は中枢系に伝わりその事態についての表象を作り出
し，「冷たい」という感覚を生み出す．この感覚はシス
テム内部に生じるのではなく，氷水の中の手に定位さ
れる．これはシステム内部に生じた表象は，遠心性の
神経の働きによってシステムの外部に投射される．そ
ういう意味で何の不思議もないと考えられるかもしれ
ない．
しかし道具を使用した時に得られる触覚について

はどうだろうか．こうした時によく引き合いに出され
る盲人の杖を例にとって考えてみよう．杖が障害物に
当たると，その時の振動が手に伝わる．この感覚は自
分の手で何かに触れた時同様，求心性の神経により中
枢に伝わり，何らかの表象（おそらく障害物について
の）を作り出す．そしてそれは遠心性の神経によりま
た手に返される．しかし手に障害物を感じるわけでは
なく，杖の先にそれを感じる．杖と中枢を結ぶ直接の
経路はないから，ここでも投射が起きている．
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投射と身体 これらはいかなる仕組みのよるのだろう
か．1つの考え方として，対象及びその知覚表象の定
位は，それを含む環境全体の”表象”の中に定位される
という考え方があり得るだろう．つまり世界への定位，
投射は錯覚であり，あくまで情報処理システム内部の
出来事であるという考え方である．これは独我論的な
見解，映画のMatrix的見解と言えるだろう．
一方，身体を媒介として表象を世界に投射するとい

う考え方も可能である．認知主体の内部でありつつ，
外部でもある身体という媒体を用いて，投射と定位
が可能になるという考え方である．例えば，目の前の
コップは私の手の届く範囲に，私の手が把持できる形
で存在している．このように世界と交わる身体を通し
て，内部に構成された表象は世界の中に位置づくと考
えられる．また前述したように，道具の利用により，
私たちの身体（あるいは身体図式 (body schema)）は
自在に拡張，変形する Clark (2003)．このような性質
を持つ身体，そしてそれを可能にする脳の可塑性 (入
來, 2000)は，投射のメカニズムの解明にとってきわめ
て重要な役割を果たすだろう．
しかしこれらの考え方で投射の仕組みが解明できる

かといえばそうとは言えないだろう．例えば，オーケ
ストラが作り出す複雑な音刺激から作り出される表象
は，オーケストラのそれぞれのパートが実空間の中で
占める特定の位置に投射される．他者の表情から作り
出される知覚表象，そしてそこからの推論で生み出さ
れる仮説的な内的情報（「不機嫌なのでは？」など）
は，知覚対象となる他者の内的状態へと投射される．
しかしながらこのプロセスが，どのような身体の働き
によるのかを特定することはさほど簡単なこととは言
えないだろう．
認知神経科学の発展により，身体図式やボディー・

マップの脳内基盤がある程度まで明らかになってきて
いる．場所細胞やグリッド細胞は，環境のマップを作
り出し，我々が円滑に行動するための神経基盤の一つ
となっている．このような知見は大変に重要であるが，
これらの働きにより脳内にできた外界の表象が，外の
世界とどのようにつながるのか，それはどうやって世
界に投射されるのかは，依然謎のままである．

3. 誤投射
前節では，比較的正確な投射が行われる場合につい

て述べてきた．しかし人の投射がいつでも正確なもの
であるとは言えない．誤投射とは，感覚情報を与える
外界に存在するソースにより認知システム内に出来上
がった表象が，ソースとは別の対象に投射されること

を指す．

感覚，知覚における誤投射 知覚はおおむね正確な投
射が行われると述べたが，様々なテクニックより誤投
射を誘発させ，知覚的定位を狂わせることも可能で
ある．例えばラバーハンドイリュージョンでは，正常
な認知機能を持つ人間であっても誤投射が起こること
が示されている．これについての実験では，自己の手
を見えないようにし，マネキンの手を見える位置に
置き，これらに対して一定の触刺激を同期して与え
る．すると，触刺激の検知位置が自分の手からマネキ
ンの手の方向にずれる (drift) ことが報告されている
(Botvinick & Cohen, 1998; 本間, 2010)．またこうし
たズレを生じた後に，マネキンの手にアイスキューブ
を載せると，実際の手の方に冷たさを感じたりもする
(Kanaya, Matsushima, & Yokosawa, 2012)．
皮膚電位などの生理指標をとった実験では，そも

そもマネキンの手も必要ではなく，机と手に対する
刺激でも誤投射が起こることが示されている (Armel

& Ramachandran, 2003)．さらにビデオ機材などを用
いたフルボディー・イリュージョンにおいては，体全
体の位置が実際とは異なる場所に定位されたりもす
る (Ehrsson, 2007; Lenggenhager, Tadi, Metzinger, &

Blanke, 2007)．このフルボディー・イリュージョンは、
自己の境界を形作る身体の知覚、すなわち自己感の投
射先＝ターゲットが、簡単な仕掛けで変化するという
意味で重要な意味を持つと思われる。
(Humphrey, 2012) はこの結果をもとに，視覚表象

の投射について、次のような興味深い仮説を提案して
いる．Armel & Ramachandran (2003)の錯覚は、自分
の手に触覚的に感じている感覚が、視覚的に捉えられ
る、それと相関する事象（机へのタップ）が生起して
る場所で生じていることを示している。だとすれば目
（網膜）で視覚的に感じていることが、それと対応し
た事柄が生起している環境中のある場所で生じている
と考えてもよいのではないか、というのが Humphrey

の説明仮説である。これは卓越したアナロジーだが，
元々のラバーハンドにおける投射のメカニズムが特定
されていない．
聴覚においてはステレオ聴における人の音源定位

のメカニズムが研究されてきた．一般に，音源定位に
おいては，両耳に到達する音波の時間差，及び音圧レ
ベルの差が重要とされている．その一方，この定位メ
カニズムには，視覚や注意がきわめて大きな役割を
果たすことが知られている．視覚刺激によって注意を
誘導することにより，音源の誤投射が生じる．典型的
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には腹話術効果 (ventriloquism effect) が挙げられる．
ここでは，音源が，音と同期して与えられる視覚的
な情報の位置に誤って定位されてしまう (Bertelson &

Aschersleben, 1998)．
上記のような誤投射においては，視覚と触覚，視覚

と聴覚など複数の感覚が関与している．この意味にお
いて，誤投射のメカニズムの解明には多感覚知覚の研
究が大きな柱となると考えられる．

モノへの愛着，フェティシズム こうした感覚，知覚
の心理過程とは大きく異なるが，モノへの愛着，フェ
ティシズムのような心理現象も誤投射の一形態と考え
られる．モノへの愛着においては，長年使ってきた道
具や，ある重要な経験の際に用いられた道具，衣服な
どに生物性が付与され，捨てることができなくなった
り，日常的にケアしたりする．フェティシズムは身体
部位，着衣などに対する激しい執着（性的興奮を伴う
ことも多い）を表す．これは愛する人間に対して持つ
表象が，その人物全体ではなく，その部分，あるいは
その人が身につけるものに，誤って投射されたためと
みなすことができる．さらに当該の人物とは切り離さ
れ，身体部位，物自体が崇拝されることもある．

人工物への誤投射 人工物との相互作用の中でも誤
投射が生じる．media equation 研究が明らかにした
ように，我々人間は，ある程度まで自律的な反応をす
る人工物に対して，無意識的に「ヒト」性を投射する
(Reeves & Nass, 1996)．その結果，人工物に人格が付
与されたり，仲間意識が生まれたり，それらに対して
権威を感じたり，礼儀正しくなったりする．
こうした人間の誤投射を情報機器とのインタラク

ションにおいて積極的に活用しているのが，インタ
フェースにおけるエージェントの活用である．人が最
も上手にインタラクションできるのは人に対してであ
る．よって分かりにくい情報機器に「ヒト」性を持た
せれば，利用者は円滑にその機器を操作できる可能性
がある．HAI (Human-Agent Interaction)の分野では，
こうした可能性の探求を続けてきた．山田 (2007) で
は，目や腕などの身体パーツ，視線，動作，共同注意，
インタラクションのタイミングなどが，誤投射の誘発
に与える影響などが検討されている．さらに小野らが
始めた ITACOプロジェクトでは，ある物理装置内の
エージェントとの一定のインタラクションを行った後
に，それが別の物理装置内に映し出されると (agent

migration)，多くの人は元のエージェントが移動した
かのように感じることが示されている (小野, 2007)．

さらにそのエージェントに対して，人間に対して抱く
ような愛着が生じることも報告されている．これは
エージェントへの誤投射は，そのエージェント自体の
自律的な運動，行為，それに対するユーザの心情をも
含む場合があることを示している．
情報技術の発展により，様々なヴァーチャルな体験

が可能になっている．コンピュータ上でのシューティ
ングゲーム，特にゲーム上のキャラクタの姿が一部し
か現れない（手や武器）一人称シューティングゲーム
(first-person shooting game)）では，ゲーム上の敵か
らの攻撃があると，プレイヤーの身体がそれを避ける
ように動くことはよく知られている．これはゲーム上
で知覚された主人公の身体の一部，及びそれを取り巻
く環境が，自らの身体とその周辺の空間に誤投射され
ている可能性を示唆している．この現象の生起には，
そもそもプレイヤーが，自らの身体を PCのスクリー
ンに投射していることが必要なのかもしれない．すな
わち，投射は主体からエージェントへの一方向なので
はなく，その逆も含む双方向のプロセスなのかもしれ
ない．

子供における誤投射 子供が一定の年齢になると行う
ごっこ遊び，ふり遊び (pretend play) も誤投射の一形
態と考えられるかもしれない．泥だんごをおにぎりと
見なすなどは，ある種の視覚的な類似性から，実在の
対象とは異なる表象が作られ，それが実在の物体に投
射され，そこに異なる意味を発生させる心の働きと考
えることができる．ただし，こうした遊びにおいて，
子供は実際に泥だんごが食べられるものとは考えてい
ない．このことは，ごっこ遊びにおいては，これまで
に挙げてきた誤投射とは異なるメカニズムが働いてい
る可能性を示唆している．

4. 虚投射
表象の元となるソースが，環境に具体的な形で存在

しないにもかかわらず，投射が起こることもある．こ
れを虚投射と呼ぶ．これの例として，典型的には，統
合失調症における幻覚（特に幻聴）が考えられる．実
際の音刺激は存在していないにもかかわらず，患者は
それを他者へと投射してしまう．他者が物理的に存在
していない場合には，それを患者自身が作り出す（例
えば宇宙人）こともある．
発達過程にある子どもにも虚投射が見られる．一部

の子どもにおいては，何もない空間に想像上の友達
（imaginary companion）を作り出し，対話を行ったり
することが報告されている (森口, 2014)．
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さらには信仰も虚投射の一つと見なせるかもしれな
い．Bering (2011)は，宗教の起源について以下のよう
に論じている．人は何らかの劇的なレベルでの非日常
的なことが生じると，それは何らかの意図の発現に基
づくと考えがちである．その意図の所有者，実現者を
実際には知覚できないが，意図の所有者は通常人間で
あるので，人間によく似た存在＝神を作り出すという．
ここでは事象の説明，解釈の欲求、必要性 (Gopnik,

2000)から生み出された表象が，存在しないものへと
投射された例として理解可能だろう．
極限下の環境（雪山や南極など）で長時間の活動を

行うことにより，実際には存在しない人物が知覚され
ることが報告されている (Geiger, 2009)．これも虚投
射の事例として考えられる．Geigerは変化の少ない環
境において，極度のストレスや疲労が生じた場合に，
こうした幻覚（＝虚投射）が現れやすくなると述べて
いる．宗教において，厳しい修行などが必要とされる
こと，また教祖が帰神する際に極限状態を経験するこ
とが多い理由は，ここにあるのかもしれない．
以上は，（存在はしないが）ターゲットが明確に意識

できるものであったが，別のタイプの虚投射もありえ
る．雰囲気や気配と呼ばれるものがそれである．ここ
ではターゲットは明確な形をとったものではなく，身
の回りの環境という漠然とした対象である．
虚投射には物理的なソースが存在しないと述べた

が，ソースが全く存在しないわけではない．初めに挙
げた幻聴については，それが患者自身の内言（心の中
でのつぶやき）である可能性が指摘されている．通常
であれば自らの内言は自分へと投射されるが，この経
路（前頭前野と聴覚連合野）になんらかの異常が生じ，
正常な投射先を失った表象は外部の何か，誰かへと投
射されることになる (Frith, Lawrence, & Wienberger,

1996)．
また脳への直接的な刺激を与えて脳の状態を変化さ

せることで，虚投射が生じることも報告されている．
Arzy, Seeck, Spinelli, Ortigue, & Blanke (2006)は，て
んかん治療のために埋め込まれた電極を通して，側頭
頭頂結合部 (temporoparietal junction) に刺激を与え
ることで，現実には存在しない人の気配を生み出すこ
とが可能としている．
以上のことからすると、何らかの理由で起きた脳内

の変化が表象を生み出すが、投射先が存在しないた
め、その表象を通常はもたらすものを仮想的に作り上
げ，そこに投射するのが、虚投射の根源にあるメカニ
ズムではないだろうか．

5. まとめ
本論文では，表象を投射する過程を探求するプロ

ジェクション科学の持つ意義について論じた．次に投
射のソースとターゲットとの関わりから，投射，誤投
射，虚投射の 3つに分け，それぞれにどのような現象
が含まれるかについて述べた．またこれらの投射につ
いて，現時点で想定されるメカニズムについても暫定
的な仮説を提案した．
これまで述べてきたように，投射は，知覚的定位か

ら，精神疾患，情報システム内のエージェント，さら
には神や信仰などさまざまな場面に現れる．ただし
それぞれの投射が，同じメカニズムで生じているの
か，あるいは固有のメカニズムが関与しているのかは
現時点ではわからない．たとえば知覚的定位は，動物
においても生じていることは疑いない．一方で，文化
的記号に基づく投射は，まちがいなく人間に固有であ
る．こうしたことから考えれば，それらの実現メカニ
ズムは相互に相当に異なっている可能性がある．しか
し単に同一のメカニズムが，異なる対象に対して働い
ている，つまり人間に固有の投射は動物一般が持つ基
本的なメカニズムの拡張形態である可能性も残されて
いる．
また近年飛躍的なスピードで展開が進む情報科学

の方法論＝構成論と各種技術は，投射の科学的探求の
幅と深さを増大させることは間違いない．様々な誤投
射，虚投射を人工的に発生させることにより，投射の
発生のメカニズムを多角的に捉えることが可能になる
だろう．またそうした中で用いられているアルゴリズ
ムを，人間が行っているものと見なして，実験仮説を
生み出すことも可能になるだろう (小野, 2016)．
心理学（知覚，発達，臨床），情報科学，精神病理

学，脳科学，人類学，宗教社会学の研究者との相互交
流を通して，これらの知見を統合し，生き物の行う投
射の全容を明らかにすることは，表象という考え方を
採用する立場からすれば，喫緊の課題である．
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Abstract 
“Projection Science” is entirely a new methodology to 
investigate a cognitive mechanism. Basically, in the 
“Projection Science”, we believe that human recognition is 
realized by projecting the “representation” in the human 
brain to the environment. Moreover, This ambitious 
framework aims to cover the field of technological 
applications through constructing “model-theoretic 
understanding” of the cognitive mechanism from a 
viewpoint of the “Projection Science”. In this paper we 
would like to explore the possibilities of this framework 
through the discussion based on our previous research, 
ITACO system. 
 
Keywords ―  Projection Science, Representation, 
Model-Theoretic Understanding, ITACO system 
 

1. はじめに	 
	 	 「プロジェクションサイエンス」とは，人間の認知

機構を解明するためのまったく新しい方法論であると

ともに，そのモデル論的理解をとおして工学的応用ま

でも射程に収めている野心的な構想である．	  
	 	 鈴木[1]が述べているように，認知科学におけるこれ
までの研究は，刺激の受容とその利用過程に注目し，

知覚，記憶，思考などのさまざまな認知現象について，

精度の高いモデルを作り上げてきた．しかし一方で，

内部に構成された表象が世界のどこかに投射（もしく

は定位）されていると考えなければ理解できない現象

も多数存在する．鈴木が挙げている事例として，視覚・

聴覚における（直接的な神経回路が存在しない）遠感

覚における投射，ラバーハンドイリュージョン（rubber 
hand illusion），子どもの活動における投射(imaginary 
companion），異常状態における幻覚（third man現象
や薬物使用時），さらにはフェティシズム，偶像崇拝，

宗教や信仰までも「プロジェクション」により説明で

きる可能性を示している． 
 

子どもの活動における投射（Imaginary Companion），異常状態における幻覚（Third Man現象や薬物使用時），さらにはフェティシズム，偶像崇拝，宗教や信仰までも「プロジェクション」により説明できる可能性を示している． 

	 	 しかし，言うまでもなく「プロジェクションサイエ

ンス」は方法論上の問題を抱えている．つまり，従来

の実験室実験では計測不可能と思われる事象や，「意識」

との関係など最新の脳科学の手法を用いても解明に時

間がかかりそうな事象が研究の対象となっている． 
	 	 これらの困難と思われる問題に対して，私たちが取

りうる方法論は，「科学」としての「プロジェクション」

の原理の解明と，そのモデル論的理解をとおしての「工

学」的応用である考える．つまり，脳活動の計測や心

理学実験をとおして「プロジェクション」の本質的な

原理の探求は当然進めるが，同時に「リバースエンジ

ニアリング」として，この研究対象の特徴的な現象を

観察・解析することにより，重要とみられる要因を取

り出し，それを工学的に実現・検証することをとおし

て，徐々にその本質的な構造や動作原理を明らかにす

ることを目指す．言い古された言葉ではあるが，これ

らの両分野の研究者の交流をとおしてしか，「プロジェ

クション」の機構の本質的な解明は難しいのではない

かと考えている．以下の章では，われわれのこれまで

の研究を基礎に，この方法論の可能性を探ってみたい． 
 
2. 「プロジェクション」のモデル論的理解	 
	 すでに述べたように，「プロジェクションサイエンス」

の研究はまだ緒に就いたばかりであり，研究の方法論

ばかりではなく，その基本的な原理が人間固有のもの

であるのか，もしくはレベルが異なるとはいえ動物と

の連続性があるのかさえも明らかではない． 
	 ここで近年の認知科学分野の研究を振り返ってみる

と，モデル論的な研究の減少が顕著であるように思わ

れる．一方，さまざまな認知的な現象を詳細に記述す

ることにより，その豊かな機能を明らかにしようとす

る研究が多くみられ，ある場面で人々がどのような行

為を行なっているのかを記述し，その行為の意味付け

を明らかにすることにより，現象の理解を目指してき
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た． 
	 しかし，われわれが提案する「プロジェクションサ

イエンス」の初期的な研究状況を鑑みたとき，対象を

記述していくというような質的研究のアプローチは現

時点では妥当ではないだろう．なぜならば，従来の認

知観の変換を要請する「プロジェクションサイエンス」

では，よりダイナミックな視点の変更を求められる．

この点からも，よりトップダウンな研究アプローチで

ある「モデル論的理解」が求められるであろう．さら

に，このモデルを詳細に構築していくプロセスにおい

ては，すでに述べたように「リバースエンジニアリン

グ」の手順により進めるべきであろう．なぜならば，

「プロジェクション」の現象自体に不明確な点が多く，

その原理の解明には長い時間を要するかもしれない．

一方，構成論的アプローチをとった場合，同じ現象に

対して，人間とは異なる動作原理の解明が，人間の認

知機構の解明にも寄与するのではないかと考えるから

である． 
	 次章では，このようなアプローチに基づく，遠感覚

における「投射」（プロジェクション）のプロセスにつ

いて，HAI（Human-Agent Interaction）およびHCI
（Human-Computer Interaction）研究の立場から具
体的な研究事例を用いて検討を行い，モデル論的理解

を目指したいと考えている． 
 
3. 遠感覚における「投射」と ITACOシス
テム	 

	 3.1	 遠感覚における「投射」とは？	 

	 本節ではまず，遠感覚における「投射」のプロセス

のモデル論的検討を行ないたい．鈴木[1]が指摘するよ
うに，氷水に指を入れたときに感じる「冷たさ」は，

脳内の関連部位の活性の結果生み出される主観的な経

験である．さらに，その感覚質はその指に投射される

とともに水自体にも投射される．つまり，触覚や体性

感覚は，神経回路を経由した信号の伝達により投射が

なされていると考えることもできる． 
	 しかし，視覚や聴覚などの遠感覚については，投射

を実現する直接的な回路は存在しない．しかしながら，

われわれは視覚刺激から作り出された内的表象を世界

の特定の対象に定位させているように感じられる．こ

こではハンフリー[2]の考察を基礎に，遠感覚における
「投射」を考えてみたい．ハンフリーは，人間の感覚

が投影される仕組みについて，図 1 のような図式によ
り説明を試みている． 

	  
図 1 ハンフリーによる感覚が投影される仕組み 

 
	 たとえば誰かが赤いトマトを見たとしよう．このと

き，トマトから反射した赤い光が目に届き，内在化し

た表現反応を生み出す．ここではこれを「内的表象」

（“赤の感覚”）と呼ぼう．しかし，実はトマト自体に

はそのような幻想を生じさせるものも，現象的なもの

もまったくないと彼は主張する．さらに，その感覚は

自分の頭の中から外の世界へと投影されているにほか

ならないと主張する．つまり，赤さの主観的特性が，

知覚された外部の物体のところに写り，それに付与さ

れたと考えるべきだとしている． 
	 ハンフリーのその例証として，ラバーハンドイリュ

ージョンの実験[3][4]の結果をあげている．ここでは詳
細を省くが，この実験では，実験参加者自身の手（リ

アルハンド）とゴムの手（ラバーハンド）を机の上に

並べて置き，リアルハンドを見えないように仕切りを

立てる．実験参加者がラバーハンドを観察していると

き，リアルハンドとラバーハンドをできるだけ同期さ

せて撫でたり触ったりすると，空間的にラバーハンド

の位置から触れられていると感じる．さらに同様の操

作により，実験参加者はテーブルの表面からも同様の

感覚が生じていると報告している．このような現象は

赤いトマトやゴムの手，テーブルだけではなく，あな

たが外の世界と持つ感覚的・知覚的相互作用の全般に

及んでいるとハンフリーは主張している． 
	 しかし，ハンフリーの主張や仮説には批判も多い．

その理由の主なものは，彼が主張するイプサンドラム

仮説やソウルダスト仮説[2]では，人間の意識や自己意
識を「具体的」には説明できなかったことである．さ

らに，彼の主張の中には，他の研究者の実験結果の引

用はあるが，自身の仮説を具体的に検証するという試

みはなされていないのである． 
	 本稿では，われわれの先行研究である ITACO シス
テムという，人と実際にインタラクションを行なうこ

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS03-2

27



とができ，現実世界で稼働しているシステムを事例に

用いて，ハンフリーの仮説を具体的に考察していきた

い． 

 
図 2 ITACO システムの概念図 

 

図 3 エージェントマイグレーションの様子 
 
3.2	 ITACO システムと「投射」	 
	 ここで，われわれがこれまで研究を行なってきた

ITACO システムを紹介しよう[5][6][7]．ITACO シス
テムとは，ユーザの趣味や嗜好を理解したエージェン

トが，環境内のさまざまなメディアに移動（agent 
migration: AM）することにより，ユーザに対して文
脈に応じた適切な支援を行なうことができるシステム

である．図 2に，ITACOシステムの概念図を示す．こ
の図のように，エージェントは環境にあるさまざまな

メディアへ移動することにより文脈に応じたユーザ支

援を行なうことができる．図 3 に，具体的なエージェ
ントの移動（タブレットPCからウェアラブルPCへ）
におけるスナップショットを示す． 
	 ITACOシステムを用いた実験で，大変興味深い結果
が得られたのでここで簡潔に紹介する（[6]参照）．実験
は以下の手順で行なわれた． 
1. 実験参加者はエージェントと対話を行なった後，
エージェントはタブレット PC から実験参加者の
ウェアラブル PCへ移動（AM）する 

2. 実験参加者は暗い部屋に移動する．エージェント
は部屋の暗さを知覚し，スタンドライトに移動

（AM）することによりスイッチをオンにし，部屋
を明るくする 

3. 実験協力者が入室し，実験参加者にスタンドライ
トのスイッチをオフにするように伝える 

この実験の結果，実験参加者はエージェントが移動

（AM）したスタンドライトにもエージェント同様に
「愛着」を持つことが明らかとなり，またエージェン

トが移動（AM）したスタンドライトのスイッチをオフ
にしてエージェントを失ったことにより，強い喪失感

と持つことが検証された．実験参加者は，ITACOシス
テムの内部構造を十分に推測可能な知識を持つ，情報

工学を学んでいる学部学生であった． 
	 この実験で得られた結果を，ハンフリーが提案する

図式に基づき考察してみよう．図 4 は，エージェント
とインタラクションを行なっている際の実験参加者の

「投射」のメカニズムを図式化したものである．実験

参加者はエージェントという新しい人工物とのインタ

ラクションをとおして，エージェントに対して何らか

の「内的表象」を構築する．実験の結果から，「愛着」

のような主観的な感覚をともなった「内的表象」であ

ることが伺える．ハンフリーの図式に従えば，この「内

的表象」を対象へ「投射」することにより，たんなる

ディスプレイ上のグラフィクスアニメーションである

エージェントに「愛着」を付与することができ，人と

エージェントの間に関係を構築することができると考

えられる． 
 

	 	  
図 4 エージェントとインタラクションを行なって
いる際の実験参加者の「投射」のメカニズム 

 
	 この新しい「内的表象」の「投射」により，対象物

へ「愛着」のような主観的な感覚を付与できるとすれ

ば，この対象はディスプレイ上のアニメーションであ

る必要はなく，他の人工物（メディア）であってもよ

いのではないだろうか． 図 5に，他の人工物（デスク
スタンド）にエージェントが移動（AM）する際のメカ
ニズムを示す． 
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図 5 エージェントが他のメディアにマイグレーシ
ョンした際のユーザの「投射」のメカニズム 

 
	 実際の実験結果はすでに述べたように，図 4 と図 5
のメカニズムを支持するものとなっている．本実験は

限られた条件のもとで行なわれた結果ではあるが，「投

射」（プロジェクション）のメカニズムを説明するモデ

ルになりうるだろうか．まだ明確な結論を述べること

はできないが，本章で焦点を当てた，遠感覚における

「投射」の「モデル論的理解」の初期的な一歩とみな

すことができるのではないだろうか． 
	 本実験の結果をラバーハンドイリュージョンの実験

結果と比較するとき，高い類似性を見出すことができ

る．その本質は，2 つの実験で見られた現象が，ある
主観的特性が知覚された外部の物体に移り，それに付

与されたことによるものであると考えられる点である．

この意味で，ITACO システムは「プロジェクション」
の認知的なメカニズムを探るためのモデルの基礎とな

りえるのではないだろうか． 
 
4. 工学的応用としての環境知能システム
への「投射」	 

	 「プロジェクションサイエンス」の工学的応用とし

て，環境知能システムへの「投射」について考えてみ

たい．環境知能システムとは，人々の日常的な生活環

境において，環境情報を計測・認識・構造化し，環境

そのものが知能となり，人々を支援することを目指し

たシステムである．	 

	 特に近年，IoT（Internet of Things）分野の研究の
発展にともない，環境知能システムの一つの実現例と

して，アグリゲート・コンピューティング（Aggregate 
Computing）が提唱されている[8]．アグリゲート・コ
ンピューティングでは，環境中のデバイスを有機的に

結合させることで，ある目的を最適な形で実現する方

法論を提案している．たとえば，自宅のリビングにい

るときにスマートフォンに電話がかかってきたとしよ

う．現在ならばスマートフォンをポケットから取り出

し，ボタンを押さなければならない．しかし，環境知

能システムを想定した場合，「電話に出るよ」と言った

り，テーブルやソファをたたくだけで応答できてもよ

いのではないか．人間にとっては，この方が自然なイ

ンタラクションであろう． 
	 リビングを見渡したとき，現在でもスピーカもしく

はマイクなどのデバイスはテレビや電話，スマートフ

ォン，ステレオ，インターフォン，火災報知器などさ

まざまな装置に備え付けられている．対話に必要なデ

バイスをこれらの装置にそれぞれ独立に装備する必要

はなく，ユーザの状況に応じてデバイスを有機的に再

配置・再結合して，使うべきものであろう． 
	 しかしこの時，火災報知器に対して話しかけること

には，話しかけている当人も家人も違和感を持つだろ

う．環境知能システムが本当の意味で人々を自然に支

援することが可能となるのは，人の持つある主観的特

性を生活環境にある物体やプロセスに「投射」できた

ときではないだろうか．しかし，そのようなシステム

がわれわれにどのような「感覚」を与えるものである

かは，いまだ想像できるものではない． 
	 

5. 議論	 
	 	 「プロジェクション」に関する「モデル論的理解」

の研究を進めるうえで，どのような概念や研究手法が

ヒントになるだろうか． 
	 	 まず，「時間」の概念が不可欠な要素となるであろう．

「プロジェクション」は時々刻々継続されるインタラ

クションである以上，この様相を記述できるモデル化

を行わなければならない．モデルでは，「時間」や「自

己言及」の記述方法が鍵になるであろう． 
	 	 さらに，いくつかの脳科学の研究成果が示している

ように，脳を電気刺激することにより，他者の存在を

感じることができるとの内観報告がある[9]．この場合
の脳の部位は左側頭頭頂接合部とされ，この部位は他

感覚処理（multisensory processing）や自己認識
（self-processing），自他分離（self-other distinction）
の処理と関係が深いとされている．特に，イマジナリ

ー・コンパニオンやサードマン現象とミラーニューロ

ンの関連は興味深いテーマであり，今後の研究の成果

を「モデル論的理解」へ向けて積極的に取り込んでい

くべきであろう． 
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6. おわりに	 
	 本稿では，「プロジェクションサイエンス」とは人間

の認知機構を解明するためのまったく新しい方法論で

あるとともに，そのモデル論的理解をとおして工学的

応用までも射程に収めている野心的な構想であること

を述べた．さらに，本稿では，「プロジェクション」の

原理を解明するために，認知的メカニズムの「モデル

論的理解」の研究を進めるべきであることを主張した． 
	 さらに本稿では，遠感覚における「プロジェクショ

ン」に注目し，ハンフリーの主張・仮説を基礎に，わ

れわれの先行研究である ITACO システムの実験結果
の考察を行った．考察の結果，われわれの実験の結果

をラバーハンドイリュージョンの実験結果と比較する

とき，高い類似性を見出すことができた．その本質は，

2 つの実験で見られた現象が，ある主観的特性が知覚
された外部の物体に移り，それに付与されたことによ

るものであると考えられる点である．この意味で，

ITACOシステムは「プロジェクション」の認知的なメ
カニズムを探るためのモデルの基礎となりえると考え

る． 
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自己身体と操作対象の身体図式の一致は 

より強い運動主体感・身体所有感を喚起する 

A sense of agency and a sense of ownership for a CG character are 

experienced only when a CG's body corresponds to the appropriate body 

schema 
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Abstract 

We often feel as if an object was an extended 

part of our body; in other words, we feel the 

movement of an object as our own body 

movement. Feelings as in the former are said to 

derive from a sense of ownership while the latter 

are said to derive from a sense of agency. 

Previous studies suggest that synchronizations 

between actual and virtual actions are crucial for a 

sense of ownership to be felt. Our previous study 

demonstrated that the qualitative correspondence 

between actual and virtual actions is crucial for 

increasing a sense of agency, which was the 

precursor of a sense of ownership. It is still 

unclear as to how the body schema of participants 

affects their senses of agency and ownership. In 

the present study, participants engaged in a 

“rock-paper-scissors” game task in the virtual 

reality world wherein the position of the 

participants’ arms was either matched or 

unmatched with the ordinal position during the 

training phase. Then, the participants watched 

their virtual arm being cut suddenly by a Japanese 

sword in either arm-matched or arm-non-matched 

condition in the test phase. Therefore, there were 

four groups of virtual actions based on the 

arm-position 1) matched-matched, 2) matched- 

non-matched, 3) non-matched-matched, and 4) 

non-matched-non- matched. Previously, the 

measurement of a sense of ownership had been 

measured only through electro dermal activity as 

a physiological response. However, our previous 

study showed activations of the cardiac functions 

were more sensitive indexes than electro dermal 

activity even when a sense of ownership was 

weak. Therefore, we measure multiple autonomic 

nervous system reactions, including 

cardiovascular system indices, and thereby 

measure a feeling of physical possession in detail. 

The results show that a sense of agency and a 

sense of ownership in terms of the subjective 

reports increased as the body schema of 

participant’s body and CG character matched. 

Physiological activities after the test-phase 

revealed a greater systolic blood pressure and 

stroke volume. When a participant operates a CG 

character, a sense of agency and a sense of 

ownership are increased by matching the body 

schema of the participant’s body and CG 

character.  
 

Keywords ―a sense of agency, a sense of 

ownership, autonomic nervous reactions, 

virtual reality, video game, head mounted 

display 

 

背景と目的 

 コンピュータ・ゲームでは，プレイヤーの操作

するキャラクターが攻撃を受ける等のイベントが

生じると，画面上の視覚刺激とコントローラーに

内蔵されたバイブレータが振動を発したり，加速

度計やジャイロ等の様々なセンサーを用い，プレ
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イヤーの運動をキャラクターの運動に直接反映さ

せるような仕組みが実装されている．これら環境

の下でゲームプレイを続けていると，操作キャラ

クターをまるで自分自身であるように感じ，自らが

仮想世界に入り込み，探索しているような感覚に

陥る．  

これは，視覚刺激とコントローラーに伝わる振

動刺激が同時に発生することにより身体所有感

が，各種モーションセンサーを用いたキャラクタ

ーへの直接的な反映により運動主体感が，それ

ぞれ誘発されることにより，ゲームプレイ中のプレ

イヤーによるキャラクターへの同一視を強めるこ

とが意図されたものである．この身体所有感とは，

その身体が自分の身体であるという感覚を指し，

運動主体感とは，観察される運動が自身によっ

て引き起こされたものだという感覚を指す[1]．こ

れらは我々の自己認識を支える重要な要因であ

り，近年様々な研究が行われている． 

Rubber Hand Illusion（RHI）は，身体所有感に

関する研究の代表例である．義手と実験参加者

の腕とを同時に触れる手続きを繰り返すと，義手

にのみ触れられても，実験参加者は自身に触れ

られていると錯覚するようになるが[2]，義手と実

験参加者の腕に与えられる触覚刺激に 300 ms

以上の時間のずれが生じると錯覚が減衰すると

いう報告もあり[3]，時間的に近接した視覚と触覚

の情報が自己身体イメージの中に統合されること

で身体保持感が引き起こされることを示唆してい

る ．一方，運動主体感の研究としては，

Intentional binding と呼ばれる課題を用いたもの

が挙げられる．実験参加者が任意のタイミングで

キーを押す群と，経頭蓋磁気刺激法により直接

運動野を刺激し，実験参加者の意思とは無関係

に指を動かしてキーを押させる群を設けたところ，

参加者が任意のタイミングでキーを押した群の方

が，キーを押してからブザーが鳴るまでの時間間

隔をより短く評価する[4]．自らが意図したキー押

しとブザー音との間により強い結びつきを想定し

た（運動主体感が強く生じた）際に，自分の行為

とその行為の結果のフィードバックまでの時間が

短く感じられると考えられている．この他，妨害ト

ラックボール課題を用いた研究[5]や，道具使用

に伴って自己の身体像が変化するという研究[6]

を始め，これまで運動主体感や身体所有感の形

成には，体性感覚と視覚の両感覚から入力され

る運動情報の時間的な同期[4]，行動結果の予

測と実際の結果のフィードバックとの一致[5]が特

に重要であることが指摘されてきた． 

一方，参加者の動作が反映される前腕 CG モ

デルを参加者が実際に操作していく過程で強い

運動主体感が獲得されることが，より強い身体所

有感の獲得に繋がるという知見がある[7]．すな

わち，運動が一致していることが運動主体感や

身体所有感を与えるのに重要であるといえるが，

運動が遅延なく一致してさえいれば，運動主体

感や身体所有感は得られるのだろうか？われわ

れは仮想現実空間（VR）内に自己の身体や運

動している感覚を投影するのであれば，自己の

身体図式も伴って投影しているはずである．

Rubber Hand Illusion のような，直接，実験参加

者の身体所有感を刺激する研究においては，対

象が参加者の脳内に保持されている身体図式と

一致することが錯覚の誘発に重要であることが指

摘されているが[8]，コンピュータ・ゲームのように

参加者が運動を伴って自分以外の対象を実際

に操作するという場合において，操作対象と参加

者の身体図式の一致が運動主体感に及ぼす影

響は不明である．そこで本研究では，参加者の

運動を伴う際に操作対象が実際の身体図式と矛

盾することが獲得される運動主体感にどのような

影響を及ぼすか，さらに獲得される運動主体感

が身体所有感にどのような影響が及ぼすかという
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ことを検討する． 

身体所有感の測定には，質問紙を用いた手

法や，注射器やナイフが刺さる[9][10]，操作モデ

ルの指を強く反り返らせる[2][11]等の嫌悪刺激

を呈示した際の皮膚電気活動を測定し，その反

応量を身体所有感の指標として扱う手法が主に

用いられる．ストレス事態経験時には，交感神経

系そのものが活性化し，皮膚電気活動だけでな

く，心臓血管系を含む自律神経系指標の反応増

大が生じる[12]．同じ交感神経系支配であっても，

皮膚電気活動と収縮期血圧等の心臓血管系指

標とでは，神経節後繊維から神経節で放出され

る神経伝達物質が異なるため[13]，従来の研究

で用いられている皮膚電気活動だけでなく，心

臓血管系指標も同時に評価することにより，身体

所有感を，より多角的に検出することが可能とな

ると考えられる．  

以上を踏まえ本研究では，1）操作対象が実際

の身体図式と矛盾することで獲得される運動主

体感が異なるかどうか，2）獲得される運動主体感

が異なることで身体所有感にどのような影響が及

ぶか，3）身体所有感は心臓血管系指標を含む

交感神経系支配の指標にどのように現れるか，

を検討することを目的とした． 

 

方法 

実験参加者 

大学生 47 名を対象とした．男性 13 名，女性

34名で，平均年齢は 21.06歳（SD = 2.03）であっ

た． 

 

装置 

本研究では，参加者の動作が反映される前腕

CGモデルを使用した．参加者の動作は，曲げセ

ンサー（Spectra Symbol製 F9F316）と 3軸磁気・

加速度センサー（ST Micro社製LSM303DLH），

およびXBEEモジュールを搭載したArduino FIO

を組み合わせた自作モーションセンサーにより測

位した（図 1 ） ．モデルの作成には，Unity 

Technologies 社製ゲーム開発エンジン Unity 

Ver4.6.3 を使用した．視覚刺激は Oculus VR 社

製ヘッドマウントディスプレイ Oculus Rift DK2上

に一人称視点で呈示した（図 2）． 

曲げ
センサー

加速度
センサー

Arduino 
FIO

 

図 1 モーションセンサーの構成と装着の様子 

 

図 2  Unityで作成した視覚刺激 

 

測定指標 

心理指標として，独自に作成した 7 項目の質問

項目を用いて，運動主体感，身体所有感，操作

対象との身体図式の一致について測定した．運

動主体感，身体所有感については1 ~7の7段階

評定で回答を求め，操作対象との身体図式の一

致については，不一致の認識の有無を 2 択で回

答を求めた． 

生理指標として，汎用生体アンプ BIOPAC 

MP150 を用いて，皮膚コンダクタンス水準（Skin 

Conductance Level : SCL ） ， 筋 電 図

（Electromyography : EMG）の測定を，連続血行
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動態測定装置 Finometer MIDI を用いて，収縮

期血圧（Systolic Blood Pressure: SBP），拡張期

血圧（Diastolic Blood Pressure: DBP），心拍数

（Heart Rate: HR），心拍出量（Cardiac Output: 

CO），一回心拍出量（Stroke Volume: SV），全末

梢血管抵抗（Total Peripheral Resistance: TPR）を

測定した．なお，生体に精神的な負荷が加わると

血圧は上昇するが，その際，心臓機能の活動亢

進を主体として血圧上昇が生じるパタン 1 と，血

管収縮を主体として血圧上昇が生じるパタン 2が

あることが知られている（田中，2001）．心臓機能，

血管機能の双方を組み合わせ測定することによ

り，身体所有感の成立がどのような血行力学的

反応の変化をもたらすのかということを，より多角

的に捉えることが可能になると考えられる． 

 

手続き 

 実験に先立ち，機器の取り扱いに慣れるため

数回の課題練習を行い，練習後に，運動主体感，

身体所有感，操作対象との身体図式の一致に

ついて回答を求めた． 

本研究では，まず機器を装着した状態でじゃ

んけん課題を 100 回行わせた．じゃんけん課題

中は「じゃんけん，ぽん」という音声が一定間隔で

呈示され，参加者はこの音声に合わせて課題を

行った．具体的には，「じゃんけん」の音声呈示

時に腕を振り上げ，「ぽん」の音声呈示時に腕を

振り下ろした．参加者には必要最低限の腕の上

下運動以外は行わないよう求めた．じゃんけん課

題が 100 回終了した時点で，運動主体感，身体

所有感，操作対象との身体図式の一致について

回答を求め，回答終了後，再度じゃんけん課題

を 100回行った． 

計 200回のじゃんけん課題が終わると，続いて

テストへと移った．テストでは，じゃんけん課題を

200回行った 15秒後に，前腕 CGモデルの直上

に日本刀が振り下ろされる嫌悪刺激を 15秒間呈

示し，それに伴って生じる生理反応の計測を行

った．従来の研究では，ナイフや注射器が前腕

CG モデルに刺さる等の刺激を呈示しているが，

通常これら事象が人体に生じた際には出血が伴

う．本研究で用いたような仮想空間では出血表

現も再現可能であるが，流血を観察した際の特

異的な反応が生じた場合，身体所有感成立によ

る反応との切り分けが困難となるため，本研究で

は直接前腕 CG モデルに刀は触れず，あくまで

危機的な状況が迫るというものに留めることとした．

嫌悪刺激呈示後，操作対象に身体所有感がど

れだけ喚起されていたかを回答させた（図 3）． 

本研究では，じゃんけん課題，テスト，それぞ

れにおいて，実験参加者と操作対象との身体図

式が一致している / 一致していないという計 4

群の組み合わせを設定した（一致－一致群，不

一致－一致群，一致－不一致群，不一致－不

一致群）．実験参加者と操作対象との身体図式

が一致している場合には，前腕 CG モデルは本

来の実験参加者の前腕と同じ位置に呈示された

が，実験参加者と操作対象との身体図式が一致

していない場合には，前腕 CG モデルが本来実

験参加者の前腕がある位置とは異なる位置（身

体正中と左肩の中間部位）に呈示された（図 4）． 
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課題
じゃんけん

100回
4 Min.

課題
じゃんけん

100回
4 Min.

安静

10 Sec.

嫌悪刺激
呈示

15 Sec.

運動
主体感

身体
所有感

身体図式の
一致

練習
じゃんけん

5回
30 Sec.

生理反応
測定

「CGの腕を自分が動かしていると感じた」

「CGの腕と自分の腕の動きは，
一致していると感じた」

「CGの腕を，あたかも
自分の腕のように感じた」

「CGの腕に刃物が振り下ろされた時，
自分の腕に振り下ろされているように感じた」

「CGの腕と自分の腕は，
同じ位置にあるように感じた」

 

 

図 3 実験の流れおよび質問項目解答のタイミング 

 

 

※じゃんけん課題，テストともに，手前が実験参加者が操作する前腕CGモデル

一致 ― 一致 群 不一致 ― 一致 群

じゃんけん課題

テスト（嫌悪刺激呈示）

じゃんけん課題

テスト（嫌悪刺激呈示）

一致 ― 不一致 群 不一致 ―不一致群

じゃんけん課題

テスト（嫌悪刺激呈示）

じゃんけん課題

テスト（嫌悪刺激呈示）

図 4 各群で呈示された視覚刺激 

 

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS03-4

35



1

2

3

4

5

6

7

嫌悪刺激呈示

尺
度
得
点
（
点
）

1

2

3

4

5

6

7

練習後 じゃんけん

100回後

尺
度
得
点
（
点
）

a. 運動主体感 b-2. 身体所有感項目2

一致－一致
不一致－一致
一致－不一致
不一致－不一致

＊＊

1

2

3

4

5

6

7

練習後 じゃんけん

100回後

嫌悪刺激

呈示

尺
度
得
点
（点
）

b-1. 身体所有感項目1

 

図 5. 各群の運動主体感および身体所有感 

 

結果 

心理指標 

 各群の運動主体感に関する項目（CGの腕 

を自分が動かしていると感じた），および身体所

有感に関する項目１（CG の腕を，あたかも自分

の腕のように感じた），身体所有感に関する項目

2（CGの腕に刃物が振り下ろされた時，自分の腕

に振り下ろされているように感じた）の平均を図 5

に示した． 

運動主体感の得点は，一致－一致群および

一致－不一致群のみじゃんけん課題 100回後に

かけて増加した．運動主体感の得点に関して群

（一致－一致群，不一致－一致群，一致－不一

致群，不一致－不一致群）×期間（練習後，じゃ

んけん課題 100 回後）の 2 要因混合計画による

分散分析を行ったところ，群×期間の交互作用

のみ認められた（F (3, 43) = 4.36, p < .01）．また，

じゃんけん課題 100回後において群の単純主効

果が有意となり，多重比較の結果，一致－一致

群と不一致－一致群の間，一致－一致群と不一

致－不一致群の間にそれぞれ有意な差が認め

られた（いずれも p <.05）． 

身体所有感に関する項目 1の得点は，一致－

一致群および一致－不一致群で，じゃんけん課

題１００回後，嫌悪刺激呈示と増加した．じゃんけ

ん課題 100 回後にかけて増加した．身体所有感

に関する項目 1 の得点に関して群×期間（練習

後，じゃんけん課題 100回後，嫌悪刺激呈示）の

2 要因混合計画による分散分析を行ったところ，

群の主効果が有意（F (3, 43) = 8.49, p < .01），

群×期間の交互作用が有意傾向（F (3, 43) = 

2.05, p < .10）であった．また，じゃんけん課題

100 回後，嫌悪刺激呈示において群の単純主効

果が有意となり，多重比較の結果，じゃんけん課

題 100 回後では一致－一致群と不一致－一致

群の間，一致－一致群と不一致－不一致群の

間，不一致－一致群と一致－不一致群の間に

有意な差が（いずれも p <.05），嫌悪刺激呈示で

は一致－一致群とその他 3群の間に有意な差が

認められた（いずれも p <.05）．身体所有感に関

する項目 2の得点は，一致－一致群で最も高く，

不一致－不一致群で最も低かった．身体所有感

の得点に関して１要因参加者間計画による分散

分析を行ったところ，群の主効果が有意となり（F 

(3, 43) = 10.46, p < .01），多重比較の結果，一致

－一致群とその他 3群の間にそれぞれ有意な差

が認められた（いずれも p <.01） 

 

生理指標 

前腕CGモデルへの嫌悪刺激前 5秒間，呈示

後 5 秒間の各生理指標の平均を参加者毎に算

出し，全実験参加者の平均を算出した．一般的 
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図 6. 各群の収縮期血圧および一回心拍出量の変化 

 

表 1. 各群の嫌悪刺激呈示前後 5 秒間の生理指標変化 

 

 

 

 

 

 

 

に，ストレス事態経験時には交感神経系が活性

化し，自律神経系指標の反応増大が生じる．そ

のため，本研究では，操作対象への身体所有感

が強く生じていることとして扱う．収縮期血圧，一

回心拍出量の結果をそれぞれ図 6 に示し，その

他の生理指標の結果を表 1 に示した． 

収縮期血圧（SBP）は，一致－一致群および

不一致－一致群において嫌悪刺激呈示前後で

上昇が認められた．収縮期血圧について群×

期間 2 要因混合計画による分散分析を行ったと

ころ，群の主効果，期間の主効果，群×期間の

交互作用すべてが有意となった（群の主効

果：F (3, 43) = 7.81, p < .01 期間の主効果：F (1, 

43) = 17.07, p < .01 交互作用：F (3, 43) = 4.67, 

p < .01）．また，嫌悪刺激呈示において群の単純

主効果が有意となり，多重比較の結果，一致－

一致群とその他 3 群の間にそれぞれ有意な差が

認められた（いずれも p <.01）． 

拡張期血圧（DBP）は，いずれの群も嫌悪

刺激呈示前後で上昇が認められたが，一致－

一致群において顕著であった．収縮期血圧につ

いて分散分析を行ったところ，群の主効果，期

間の主効果が有意となった（群の主効果：F (3, 

43) = 2.91, p < .05 多重比較一致－一致群とそ

の他 3群の間でいずれも p <.05期間の主効果：

F (1, 43) = 7.59, p < .01）． 

心拍数（HR）は，いずれの群も嫌悪刺激呈

示前後で上昇が認められた．心拍数について

分散分析を行ったところ，期間の主効果が有意

傾向であった（F (1, 43) = 4.02, p < .10）． 

一回心拍出量（SV）は，いずれの群も嫌悪

刺激呈示前後で上昇が認められたが，一致－

Measure Units

SBP (mmhg) 117.08 ( 0.57 ) 120.71 ( 0.93 ) 116.08 ( 0.19 ) 117.99 ( 0.19 ) 117.66 ( 0.54 ) 117.75 ( 0.21 ) 115.91 ( 0.23 ) 116.39 ( 0.87 )

DBP (mmhg) 67.17 ( 0.60 ) 69.86 ( 0.65 ) 66.41 ( 0.83 ) 67.26 ( 0.46 ) 66.26 ( 0.86 ) 67.00 ( 0.58 ) 66.66 ( 0.66 ) 67.43 ( 0.72 )

HR (bpm) 70.86 ( 0.85 ) 72.92 ( 0.68 ) 70.35 ( 0.99 ) 71.99 ( 0.60 ) 69.45 ( 1.49 ) 70.57 ( 0.53 ) 69.18 ( 2.07 ) 70.47 ( 0.39 )

SV (nl) 68.90 ( 0.73 ) 73.55 ( 1.61 ) 67.16 ( 0.65 ) 67.76 ( 0.79 ) 65.58 ( 0.71 ) 66.90 ( 0.57 ) 66.37 ( 0.34 ) 67.82 ( 0.73 )

TPR (MU) 1.53 ( 0.09 ) 1.52 ( 0.09 ) 1.32 ( 0.06 ) 1.36 ( 0.07 ) 1.60 ( 0.11 ) 1.48 ( 0.10 ) 1.55 ( 0.07 ) 1.43 ( 0.07 )

SCL (μS) 1.40 ( 0.08 ) 2.16 ( 0.17 ) 1.26 ( 0.06 ) 1.90 ( 0.17 ) 1.36 ( 0.10 ) 1.63 ( 0.18 ) 1.41 ( 0.09 ) 1.57 ( 0.13 )

EMG (mV) 0.04 ( 0.01 ) 0.04 ( 0.01 ) 0.02 ( 0.00 ) 0.02 ( 0.00 ) 0.03 ( 0.01 ) 0.03 ( 0.01 ) 0.03 ( 0.00 ) 0.03 ( 0.00 )

()内は標準誤差

嫌悪刺激
呈示直前

嫌悪刺激
呈示

一致 - 一致 不一致 - 一致 一致 - 不一致 不一致 - 不一致

嫌悪刺激
呈示

嫌悪刺激
呈示直前

嫌悪刺激
呈示直前

嫌悪刺激
呈示

嫌悪刺激
呈示直前

嫌悪刺激
呈示
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一致群において顕著であった．一回心拍出量に

ついて分散分析を行ったところ，群の主効果，

期間の主効果が有意となり（群の主効果：F (3, 

43) = 13.24, p < .01 期間の主効果：F (1, 43) = 

11.31, p < .01），群×期間の交互作用は有意傾

向であった（F (3, 43) = 2.28, p < .10）．また，

嫌悪刺激呈示前，嫌悪刺激呈示の両期間にお

いて群の単純主効果が有意となり，多重比較の

結果，嫌悪刺激呈示前では一致－一致群と一

致－不一致群の間（p <.01），嫌悪刺激呈示では

一致－一致群とその他 3 群の間（いずれも p 

<.01）に有意な差が認められた．  

全末梢血管抵抗（TPR）は，いずれの群も

嫌悪刺激呈示前後で変化は見られず，いずれ

の主効果，交互作用も有意ではなかった． 

皮膚コンタクタンス水準（SCL）は，いず

れの群も嫌悪刺激呈示前後で上昇が認められ

た．皮膚コンタクタンス水準について分散分

析を行ったところ，期間の主効果が有意 F (1, 43) 

= 27.22, p < .01），群×期間の交互作用が有意

傾向であった F (3, 43) = 2.73, p < .10）．また，

嫌悪刺激呈示において群の単純主効果が有意

となり，多重比較の結果，一致－一致群と一致

－不一致群の間，一致－一致群と不一致－不

一致群の間にそれぞれ有意な差が認められた

（いずれも p <.01）． 

筋電図（EMG）は，いずれの群も嫌悪刺激

呈示前後で上昇が認められた．筋電図につい

て分散分析を行ったところ，期間の主効果が有

意傾向であった（F (1, 43) = 4.03, p < .10）． 

 

考察 

本研究では，1）操作対象が実際の身体図式と

矛盾することで獲得される運動主体感が異なる

かどうか，2）獲得される運動主体感が異なること

で身体所有感にどのような影響が及ぶか，3）身

体所有感は心臓血管系指標を含む交感神経系

支配の指標にどのように現れるか，を検討するこ

とを目的とした．  

 

運動主体感 

じゃんけん課題を行う前の練習後では，各群

に差のなかった操作対象への運動主体感である

が，じゃんけん課題 100 回後では，対象が参加

者の脳内に保持されている身体図式と一致しな

い不一致－一致群，不一致－不一致群に比べ，

身体図式の一致している一致－一致群，一致－

不一致群で強く誘発された．このことから，参加

者が運動を伴って自分以外の対象を実際に操

作するという場合において，操作対象と参加者の

身体図式の一致は，より強い運動主体感を誘発

することが示唆された．  

 

身体所有感 

一致－一致群，一致－不一致群は，じゃんけ

ん課題を 100回行った後，身体所有感に関する

心理指標の得点が増加したが，嫌悪刺激呈示

時には一致－一致群でのみ，強い身体所有感

が示された．身体所有感を反映するとして測定し

た生理指標においても，同じく一致－一致群で，

収縮期血圧，一回心拍出量という，ともに交感神

経系支配で心臓機能を表す指標の強い反応が

示された．  

一致－一致群，一致－不一致群は，ともに運

動主体感の得点が高く，またじゃんけん課題を

100回行った時点の身体所有感も高かった．一

方，運動主体感の低い不一致－一致群，不一

致－不一致群はいずれも，じゃんけん課題を

100回行った時点の身体所有感の得点も同様に

低いことから，渡邉・川合（2015）の知見と同様に，

本研究においても参加者が前腕 CGモデルを操

作していく過程で強い運動主体感が獲得される
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ことが，強い身体所有感の獲得に繋がるというこ

とが示唆された． 

Rubber Hand Illusionのような触覚刺激は伴わ

ないものの，対象が参加者の脳内に保持されて

いる身体図式と一致することが身体所有感の誘

発に重要であるという先行研究の知見を支持す

るのであれば，本研究における不一致－一致群

においても，ある程度の生理反応として，身体所

有感の誘発が確認されるはずである．しかし，不

一致－一致群においては，心理・生理指標（収

縮期血圧，一回心拍出量）のどちらにも反応は

見られなかった．また，不一致－一致群では，じ

ゃんけん課題が 100回終わった時点で運動主体

感の得点も低かった．一方，最も高い運動主体

感を示した一致－一致群では，同様に高い身体

所有感を示したことから，たとえ対象が参加者の

脳内に保持されている身体図式と一致していて

も，その対象に運動主体感が誘発されていなけ

れば，身体所有感は誘発されないということが考

えられる．しかし，じゃんけん課題が 100回高い

運動主体感を示した一致－不一致群では，嫌悪

刺激呈示時の身体所有感が低くなり，対象に運

動主体感が誘発されていても，参加者がそれま

で自分で動かしていたと認識していた対象では

ないものについては，運動主体感が無いため身

体所有感は誘発されないということも示唆され

た．  

嫌悪刺激呈示の前後で，皮膚コンダクタンス

や，筋電図，心拍数は，身体所有感の高さに関

わらず，すべての群で同様に増加した．一方，収

縮期血圧，一回心拍出量は，運動主体感・身体

所有感の双方が高い一致－一致群においての

み増加が見られた，つまり，先行研究で主に測

定されてきた皮膚コンダクタンスや，筋電図，心

拍数は身体所有感の測定指標としては十分では

なく，操作している対象に運動主体感がどれほど

誘発されているかということは判別不可能である

可能性が示唆された．このことから，参加者が自

ら運動を伴って対象を操作するという場面にお

いては，心臓機能面の測定を行ってはじめて運

動主体感や身体所有感の状態が明らかとなる可

能性が示唆された．  

 

結論 

参加者が実際に前腕 CGモデルを操作してい

くなかで獲得される運動主体感は，操作中の参

加者と操作対象の身体図式の一致によってより

頑健なものとなる．また，高い運動主体感が誘発

された場合においてのみ，高い身体所有感が誘

発され，対象に嫌悪刺激が呈示された際には，

皮膚電気活動の反応以上に，心臓機能の賦活

という形で交感神経系指標の活性化が認められ

るということが示唆された． 
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イノベーション創出過程におけるプロジェクション： 

製造業技術者の調査からの報告 
Projection in Innovation: A survey of engineers 

in the manufacturing industry 
 

竹田 陽子 

Yoko Takeda 

横浜国立大学大学 
Yokohama National University  

ytakeda@ynu.ac.jp 
 

Abstract 
This article explores how engineers in each technology area 

in the manufacturing industry project their representation, 
and the effects of characteristics of technology, engineer, and 
organization on the diversity of their representation. 
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1. 問題意識 

	 技術者の持つ知識は、一見、論文や理論モデル、設

計図面、技術文書等に精密に表現されているようで、

実際には個人や組織の中に内化されている領域は広大

である。特許の企業間移転には、文書に明示された以

外の知識を人から人へ移転するためにノウハウ移転の

契約を別途結ぶのが通常であるし、系列企業内ではイ

ンフォーマルなネットワークによって暗黙性の高い知

識を伝えるための努力が絶えずなされており[1]、同一
企業内でおいてさえも、新製品開発プロジェクト間の

知識移転はプロジェクト経験者の一部が次のプロジェ

クトに移動するという人による移転が決め手である[2]。
技術者の持つ知識には常に言語によって完全に記述で

きない暗黙の領域[3][4]が存在するのである。 
	 また、技術者の持つ知識は技術者の内部にシンボル

として貯蔵されているというよりは、他者や状況との

インタラクションの中で絶えず形成されているもので

あり、知識を実体として捉えるよりもプロセスとして

捉える視点[5]が求められる。例えば、自動車や電機な
どの加工組立系の工業製品の開発は、製品設計、工業

デザイン、生産技術、部品・金型・金属加工のサプラ

イヤーなどに所属する様々な機能を担う技術者が「何

をつくるか」「どうやってつくるか」を相互のインタ

ラクションの中から次第に明らかにし、大量生産開始

可能なレベルにまで精緻化していくプロセスである[6]。
製品設計の初期段階から生産ライン立ち上げに至るま

での無数の問題解決にあたっては、各種図面や文書、3

次元モデル、シミュレーション結果、模型、試作品等

様々な人工物が製作され、デザインレビューと呼ばれ

る組織的な検討が繰り返される。この人工物を介した

組織的な問題解決の連鎖は、プロトタイピングサイク

ル[7][8]と呼ばれ、技術者が内的表象を自らの外に投射
していったん外界に定位し[9]、他者とのインタラクシ
ョンを促し、そこで得られた知覚を再び内部の情報処

理システムに取り込むことによって、技術者達が自ら

の思考を深め、担当者相互の認識を一致させていくプ

ロセスである。 
	 言語による記述不完全性と、表象の投射を通じた相

互作用プロセスは、組立加工系の工業製品だけでなく、

素材などのプロセス系やソフトウェア開発などの情報

系、さらに、製品開発よりも上流の技術のシーズを生

み出す研究開発においてもみられ、そこで生み出され

る人工物は、フォーマルな検討のためのプロトタイプ

以外にも、ラフなメモ書きやポンチ絵、映像など様々

な形態がありうる。また、技術者が頭の中で因果関係

等の論理を改めて組み立てる、イメージを思い浮かべ

るなどの内的な再投射、エピソードなどを話すナラテ

ィブ・モード[10]や、比喩などを使った表象もある。さ
らに、行為を模倣する、現場に行ってみるなど、身体

性や状況性を伴う投射形態も見られる。本稿では、ま

ず、従来経営学分野で実証研究が盛んにおこなわれて

きた機械、電子などの加工組立技術系だけでなく、素

材、メディカルなどのプロセス技術系、およびソフト

ウェア、情報システムなどの情報系を含めた幅広い専

門分野の製造業の技術者がイノベーションのプロセス

において自らの表象をどのように投射しているか、そ

の実態を調査票調査の結果に基づき把握する。 
	 本稿で次に注目するのは、技術者がどれだけ多様な

形態で表象投射がおこなっているかという表象投射形

態の多様性である。概念の意味は、一義的に決まるわ

けではなく、多くの感覚・情動が結びついた断片的な
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記憶が織りなすネットワークできており、理解とは、

場の中の手がかりから分散して保持されているマルチ

モーダルな表象群を再活性化する状況化された概念生

成であると見ることができる[11][12]。特に、イノベー
ションの創出においては、新しく出会うもの、今はま

だ存在ないものを扱うため、技術者が保持している多

感覚ネットワークは不安定で、個人によって認識がば

らばらであり、しかも常に変化する。したがって、他

者とインタラクションしながらできるだけ多様な表象

投射形態を使って多くの感覚に訴え、新たなネットワ

ークを作り上げ、他者の視点からは何が見えるかを知

り、互いの多感覚ネットワークを近づけていくことが

必要になると考えられる。本稿では、表象投射多様性

が技術と技術者の特性、所属企業の組織特性にどのよ

うに関わっているかを分析する。 
	  

2. 調査の概要 

	 本調査は、2015年 2月にWeb調査会社のパネルから
製造業勤務の技術者を対象に、技術者が新しい技術、

既存技術の問題解決、商品・サービス企画、プロセス

改善、その他の業務上の企画や問題解決に関して何か

「新しい試み」に取り組んだ事例について、Web上で
調査票調査を実施した（N=400）。技術者の専門の内
訳は、加工組立系（電機、電子、機械）が 62%、プロ
セス系（素材、食品、メディカル）20% 、情報系（ソ
フトウェア、情報システム）が 17%、その他が 1%であ
った。 
	 調査項目は、当該事例において技術者が思考および

他者とのコミュニケーションにおいて表象を投射する

形態について「非常にあてはまる」5点から「まった
くあてはまらない」1点までの 5点尺度で尋ねた（思
考 17項目、コミュニケーションの 18項目。項目の内
容は表１参照）。また、5点中 4点以上の項目数を表
象投射多様性（思考は 0から最大 18、コミュニケーシ
ョンは 0から最大 17）とした。 
	 また、調査対象者が回答した事例の新奇性などの特

性（5点評価。項目は図 1）と種別（項目は図 2）、学
歴、社会人歴などの技術者特性、従業員数などの組織

特性を尋ねた。 
 

3. 結果 

3.1 技術分野別の表象投射形態 

	 図１は、調査対象者が回答した事例の特性を技術分

野別に見たものである。情報系では「多くの候補の中

から絞り込んでいく必要がある」という項目が他の分

野に比べて有意に低く、また、「今までにない新しい

ことを生み出すことが求められている」「自分が適用

しようと思っている以外の分野にも役に立つ」も低い

傾向がある。また、当該事例の種別（図 2）では、情
報系は他分野に比べ、新しい技術の創出や問題解決の

割合が低く、技術改善の割合が大きいという特徴があ

る。情報系は他のハードウェア分野においてよりも、

あまり新しさを求められず、すでにある技術を少ない

選択肢の中から改善し、成果の応用も利かないという

傾向があることがわかる。 

 
5点尺度平均値(「非常にあてはまる」〜「まったくあてはまらない」） 

図 1	 事例の技術分野別の特性 

 

図 2	 事例の技術分野別の種別 

	   
	 技術者の表象の投射形態を表 1に示す。情報系は他
のハードウェア系の分野に比べてここでも特徴があり、

図やメモなど道具を使って表象を投射することが少な

く、また、身体を使うことや現場に行くなどの状況と

のインタラクションが少ない。ハードウェア系分野で

は、機械等の組立加工系は、素材などのプロセス系技

術に比べて、簡単な図やスケッチ、メモ、板書、数式、

モデルの使用頻度が多い傾向があるが、両者は情報系

との違いに比べて大きくない。 
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表 1	 思考とコミュニケーションにおける 

表象の投射形態 
 

１）思考 

電気・	

電子・	
機械
(249) 

素材・	
食品・	
メデ
ィカ
ル
(78) 

ソフ

トウ

ェア･	
シス
テム
(68) 

	

	

F値	
 

言語・記号使用（論理志向）	

理論的に抽象化した

言葉で考える	
2.870 2.740 2.710 0.919 

現象を概念的に分類

する	
3.100 3.210 2.990 0.935 

因果関係を考える	 3.570 3.690 3.410 1.531 

数式やモデルを書く	 3.120 2.810 2.500 8.115 
*** 

マニュアル、仕様書、

技術資料、論文を読む	
3.240 3.270 3.010 1.274 

言語使用（叙述・ナラティブ等） 

具体的な事例や現象

を言葉で挙げて考え

る	

3.420 3.500 3.430 0.218 

エピソードを思い浮

かべる	
2.620 2.740 2.440 2.006 

何かに置き換えて比

喩で考える	
2.630 2.650 2.290 3.604 

* 

メモを書く、板書する	 3.370 3.150 2.970 5.062 
** 

感覚イメージ 
イメージや感覚を思

い浮かべる	
3.310 3.420 3.100 2.197 

簡単な図やスケッチ

を描く	
3.440 2.910 2.840 13.387 

*** 
図面や表、グラフを作

成する	
3.380 3.290 2.570 14.443 

*** 
写真や映像を見る、録

音を聞く	
2.710 2.600 1.880 15.470 

*** 

実物や模型に触る	 2.970 2.730 1.970 20.630 
*** 

身体性 
人の動作や行動を真

似る	
2.470 2.460 2.070 3.930 

* 
作業をしながら、体を

動かしながら考える	
2.650 2.730 2.040 10.052 

*** 
状況性 
人と話しながら考え

る	
3.220 3.290 2.820 4.473 

* 
現場や他部署、他社、

客先、街などに出向く	
3.110 3.150 2.560 7.165 

*** 
 
 
 
 
 

 
 
 

２）コミュニケー

ション	

電気・	

電子・	

機械

(249）	

素材・食

品・メデ

ィカル

(78)	

ソフ

トウ

ェア･	

シス

テム

(68)	

	

	

F値	

	

言語・記号使用（論理志向） 

理論的な話をする	 3.590 3.680 3.530 0.505 
現象を概念的に分類

して検討する	
3.220 3.220 2.950 2.199 

因果関係を検討する	 3.540 3.640 3.290 2.581 

数式やモデルを使う	 2.990 2.740 2.260 9.584 
*** 

マニュアル、仕様書、

技術資料、論文を使

う	

3.190 3.080 2.860 2.022 

言語使用（叙述・ナラティブ等） 

具体的な事例や現象

を挙げて話す	
3.880 3.840 3.670 1.600 

感覚的な表現で話す	 2.980 3.050 2.550 5.243 
** 

エピソードを話す	 2.970 3.110 2.570 5.095 
** 

何かに置き換えて比

喩で話す	
2.690 2.800 2.400 2.795 

メモを使う、板書を

する	
3.420 3.160 2.930 6.269 

** 
感覚イメージ 

簡単な図やスケッチ

を使う	
3.420 3.050 2.900 7.489 

*** 
図面や表、グラフを

使う	
3.300 3.240 2.500 12.842 

*** 
写真や映像、録音を

使う	
2.670 2.610 1.790 14.576 

*** 

実物や模型を使う	 2.900 2.720 1.930 17.239 
*** 

身体性 
相手の動作や行動を

真似る	
2.390 2.340 1.860 6.430 

** 
一緒に作業をしたり

体を動かす	
2.760 2.700 2.120 7.698 

*** 
状況性 
相手の場所まで出向

いて話す	
3.260 3.200 2.640 7.633 

*** 
 
 
 
5点尺度平均値(「非常にあてはまる」〜「まったくあてはま
らない」)  *P<.05, **P<.01, ***P<.001 
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3.2 表象投射多様性と技術・技術者・組織の

特性 

	 表１の個別の表象投射形態の各項目は、使われる頻

度の多寡はあるものの、因子分析をおこなうと最大の

因子負荷量がほとんど第 1因子に固まり、使用パター
ンの質的な違いはほとんど見られない。しかし、どの

程度多くの表象投射形態を使っているかという多様性

の量的側面、すなわち表象投射多様性については対象

者によって違いが見られる。表象投射多様性は、イノ

ベーションのパフォーマンスに正の効果が認められて

いる[13]。 
	 思考とコミュニケーションの表象投射多様性が、技

術、技術者、組織の特性とどのような関係にあるかを

見たのが表 2である。 
 
表 2	 技術・技術者・組織の特性と表象投射多様性 

 表象投射多様性 

思考 
コミュニ 
ケーション 

技術分野（平均値） 
	電気・電子・機械(249)	 6.530 5.896 
	素材・食品・メディカル(78) 6.064 6.000 
	ソフトウェア･システム(68)	 3.985 3.279 

F値	 8.625*** 8.551*** 
新奇性要求（相関係数） 

「今までにない新しいことを

生み出すことが求められてい

る」 

0.351*** 0.270*** 

技術者特性 
 学歴（平均値）   
	 	 大学院 (131) 7.504 7.031 
	 	 学部 (188) 5.319 4.910 
	 	 短大以下 (81) 5.025 4.210 
	 	 	 	 F値 11.691*** 11.224*** 
 社会人歴	 （相関係数） -0.090 -0.148** 
 転職回数  （相関係数） 0.010 0.004 
	職位（平均値）	   
 	 課長以上 (142) 6.106 5.430 
 	 課長未満 (258) 5.903 5.481 

t値 0.181 0.010 
組織特性 
 従業員数（相関係数） 0.103* 0.136** 
 所属部署   
	 研究開発 	 (182) 6.489 6.165 
	 設計	      (93) 5.688 4.839 
	 生産技術･品質管理 (70) 6.286 5.529 

F値 0.940 2.240 
N=400, *P<.05, **P<.01, ***P<.001 

 

	 技術分野に関しては、電気・電子・機械、素材・食

費・メディカルが思考において平均 6〜6.5種、コミュ

ニケーションも 6種程度の表象投射形態を使っている
のに対し、ソフトウェア・情報システムでは思考 4種、
コミュニケーション 3種程度、有意に多様性が少ない。 
	 当該事例において新奇性が求められる程度は、思考、

コミュニケーションともに、表象投射多様性との間に

正の相関がある。今までにない新しさを生み出すこと

が求められるほど表象投射の多様性が増すのである。 
	 技術者特性としては、大学院卒は、有意に表象投射

多様性が大きい。また、当該事例当時の社会人歴が短

いほどコミュニケーションの表象投射多様性が大きい

傾向が見られる。転職回数、職位には有意な差はなか

った。 
	 組織特性としては、所属企業の従業員数は表象多様

性とわずかに相関があり、所属部署では、研究開発や

生産技術・品質管理に比べて設計の表象投射多様性が

小さい傾向が見られるものの有意差はなかった。 
 
	 表象投射多様性を規定する要因を明らかにするため、

思考とコミュニケーションの表象多様性を従属変数、

技術分野（ソフトウェア・システム分野のダミー）、

新奇性要求、学歴（大学院ダミー）、事例当時の社会

人歴、従業員数(常用対数)を独立変数にして回帰分析を
おこなったのが表 3である。 
	 思考、コミュニケーション両者とも表象投射多様性

にソフトウェア・システム分野ではないこと、今まで

にない新しいことを生み出すことが求められること、

大学院卒であることが有意に効いており、社会人歴と

企業規模（従業員数）との効果は有意ではなかった。 
	 前述通り情報系分野はそもそも他分野に比べ新奇性

が求められない傾向にあるが、新奇性要求をコントロ

ールしてもなお、情報系分野の表象投射多様性は低い

ことが確かめられた。大学院卒は、他の学歴グループ

に比べて、因果関係を考える、数式・モデル、図面や

グラフを使うなど論理面の表象投射の頻度が多い一方

で、具体的な事例や現象を考える、写真や映像など視

聴覚素材を使う、現場に行くなど論理的な言語使用以

外の様々な形態の表象投射の頻度も多く、高等教育の

効果は論理面の強化だけではないことが示唆されてい

る。 
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表 3 表象投射多様性に対する技術・技術者特性の影響 
思考の 

表象投射多様性 
B SE 

標準

化係

数 
t値 VIF 

定数 1.494 1.071  1.395  
ソフトウェア 
ダミー 

-1.985 0.567 -0.163 -3.498 
*** 

1.018 

新奇性要求 1.323 0.203 0.317 6.525 
*** 

1.108 

院卒ダミー 1.519 0.485 0.157 3.13 
** 

1.179 

社会人歴 0.004 0.025 0.007 0.146 1.13 
従業員数対数 -0.053 0.225 -0.011 -0.233 1.100 

N=400, F= 16.838***, 調整済みR2=0.168 
 
コミュニケーショ

ンの表象投射 

多様性 

B SE 
標準

化係

数 
t値 VIF 

定数 2.252 1.168  1.928  
ソフトウェア 
ダミー 

-2.327 0.619 -0.179 -3.760 
*** 

1.018 

新奇性要求 0.96 0.221 0.216 4.343 
*** 

1.108 

院卒 1.323 0.529 0.128 2.500 
** 

1.179 

社会人歴 -0.035 0.027 -0.064 -1.286 1.13 
従業員数対数 0.203 0.246 0.041 0.825 1.100 

N=400, F= 12.592***, 調整済みR2=0.129 
*P<.05, **P<.01, ***P<.001 

 

4 まとめ 

	 本稿では、調査対象事例において今までにない新し

いものを生み出すことが求められるほど、技術者の思

考、コミュニケーションにおける表象投射の形態が多

様になることが明らかになった。表象投射多様性は業

績などのイノベーション成果に正に働き、また、技術

者が持つ人的ネットワークの多様性等のネットワーク

指標とも相互関係があるという知見[13]も勘案すると、
これらの事実は、イノベーションの創造性の側面は、

技術者をはじめイノベーションに関わる人々それぞれ

が内的に持つマルチモーダルな表象群をいかに豊かに

引き出して外化し、他者や状況との相互作用をおこす

かにかかっていることを示唆している。内的なマルチ

モーダル表象群をあますことなく引き出すために、多

様な形態で表象投射することが重要になると考えられ

るのである。昨今、多様性がイノベーションを生むと

いう主張がよく聞かれるが、単純に多様なデモグラフ

ィック特性を持つ人材を集めるだけでは成果はあがら

ず、むしろ共通理解基盤の欠如など多様性の負の部分

が顕在化してしまうおそれがある[14][15]。このジレン

マを克服する鍵は、表象投射の多様性である可能性が

ある。 
	 現在世界的に普及しつつあるデザイン思考や未来洞

察などの新しい製品・サービス、社会のデザインを生

み出す諸手法は、参加者の多様性を確保することと、

論理的な言語の使用だけでなく感覚、感情に訴えるプ

ロトタイピングを繰り返すという共通した特徴がある。

人的なネットワークと表象投射の多様性を意識的に増

大することでイノベーションを生み出そうとする試み

であると見ることができる。 
	 また、ソフトウェアや情報システムを開発する技術

分野は、新奇性要求も低いが、産業特性として表象投

射多様性が低いことが明らかになった。ソフトウェア

開発は、物理的なモノを開発する場合と異なり、コン

ピュータ上の論理的な記号操作で完結しようと思えば

できてしまうことがかえってイノベーションプロセス

の制約になっている可能性がある。ソフトウェア開発

においても、ペーパー・プロトタイピングやペルソナ、

カスタマー・ジャーニー・マップなどユーザーの体験

を多感覚的に表現する手法が提案されていることは、

論理的な記号操作の制約を乗り越えるための情報分野

の努力の現れであると見ることができる。 
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身体化エージェントの身体配置が誘発するユーザの投射
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Abstract
The author focuses on human coginitive process

that enable us to find representations of creatures

from anthropomorphized visual expression and gen-

eration diverse and excessive interpretation on this

finding. The author defines this process as projec-

tion, and hypothesized that projection generates in-

terpretation of body of others, body of self, and field

of interaction with others. In this paper, the author

mainly argues the projection of the field of interac-

tion with others induced by body coordination of an

embodied agent in virtual space through two studies

on human-agent interaction.

Keywords — Embodied agent, Projection,

Body coordination, Human-agent interaction

1. はじめに
情報通信技術（ICT）の発達，ならびに ICT に対す

るユーザの応答に関する研究の発展に伴い，人と人工
物の社会的・身体的インタラクションを念頭にした計
算機環境やロボットの開発が進んでいる．これまで機
械学習，コンピュータグラフィックス，自然言語処理，
音声対話，感性情報処理といった要素技術を活用し，
人間と社会的・身体的に相互作用する身体化エージェ
ント（アニメーションを伴う CG キャラクタ，以下
「エージェント」と略）やヒューマノイドロボット（以
下「ロボット」と略）の開発が進んできた (山田, 2007;

Cassell et al., 2000; Prendinger & Ishizuka, 2004)．そ
の一方，人とエージェントやロボットとの相互作用中
の認知過程についても研究が進められている．Reeves

& Nass (1996) は，人は人工物の振る舞いの中から人
間らしい特徴を無自覚に見いだし，人工物相手とは異
なる対人的な応答を行うことを，対人社会心理学の知
見を背景に，様々な状況を想定した実験室実験により
検討し，その可能性を示してきた．このような応答が

起こる背景には，対人社会心理学の知見を人工物との
接し方に過剰に当てはめてしまうというマインドレ
スな行動 (Langer, 1992) の一種であるという見方や
入手可能かつ即座に思い浮かぶ情報をもとに人工物
との接し方を判断するヒューリスティクス (Tversky

& Kahneman, 1982) が影響しているという指摘もあ
る (Nass & Moon, 2000)．また，対人インタラクショ
ンの傾向からユーザの行動のモデリングを試み，この
モデルをもとにエージェントなど社会的に振る舞うこ
とを前提とする人工物を設計する研究も多く存在する
(小松他, 2003; Cassell et al., 2000)．このように，人
と人工物の社会的・身体的インタラクションの研究が
技術的視点のみならず人間中心視点からも進められて
いる．
人工物との社会的・身体的インタラクションにおけ

るユーザの認知過程・行動過程の解明・モデリングと
いう観点で考えた際，ユーザの認知過程・行動過程に
合わせて人工物を設計するケースも多く，人工物を含
めた環境の振る舞いに合わせてユーザ側が適応し，環
境に含まれる制約の中から人工物との相互作用に必要
な情報を各自で補完しながら，多様なインタラクショ
ンの形を生み出す可能性を検討した研究は少ない．マ
ンガの人物描写においては，描写の抽象度を高めるこ
とによりその人物に対する読み手の多様な解釈を誘発
する手法が用いられることがある (McCloud, 1994).

また，人工物の外観や動作により明示的に社会的・身
体的なインタラクションを誘発する試み（たとえば 大
澤他 (2008)，寺田他 (2012) など）もある一方で，レ
イアウトと受け手の解釈によって人工物がヒトをは
じめ生物の顔や体に見えるというパレイドリア錯覚
に関する研究も近年進んでいる（たとえば Uchiyama

et al. (2012)，Takahashi & Watanabe (2013)，高橋他
(2015) など）が，その認知過程に関しては解明の途
上にある．このような人間側の多様な解釈の可能性の
指摘はあるものの，研究の手法も含めてその解釈の認
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知過程には大いに議論の余地を残しているのが現状で
ある．
本研究では，このような環境に含まれる制約の中か

ら，人間が持つ人工物との相互作用に関する表象をも
とに，人工物とのインタラクションに必要な情報を人
間側で補完する過程を投射（projection）と呼ぶことに
する．人と人工物との社会的・身体的インタラクショ
ンにおいて起こりうる投射としては，他者の身体の人
工物への投射，自己の身体の人工物への投射，そして
自己と他者のインタラクションの場の仮想空間への
投射が考えられる．他者の身体の投射がなされたとし
ても，その他者が自身と異なる場に存在すると認識さ
れていては，インタラクションは生まれえない．他者
とインタラクションの相手と認識するには，他者の身
体・自己の身体双方の投射があった上で，自己と他者
が身体性を通してインタラクションの共通基盤を持つ
という認識（立脚性）が必要となる (竹内, 2006)．自
己と他者のインタラクションの場の投射は，立脚性と
いう視点で重要といえる．特に本稿では，自己と他者
のインタラクションの場の仮想空間への投射を誘発す
ると考えられる，仮想空間におけるエージェントの身
体配置に着目し，身体配置がユーザに与える影響を検
討した 2 つの研究からこの投射の過程について考察
する．

2. 関連研究
2.1 エージェントのジェスチャ・身体配置
人間同士のコミュニケーションの場において，対人

距離や視線，顔，胴体，脚といった各身体パーツの方
向が果たすことは，対人社会心理学や会話分析など
の研究でたびたび指摘されている（たとえば Kendon

(1990)，坊農他 (2004) など）．この考え方は人間と人
工物との社会的・身体的インタラクションにも適用
されると考えられる．実際，今井・鳴海 (2006) で論
じているロボットとの「インタラクションへの没入」
は，ロボットへの人間の他者の投射，すなわちロボッ
トを無自覚に人間の他者とみなす手がかりがあってこ
そ成り立つものと考えられる．また，人間と人工物が
直接会話などで相互作用することだけを想定するので
はなく，間接的に会話の場に参加することを想定した
人工物の設計を考えることも重要である．実際，この
点を念頭にして漫才における会話分析 (岡本他, 2008)

や，漫才の振る舞いを 2 体のロボットに実装する試
み (Hayashi et al., 2008) などがすでに存在する．こ
れらの研究は人間同士の会話における身体配置を踏ま
え，間接的にエージェントないしロボットとの会話に

参加できる場，つまり自己と他者のインタラクション
の場の仮想空間ないしロボットの存在する物理空間へ
の投射を設計しているといえるが，人間側の認知的メ
カニズムに深く踏み込んだ分析はこれらの研究の対象
外であり，未解明といえる．本稿ではインタラクショ
ンの場の投射という視点から，投射を誘発する手がか
りをもとに認知的メカニズムに深く踏み込むためのア
プローチを検討する．

2.2 人間の身体認知
ヒトは自分自身の生身の身体以外にも，道具などの

物理的に操作可能な人工物や仮想空間における身体
（アバタ）についても自身の身体の一部として柔軟に
身体のマッピングを行うことが可能である．実験室
実験レベルでも，身体と人工物に同じタイミングで触
刺激などを与えることで，ラバーハンドなど別の人工
物を自分自身の腕と認知したり (Botvinick & Cohen,

1998;本間, 2010)，身体の一部どころか，装着したヘッ
ドマウントディスプレイに映った他者の身体を自分
自身の全身と認知したり (Petkova & Ehrsson, 2008;

Slater et al., 2010) する現象が実験室実験レベルでは
確認されている．本稿で議論の対象とする研究におい
ては，これらの研究やアバタの設計などに関する工学
的なアプローチの研究（Watanabe et al. (2004)，渡
辺他 (2011) など）にみられるようなユーザの身体の
代替となる視覚表現の仮想空間への呈示は行っていな
い．むしろ，そのような身体の代替となりうる手がか
りが明示的でない状況における仮想空間へのエージェ
ントとのインタラクションの場の投射がどのようにな
されるかに着目する．

2.3 仮想空間への没入感
自己と他者のインタラクションの場の仮想空間へ

の投射を工学的に実現することを想定すると，多く
の場合は仮想空間を物理空間に近づけ，より写実的
に仮想空間を表現し臨場感を高めることを試みる．そ
の例としては，たとえば多面スクリーンでユーザを囲
み，スクリーンに投影された映像を立体視できるよう
にして臨場感を高める試みをしている CAVE (Cruz-

Neira et al., 1992) が挙げられる．また，Cummings

& Bailenson (2016) は仮想空間へのユーザの没入の誘
発を試みた一連の研究からメタ分析を行い，仮想空間
への没入感の誘発を試みる研究において中程度の効果
がみられ，特にユーザの動作追従，立体視，より広い
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図 1 鈴木他 (2008) で呈示されたエージェントの身
体方向と位置

視野の仮想空間の呈示によりその効果が強められる可
能性が示唆された．その一方で，ロボットにおける不
気味の谷現象 (森, 1970) と似たような傾向として，物
理空間の模倣を極端に行い過ぎるとかえって没入感が
削がれる可能性もある．これを避けるアプローチとし
て，CG による仮想空間の表現の代わりに物理空間の
全方位映像を利用し，過去の自己の姿をヘッドマウン
トディスプレイを介して投影することで，あたかも目
の前で過去の出来事が起こっているような体験を可
能にしている代替現実システムの研究 (Suzuki et al.,

2012) が挙げられる．本研究では，仮想空間における
物理空間の極端な模倣を避けつつ，仮想空間への没入
感，とりわけエージェントとの対話の場への投射を誘
発する視覚的手がかりとして，エージェントの身体配
置，およびショットに着目する．

3. 研究 1：エージェントの身体方向・位置
がユーザに与える影響

まず，エージェントの身体配置として，身体方向と
画面奥行き方向を基準とした位置に着目し，それら
のユーザへの影響について実験で検討した (鈴木他,

2008)．

3.1 実験 1

参加者（N = 48）には図 1 に示した身体方向，お
よび柵によって登場位置の異なる，サイズをほぼ同じ

図 2 参加者が知覚したエージェントからの距離

にした 4 種のエージェントのいずれかが呈示された．
エージェントは動物園の職員であるという自己紹介を
行った上で，日本の動物園における異なる種の動物を
同じ場所で共存させながら飼育する試みについて写真
を交えて解説を行った．参加者は解説を受けて，呈示
された写真がどれであったかを選択する再認課題，お
よびエージェントに対する印象評定を行った．
その結果，再認課題については，ユーザ側に身体を

向けた場合（図 1下半分），柵の手前側にエージェント
が登場した場合（図 1 左半分）の方が正再認数が多い
傾向がみられたが，これらの交互作用はみられなかっ
た．印象評定については明確に男女間で結果の差が
みられ，女性の参加者はユーザと同じ方向に身体を向
け，柵の手前に登場した場合（図 1 左上）にエージェ
ントを最もポジティブに評価した一方，男性の参加者
はユーザと同じ方向に身体を向け，柵の向こう側に登
場した場合（図 1 右上）ならびにユーザ側に身体を向
け，柵の手前側にエージェントが登場した場合（図 1

左下）についてエージェントをポジティブに評価す
る傾向がみられた．これは対人距離について女性の方
が男性より短い距離を好む傾向があるため (Nelson &

Golant, 2004) と考えられるが，実際に身体方向・位置
により知覚される対エージェント距離に差が現れるか
についてはこの実験の結果からは結論づけられない．
そこでこの差を検討すべく，実験 2 を行った．

3.2 実験 2

大学生からなる参加者（N = 51）は，図 1 のうち
左上と左下のいずれかがランダムに呈示され，実験 1

と同様に動物園の取り組みに関する説明を受けた．そ
の説明を受けて，参加者とエージェントが同じ空間の
中で説明を受けていると想定した場合，自分はどの位
置でエージェントの説明を聴いていると捉えているか
について，図 2 が画面上に呈示された上で，参加者は
図における自身の位置をクリックする形で回答した．

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS03-6

49



柵の向こう側に自身が位置していると回答した参加
者のデータを除外した上で分析した結果，エージェン
トがユーザと同じ方向を向いていた場合（BACK，図 1

左上）の方が，エージェントがユーザの側を向いてい
た場合（FRONT，図 1 左下）よりユーザはエージェ
ントとの距離を短く感じる傾向がみられた．

4. 研究 2：エージェントの身体方向・ショッ
トがユーザに与える影響

研究 1 の実験 2 において主観的にエージェントと
の距離を想定し回答する課題を行ったが，実際にユー
ザがエージェントとのインタラクションの場に自身を
投射していることを想定したものとなっており，実際
にユーザが投射を行っているかどうかを検討したもの
ではない．また，研究 1 で扱ったエージェントの身体
表現の要因としては身体方向と登場位置であったが，
エージェントの身体をディスプレイ上でどこまで映す
かという要因も大きな影響を与えうる．映像作品の製
作において，人物を映す際に全身を映すか上半身，な
いし顔だけアップにするか，といったショットが映像
の受け手の印象に影響を与えることが想定されて撮影
技法が成り立っている (Arijon, 1976; Reeves & Nass,

1996)．エージェントについても同様で，実際に仮想
空間におけるエージェントの位置を操作して実質的
にショットを変えることによる，ユーザの印象の変化
を検討した研究が存在する (石津他, 2007)．研究 2 で
はこれらを踏まえ，ショットとして縦方向・横方向の
2 軸で全身が映る場合とそうでない場合，そしてエー
ジェントの身体方向がユーザに与える影響について検
討した．

4.1 方法
男子大学生からなる参加者（N = 21）は図 3 に示す

ように身体角度（0°，45°，90°），縦方向ショット（縦全
身，バストショット），横方向ショット（横全身，横半
身）の異なる 12 種類のエージェントから気象に関す
る知識（ウェザーニューズ (2012) から抜粋・要約）の
説明を受けた．説明内容とエージェントの身体配置・
ショットには対応づけを行わず，双方とも呈示順はラ
ンダムにしカウンターバランスをとった．図 3 の各画
像に対して，参加者は質問紙上で 10 項目からなる形
容詞対に対して 7 件法で評定を行った．質問項目は
Miura & Koike (2003) を参考に，一部本実験の文脈に
合わせ改変したものを用いた．

4.2 結果・考察
各画像の評定値平均を図 4 に示す．各質問項目の評

定値平均について，身体角度・縦方向ショット・横方
向ショットを参加者内要因とする 3 × 2 × 2 要因の分
散分析を行うと，「好ましくない – 好ましい」「不誠実
な – 誠実な」の 2 項目で縦方向ショットの主効果が有
意で，縦全身の画像の方がより好ましい，より誠実と
評価された．「無責任な – 責任感のある」については，
身体角度と横方向ショットの交互作用が有意で，身体
角度 0°において横半身のみの画像の方がより責任感が
あると評価された．他の質問項目については有意な差
がみられなかった．
さらに，質問紙の回答について主成分分析を行い，

2 つの主成分（第 2 主成分は「鈍感な – 敏感な」「理
性的な – 感情的な」の 2 対，第 1 主成分はこの 2 対
以外すべて）を抽出し，この 2 主成分の値を用いてク
ラスタ分析を行った結果を図 5 に示す．この結果を踏
まえ，12 の画像を 3 つのクラスタに分類し，クラス
タを参加者内要因とする 1 要因分散分析を各質問項目
に対して行った．この分散分析，ならびに主効果が有
意な質問項目に対する多重比較の結果，クラスタ 2 が
クラスタ 3 より「温かい」，クラスタ 1 がクラスタ 3

より「責任感のある」「誠実な」と評価された．
クラスタ 1の画像はクラスタ 3と比べエージェント

の身体が画面に現れている面積が大きく，これが責任
感や誠実さにつながったと考えられる．ただし，3 要
因分散分析の結果において，横半身だけ現れている場
合に責任感が高く評価され，また縦方向で全身が現れ
ている場合に誠実さが高く評価されている点も考慮
すると，単にエージェントの全身を画面に収めるより
は，画面横方向に身体の一部が映らない形にしてエー
ジェントとの見かけの距離を近づける方がユーザによ
りよい印象を与えられる可能性を示唆している．
また，クラスタ 2 の画像はクラスタ 1 と比べると

エージェントの身体が画面に現れている面積が小さ
いものの，身体方向が画面奥方向寄りながらユーザ側
に向いていたり，身体方向は画面奥方向ながらバスト
ショットのため見かけの距離がユーザにより近づいて
いると感じられたりすることが，温かさの評価につな
がっていると考えられる．

5. 考察
研究 1，研究 2 ともに仮想空間へのユーザとエー

ジェントとのコミュニケーションの場の投射について
検討を試みた研究と位置づけられ，ユーザとエージェ
ントが同じ方向を向くよう，エージェントの身体を画
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図 3 研究 2 において呈示されたエージェントの身体配置とショット

図 4 各形容詞対に対する各画像の評定値平均

面奥方向に向けることがコミュニケーションの場の投
射の誘発につながる可能性が示唆された研究といえ
る．ただし，研究 2 については男女差の検討ができ
ていない点や，客観的な行動指標について検討できて
いない点など，議論の余地を大いに残すものとなって
いる．また，研究 1，研究 2 ともにエージェントから
の説明を一方的に受け入れる状況下でのエージェント
の評価となっており，エージェントとよりインタラク
ティブなやりとりが含まれる状況での評価となると，
この結果に変化が起こりうる．言語によるインタラク
ションであってもエージェントとの対話で変化が起こ
る可能性を指摘した研究が存在する (Moon, 2000) 点
や，Cummings & Bailenson (2016) が指摘するように
ユーザの身体動作による仮想空間の変化が仮想空間へ
の没入感に影響を与える点を考慮すると，研究 2 では
扱わなかったユーザと正対するエージェントの身体方
向の場合も含め，身体的なインタラクションも含まれ
うる状況下ではさらに複雑な検討が必要となる可能性

も残されている．
また，研究 1，研究 2 ともにユーザの主観の変化を

中心に検討したものとなっており，投射に関する認知
的メカニズムのより詳細な検討には至っていない．研
究 2 は実験参加者の疲労の影響も考慮してあえて主観
指標のみに絞り，多様な状況下でエージェントの身体
方向から受ける影響を検討したが，今後は扱う状況を
絞り込みつつ，行動指標や生理指標も導入し，多面的
に投射の認知メカニズムに関する議論を深めることが
重要といえる．
鈴木他 (2008) でも指摘されているが，研究 2 にお
いてもエージェントの身体方向の中で，胴体方向・顔
方向・視線方向がすべて一致した状況を扱っている．
Schegloff (1998) は人間同士の会話分析の中で，胴体
をねじることにより胴体方向と顔方向をそれぞれ異な
る方向に向けそれぞれの会話の場に興味があることを
示す身体行為が現れることを指摘している．実際，こ
のような複数方向に興味を持つ場があることを示す
ため，胴体方向・顔方向のねじれを人間と会話するロ
ボットの設計に生かす試みがすでに存在する (山崎他
, 2014)．まず胴体方向・顔方向が一致した状況におけ
るユーザの応答について議論の整理を進める必要があ
るが，その中で身体方向のねじれのコミュニケーショ
ンの場の投射への影響について検討を進める価値は大
いにあると考えられる．
加えて，長期にわたる投射の変化を追うことも重要
と考えられる．長期にわたる人間と社会的・身体的な
振る舞いを誘発する人工物とのインタラクションの変
遷を追うことの重要性は長年指摘されている（たとえ
ば 植田・小松 (2006) など）．実際，実験室実験程度
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図 5 主成分分析による主成分抽出後のクラスタ分析の結果

のタイムスパンでは，円滑な人間と人工物のインタラ
クションとは目の前の人工物を無自覚のうちに生物と
捉えて接することができる状態（Dennett (1987) の用
語でいえば志向姿勢）と考えられる (Sundar & Nass,

2000; Reeves & Nass, 1996) が，長期的なインタラク
ションの中で人工物を生物と捉えるモードと機械と捉
えるモードの切り替え（Dennett (1987) の用語でいえ
ば，志向姿勢と設計姿勢の切り替え）を，人工物の振
る舞いに応じて柔軟に行い円滑なインタラクションを
維持するという短いタイムスパンでは現れなかった現
象が起こりうることも指摘されている (久保, 2015)．
以上を踏まえ，長期にわたる人間と人工物のインタラ
クションの変遷を追う研究のアプローチも重要と考え
られる．
本稿ではエージェントの身体配置およびショットの
ユーザへの影響を検討した 2 つの研究を中心に，ユー
ザによる投射について，他者の投射，自己の投射，他
者と自己のインタラクションの場の投射の 3 種類が起
こりうる可能性について論じた．このような投射の認
知過程の解明を通して，人間と人工物の社会的・身体
的インタラクションにより人間が知的・身体的・社会
的に多くを学べる環境づくりに貢献できればと考えて
いる．
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Abstract 
Although problems of older adults to use new artifacts have 

been attributed mainly to cognitive aging and/or perceptual- 

and physical aging in previous studies, there looks like 

emotional and/or motivational aspects of aging, too. Here, 

we focused on “timidness to use”, which are observed in 

older adults’ behaviors, inhibiting and/or interfering to using 

an artifact. For example, Tanaka & Harada (2015a) showed 

participants’ behaviors and utterances in usability tests of a 

copy machine. In this study, we reported participants’ 

behaviors of using a coffee maker in community activities, 

not in the experimental lab or usability testing room, where 

participants could use but did not have to use the machine, 

and also they could get other members’ help to use the 

machine freely. Results on analysis of coffee maker using in 

community activities showed that some older adults 

displayed timid behavior (e.g., withdrawing a hand), 

however that their timid behaviors or comments were 

displayed/inhibited based on situational factors, e.g. 

observing other participants’ using. Ways of dissolving older 

adults’ timidness and trouble of not-to-use ICT equipment in 

daily life will be discussed. 
 
Keywords ―  Aging, Human-Artifacts interaction, 

Timidness to interact with new eqipment 

 

1. はじめに 

  我が国は高齢化と社会の情報化が同時に進行してお

り，高齢者が ICT機器を利用しなければならない場面

が増えると予想され，実際にそうした現実が現れつつ

ある（総務省，2013）．一方，それらの人工物が，特

に高齢者にとって使いにくいものであることが指摘さ

れており（原田，2003），「なぜ ICT機器という人工物

が高齢者にとって使いにくいのか」というメカニズム

を解明し，より使いやすい人工物をつくりだすことが

求められている．これまで，この問題については，知

覚・身体的側面の加齢変化（Fisk, Rogers, Charness, 

Czaja, & Sharit, 2009）や，認知的側面の加齢変化（熊

田・須藤・日比，2009）から説明がなされてきた．し

かし，感情・動機づけの加齢変化が人工物の使いにく

さに与える影響については，いまだ検討が不十分であ

る． 

田中・原田（2015a）は，高齢者と若年者が人工物

（デジタル複合機）を利用する場面を比較する実験室

実験を行い，高齢者において怖がり行動（「人工物利用

の失敗を怖れる発話」や「機器を触ろうと手を引っ込

める行為」，「必要以上に情報を確認する行動」）が特徴

的に現れることを示した．加えて，そのような現象が

引き起こされるメカニズムとして，制御焦点理論

（Higgins, 1997）に基づく，制御焦点の加齢変化

（Ebner, Freund & Baltes, 2006)が考えられることを

示した．実際，Ebnerらは制御焦点の加齢変化として，

｢目標を理想の実現と認識し，できるだけ良い成果を上

げるべく行動を制御する促進焦点(promotion focus)」

から，「目標を義務の遂行と認識し，失敗（損失）を避

けるように，最低限のことを確実にこなすべく行動を

制御する防止焦点(prevention focus)」へと変化するこ

とを示し，日常的な意思決定において影響を与えてい

ることを示している． 

  しかし，先行研究における限界として，実験室実験

という特定の場面のみで「怖がり」が検討されてきた

点が挙げられる．実験室実験において参加者は，対象

人工物をテストするために調査に参加しており（人工

物を利用する場面を避けられない），必ず一人で人工物

を利用しなければならない（人に相談ができない）と

いう非日常的な状況に置かれている．より日常的な場

面，すなわち，「人工物利用の調査を目的としない，よ

り自由度の高い場面（対象人工物を利用してもしなく

てもいい場面）」，加えて「他の参加者との相互作用を

行えるような場面」において，人工物利用の怖がりが

どのように発生するのかを検討する必要がある． 

そこで本研究では，比較的日常的で，自由度が高い

場面として，高齢者のサークル活動場面を取り上げた．

これは「食について考える」ことが目的とされたコミ
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ュニティ活動の一つであり，これまでに約 2年間，活

動を続けてきている．この活動を行う場において，コ

ーヒーメーカーが「飲み物を入れるために」設置利用

されていたことから，このコーヒーメーカーの利用に

おける「怖がり」行動を対象として，分析を行った．

具体的には，高齢参加者が本サークルのための活動中

にコーヒーメーカーを利用している場面について，行

動・発話における分析を行い，実証的なデータに基づ

きながら，非実験室場面においてどのように怖がりが

生起しているのか，検討を行った． 

 

2. 方法 

分析対象となったコミュニティ活動 

ここでは，筑波大学みんなの使いやすさラボ（以下，

「みんラボ」と略称）で実施された，「食について考え

る」コミュニティ活動を取り上げる．このコミュニテ

ィは，モノの使いやすさについて調査に参加すること

を社会貢献とするみんラボの中で，特に高齢者の食に

まつわる問題意識を共有・議論することを目的に，サ

ークルとして 2014年 4月に活動を開始した（2016年

6月現在まで活動が続いている）．具体的には，参加者

自身が知っている食べ物に関する知識をメンバーと共

有し，レシピを作成，みんラボ会員全員に郵送すると

いう活動や，食品工場見学などを行う「みんラボ遠足」

を企画するという活動を発案，実施している．活動時

期は，1 か月に 1 回の頻度で，みんラボで他の調査・

研究を行なっていない土曜日に行っている． 

サークルはオープンな形で実施しており，活動の初

期より， みんラボのデータベースにボランティア登録

している高齢者に対し，適宜，郵送資料により会の案

内を送り，参加者を募っている．また，参加者が友人

を随時メンバーに加えることもあり，開催回ごとに参

加者の人数や構成メンバーが異なっている．コミュニ

ティ活動の状況は，「コミュニティ活動の様子を知るた

めの研究の一環」として各成員に説明され，1 台のビ

デオカメラによって記録された．全会合について，議

論の様子等をビデオ録画することについて，参加者全

員の同意を得て記録を行った． 

分析対象機器 

みんラボ内に設置されたコーヒーメーカー（図 1）

を分析対象とした．参加者（みんラボ会員及び大学院

生）は，コミュニティ活動中，自由にコーヒーメーカ

ーを利用することが可能であった．この機器を用いて

コーヒーや紅茶，緑茶等の飲み物を作ることは随時可

能であるが，この機器を利用しても利用しなくても，

会の運営に影響はしない人工物であり，参加者が自由

に利用してもよいことが共有されている機器であった． 

みんラボ会員はデータベース登録時に，この機器を使

ってコーヒーを入れるという「ユーザビリティテスト

のデモンストレーション」を行っているため，全員が

一度はこの機器を利用した経験がある．この初回登録

時のユーザビリティテストデータを対象に分析を行っ

たところ，18.64%の高齢参加者が飲み物を入れること

に失敗していた（安達・原田・須藤・熊田・藤原，2014）．

さらに，このユーザビリティテストデータを対象に怖

がり行動を分析したところ，「手を引っ込める動作」が

発生する機器であることが確認されている（田中・原

田，2015b：怖がり尺度得点高群 18名の平均回数=1.05，

SD=0.69．怖がり尺度得点低群 20名の平均回数 0.55，

SD=0.43）． 

この機器で飲み物を入れるためには 1. カップを既

定の位置に置く，2.入れたい飲み物の名前（例えばコ

ーヒーやココア）と対応したボタンを押す（ボタンを

押すと，自動でドリンクパックを入れるパックドアが

開く），3.ドリンクパックを機器内に入れる， 4. パッ

クドアを手で閉めるという，４つの操作を行う必要が

あった．  

分析対象時期 

みんラボ施設内で活動が行われていた，2014年 4月

から 2015年 3月の 1年間を分析の対象とした． 

分析対象参加者 

この間にみんラボで開催された「食について考える」

図 1 みんラボに設置されているコーヒーメーカー 
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コミュニティに参加した高齢参加者，ならびにみんラ

ボでコミュニティ活動をともに行う学生（大学生，大

学院生）を分析の対象とした． 

 

3. 結果と考察 

 各回の参加者数（大学院生の参加者を除く），コーヒ

ーメーカー利用人数（大学院生の参加者を除く），怖が

り発生人数を表 1 に示す（9 月の会は記録機材に不備

があったため，データを示すことが出来なかった）．コ

ーヒーメーカーの利用人数は「実際にコーヒーメーカ

ーを使った人数」を指し，他の参加者に利用を任せ，

自ら操作を行っていない参加者はカウントしていない． 

表 1 から，1 年の活動の中で怖がり行動が発生した

人数はわずか 3 名（各 1 回ずつ）であった．これは，

怖がり行動が発生しない大きな環境要因として，高齢

者が主体的にコーヒーメーカーを利用する前に，学生

が「高齢者に代わって」機器を利用してしまうという

現象があるためであり，実際，学生による飲み物作り

は多数観察された．こうした「機器利用に負担を感じ

ている高齢者には機器を使わせない」という現象が実

際の生活環境において，高齢者の怖がり現象を観察し

がたくしている要因として指摘できよう． 

また， わずか 3名ではあるが怖がりを示した参加者

においても，常に怖がりを示すのではなく，複数回の

利用において，1 回のみ怖がりを示していることが示

された．そこで，この 3 名のコーヒーメーカー利用に

ついて，その場面の発話・行動をすべて書き起こし，

怖がりが発生した場面と，発生しなかった状況とを比

較し，どういった環境要因が怖がり行動の発生を「抑

制」しているのか，その差異について検討した． 

参加者A 

 参加者Aは 7月 aの会以降，すべての会に参加して

おり（合計 10 回），その中の３回において，コーヒー

メーカーを通算で 6 回利用していた．その内訳は，7

月 a に 1 回，7 月 b に 1 回，3 月に 4 回であった．そ

のうち怖がりが発生していたのは 7 月 b の１回であっ

た． 

まずは怖がりが発生した 7月 bの利用状況を表 2に

示す．参加者Aが機器を利用したのは話し合いが進行

している場面であったため，他者からの協力は得難く，

さらに，直前に機器を利用した者もいなかった（この

場面の前にコーヒーメーカーの利用がされたのは，1

時間以上前，大学院生が会の開始時に利用した場面で

あった）．表 2に明らかなように，怖がり行動が観察さ

れている．興味深いことに，参加者Aがコーヒーメー

カーを初めて利用したのは，その前の会合である７月

aの回であった．このとき，参加者Aは，参加者Dが

コーヒーメーカーを複数回利用するのを間近で観察し

た直後，自分で行っていた．参加者Aは無言で，かつ

よどみなく４つの操作を進めていた．すなわち，別の

利用者が機器を利用する場面を観察することが出来た

ため，怖がりの発生なしに機器利用が可能であったと

実施回数 4月 5月 6月 7月a 7月b 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
参加人数 20 6 4 6 4 7 4 4 6 6 6 5

コーヒーメーカー利用人数 7 1 3 2 1 0 0 1 0 3 1 1
怖がり発現人数 1 0 0 0 1 0 不備 0 0 0 1 0 0
参加者A － － － 1 1 0 0 0 0 0 0 4
参加者B 1 0 － － － ー 0 － 0 2 0 －
参加者C 1 0 － － － － － － － － － －

表 2 参加者Aの利用場面（7月 b） 

経過時間 参加者の行動 機器の応答
1:19:58 コーヒーメーカーにカップをセット（手順1）
1:20:01 ドリンクパックを手に取る
1:20:03 カバーをあけるボタンを押下しようとして手を引っ込める
1:20:04 コーヒーメーカーの周りを見回す
1:20:04 コーヒーメーカーパネルを黙読する
1:20:12 パックドアをあけるボタンを押下（手順2） パックドアが開く
1:20:13 コーヒーメーカー上部に設置してある説明書を見る
1:20:15 ドリンクパックを中に入れる（手順3）
1:20:16 パックドアを閉める（手順4） 飲み物抽出開始

表 1 コミュニティ活動全体の基礎データおよび怖がりが見られた参加者の詳細データ 

（怖がりが見られた参加者ABCについて，数値は利用回数，怖がり発生回に色をつけた：－は欠席日） 
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考えられる．逆に言えば，このわずか 2週間後（7月 b）

に，今度は一人で機器操作をしようとした際，上述の

｢怖がり｣が発生したことになる． 

残りの利用４回はいずれも 3 月の会合において，発

生している．その 1 回目の利用場面を表 3 に示す．こ

の場面はコーヒーの入れ方に迷う様子を示した参加者

A に対し，参加者 D が自発的に使い方を教えており，

その結果として，A は怖がりを示すことなく，機器利

用を終えている．他の参加者の支援があり，またモニ

タリングをされている場面においては，怖がりが発生

しにくいものと考えられる．また，2回目はその 24分

後に発生した．「ボタンを押下する際の力が弱く，上手

く反応しないエラー」や「ドリンクパックをさかさま

に入れようとするエラー」が発生していたが，いずれ

も，いわゆる怖がり行動は発生しておらず，エラーと

怖がりとの独立性を示唆した結果となっている．こう

した現象は，自分の行為（操作）が他の成員にとって

オープンになっているという知覚が「怖がり」の発生

を抑制する可能性があることも示唆している． 

なお，3回目，4回目については，エラーも怖がりも

生じずに，飲み物を入れることに成功していた．これ

は，1回目で他者に使い方を教えてもらうことが出来，

2回目以降はその使い方を繰り返せばよかったことが，

影響していると考えられる．以上の事例から，他者の

利用場面を観察できる状況，他者から使い方を教わる

ことができる状況，利用方法が明確に獲得され，早期

できている状況では怖がりの発生が抑制される可能性

が指摘できるように考えられる． 

参加者B 

 参加者Bは表１に示す 7回，会に参加しており，そ

の中で．コーヒーメーカーは計 3 回利用していたが，

その内訳は 4 月に 1 回，1 月に 2 回であった．そのう

ち 1月の 1回目で怖がりが発生していた． 

 まずは，怖がりの発生した，1 月の 1 回目の利用状

況を表 4に示す．この場合も，参加者Aの怖がり発生

時と同じく，参加者Bは参加者同士が全員で話をして

いる場面で機器利用を開始しており，それだけに他者

からの支援・協力が得にくい状況であり，また直前に

は機器利用した参加者がいない状況であった（この場

面の前に２０分間，コーヒーメーカーは利用されてい

なかった）．しかし直前ではないものの，参加者 B の

怖がり発生の２０分前には， 複数の利用者による機器

の利用が集中的に行われており（5 回），このうちの 1

回では大学院生が参加者に丁寧に使い方を教えていた．

こうした情報に参加者Bも触れていたにもかかわらず

怖がりが発生していた点から，怖がりの発生は，情報

があるか否かではなく，「その直前」の情報状況が重要

な役割を果たしていると考えることができる． 

 次に怖がりが発生しなかった，2 回について報告す

る． 4月の回は参加者が多く，必然的に機器を利用す

る参加者も機会も多かった．参加者Bが機器を利用し

たのは会の終盤であり，既に何名もの参加者が利用す

るところを観察する機会が存在した．さらに，参加者

B の利用直前に，別の参加者が大学院生から使い方を

教わりながら利用している場面を遭遇している（直接

顔を機器に向けていないので利用場面を「見ていた」

と断言することは困難であるが）．初めての利用であっ

ても，回りの利用者の利用状況を観察したり，他の利

用者が学習している様子を共有できることにより，怖

がりの回避が可能であることを示唆している． 

表 3 参加者Aの利用場面（3月 1回目） 

経過時間 参加者A発話 参加者A行動 参加者D発話 機器の応答
36:27 お飲み物何がよろしいですか？
36:30 席から立ち上がる （別の話を続ける）
36:32 お飲み物 参加者Bを指差す
36:33 ありがとう,うーんと，うん
36:35 コーヒーメーカーにカップをセット（手順1）
36:36 お茶，お茶がいい，お茶
36:39 緑茶のドリンクパック（緑色）を手に取る

36:42
グリーン（のドリンクパック）を
うーんとどこやると

36:44 一番左の上の横のボタン押して
36:47 左の，これ？

左のそれ
36:49 パックドアをあけるボタンを押下（手順2） パックドアが開く
36:50 それでこのまんま，ここへ
36:56 ドリンクパックを中に入れる（手順3）
36:59 パックドアを閉める（手順4） 飲み物抽出開始
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 1 月の 2 回目の利用場面では，機器側のエラーが発

生したため，手順 2の途中で大学院生が支援に入った．

学生の介入後，および介入前の手続きでは怖がりは発

生していなかった． 

 以上から，自らが機器を利用する直前に，他者の利

用場面を観察できることによる怖がりの発生抑制が観

察されたといえよう．逆に，操作者にとって自分の行

為･操作が周囲の成員にとって｢オープン｣になってい

ないことが怖がり発現の要件となることも支持された． 

参加者C 

 参加者Cは 4月と 5月の合計 2回，会に参加してお

り，コーヒーメーカーは 4 月の 1 回のみ利用している

が，この 1 回において怖がりが発生していた．この 1

回の利用について，以下，詳細に場面を記述する． 

利用は，会が開始される前に起きており，参加者が

随時みんラボにやってくる，移動者の多い時間帯であ

った．このような場面の特性上，周囲に人はいるもの

の，誰も機器利用の様子に注目していなかった．参加

者Cは座っていた席から立ち上がり，コーヒーメーカ

ーの前に立ち，カップをコーヒーメーカーにセットし

た（手順１）．その後，入れたい飲み物の名前に対応す

るボタンを押そうとして手をひっこめる．その後，画

面の表示を読み，ボタンを押下することに成功する（手

順 2）．その後の手順（ドリンクパックを機器にセット

する（手順 3），ドアを閉める （手順 4））については，

エラー無く操作が進められた．コーヒーメーカー利用

中，参加者は発話を行っていなかった．参加者Cの結

果からは参加者A，参加者Bほど豊富なデータは得ら

れなかったが，怖がりが見られた場面では，先の 2 名

で見られていた怖がりを発現する条件がそろっていた

点は指摘できるだろう．特に｢周囲に人がいたとして

も｣活動･操作が｢オープンなものとして共有されてい

ない｣ことが，怖がり発現と共起していることがここで

も示されていると考えられる． 

 

4. 総合考察 

本研究の結果から，実験場面において，多くの高齢

者に特徴的に現れていた怖がりは，コミュニティ活動

中ではその発生は｢数多くはない｣こと，しかし発生が

全くないのではなく，ある種の条件がそろった場合に

は，日常的な共同で行われる活動の場であっても観察

されうることが示された．つまり，比較的日常生活に

近い状況においても，確かに怖がりと言う現象が発生

しうるということを示したといえるだろう． 

加えて本研究では，そのように怖がりの発生件数が

少なかった背景を検討するため，個々の参加者につい

て，怖がりが起きた場面と，起きなかった場面を比較

する探索的分析を行った．その結果，怖がりの発現を

左右するいくつかの条件が，利用状況の中にあること

が明らかとなった．本研究で示された｢怖がり発生を抑

制しうる｣条件は，a)当該利用者が機器を利用する直前

に，他者が機器を利用する様子を観察できること，b) 

機器利用中に他者から自発的に使い方を教えてもらえ

る可能性があること，c) 利用当日に 1回でも利用成功

することにより，使い方が明確にわかるようになるこ

と，であった．また，エラーが発生する場面と怖がり

の発生とは必ずしも関係がないことも示され，そこか

ら d)自らの活動･機器操作が他のコミュニティ成員に

表 4 参加者Bの利用場面（1月 1回目） 

 経過時間 参加者の行動 機器の応答
35:30 コーヒーメーカーにカップをセット（手順1）
35:31 ドリンクパックを見て選ぶ
35:37 機器の右側を見る
35:40 ドリンクパックを見て選ぶ
35:45 ドリンクパックを手に取る
35:47 ドリンクパックの裏面説明を見る
35:51 カバーをあけるボタンを押下しようとして手を引っ込める
35:55 画面下のロゴを触る
35:57 そのまま指をコイン投入口の方へ持っていき，手を下す
36:01 指を画面近くに持っていき，左右に動かしながら画面説明を読む
36:06 別のボタンを触るも押さない
36:07 別のボタンを触るも押さない
36:12 パックドアをあけるボタンを押下（手順2） パックドアが開く
36:14 ドリンクパックを中に入れる（手順3）
36:16 パックドアを閉める（手順4） 飲み物抽出開始
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共有されている，あるいはオープンなものとして理解

されている場合には，怖がりが生じにくい可能性が示

唆された． 

これらの結果から，怖がりを抑制するいくつかの環

境条件が整った場合には怖がりが抑えられること．そ

の一方で，それらの条件がどれも存在しない場合，実

験室で見られるような怖がりが発生しうるということ

が明らかとなった．今後の支援を考える際には，怖が

りを抑制する条件を，どのように整えていくかが重要

であるといえるだろう．本研究の限界として，得られ

たデータがごく限られた状況の中での，数少ない事例

から見えた結果でしかないという点があげられる．今

後，より多様な機器，多様な状況の中で，こうした環

境要因と怖がり発生の関係性について，より精緻な検

討を重ねることが必要と考えられる．  

ごく自然な日常的場面においては，高齢者が機器利

用時に怖がりを発生しうることが，｢観察しにくい｣構

造も明らかになってきた．若年者がごく自然に高齢者

の機器利用を代行するという大きな要因である．こう

した場合，当然ながら怖がりもエラーも起こらない．

その結果，高齢者が機器利用の学習を行う機会が奪わ

れるという問題もあるが，それ以上に，逆にどういう

状況で「若年者が高齢者の代わりに機器を利用する」

という現象が起きなくなるのか，また，高齢者が「自

分で機器を利用せざるをえない」と判断するのはいつ

なのか，活動の分析が必要であろう． 

以上，高齢者の人工物相互作用の中での怖がりを捉

える時，実験室的実験を積み重ねることによって，怖

がりが生じ，人工物の利用困難が引き起こされるメカ

ニズムを解明するというアプローチのほかに，人工物

を利用する場面そのものをデザインすることによって，

怖がりや人工物利用困難が表面化することを押さえる

という形での支援も考えられる．そうした人工物が使

われる生活の場自体のデザインが，うまく機能し得な

いのはどのような状況なのか，といった視点から，問

題をとらえなおしていく必要性も本研究から指摘して

いくことができるであろう． 
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Abstract 
In recent years, the use of foresight and scenario planning 

workshop sessions in the corporate organization is increasing. 
However, they tend to be believed less credible as compared 
to conventional sessions, although they have certain 
advantages. As the main reasons for this tendency, author 
hypothesized that, in the context of modern corporate 
organization, a logical decision-making has become an 
unintentional communication rule, even though it deviates 
from the natural decision-making process of the people. To 
examine the hypothesis, the author conducted the 
experiment with 1017 participants to simulate the two-stage 
reasoning decision-making that is frequently seen in the 
typical work-shop sessions. 
 
Keywords ―  foresight workshop, decision-making, 
scenario, cause and effect, nonverbal communication 
 

1. 未来洞察ワークショップでの非言語コ

ミュニケーション 

  近年，企業の企画会議で，「ワークショップ型」の会

議が多用されるようになってきている．例えば未来洞

察手法[16]やシナリオプランニング手法[15]，およびデ

ザイン思考手法[14][12]などのワークショップを多用

するディスカッション手法がイノベーション戦略立案

の実務などで増加している．また学術研究においても，

スタンフォード大学 d. school[2]の成果が発表されて

いる． 
 ワークショップ型会議が従来の伝統的な会議と違う

点は，後者は事前に設定した議題に関する決議や報告，

あるいは意見招請に重点が置かれているのに対して，

前者では様々な断片情報的な材料をもとにその場でア

イデアを考案する作業に重点が置かれていることであ

る．つまり，後者の場合はいわゆる論理的思考がコミ

ュニケーション・ルールとして普及定着しているが，

前者ではそれが必ずしもルールになっていないといえ

る．むしろ，アイデアを考案するにあたって，人が日

常の中で無意識に使っている別の思考方法がコミュニ

ケーションのルールとして活用されているように推察

される． 
 多くのワークショップ型会議では，何らかの文脈を

伴ったアイデアの作成が目標とされる．文脈の記述に

は様々な書式が用いられるが，それらに共通な点は，

それ自体に何らかの仮定と解決の両方がセットで記述

されているという点である．本論では，そのような仮

定と解決のセットを便宜的に「シナリオ」と呼ぶこと

とする．シナリオを作成するという行為は，目の前の

何らかの不確実性に対して，独自の仮定をまず置き，

その上でそれによって起こる結果も合わせて想定する，

という二段推論の思考過程と定義できる．言い換えれ

ば「未検証の仮説の上に仮説を積み重ねる」という思

考過程である．このような二段推論の思考過程の存在

が，ワークショップ型会議において，一般的な論理的

思考とはやや違うコミュニケーションを生じさせてい

る有力な一因と考えられる． 
 しかし，このような思考過程が人の日常生活では発

生しないのかといえば，そうではない．むしろかなり

頻繁に発生しているというべきだろう．たとえば荒天

で遅れている交通機関を乗り継いで待ち合わせ場所に

行く時のように，毎日の生活で起こる出来事などへの

対応には，二段推論型のシナリオ作成を無意識に活用

しているものである．つまり，遅れている交通機関の

詳細が分からない状況でもなんとなくターミナル駅に

向かい，なぜかうまく目的に到着できたりするという

ことである．このような，いわばヤマ勘は，日常生活

を円滑に進める上で欠かせない． 
 ワークショップ型会議で用いられる非言語コミュニ

ケーションを理解するために，このような，人が日常

の中で使うヤマ勘の構造を理解することがかなり有用

なのではないか．実際の会議に対する調査や研究に並

行して，日常生活のヤマ勘のようなシンプルで個人的

な意思決定過程についても理解を進めることで，ビジ

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS05-1

61



ネス現場での非言語コミュニケーションを実証的に検

証できるのではないか．このような考えのもと，本論

では，日常的なトピックを設定して，個人の二段推論

過程に中心課題を絞って実証実験をしてみることとし

た． 
 
2. 先行研究 

 本論の中心議題に対して参考にすべき先行研究は，

認知科学領域の意思決定研究と，実務を元にしたビジ

ネスインテリジェンス研究領域のシナリオに関する研

究である．  
まず意思決定研究について関連する先行研究を整理

する．Mietzner & Reger[9]は，意思決定にシナリオを

用いる手法がどのように発生し，研究開発されてきた

のかを 1940 年代の米空軍の研究開発などに遡って概

観した．その結果 1970 年代以降，シナリオを用いる

手法が，特に未来予測研究のパラダイムを大きく変化

させてきたことを検証したものの，その定義や手法は

今に至るまで様々に揺らいでいると指摘している．

Bradfield 1]は，シナリオ作成プロセスにおける，知識

の構造化と平易化，因果律の活用，そして演繹的推論

と帰納的推論の共存について論じている．  
二段推論によるシナリオ作成について，特に重要と

思われる要素は，リスク，曖昧さ，因果関係の 3 つで

ある．これら 3 要素の関係について，特に詳しく先行

研究を検証してみた．まず因果関係について参考にな

る研究を示す．Luque らの研究[7]によれば，人間は予

測性が低い状況下でわずかな手掛かり情報を元に物事

の結果を予測しようとする場合，それら手がかり情報

を因果関係で繋ごうとするという．その手がかり情報

を繋ぐ行為こそが初期的なシナリオであるとの解釈で

ある．彼らが実施した 134 名の学生に対する心理実験

の結果によれば，異なる手がかり情報から同じ結果が

導出された場合に，それら手がかり情報の間に明確に

因果関係のシナリオを想定する傾向が高まるという． 
次に，リスクと曖昧さについてであるが，Ghosh & 

Ray のシナリオ手法を用いた心理実験[4]によれば，個

人のリスクへの態度と曖昧さへの忍耐度，意思決定（選

択）の間には，有意な関係があることが検証されてい

る．実験結果は，リスク回避的で曖昧さへの忍耐度が

高い個人のほうが自分の意思決定に対して強い自信を

持つという順当なものであった． 
いっぽう，実務を元にしたビジネスインテリジェン

ス研究領域でも興味深い先行研究がある．Meissner & 

Wulf[8]は，様々な設定での大規模なビジネスワークシ

ョップ実験を実施し，従来的な戦略立案とシナリオ手

法の比較をした結果，シナリオ手法は戦略立案におい

ても様々なフレーミングによる認知バイアス（いわゆ

る思い込み）を低減し，意思決定の自信度を高め，戦

略立案の質を向上させることを検証した．ところが，

その後 Phadnis ら[10]の研究によると，（1）シナリオ

手法は事例によってパーソナライズされている要素が

強く，事例の比較がしにくいこと，（2）民間企業が実

施したワークショップ等の結果が公表されないので検

証しにくいこと，および（3）シナリオ作成時には学術

研究者が作用できないような外部要因が数多くあるこ

と，の 3 要素によって，実証的な研究が進まないこと

だと指摘している．彼らはさらに，大規模な文献検索

による先行研究検証も実施し，シナリオ手法が人間の

意思決定に明確な効用をもたらすかどうかの実験研究

は上記のMeissner & Wulf[8]を含めてもわずか 3例し

かなく[6][11]，その効用の検証も未だに厳密な意味で

の検証が進んでいないと結論している． 
 これらの先行研究をもとにすると，以下のような論

点が整理できる．まず，リスクのある断片情報に対し

て意思決定を迫られると，人はそれら断片情報を因果

関係で繋ぎ合わせて理解しようとする傾向があり，そ

れをシナリオ（あるいは日常生活ではヤマ勘）と呼ぶ

ということが，先行研究でも支持されている．次にシ

ナリオ作成行為の評価指標としては，意思決定者の思

考の柔軟性や多様性，という要素の重要性が挙げられ

る．そしてその対極としてフレーミングや認知バイア

スによる思い込みの存在が指摘できる．二段推論でシ

ナリオを作成する際にも，作成者の思考に柔軟性や多

様性が十分な場合とそうではない場合で，結果がどの

ように違うのかを検証することには意義がある． 後

に，シナリオ作成行為に対する自信という要素も重要

度が高いと指摘できる．自信については，互いに相反

する先行研究が出ているので特に注目される． 
 なお，個人属性の違いによるシナリオ手法の効果の

違いという点も興味深い．特に個人のリスク選好度や

曖昧さへの忍耐度については検証の意義がありそうだ．

ただし，このような問題は，本論の出発点である企業

における非言語コミュニケーションとは直接関連づけ

にくいので，今回は焦点からは外す． 
 
3. 仮説 

未来に起こる不確実性に対して二段推論過程を用い
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てシナリオを立てる，という行為を考える場合，まず

そのシナリオが「当たる」と思うかどうか，という問

題に着目し，そのシナリオ作成行為の自信度を測るこ

とが重要と考えられる．作成者が当たりそうだと思え

るシナリオは「自信があるシナリオ」ということであ

る．ただしその際，シナリオを作成した後に事実がど

うであったのかがまだ決定されていない時点での「当

たるかどうか」という意識（事前的中自信度）と，事

態が進行して事実が 1 つに決定された時点での「当た

ったかどうか」という意識（事後的中自信度）の 2 種

類があることに留意する必要がある． 
事前的中自信度は一般的な予測の感覚に近いものな

ので理解しやすいが，認知科学的な興味においては，

むしろ事後的中自信度のほうが重要である．事実が判

明した後でもなお，シナリオを立てて意思決定し行動

したことに意義があったかどうか，あるいはその後も

再びシナリオを立てるという行為を利用しようと思う

かどうか，に直接関係しているのは，事後的中自信度

だからである．特に，シナリオが部分的に「外れた」

場合の事後的中自信度については検証すべき課題が多

い．たとえば，IT 機器が作動しなくなったので故障し

たと思い修理屋に持ち込んで事なきを得たとする．し

かし，修理屋いわく，故障ではなく電池が切れただけ

だった，とのことだったとする．この場合，シナリオ

作成者は故障したという原因仮説をもとにして修理屋

に持ち込むというシナリオを（ヤマ勘で）作成してそ

の通りに行動し，結果的には事なきを得たと解釈でき

る．しかし事実は故障ではなく電池切れだったと事後

に判明したので，原因に関するシナリオは外れていた

ということだ．この場合，はたして作成者はこのシナ

リオが全体として当たっていたと思うのか，あるいは

結果は良好であったがシナリオは外れたと思うのか，

ということが問題になる．事後的中自信度では，この

ような事態についての検証が重要になる． 
 原因要素が的中している場合と，結果要素が的中し

ている場合（あるいは両方が的中している場合）で，

自信度が違う可能性がある．一般的な論理的思考の概

念に従えば，結果が的中することだけが的中自信度を

測る対象になってしまうが，二段推論によるシナリオ

の評価では，原因要素についても検証が必要である．

そして，このように原因要素と結果要素を別々に取り

扱うことで，先行研究で指摘されている自信度に対す

る研究結果の揺らぎについても合理的な説明が可能で

はないかと考えられる． 

 このような前提に立ち，以下のような 2 つの仮説を

立てた． 
1. 仮説 H1: シナリオ的中自信度の仮説 
個人がシナリオを作成し，それを評価する際に，原因

要素よりも結果要素が「当たった」ほうが，そのシナ

リオが「当たった」と感じる，つまり事後的中自信度

が高いのではないか？言い換えれば，「終わりよければ

すべてよし（All's Well That Ends Well: 1603 年に書

かれたシェイクスピアの戯曲が由来という）」の諺のと

おりの効果が存在しているのではないか，という仮説

である． 
2. 仮説 H2: シナリオ作成仮説 
個人がシナリオを作成し，それを評価する際に，原因

要素に対する親近性が高いほどシナリオ作成行為に対

して，自信度が高まるのではないか？ 
前述の[4]の先行研究によれば，原因要素に対するリス

クが低いと感じられる場合のほうが，自信度は高まる

可能性が示唆される．そこで，原因要素と結果要素の

間で，親近性と自信度に対する影響度に違いがあるの

ではないか，という仮説が立てられる． 
 
4. 個人に対する意思決定ゲームでの実験 

日本人の一般生活者に対して，後述するような日常

的な課題に対して，まず原因要素を推論して選択し，

それを前提にした結果要素を選択することでシナリオ

を立てるという実験を実施した．具体的には，以下の

4 ジャンルの各 2 トピック（合計 8 トピック）につい

て，それぞれ「原因要素の選択肢数×結果要素の選択

肢数」を 2 つ，あるいは 4 つ設定した課題を作成し，

各被験者にランダムにそのどれかを回答させるという

意思決定ゲームを設定した． 
・「職探しの際の企業規模」課題： 
「大企業とベンチャー企業の両方から内定をもらい，

どこに就職するかを決心しなければいけない」という

原因要素に対して「その後に出世したり，幸せな人生

を歩んだりする」という結果要素． 
・「職探しの際の面接結果」課題： 
「就職面接を受けたが，連絡がこない」という原因

要素に対して，「その後の就職活動をどうするか」とい

う結果要素． 
・「インフルエンザについての健康福祉」課題： 
「今年，インフルエンザが流行するかどうか」とい

う原因要素に対して，「予防接種を受けるかどうか」と

いう結果要素． 
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・「年金についての健康福祉」課題： 
「今後，日本にいて自分は年金を受給できるのかど

うか」という原因要素に対して，「その備えのためにど

ういう行動をとるか」という結果要素． 
・「交通における台風の影響」課題： 
「大きな台風の接近で交通機関が乱れそうだ」とい

う原因要素に対して，「東京―福岡間の出張移動をどう

するか」という結果要素． 
・「交通における落し物捜索」課題： 
「東京駅のどこかで自分の携帯電話を紛失したよう

だ」という原因要素に対して，「落し物センターに行く

か，警察に届けるかの判断をする」という結果要素． 
・「情報生活におけるフェイスブック」課題： 
「自分の Facebook に見知らぬ人から承認申請がき

た」という原因要素に対して，「その相手にどう対応す

るか」という結果要素． 
・「情報生活におけるショッピング」課題： 
「インターネットのショッピングサイトで購入しよ

うとしたが，パスワードを入力してもアクセスできな

い」という原因要素に対して，「どのようにしてショッ

ピングを実施するか」という結果要素． 
なお，学生と社会人に対する事前予備実験によって，

多数のトピック候補から，回答しやすさと回答の分散

の小ささから，これら 8 個のトピックを選定した．具

体的な実験の手順は以下のとおりである． 
手順 1：まず後述する予備実験で実験参加の意思が

確認できた個人に対して，図 3 にあるような意思決定

ゲームのルール説明を提示する．ここで注意すべき点

は，被験者にはこの意思決定ゲームはビッグデータを

実装する一種のエキスパートシステムであるという架

空の設定の教示がなされることである．なぜこのよう

な手続きを採用したのかというと，この意思決定ゲー

ム内で，被験者にとっての「事実」を創造（実際には

架空）する必要があったからである．そうすることで，

その「事実」とシナリオを比較するときに発生する的

中自信度を測定することが可能になるということだ．

その際，提示された「事実」が本当に事実であるかの

ように被験者に信用してもらえなければ意味がないの

で，このような架空エキスパートシステムの設定を置

いたということだ． 
手順 2：このような教示をした後，被験者は，まず

全員が統一の練習課題（1 トピック）を回答する．そ

の後，予備実験で判明している自分自身の得意領域 2
ジャンル（合計 4 トピック）が自動的に順に提示され，

回答する．それぞれの課題について，まず被験者はそ

のトピックの設定の教示を受けた上で，それぞれの原

因要素，結果要素の選択肢をすべて提示される．選択

肢の数は，4×4，4×2， 2×4， 2×2 の 4 種類が，

被験者ごとにランダムに提示される．被験者は，選択

肢の中から原因要素，結果要素をそれぞれ 1 つ選ぶ． 
手順 3：被験者がそれぞれの課題の原因要素，結果

要素を選択し回答し終えたら，原因要素，結果要素そ

れぞれについて，「身近さ」「選択の難しさ」の 2 項目

を 7 段階評価で回答する．この場合の「身近さ」とは，

その選択肢全体の内容に対する親近性を測る指標であ

り，「選択の難しさ」は言葉の通り回答の困難さを測る

指標である．一般に，親近性はその要素内容に対して

リスクを低く感じる度合いに結びついていると解釈で

きる．また親近性が高いほうが，その要素内容につい

て思考の柔軟性や多様性も高いとみなすことが自然で

あろう．いっぽう，「選択の難しさ」は，その要素内容

に対してリスクを高く感じる度合いに結びついている

と推察される． 
手順 4：さらにその後，被験者は自分が回答した選

択内容（つまり被験者が作成したシナリオ）が，意思

決定ゲームがこの後に出す「答え」に対して，どの程

度「当たる」と思うかを 7 段階評価で回答する．これ

は事前的中自信度を測る質問である． 
手順 5：意思決定ゲームが被験者に対して「答え」

を返す．この「答え」は，必ず原因要素か結果要素の

どちらかだけが「当たっている」ような「答え」にな

っている．どちらが「当たる」かは，ランダムに決定

される．ただし，すべての被験者に 初に出される統

一の練習課題だけは原因要素，結果要素の両方とも「当

たっている」ような「答え」が返される．つまり，「答

え」は，被験者の視点で見れば，いわば必ず部分的に

（言い換えれば中途半端に）「当たっている」状態が生

じるのである． 
手順 6：この状態で，被験者は再び自分が回答した

選択内容（被験者が作成したシナリオ）が，この「答

え」に対して，どの程度「当たっていた」と思うかを

7 段階評価で回答する．これは事後的中自信度を測る

質問である．このような手続きを合計 4 トピック繰り

返す． 
 実験の実施，回収，集計は（株）日本リサーチセン

ターと協働で進めた．実験の全ての手続きと回答はイ

ンターネット画面上でできるように準備した．対象者

サンプリングは同社が保有するインターネット消費者

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS05-1

64



パネルを用いて 18 歳～75 歳の日本人一般生活者から

被験者を抽出し，実施した．事前の準備で参加意思が

確認できた 1,422 人に配信し，1,118 名の返答があった

（返答率 78.6％）．すべての返答者には基準に従って

薄謝が進呈された．返答サンプルのうち，「回答時間が

3 分未満（早すぎる）」「実験手続きの合間にいれた 2
つのダミー質問（不正回答者を検知するための質問）

に正解しない」という排除条件に適合した 101 サンプ

ルを不良サンプルと判断して分析対象除外とした．

終的には 1017 サンプルを有効回答とした． 
 
5. 仮説検証と結果の解釈 

 予備実験は 2014 年 1 月 30 日～2 月 6 日，本実験は

2014 年 2 月 13 日～23 日に実施された．以下に，実験

結果の主要な部分を掲げながら 3 つの仮説の検証結果

を説明する． 
1.  仮説 H1 の検証 

仮説 H1 についての判断するための実験結果を表 1
に示す（数字は全て 1～7 点の 7 段階評価の得点）．ま

ず，8 個のトピックの二段推論課題における「答え」

を知る前の事前的中自信度の平均は，4.94 点であった．

それに対して，同じく 8 個のトピックの二段推論課題

における「答え」を知った後の事後的中自信度の平均

は 4.09 であった．すべての被験者にとって「答え」は

常に原因要素か結果要素のどちらかだけが「当たって

いる」ので，もしも被験者が機械的な合理性を元に評

価すれば事後的中自信度は 1～7 点の中央値である

4.00 になると推察されたのだが，実際にはやや高めに

出た．ちなみに練習課題では事前的中自信度は 5.00，
事後的中自信度は 5.70 であった．やはり原因要素も結

果要素も必ず「当たる」ようになっている事前課題で

は事後的中自信度が極めて高く出た． 
 

表 1 仮説 H1 の検証結果 

 

 
次にいよいよ仮説検証であるが，8 個の二段推論課

題における，原因要素が「当たって」いた被験者の事

後的中自信度と結果要素が「当たって」いた被験者の

事後的中自信度を比較することで検証が可能である．

結果は，表 2 のとおりであった．原因要素が「当たっ

て」いた被験者の事後的中自信度の平均は 3.93，結果

要素が「当たって」いた被験者の事後的中自信度の平

均は 4.25 であった． 
この結果をもとに，全サンプルの事後的中自信度の

平均に対して，原因要素が「当たった」人と結果要素

が「当たった」人の事後的中自信度の平均の差に t 検

定を実施したところ，p<0.01 となった．つまり，8 つ

の二段推論課題における事後的中自信度は，原因要素

よりも結果要素が的中していた人のほうが，有意に高

いと言え，仮説 H1 は支持されたといえる．この現象

はpeak-end rule[5]の発現によるものとも解釈できる．

人間は過去の経験を，そのピーク（絶頂）時にどうだ

ったか（嬉しかったか悲しかったか），そしてそれがど

う終わったかだけで判定する，という法則である． 
2. 仮説 H2 の検証 
仮説 H2 の検証とためには，原因要素に対する「身

近さ」，結果要素に対する「身近さ」，事前的中自信度，

事後的中自信度の 4 要素それぞれの相関を確かめるこ

とが必要である． 

 
図 1 仮説 H2 の検証（偏相関行列） 

 
表 2  原因要素への親近性と， 

結果要素のみ的中者の事後的中自信度 

 
 
しかし，この 4 要素はそもそも独立性が低く，互い

に高い相関をしている項目なので，単相関係数の絶対

値の吟味だけでは有意な特徴を見出しにくい．そこで，

要素間の偏相関行列を算出してみたのが図 2 である．

事後的中自信度に対して正の偏相関係数を示すのは原

因要素の「身近さ」だけであることが確認できる．つ

まり，原因要素への「身近さ」が高いほど，事後的中

自信度が高くなるということだ． 
しかもさらに興味深いことに，表 2 に示すように，

原因要素に対する親近性が高い被験者のほうが，結果

要素に対する事後的中自信度が有意差を持って高いこ

n SD 事後的中自信度

練習課題 1017 1.30 5.70

8課題全体平均 4068 2.15 4.09
原因要素的中者平均 1984 2.08 3.93 **
結果要素的中者平均 2084 2.15 4.25 **

p =1.18227E-12

事前的中自信度 原因の身近さ 結果の身近さ 事後的中自信度

事前的中自信度 1.0000 0.5028 0.4199 -0.2360

原因の身近さ 0.5028 1.0000 0.3979 0.6311
結果の身近さ 0.4199 0.3979 1.0000 -0.0172
事後的中自信度 -0.2360 0.6311 -0.0172 1.0000

原因要素への親近性が平均以上 原因要素への親近性が平均未満
M SD n M SD n

職探し企業規模 3.57 0.12 170 3.27 0.15 92

職探し面接結果 4.01 0.14 145 3.63 0.12 117
健康福祉インフルエンザ 4.95 0.16 110 4.03 0.12 151
健康福祉年金 4.93 0.14 137 4.25 0.11 124
交通台風 4.50 0.12 153 4.04 0.11 112
交通落し物 4.05 0.13 167 4.01 0.11 98
ＩＴフェイスブック 4.86 0.11 162 3.91 0.11 92
ＩＴショッピング 5.38 0.13 117 4.53 0.11 137
8トピックの平均 4.53 0.13 1161 3.96 0.12 923

p=0.00
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とも検証された．総じて，仮説 H2 も支持されたと言

える． 
 
3. 結果の解釈 
論理的思考に従えば，原因要素が「外れ」たにもか

かわらず結果要素が「当たった」という現象は，初期

に設定した因果関係を飛び越えた偶然の結果かもしれ

ない．少なくともこのような現象は，論理的思考を重

視する立場からは も認めたくない現象のはずである．

それにも関わらず，原因要素だけが「当たった」場合

よりも事後的中自信度が高いという結果が出たのであ

る．しかも原因要素に対する親近性が高い被験者のほ

うが，そのような状況でも事後的中自信度が有意差を

持って高いのである．つまり，原因要素に対する豊富

な知識が，それが「外れる」かもしれないというリス

クを克服するのに役立っているのではないかと解釈で

きる結果である． 
このような解釈を図示すると図 2 のようになる．原

因要素が「外れた」にも関わらず結果要素が「当たっ

た」という現象に遭遇したとき，原因要素への親近度

が高い人は，すぐさま原因要素に関する代替的解釈（原

因の読み替え）を柔軟に展開できるで，自分のゲーム

の成績を客観視できる（つまり，今回は外れたけれど，

なぜ外れたのかが容易に理解・推測できるので，自分

の判断についての根本的な揺らぎに陥りにくい）とい

うことだ．そのため，事後的中自信度があまり下がら

ないという解釈である． 
一般的な科学的思考では，いわば未検証の仮説の上

に仮説を積み重ねるような二段推論は避けるべきもの

と考えられがちであるが，前述のとおり，実際の日常

生活において多くの人はこのような二段推論を頻繁に

利用している．つまり，人間が二段推論を用いる場合

に，一段目の推論に対しては，明確な検証や確信が得

られない状態であっても，その推論対象に対して十分

に親近性が確保され，問題自体を深く「理解」できて

いる状況であれば，ある程度の自信を持って二段目の

推論に進むことができる，という示唆が得られる． 
このように，一段目の推論を飛び越えて二段目の推

論のほうで先に「事実」が得られてしまうような事例

は，日常生活の中にも，あるいは企業の経営判断の中

にも実は頻繁に発生する．シナリオ作成を伴うワーク

ショップ型会議では，そのような情報（従来であれば

利用できずに捨ててしまっていた情報）を効率的に知

識に変換してゆくことができる場であるとも解釈でき

る． 
 

 
図 2 原因要素に関する柔軟な代替的解釈のイメージ 
 
またこのような現象は，アブダクション[3]が発現し

た結果とも解釈できる．従来，デザイナーなどがアブ

ダクションをうまく活用していることは報告されてい

た[13]．しかしより一般的に，原因要素に対して親近

性が高い人のほうが，アブダクションが上手であると

いう示唆は，本実験で得られた新たな発見である．同

時に，現代企業等で一般的に望ましいと信じられてい

る意思決定やコミュニケーションのルールが，日常生

活で使われている人の自然な意思決定の方法（非言語

コミュニケーション）とは，図らずも乖離しているこ

とが強く示唆された点も意義が大きい． 
 さらに，このような解釈が正しいとすると，以下の

2 つのことが示唆される．（1）原因要素は「全体的に

理解」をすべき要素であり，そこを的中させることは，

シナリオ手法が成功裏に進むための必須要素ではない．

（2）いっぽう結果要素は，「全体的な理解」だけでは

済まされず，やはり「的中」することが望まれる． 

 このうち，特に（1）の結論は，人の意思決定の研究

にとって意義があると考えられる．人間が二段推論を

用いる場合に，一段目の推論に対しては，明確な検証

や確信が得られない状態であっても，その推論対象に

対して十分に親近性が確保され，いわば問題自体を深

く「理解」できている状況であれば，ある程度の自信

を持って二段目の推論に進むことができる，と考えら

れる．つまり，二段推論は図 3 のように一段目と二段

目で思考や意思決定が，「理解」から「推定」へとモー

ダルチェンジしているという理解である． 

図 3はさらに興味深い示唆を与える．それは，「理解」

という「状態」は，既知領域において確定した事実を

元にしなければ成立しない「状態」であると考えられ

がちであるが，シナリオ手法においては，それを確定

した事実を元にすることができない未知領域において

も成立しうる，ということである．そしてさらに，そ
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のような未知領域での「理解状態」を踏み台にするこ

とで二段目の推論が成立するわけであるが，その際に

図 2のように，一段目の推論に「誤り」があったり「事

実」が得られない状況であったりしても，二段目の推

論で「事実」が得られれば既知領域を一気に拡大でき

る可能性がある，ということも示唆している．このこ

とがシナリオ手法の 大の利点であると筆者らは考え

る． 

 

 

図 3 「理解」から「推定」へのモーダルチェンジ 

 

6. 今後の課題 

  本研究には多数の課題が残っている．主な課題を 4
つ記しておく． 

1 つ目は，今回は個人の性格やリスク選好度などに

ついて吟味していない点である．先行研究でもそれら

がシナリオ手法の効用に影響を与えていることは示唆

されている．今後その視点での分析や議論を進め，総

合的な理解を試みる必要がある． 
2 つ目は，課題の設定の仕方が万全ではなかったと

いう点である．本実験もかなり慎重な手続きを踏んで

実施したが，それでもなお若干のトピック依存性が見

られた．また性別や年齢による反応の違いも皆無とは

言えない．今後このような社会心理的な側面での吟味

や，国籍，性年齢などの吟味をした課題選定方法の精

緻化が必要であろう． 
3 つ目に，要素への親近性と理解の間の関係が必ず

しも明確ではなかったという問題が指摘できる．今回

の実験結果をもとにして，今後は質問方法を工夫する

必要がある． 
4 つ目は，今回の実験では組織的な意思決定を想定

しなかったという点である．実務でのワークショップ

型会議では個人によるシナリオ作成と組織によるシナ

リオ作成が複雑に組み合わせられる．今回の実験の結

果が組織的な意思決定でも同様に検証されるのかどう

かは現段階では不明である．今後のさらなる研究によ

って，組織的意思決定を中心課題にした実験の実施が

望まれる． 
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Abstract 
It has been suggested that, in insight problem 

solving, implicit information processing plays an 
important role. It means that human can store 
implicit information in some storage system such 
as working memory so that they could refer to it 
during the problem solving. Suzuki et al. (2014) 
examined participants’ solution of an insight 
problem with and without subliminally presented 
the hint images. In addition, they also studied the 
influence of a spatial tapping task at the time of 
subliminal presentation. If the subliminal 
presentation is stored in the working memory, the 
spatial tapping task interferes the retention of 
implicit information. The results show that the 
capacity of the working memory is kept intact in 
retaining implicit information. However, visual 
sketchpad in the working memory may be divided 
into two sub-functions of the visual cache and the 
inner scribe. Suzuki et al. (2014) might not detect 
an interference because subliminal presentation 
was stored in the visual cache and the tapping 
task used the inner scribe. In this study, we have 
carried out additional tests by replacing the spa-
tial tapping task with a change detection task 
which uses visual cache. Unlike the previous 
studies, participants with the presentation of 
subliminal information but without a change de-
tection task tended to demonstrate a higher re-
laxation rate in relational constraints. 
Keywords ― insight problem solving, continuous flash 

suppression, implicit learning, subliminal priming, 

working memory 

 

1. はじめに 

  本研究は洞察と呼ばれる人間の創造的思考が，潜在

的な処理過程に大きく依存しているという近年の研究

結果を踏まえ，閾下呈示された情報を人間はどのよう

に保持しているのか，その一端を検証することを目的

としている．検証するにあたり，まずは洞察問題の特

徴や無意識との関連性について述べていく． 

 

 

 

1.1 創造的思考としての洞察 

洞察問題とは非定型な解法の発見が必要とされる問

題のことで，解決者は自身の状態を適切に認識するこ

とができずにインパス (行き詰まりの状態) へと陥っ

てしまいがちである．例えば図 1は T パズルと呼ばれ

る洞察問題で，左の 4 つのピースを組み合わせて右の

T の字を作り上げることが求められる．解決に至るた

めのキーとなるのは五角形 (左から 3 つ目) のピース

である．解決者は初期にはこのピースを縦長か横長に

なるように置いてしまうか，あるいは窪みの部分を他

のピースで埋めてしまい，インパスから抜け出せずに

苦戦を強いられる． 

制約論的アプローチ (Knoblich & Ohlsson, 1999; 

鈴木・開, 2003) によれば，問題解決初期には不適切な

制約が適応されてしまうため，解決者はインパスに陥

る．先の Tパズルであれば，対象制約 (五角形を縦長

か横長に置いてしまう) と関係制約 (五角形の窪みの

部分を埋めてしまう) の二つの制約が適応されてしま

う．しかし試行を繰り返す過程で徐々に制約の強度が

緩和され，適切な操作の確率を上昇させていくことで，

最終的に解決へと至る．制約の緩和は意識化出来ない

ため，解決に至った際には唐突にひらめいた様な印象

を伴うのだと考えられる． 

 

 

 

 

 

図 1 T パズル 

 

1.2 無意識な学習による洞察問題解決 

制約の緩和は無意識下で行われており，解決は主と

して解決者の意識を離れ，潜在的な学習によってなさ

れていると考えられる．事実，洞察問題解決時におけ

る人間の意識と無意識には，乖離が生じることを示す

研究も存在する。例えばMetcalfe (1986) は洞察問題
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解決に取り組む被験者の，現在の解決状況に対する意

識的な評価と，実際の行為の間に食い違いが生じるこ

とを示している． 

また無意識下の処理が意識上における処理よりも先

行していることを示唆する事例も報告されている．例

えば小学生に「A＋B－B」のような，法則に気付きさ

えすれば見ただけで答えがわかる算数の問題を与え続

け，解決時間を測定する．この時，被験者には法則に

気が付いた時点で報告をするように求めると，解決時

間の減少は彼らが言語報告をするよりも，平均して五

問ほど前の問題から発生している (Siegler & Stern, 

1998; Siegler, 2000) ． 

また寺井・三輪・小賀 (2005) は，インパスに陥って

いる被験者が解決するための方略として誤った仮説を

口にしていても，この時の眼球運動の変化過程を見る

と，本人は無自覚だが試行を重ねると共に適切な方向

への操作を増加させていることを報告している． 

 

1.3  閾下呈示による潜在性の検証 

洞察問題解決と潜在的な学習の関係を検討する方法

として，西村・鈴木 (2006) は被験者にヒント情報 (洞

察問題の正解画像) を含むサブリミナルカット (約

1/30 秒) を挿入した動画を提示した後に，洞察問題解

決に挑戦させた．その結果，被験者はヒント情報を意

識上では知覚していないにも関わらず，パフォーマン

スに改善がみられている．また Hattori, Sloman & 

Orita (2013) は複数の洞察問題を用いて同様の手法に

よる実験を行い，ヒント情報の閾下呈示によって解決

者数が増加することを示した． 

しかしサブリミナルカットを用いた手法は，必ずし

も充分な効果を得られるとは限らない．例えば服部・

柴田 (2008) ではある程度のパフォーマンスの改善が

見られたものの，統計的には有意に至っていない．ま

た西田ら (2015) は反応抑制の活性化や，覚醒度の高

まりが閾下呈示された情報を抑制してしまう可能性が

あることを報告しており，必ずしも閾下呈示による手

法が解決を促進するわけではないことを述べている． 

鈴木・福田 (2013) はヒント情報の呈示時間が短い

ため，効果が有意なレベルに到達しない可能性を考慮

し，Tsuchiya & Koch (2005) が用いた連続フラッシュ

抑制 (continuous flash suppression，以降CFS) によ

る閾下呈示を行った．CFS とは両眼視野闘争を利用し

た刺激の呈示方法で，短時間の間に激しく変化するコ

ントラストの高い画像を優位眼に呈示し，劣位眼には

コントラストの低い静止画像を呈示する．こうするこ

とでコントラストの低い静止画像が長時間に渡り抑制

され，知覚出来なくなる．CFS はサブリミナルカット

による呈示方法とは異なり，刺激を数十秒から数分に

渡り継続して呈示することが可能な点で優れている．

鈴木らは CFSを用いることで，洞察問題解決における

被験者のパフォーマンスを大幅に改善させることに成

功した． 

 

1.4  問題解決時における潜在情報の貯蔵 

鈴木・福田 (2013) は，閾下呈示された情報が何ら

かの貯蔵庫，例えばワーキングメモリに保持され，問

題解決時に参照されていた可能性を挙げている． 

仮にワーキングメモリ内に無意識の情報が保持され

るのであれば，容量はどのように振り分けられている

のだろうか．意識上のものとして想定されてきたワー

キングメモリには，一度に保持できる記憶量に限界が

あるとされているが (Baddeley, 2012) ，潜在情報は意

識上のワーキングメモリと同じ貯蔵庫を共有して保持

しているのか．それとも潜在情報に対しては異なる貯

蔵庫が存在し，そちらを活用しているのだろうか． 

Suzuki et al. (2014) では以上の問題にアプローチ

するために，被験者に二重課題を用いた実験を行った．

この実験では，CFS によって洞察問題のヒント画像を

被験者に閾下呈示する際に，干渉課題としてタッピン

グ課題を行わせた．タッピング課題は，CFS の優位眼

側の画面の右側・中央・左側の三ヶ所の中から，ラン

ダムに表示された四角形の位置に対応しているキーを

押すというものである．この時，被験者の注意はタッ

ピング課題に向けられることになり，ワーキングメモ

リの容量はそちらに割かれてしまうことになる．その

ため潜在情報がワーキングメモリに保持されるのであ

れば，貯蔵庫がタッピング課題で圧迫されたことによ

り，閾下呈示による効果が得られなくなることが予想

される．しかし結果は閾下呈示のみを行った被験者よ

りも，タッピング課題も併せて行った被験者の方が成

績が向上するというものであった．また閾下呈示なし

にただタッピングを行うだけでも，洞察問題解決が促

進されることが示された．これらの結果からすれば，

ワーキングメモリに負荷をかけると洞察問題解決が促

進されること，及びワーキングメモリと潜在情報の貯

蔵庫はリソースを共有していないと考えるのが妥当に

思われる． 

しかし Suzuki et al. (2014) の実験は負荷をかける
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ための干渉課題に問題があった可能性が考えられる．

視覚野の側頭葉を通る腹側系は，視覚的なオブジェク

トの特徴 (色や形態情報など) を処理しており，頭頂葉

を通る背側系は位置や空間情報を処理しているとされ

ている (Rao, Rainer & Miller, 1997) ．これと対応す

るように，ワーキングメモリ内において，視覚的情報

の保持を担うとされる視空間スケッチパッドも，視覚

的なオブジェクトの特徴を保持する視覚キャッシュと，

位置や系列，運動情報などを保持するインナースクラ

イブの 2 つの下位機能に分かれているとされている 

(Logie & Marchetti, 1991; 須藤・兵藤, 2006) ． 

Suzuki et al. (2014) の行ったタッピング課題はイン

ナースクライブに負荷をかける課題であったと考えら

れる．しかし閾下呈示された情報は T の形として，視

覚キャッシュに保持されていたと推測される．そのた

め彼らは，潜在情報を保持している場所とは異なると

ころに負荷をかけてしまっていた可能性が考えられる． 

Suzuki et al. (2014) の実験は視覚キャッシュに負

荷をかける干渉課題を行うことで，再度検証する必要

がある．そこで本研究では，Tパズルの正解画像を CFS

で閾下呈示する際に，物体の形態情報に関する変化検

出課題を用いて負荷をかけ，洞察問題解決時にどのよ

うな影響がみられるかを検討する．仮にワーキングメ

モリが潜在情報の保持も担っているのであれば，変化

検出課題による負荷がある時には，閾下呈示の効果が

得られなくなることが考えられる．逆にワーキングメ

モリと潜在情報の保持を担う機構がそれぞれ独立した

ものであれば，負荷があったとしても閾下呈示によっ

て洞察問題解決の促進がなされると考えられる． 

なおワーキングメモリに負荷をかけるにあたり，言語

化が容易な形状を用いた課題では，視空間スケッチパ

ッドではなく，音声情報を保持する音韻ループへの負

荷に変わってしまう可能性がある．そこで本研究では，

日本人に馴染みのないデーヴァナーガリー文字を用い

ることで，言語化による記憶法を利用できないように

する． 

 

 

2. 方法 

被験者 

大学生 72 名中，実験後のアンケートにて実験手続き

に不備がみられた者，T パズルの経験を有する者，視

力を矯正せずに実験に参加した者を除外し，54 名を分

析対象とした．なお条件毎の人数は変化検出課題と閾

下呈示の両方を行う負荷有りヒント呈示群が 14 人，閾

下呈示のみを行う負荷無しヒント呈示群が 14 人，変化

検出課題のみを行う負荷有り統制群が 13人，どちらも

行わない負荷無し統制群が 13 人となった． 

 

刺激と装置 

被験者から 56cm 離れた位置に置かれた 1 台の液晶

ディスプレイ (Diamondcrysta Color RDT242WH) 

の左右で異なる画像を表示し，ステレオスコープ内の

4 枚の鏡によって被験者の左右の眼に対して，それぞ

れ異なる画像を呈示可能にした (図2) ．優位眼 (以下，

フラッシュ画面) はランダムな大きさと色，形により

描かれた図形を描画し，これらの図形は 12Hz 毎に更

新されることで変化し続けた．劣位眼側 (以下，ター

ゲット画面) に呈示する画像としては次の 4 枚を用意

した (図 3) ．まずターゲット画面が知覚できないこと

を被験者に説明するために，枠線の中に 3 つの長方形

を配置した説明用画像を 1 枚用意した．次に知覚可能

なコントラストには個人差があるため，被験者の知覚

できる範囲を確認するためのサンプル画像として，黒

白の五角形と楕円を散りばめた画像を 2 枚用意した．

最後は T パズルのヒント画像で，五角形の部分は黒色，

それ以外のピースは白色で描画した正解画像である．

なおどの画像も背景に関しては灰色で描画した． 

実験中はフラッシュ画面とターゲット画面の中心に

対して，赤い十字の注視点を呈示した．また，この注

視点を中心とする視野角 5.4°×5.4°の範囲に赤い枠

線を設け，閾下呈示する画像や変化検出課題はこの赤

枠内に収まるように表示した． 

図 2 優位眼が左目の  図 3 実験で使用した画像 

場合の閾下呈示     上段左がヒント画像． 

上段右が説明用画像． 

下段がサンプル画像． 

 

変化検出課題 

課題は前述の視野角 5.4°×5.4°の赤い枠内に，視

野角 1.1°×1.1°の大きさの灰色の正方形を 3 つ表示

し，それら 3 つの正方形の中にそれぞれ 1 つずつ，赤
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で描画されたデーヴァナーガリーを呈示する形を取っ

た．呈示する位置は赤い注視点の下方に 1 つ，右斜め

上と左斜め上に 1つずつの計三ヶ所とした (図 4) ． 

デーヴァナーガリーは CFS のフラッシュ画面上に

1.5 秒間呈示され，4 秒が経過した時点で再度 3 秒間

呈示された．再呈示されたデーヴァナーガリーは，3

つのうち 1 つだけ前回とは形が変わっているものが含

まれている場合と，3 つとも全く同じ形の場合が用意

された．なお呈示するデーヴァナーガリーに関しては，

予備実験の際に被験者から何かに形が似ていると指摘

されたものを省いた上で，右斜め上が変わるパターン，

左斜め上が変わるパターン，下方が変わるパターン，

変化の無いパターンをそれぞれ 4 種類ずつ，合計 16

種類を用意した． 

図 4 変化検出課題の表示例 

 

手続き：負荷無し条件の被験者 

 最初に被験者に対して優位眼の調査を行った．被験

者には両手を使って穴を作るように指示し，両目を開

けた状態でその穴の中に対象物 (ぬいぐるみ) が見え

るように手の位置を調整させる．その状態から片目を

それぞれ閉じた状態で対象物の観察を行い，対象物が

穴を通して見える方の目を優位眼とした． 

優位眼の調査後，注視点の調整作業に入らせた．被

験者にステレオスコープを覗き込ませ，画面を片目で

見た時には，赤い枠がそれぞれの画面内にあることが

確認でき，かつ両目で見た時には視界の中央で注視点

が重なって 1 つになるように調整することを指示した． 

注視点の調整が完了後，被験者には左右の目に異な

る画像を呈示するが、見えるのはフラッシュ画面側の

高コントラスト画像のみであることを説明した．また

この時，デモンストレーションとしてコントラストを

低くした説明用画像をターゲット画面側に閾下呈示し，

優位眼を閉じなければ知覚できないことを体験させて

いる．その後，被験者に実験の目的は「劣位眼に呈示

する画像のコントラストは，どの程度まで低下させて

も知覚可能なのかを検証することである」という偽の

教示を行った． 

その後，被験者に対してサンプル画像 2枚の閾下呈

示を交互に行った．この時サンプル画像が見えると報

告した被験者に対しては，コントラストを更に低くし

た画像に取り換えて再呈示を行っている．3回連続で

同じコントラストのサンプル画像を知覚出来ない状態

が続いた場合，負荷無しヒント呈示群の被験者に対し

ては，そのコントラストでヒント画像の閾下呈示を行

った．ヒント画像はCFS のフラッシュ画面が開始して

から，0.5 秒後に 10 秒間ターゲット画面に表示され，

ヒント画像の呈示が終了してから 0.5 秒後にフラッシ

ュ画面も終了した．負荷無し統制群に対しては，ブラ

ンク画像として灰色の画面をヒント画像の代わりに呈

示した．なお，すべてのコントラストのサンプル画像

が知覚できる被験者がいた場合は，負荷無し統制群に

振り分けることとした． 

CFS による閾下呈示が終わると，被験者を中心に

CFSのテーブルとは180度反対側のテーブルに用意し

た Tパズルに 15分間挑戦させた．Suzuki et al. (2014) 

に倣い，被験者には縮尺が 100％の T の枠線を与え，

ピースを枠線の上に重ね合わせる行為を許可した．ま

た 15分を越えても解けない被験者には，関係制約を緩

和する助言として，五角形の窪み部分を他のピースで

埋めてはいけない旨を伝え，3 分間挑戦を継続させて

いる．またこの時，被験者がパズルに挑戦する様子は

ビデオカメラで終始撮影を行った． 

 

手続き：負荷有り条件の被験者 

以下の三ヶ所を除いて実験手順は，先の負荷無しの

条件の被験者と同じである． 

1 つ目は優位眼の調査の前に，実験は画面上に表示

される 3 つの模様 (デーヴァナーガリー) のうち，1つ

だけ形が変わるものがあるかもしれず，それがどの模

様だったかを答えてほしいものであることを説明した．

またこの時，実際に 3 つのうちの 1 つが変わるパター

ンを見せて課題への理解を深めた上で，3回の練習を

行った．練習の終了後，被験者には優位眼の調査を指

示している．なお練習では必ず 1回は文字の形が変化

しないパターンを使用し，3回の正誤に関してはフィ

ードバックを行った．また言語化による記憶方法や身

体に文字を描く動作を禁じ，あくまで見たままで覚え

られるかどうかを検証したい旨を伝えた． 

2 つ目は閾下呈示の際の偽の教示内容である．説明

用画像によるデモンストレーションを終えた被験者に

は，負荷無し条件の時の説明に加えて，「変化検出課題

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS05-2

72



 

を同時に行った場合における，知覚可能なコントラス

トの範囲を調べることが目的である」と伝えた． 

最後は閾下呈示の手順についてである．フラッシュ

画面上に表示される変化検出課題は，サンプル画像の

閾下呈示の際にも行われた．課題は CFS開始から 1.5

秒後にフラッシュ画面上に 1.5 秒間呈示され，4秒の保

持期間を経て 3秒間再呈示された．被験者にはCFSが

終わると同時に，変化の有無について回答を求めた．

負荷無し条件の時と同様に 3 回連続でサンプル画像が

知覚できないことが確認できたらヒント画像，もしく

はブランク画像を閾下呈示しつつ，フラッシュ画面上

では変化検出課題を行わせている．被験者が知覚でき

ないコントラストを探る都合，変化検出課題の呈示回

数が被験者毎に異なるが，少なくとも右斜め上・左斜

め上・下方がそれぞれ変化するものと，変化無しの全

てのパターンを最低 1 回は行わせるようにした．なお

練習の時とは異なり，この時の変化検出課題の正誤に

ついてフィードバックは行っていない． 

上記以外の手順に関しては，負荷無し条件の被験者

と同じ形を取っている． 

 

 

 

図 5 閾下呈示の流れ 
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3. 結果 

3.1  自力解決率 

15 分以内に自力解決できた被験者はそれぞれ，負荷

有りヒント呈示群が 14 人中 9 人 (64.29％) ，負荷無

しヒント呈示群が 14 人中 9 人 (64.29％) ，負荷有り

統制群が 13 人中 9 人 (69.23％) ，負荷無し統制群が

13 人中 8 人 (61.54％) となり，いずれの条件において

も 6割を超える自力解決率となった (表 1) ．この 4群

の自力解決率に対して χ²検定を行ったところ，有意

差は見られなかった．条件毎の自力解決率に差が見ら

れないことに関しては，先行研究に倣って型紙にピー

スを乗せることを許可したことで，現状と完成形との

間のマッチが取りやすくなった影響が考えられる (鈴

木・福田, 2013) ． 

 

 表 1 条件毎の解決率 (％) 

 

3.2  解決時間 

表 2に条件毎の平均解決時間を記した．自力解決者

の平均解決時間は負荷有りヒント呈示群が 5分 43秒，

負荷無しヒント呈示群が 5分 52 秒，負荷有り統制群

が 4 分 27 秒で負荷無し統制群が 8 分 18 秒となった．

一見すると負荷無し統制群が長い時間を要しているよ

うに見える．しかし条件毎の平均解決時間に対して，

負荷の有無と閾下呈示の有無による二要因分散分析を

行ったところ，条件間に有意差は見られなかった． 

また自力解決出来なかった者を 15 分に換算して全

体の平均解決時間を算出した上で，条件毎の解決時間

に対して負荷の有無と閾下呈示の有無による二要因分

散分析を行った場合も，条件間に有意差はみられなか

った.  

表 2 条件毎の平均解決時間 (秒) 

 

3.3  制約緩和率 

自力解決率，解決時間ともに条件毎の有意差は見ら

れなかったが，ヒント画像を閾下呈示した影響で，問

題解決中に制約からの逸脱が促されていた可能性は考

えられる．そこで五角形のピースを配置する際の，対

象制約と関係制約からの逸脱がどの程度起きていたの

かについて，セグメント分析を行った．セグメントと

はあるピースが別のピースと接続された時点を開始点

とし，そのピースの分離をもって終了とカウントされ

る．また 1 つのセグメントは 1 試行に対応している 

(開・鈴木 1998) ．15 分間の問題解決時に，五角形の

最も長い辺が基準線 (テーブルの被験者側の辺) に対

して垂直あるいは平行に置かれなかったセグメントを

対象制約の逸脱とし，また五角形の窪み部分が他のピ

ースと接続されなかったセグメントを関係制約の逸脱

として集計を行った． 

15 分間の試行を前半と後半で分け，対象制約と関係

制約の緩和率の変遷をそれぞれ図 6 と図 7 に示した．

図 6 を見ると，負荷無しヒント呈示群の対象制約緩和

率は一貫して高く，逆に負荷無し統制群は低い傾向が

見られる．また負荷有りの条件においては，負荷有り

ヒント呈示群は前半から比較的高い緩和率を示してお

り，負荷有り統制群は負荷無し統制群と差が見られな

い．しかし時間の経過とともに負荷有り統制群の緩和

率は上昇して行き，後半では負荷有りヒント呈示群と

差がなくなっている．一方，図 7 の関係制約の緩和率

を見ると，前半はどの条件も差が殆ど見られないが，

時間の経過とともに負荷無しヒント呈示群のみが大き

く上昇している． 

対象制約と関係制約の緩和率に対して，時間の経過 

(前半・後半) と閾下呈示の有無，負荷の有無の 3つを

独立変数，制約の緩和率を従属変数とした三要因混合

計画分散分析を行った． 

その結果，まず対象制約の緩和率に閾下呈示の主効

果が見られ (F(1,50) =12.292, p< .01) ，また閾下呈示

と負荷の交互作用に有意傾向が見られた (F(1,50) 

=3.918, p< 0.1) ．単純主効果の分析を行ったところ，

負荷無しヒント呈示群と負荷無し統制群の間にのみ有

意差が見られた (F(1,50) =15.044, p< .01) ．負荷無し

の条件間に有意差が見られたことから，ヒント画像を

閾下呈示することで，対象制約の緩和が促進されてい

たと考えられる． 

条件
自力解決者のみ

(標準偏差)

全体

(標準偏差)

負荷有りヒント呈示群

343.56

(266.18)

542.29

(346.64)

負荷無しヒント呈示群

352.63

(305.24)

563.15

(362.18)

負荷有り統制群

267.11

(165.74)

461.85

(332.78)

負荷無し統制群

498.13

(277.78)

652.69

(293.98)

条件 自力解決率 助言有解決率 未解決

負荷有りヒント呈示群 64.29 14.29 21.43

負荷無しヒント呈示群 64.29 21.43 14.29

負荷有り統制群 69.23 23.08 7.69

負荷無し統制群 61.54 30.77 7.69
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また対象制約の緩和率における時間の経過と，負荷

の有無の交互作用も有意傾向となっており (F(1,50) 

=2.870, p< 0.1) ，単純主効果の分析によると，負荷有

りの条件における試行の前半と後半の間に有意傾向が

見られた (F(1,50) =3.238, p< 0.1) ．即ち，負荷有りの

条件の被験者達は，時間が経過すると共に徐々に対象

制約の緩和が促進されていたことが示唆された．これ

は Suzuki et al. (2014) の時と同様に，ワーキングメモ

リへの負荷自体には解決を促進する効果があったため

と考えられる．しかし彼らの時とは異なり，負荷有り

ヒント呈示群の対象制約緩和率が負荷無しヒント呈示

群の緩和率よりも低くなっている．これは変化検出課

題を行ったことにより，閾下呈示で得られたヒント情

報が充分に活用できなかったためと考えられる． 

続いて関係制約の緩和率に関しては，閾下呈示と負

荷の交互作用が有意傾向であった (F(1,50) =3.173, p< 

0.1) ．単純主効果の分析によると，まず負荷無しヒン

ト呈示群と負荷無し統制群の間で有意差が見られ 

(F(1,50) =4.246, p< .05) ，対象制約の時と同様，ヒン

ト画像の閾下呈示の有無による影響が，関係制約にも

現れたと考えられる．また負荷有りヒント呈示群と負

荷無しヒント呈示群の間にも有意差が見られ (F(1,50) 

=5.622, p< .05) ，Suzuki et al. (2014) の時とは異な

り，閾下呈示のみの条件の方がワーキングメモリへの

負荷と閾下呈示の両方を行った条件よりも，緩和率が

有意に高い結果となった．このことから変化検出課題

による視覚キャッシュへの負荷が，閾下呈示によって

得られた情報の活用に対して，干渉的に働いていたと

考えられる． 

 

 

 

 

 

3.4  変化検出課題成績 

 変化検出課題の成績は，負荷有りヒント呈示群が平

均 73.75%の正答率で，負荷有り統制群は平均 71.25%

の正答率であった．この時，負荷有りヒント呈示群の

2 名を除く全員が最後のヒント画像 (負荷有り統制群

はブランク画像) を閾下呈示するタイミングでの課題

に正答している．負荷有りヒント呈示群と負荷有り統

制群の間で課題成績に差が見られないことから，両群

ともに同程度の負荷がワーキングメモリにかけられて

いたと考えられる． 

なお練習時における 3 回の記憶課題の成績は，負荷

有りヒント呈示群が平均 74.66%の正答率，負荷有り統

制群が平均 80.41%の正答率であった． 

 

 

4. 考察 

本研究は洞察問題の正解画像を閾下呈示する際に，

ワーキングメモリにも負荷をかけることで，潜在情報

の貯蔵先がワーキングメモリにあるのかどうかを検討

した．具体的にはCFS による閾下呈示を行う際に，変

化検出課題を用いて視空間スケッチパッド内の視覚キ

ャッシュに負荷をかけることで，閾下呈示の有無とワ

ーキングメモリへの負荷の有無で被験者を 4 条件に分

け，洞察問題解決時に及ぶ影響を検討した． 

 結果はまず，自力解決者数においては条件毎の差が

見られず，全ての条件で半分を超える解決率となった．

また解決時間の平均においても，条件毎の差が統計的

には見られなかった． 

次に制約緩和率を見ると，対象制約・関係制約とも

に正解画像を閾下呈示したことによる影響が，負荷無

しヒント呈示群と負荷無し統制群の間に見られ，従来
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の研究同様，正解画像を閾下呈示することによって解

決を促進する効果が示された． 

また Suzuki et al. (2014) の時にはタッピングを行っ

た条件の制約緩和率が有意に高かったのに対して，本

研究で最も緩和率が高いのは閾下呈示のみを行う負荷

無しヒント呈示群であった．特に関係制約の緩和率に

おいては，負荷有りヒント呈示群よりも負荷無しヒン

ト呈示群の方が有意に高い結果となった．これは

Suzuki et al. (2014) で用いたタッピング課題が，視空

間スケッチパッド内のインナースクライブに負荷をか

けるものであったのに対して，本研究で用いた変化検

出課題が，視覚キャッシュに負荷をかける課題であっ

たためと考えられる．即ち，変化検出課題が視角キャ

ッシュ内に保持されているヒント情報に対して干渉的

に働いた結果，負荷有りヒント呈示群では閾下呈示の

効果を充分に発揮できなかったと考えられる．この結

果から閾下呈示された情報は，何らかの形でワーキン

グメモリの容量を利用している可能性が示唆されたと

言えるだろう．Hassin et al. (2009) は意識外でワーキ

ングメモリ的な処理を担う Implicit Working Memory

という機構が存在することを述べているが，本研究の

結果は彼らの見解を支持する証拠の 1 つと見なすこと

ができるかもしれない． 

また今回の結果はワーキングメモリへの負荷が，洞

察問題解決を促進するという Suzuki et al. (2014) の

見解を否定するものではない．本実験の負荷有りの条

件において，時間経過に伴う対象制約緩和率の上昇傾

向が示唆されており，また有意差こそ示されていない

ものの，負荷の有無で統制群の自力解決者における平

均解決時間には倍近い差が生じている．服部・織田 

(2013) においても，メロディの同定課題を行いながら

洞察問題に取り組んだ時の方が，ただ洞察問題解決に

取り組むよりも成績が向上することが示されている．

これらよりワーキングメモリへの負荷自体には，何ら

かの洞察問題解決を促進する効果があると考えられる．

ただしワーキングメモリへ負荷をかけさえすれば，洞

察問題解決を促進するというわけではなく，潜在情報

を保持している場所に負荷をかけてしまった場合には，

干渉的に働いてしまい効力が落ちるという事例が，本

研究より見出されたと言えるだろう． 

しかし服部・織田 (2013) では負荷をかけるタイミ

ングが問題解決時であるのに対して，Suzuki et al. 

(2014) や本研究では洞察問題に取り組むよりも前，閾

下呈示の段階で負荷をかけている．何故，問題解決中

のみならず，事前にワーキングメモリに負荷をかけた

場合でも，その後の洞察問題解決に対して促進的な効

果が得られるのかという疑問が残されている．意識上

における視覚的な情報は数秒程度しか保てないことが

示されているにも関わらず (Zhang & Luck, 2009; 

Phillips, 1974) ，ワーキングメモリへの事前の負荷が

洞察問題解決時にまで長く影響を及ぼすことに対して，

理論的な説明が今後は求められる．また，ワーキング

メモリへの負荷による促進効果は洞察問題解決に限ら

れる現象なのか，あるいは創造的思考全般に言えるこ

となのか,そして負荷によって促進的な効果が得られ

るのはそもそも何故なのかを，今後は検討していく必

要があるだろう． 
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Abstract 
Previous studies have shown that the information presented 

subliminally is effective for insight problem solving. 
We examined the implicit information processing system 

with finger pulse volume (PV). The results showed that sub-
jects subliminally presented with the goal of an insight puz-
zle tended to have PV reduced more often than those in the 
control group. 
 
Keywords ― Insight, Subliminal Perception, Plethys-
mography 
 

1. はじめに 

	 洞察問題解決に関する近年の研究は，そのプロセス

が無意識的なメカニズムに大きく依存することを明ら

かにしてきた[1][2][3][4][5]．これらの研究は，正答

率，解決時間だけでなく，眼球運動，制約緩和行為な

ど様々な指標を用いることで，洞察の「プロセス」に

おける無意識的情報処理の役割，機能の特定に努めて

きた．ただし洞察問題解決時に情報処理システム内で

起こる変化が，上記のような行動に必ず現れるという

わけではないだろう．行動上の変化は見られなくても，

何らかの変化が生じている可能性は十分に考えられる．

このようなことから，fMRIなどを用いた研究により，
脳レベルの活動と洞察との関係を探る研究も活発に行

われている[6][7][8]．	

	 生理指標を用いたこれらの研究は洞察の無意識的メ

カニズムの解明に大きな可能性を開くものである．こ

れらのように，洞察問題解決の最中における無意識的

情報処理の解明に生理指標を組み合わせることで，課

題の解決率などといったデータを用いた，間接的な分

析ではなく，無意識的処理が行われているその瞬間に，

生理的な反応としては何が起きているのかを捉えるこ

とができると考える．	

	 	 そこで本研究では，Hattori et al. (2013)や鈴木・福
田(2013)で用いられたサブリミナルヒントの提示と指

尖容積脈波測定を組み合わせた研究を行い，洞察問題

解決における無意識的情報処理を，より詳細なレベル

で捉えるための基盤作りを試みる．	

	 	 指尖容積脈波測定の具体的な手法として，近赤外光

を指先部分に照射し，照射部位の反対側に配置された

フォトダイオードで，その透過量を評価するというシ

ステムを用いる．得られる脈波の振幅は情動の影響を

受けやすく，センサーの近赤外光の透過量とは負の相

関があるため，交感神経が働くことで脈波の振幅は減

少する．そのため，脈波の振幅が減少しているときは，

何らかの原因により心身が興奮・緊張状態にあること

がわかり，目の前の対象について集中し，注目してい

ることなどが考えられる．	

 
2. 指尖容積脈波 

	 今回，洞察に関するプロセスを詳細に捉える指標と

して，指尖容積脈波について述べる．指尖容積脈波

(pulse volume : PV)は心理的なストレスや情動に対
して敏感に変化する生理反応として，心理生理学研究

では古くから用いられてきた[9][10][11][12][13]．		

	 なお血行力学的反応の観点から，ストレス負荷課題

によって生じる反応は大きく二つに分類される[14]．

それらは心拍出量といった心臓優位型反応と，全末梢

抵抗といった血管優位型反応である．さらに，行う課

題によって現れる反応が異なる．計算課題，反応時間

課題などでは心臓優位型反応が，恐怖映像の視聴やビ

ジランス課題などでは血管優位型反応が現れる．	

	 本研究では，課題中に提示されるサブリミナル画像

についての反応についても分析するため，上で挙げた

課題の中ではビジランス課題と同様の性質をもつ課題

であると考える．そのため，血管優位型反応である全

末梢抵抗の一部である指尖容積脈波を指標として用い

る．	
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3. 方法 

I. 被験者 
	 大学生 22名が実験の被験者となった．被験
者はランダムに，ヒントがサブリミナル刺激と

して提示される実験群と，提示されない統制群

とに割り振られた．なお，いずれの被験者も本

実験で用いたパズルを解いた経験はないと報

告している．	

II. 課題・装置 
	 被験者の行う課題は，図 1に示すように一
つの六角形と 12枚のコインを用いたパズルで
ある．「12枚のコインを六角形の全ての辺それ
ぞれに 4枚ずつ触れるように並べる．このとき
コイン同士を重ねてはいけない．」というもの

である[15]．	

	 この課題について iPadのアプリケーション
を作成した．ドラッグによってコインを操作で

き，コインの軌跡とその時間が計測できるよう

にした．実験群に提示されるサブリミナル画像

は，正解の配置図であり，課題解決中 20秒ご
とに約 1/30秒表示される．その後 1秒間，マ
スク画像が提示される．一方統制群はコインが

正解とは無関係の配置になっている画像が，実

験群と同様に 20秒ごとに約 1/30秒表示され，
その後マスク画像が 1秒間表示される．	
	 また表示されるマスク画像に対してダミー

課題を行った．マスク画像は数種類の画像から

ランダムに提示され，表示された画像と一つ前

の画像との異同判断をさせた．	

	 指尖容積脈波を測定する装置は先行研究

[16]にある回路を採用し，Arduinoマイコンを
用いて作成した装置を使用した．そして非利き

手第 2 指より，指尖光電式容積脈波	(finger 
photoplethysmogram : FPG)を測定した．分
析に用いる指標として多くの先行研究で用い

られている算出方法と同様に，Arduino の
millis関数によってR波の出現時刻をms単位
で求めることで，拍動間隔(Inter Beat 
Interval:IBI)を算出した．また，R波が出現す
る間隔を心周期とし，その期間内の脈波の最大

値と最小値を求め，さらに最大値から最小値を

引 い た 値 を 脈 波 振 幅 (Pulse Volume 
Amplitude : PVA)として算出した．	
	

	

	

	

	

	

 
 
図 1	実験課題（左図：初期状態	右図：正解配置）	

 
III. 手続き 

	 被験者には「異なる二つの課題を同時に解く

ときの様子を調べる」と伝え実験を開始した．

まず一つ目の課題である，前述したパズルのル

ールについて伝えた．続いて，二つ目の課題に

ついて「パズルを解いている間 20秒ごとに繰
り返し画像が画面上に現れる．これらについて，

『一つ前に見た画像と今見た画像とが同じも

のか違うものか』を判断し，画像が表示される

たびに口頭で答える課題」であると伝えた．そ

のうえで非利き手第 2 指にセンサーを装着し
た．そしてパズルの制限時間を 6分と伝えパズ
ルを解き始めた．	

	 時間内に解決，または 6分が経過した時点で
実験を終了し，その後に実験に関する質問紙に

記入させた．	

	

4. 結果と考察 

I. 群間の比較 
	 パズル課題の解決率と解決時間について，実

験群と統制群との間に有意な差があった．解決

率は実験群が 63.6%で，統制群が 16.7%であっ
た（χ２(21,N=22)=7.071,p<.05）．解決時間に
ついては，実験群の平均が 312.7秒で統制群の
平均が 339.0秒であった．（なお未解決者の解
決時間は，パズルの制限時間である 360秒と
した．）	

	 これより，画像をサブリミナル提示したこと

が解決率への影響を及ぼしている可能性を示

唆している．	
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II. 制約逸脱率 
	 洞察問題解決では，思い込みなどにより試行

の初期段階では偏った行動をとるが，試行錯誤

などの結果次第にその偏りがなめらかになる．

それによって初期段階では選択されにくかっ

た行動もとることができるようになり，解決へ

と至る[17]．このなかで，人の思い込みなどに

よりもともと選ばれやすい行動がその性質に

より「対象制約・関係制約・ゴール制約」の 3
つに分類されている[18]．これらの制約を逸脱

することで，より多様な選択を行うことができ

るようになる．	

	 今回はこれらのうち，対象制約と関係制約に

ついて分析を行った．対象制約は「問題で与え

られる個々の要素のエンコードのレベルを表

現」したものである．今回のパズルでは辺の内

側に並べる・角の内側で二辺に同時に触れるよ

うに並べることで，この制約を逸脱したものと

定義した（図 2）．関係制約は「問題で与えら

れる対象間の関係を表現」したものである．今

回は辺を挟んで辺の外側と内側とでコインが

対になるように置くことで，この制約を逸脱し

たと定義した（図3）．	

	

	

	

	

	

	

	

図 2	対象制約逸脱例	 	 	 図 3	関係制約逸脱例	
	

	 これらの制約の逸脱率(試行回数に対する制

約逸脱回数)について分析すると，以下のよう

になった．対象・関係制約とも，実験群と統制

群の間で有意差があり（対象制

約,U=28.0,p<.05	関係制約,U=8.50,p<.005），
解決者と非解決者の間でも有意差があった	

（対象制約,U=16.0,p<.05関係制
約,U=18.0,p<.01）． 
	 また，時間経過に伴う制約逸脱の様子を調べ

るため，各群における関係制約・対象制約の逸

脱率について，試行を二分割した前半後半のそ

れぞれで分析した．その結果，試行前半での関

係制約の逸脱率は実験群が統制群に比べ有意

に高かった．（F(1,21)=10.823,p<.005）．	
	 この結果から，制約の逸脱率においても実験

群と統制群とで差があり，さらに関係制約につ

いて早い段階で逸脱することが，本課題の解決

につながることが分かる．	

	

III. 閾下刺激の生理指標への影響 
	 以上のように，行動指標においては群間で有

意な差が認められた．続いて，生理指標につい

てみていく．	

	 課題中に画面にマスク画像が表示されたの

ちの 5秒間で，PVAの減少が見られる割合を
比較した．この 5秒間という時間の設定につい
ては，先行研究[19]において，皮膚への寒冷刺

激に対して『一般に初期変動として，2-3秒の
潜時を経て急速な振幅減少と基線の下降がほ

ぼ併行して起り，約 5秒前後で振幅は最小に』
なることが認められている．これは身体への直

接の刺激に対する反応であるが，外部刺激の生

理指標への影響という観点から，本研究でもこ

の数値を参考にした．	

	 なお PVAを分析する際，課題遂行中の PVA
の平均値を基準とした相対値を算出した．そし

て基準から有意に振幅が減少した部分を分析

に用いた．	

	 結果として，実験群は統制群に比べ有意に

PVAの減少率が高かった（U=25.00,p<.05）．
生理指標に画像のサブリミナル提示が影響を

及ぼしたと考えられる．	

 
5. 総合考察 

	 これらから，まず実験群・統制群の正答率の差につ

いて考察する．これまでに採用されてきた洞察問題に

加えて，本実験で採用した課題でもサブリミナル効果

の影響が確認できた．これは，洞察というテーマにお

いて無意識下での刺激が行動に影響を及ぼすことを支

持する結果となった．	

	 次に関係制約の逸脱率についてである．このパズル

の解決においては，試行の前半で関係制約を逸脱する

ことがその後の解決を導く可能性がみられた．これは，

洞察問題の一つであるTパズルなどとは異なり，対象

制約・関係の制約・ゴール制約といった種類がある中

で，本課題ではある特定の制約が課題の解決を阻害し
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ていることを示している．	

	 最後に生理指標による分析についてである．実験群

は統制群に比べて，画像表示後 5秒間での PVAの減少
の割合が有意に高かった．これは，閾下提示された画

像に対して無意識のレベルで何らかの反応をし，それ

が PVAに影響を及ぼした可能性がある．この結果によ
り，皮膚への刺激などといった直接的なものでなく，

また，対象の意識にのぼらない刺激の，生理指標への

影響を確認することとなった．本研究は，洞察問題解

決における潜在的情報処理プロセスの解明の足がかり

となるだろう．	
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Abstract 
It is necessary to find the obscure features of objects or 

problems in order to generate novel ideas or solve problems. 

Our previous study showed that searching for commonalities 

between apparently unrelated objects helps find original and 

appealing perspectives. In this study, we investigated how one 

discovered commonalities between objects using protocol 

analysis. Twenty-one participants were asked to think aloud 

while engaging in a commonality discovery task. The results 

showed that participants translated the features of each object 

into commonalities more often when they searched for 

commonalities between apparently unrelated objects than 

between related objects. The results also showed that they 

discovered more original or more appealing commonalities 

when they used the translation strategy. It is implied that the 

translation strategy is effective in finding some obscure features 

of an object, as a result, and generating novel ideas. 
 
Keywords ― Commonality search, Translation strategy, 

Idea generation 

 

1. はじめに 

  アイデアを生み出す場面では，課題に関連した知識が

連想的に活性化し，活性化した知識が手がかりとして用

いられる (Brown, Tumeo, Larey, & Paulus, 1998; Nijstad & 

Stroebe, 2006) 。連想強度の強い知識が優先的に用いられ

るが，このような知識は多くの人に共有されるものであ

るため，それに基づいたアイデアは，ありきたりなもの

になってしまう。そのため，既存の方法では解決できな

い問題に直面した時や，発明や商品開発に結びつくよう

な新しいアイデアを生み出す時には，問題や事物を新た

な視点から捉えることが必要となる。Chrysikou (2006) や

McCaffrey (2012) では，洞察を必要とする問題解決のため

には，課題に含まれる対象を普段とは異なる捉え方をす

る，あるいは，対象の隠れた属性に気づく必要があると

している。 

問題やアイデアを考える対象となる事物について，普

段では気づかない属性を発見することを促すための方法

を明らかにする必要がある。山川・清河 (2015) では，一

見すると関連がないと感じられる対象間に共通点を見出

すことを 1 つの方策として提案している。具体的には，

一見関連がなさそうに見える 2 つの対象間で共通点を探

索した場合には，元々関連があると判断される対象間で

共通点を探索した場合に比較して，独自で面白い共通点，

すなわち，対象の普段とは異なる属性が発見される，と

いう仮説のもと，2つの単語の共通点を発見する課題（共

通点発見課題）を用いた検討を行っている。実験の結果，

関連性の程度が低く判断されるほど，共通点の独自性が

高くなることが示されている。このことは，共通点を探

索する中で，一見すると関連がなさそうな対象同士の場

合には，それぞれの対象の捉え直しが生じており，通常

では顕在的ではない属性に注意が向けられたことを示唆

する結果である。 

山川・清河 (2015) の結果について，関連性が低い対象

間での共通点の探索と，関連性が高い対象間での共通点

の探索では，何か異なる過程が生じているのかを検討す

る必要がある。2つの対象間での共通点を探索する場合，

まず，それぞれの対象のもつ属性や，関連する概念が活

性化する。2つの対象間の関連性が高い場合は，それぞれ

の顕在的な属性や関連語が活性化し，それらの多くが 2

つの対象間で共通している。例えば，イチゴとメロンの

場合には，両方にとって顕在的な属性である「甘い」や

「果物」が共通点として発見される (図 1の左) 。それに

対して，2つの対象間の関連性が低い場合では，それぞれ

の顕在的な属性や関連語は共通していない。そのため，

普段は顕在的ではない属性の中に共通するものがないか

を探索する必要がある。また，どちらかの対象について

活性化した属性を，もう一方の属性としても当てはまる

ものになるように言い換えることで，共通点を発見する

ことができる。例えば，イチゴとパンダの場合では，イ

 

図 1 共通点探索過程の例 

イチゴ メロン イチゴ パンダ

・甘い ・甘い ・甘い

・果物 ・果物 ・果物

・赤い ・緑色 ・赤い

･
･･

･
･･

･
･･

・かき氷 ・かき氷 ・人気がある

・動物

・白黒

・人気者

･
･･

【関連性が高い場合】 【関連性が低い場合】
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チゴだけでは「人気がある」という属性は顕在的ではな

いが，パンダのもつ「人気者」という属性から，共通点

として「人気がある」という属性が発見される (図 1 の

右) 。つまり，関連性が低い場合には，共通点の探索過

程において属性の「言い換え」という工夫をすることが，

顕在的ではない独自で面白い共通点の発見につながると

考えられる。ただし，関連性が高い場合でも，顕在的な

属性が尽きてしまった場合には，関連性が低い場合と同

様になると考えられる。 

以上を踏まえて本研究では，共通点の探索過程に着目

し，活性化した属性の言い換えが独自で面白い共通点の

発見につながるのかを検討する。共通点の探索過程にお

いて，対象間の関連性が高い場合に比べて，関連性が低

い場合に，言い換えが多くなると予測される (予測 1) 。

そして，言い換えを必要とせずに発見された共通点に比

べて，言い換えを行った共通点の方が，共通点の独自性

や面白さが高くなると考えられる (予測 2) 。 

2. 方法 

実験参加者 

 大学生 21名（男性 8名，女性 13名，Mage = 19.8，SDage 

= 1.36）であった。 

刺激語 

 山川・清河 (2015) で作成した 18 組の単語ペアを用い

た。そのうち 9 組は関連性が高いと想定される組み合わ

せ（以下「遠い」ペア；例「イチゴ メロン」「トマト キ

ムチ」），残りの 9 組は関連性が低いと想定される組み合

わせ（以下，「近い」ペア；例「バナナ バイク」「カエ

ル タイル」）であった。 

手続き 

 実験は個別に実施した。実験全体に関する説明をした

後，関連性判断課題，発話思考の練習課題，共通点発見

課題の順に課題を行った。関連性判断課題と共通点発見

課題で用いる刺激語やその組み合わせは共通であったが，

各課題での呈示順は実験参加者毎にランダム化した。参

加者の発話と手元の様子を記録するため，ビデオカメラ

を用いた撮影を行った。  

 （1）関連性判断課題 PC 画面上に呈示される 2 つの

単語について「関連性がどの程度あると思うか」を 7 段

階（1：全く関連していない～7：とても関連している）

で評定し，キーボードの 1～7のいずれかのボタンを押す

よう求めた。Superlab 4.5を用いて，反応したボタンと反

応時間を記録した。制限時間は設けなかったが，あまり

悩まず直感で回答するように教示した。  

（2）共通点発見課題 共通点発見課題を行う前に，覆

面算を用いた発話思考の練習を行った。覆面算の遂行は 1

分 30秒を制限時間としており，その間，頭に思い浮かん

だことを声に出しながら課題に取り組むよう求めた。参

加者が 10秒以上沈黙するようであれば発話を促した。 

PC画面上に呈示される2つの単語についてその共通点

を考え，回答用紙にボールペンを使って書き出すよう教

示した。回答用紙は 1 つの組み合わせにつき A4 用紙 1

枚で，10 個分の回答欄を設けた。教示では，一度書いた

ものは消したり修正したりしないこと，その共通点を聞

いた人が納得して，かつ，意外性を感じるようなものを

考えること，という 2 点を注意事項として伝えた。制限

時間は 1つの組み合わせにつき 1分 30秒で，思いつかな

い場合でも制限時間内は考え続けるように教示した。さ

らに，共通点発見課題の遂行中は，頭に思い浮かんだこ

とを声に出しながら課題に取り組むよう求めた。 

3. 結果 

共通点の質の評定 

 参加者によって記述されたすべての共通点について，

研究の目的を知らない，心理学を専攻する大学院生 2 名

が妥当性，独自性，面白さの 3 つの観点からそれぞれ 7

段階（1～7 点）で独立に評定を行った。妥当性は「その

共通点を共通点として認めてよいと思う程度」，独自性は

「他の人では思いつかないだろう，珍しいと思う程度」，

面白さは，「その共通点を面白い（なるほど・確かにそう

だ）と思う程度」として評定者に呈示した。各共通点の

妥当性，独自性，面白さの値は，2名の評定者による評定

値を平均した。さらに，共通点の数が参加者によって異

なっているため，組み合わせごとに平均値を算出して分

析に用いた。  

単語ペアの関連性の程度と共通点の質との関連 

 個人が認知する関連性の程度と発見される共通点の量

や質との関連について，山川・清河 (2015) と同様の傾向

がみられるかどうかの確認を行うため，各組み合わせに

ついて参加者が評定した関連性と，共通点の数，共通点

の妥当性，独自性，面白さとの相関係数を算出した。個

人毎に相関係数を算出した後，相関係数の参加者全体で

の平均値についてその有意性を検定した。 

 組み合わせの関連性と共通点の数との相関係数の平均

値は，r̅ = .55 (SD = .19, t (20) = 13.18, p < .001) であった。

関連性と共通点の妥当性との相関係数の平均値は，

r̅ = .36 (SD = .19, t (20) = 8.34, p < .001) であった。関連性

と共通点の独自性との相関係数の平均値は，r̅ = -.21  (SD 

= .26, t (20) = 3.50, p < .01) であった。最後に，関連性と共

通点の面白さとの相関係数の平均値は，r̅ = -.39  (SD = .21, 

t (20) = 8.33, p < .001) であった。 

以上の結果は，山川・清河 (2015) の結果とおよそ一致
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するものであった。ただし，面白さについては山川・清

河 (2015) では予測に反して無相関であったが，本研究で

は予測と一致して負の相関がみられた。以上より，対象

について独自で面白い捉え方を可能にするためには，一

見関連がなさそうに見える対象との共通点を探索するこ

とが有効であることが示唆された。 

発話の分類と集計 

 共通点探索の過程を検討するにあたり，撮影したビデ

オデータをもとに参加者の発話を書き起こした。その際，

書かれた共通点の内容，共通点が書かれた時間，発話の

内容，発話が始まった時間を記録し，分析に用いた。な

お，まったく発話をしなかった 1 名と，発話内容が記述

する共通点を音読しただけであった 3 名の計 4 名分は分

析対象から除外し，分析対象は 17名分とした。共通点が

発見されるまでの発話を1試行として分析の単位とした。 

共通点として記述するまでに，片方の属性をもう一方

にも当てはまるように異なる表現に言い換えているか，

いないかを分類した。第 1著者が 17名分すべて，心理学

専攻の大学院生2名がそれぞれ8名分，9名分を担当して，

独立に分類を行った。その後，第 1 著者が各担当者と合

議を行い，分類を確定した。発見された共通点の総数は

718個であり，そのうち，言い換えを行った共通点が 121

個，言い換えを行っていない共通点が 597 個であった。

発話例を表 1に示した。 

予測 1の検討：単語ペアの関連性の程度による言い換え

の使用率の比較 

 単語ペアの関連性が高い場合に比べて，低い場合にお

いて，属性の言い換えの使用率が高くなるか (予測 1) を

検討した。近い単語ペアに対して発見された共通点は，

479 個あり，そのうち，言い換えを行っていたものは 61

個 (12.7%) であった。遠い単語ペアに対して発見された

共通点は，239個あり，そのうち，言い換えを行っていた

ものは 60個 (25.1%) であった。単語ペアの関連性の程度

（近い・遠い）によって言い換えの使用率に差があるか

を検討するため，2 検定を行った結果，近いペアに比べ

て，遠いペアにおいて有意に言い換えの使用率が高かっ

た (2 (1) = 17.41, p < .001) 。これは，予測1と一致する結

果であり，単語ペアの関連性が高い場合に比べて低い場

合に，属性の言い換えの使用率が高くなることが示され

た。 

予測 2の検討：単語ペアの関連性の程度と言い換えの有

無による評定値の比較 

 次に，言い換えを行うことによって共通点の独自性や

面白さが高くなるのか (予測2) を検討した。なお，この

傾向は，関連性の程度によらず，見られると考えられる

が，全体に関連性の程度が低い，すなわち遠い単語ペア

 

表 1 共通点発見課題における 

言い換えありの発話例 

ID 単語 

ペア 

共通点 発話内容 

05 コンロ 

レモン 

紅茶 レモン，黄色い，酸

っぱい，ジュース，

レモン，レモンテ

ィ，レモンパン，コ

ンロ，お湯を沸か

す，紅茶 

06 インク 

メダカ 

箱の中にあ

る 

インクはプリンタ

ーから出てくる，

メダカは水槽の中

に，あ，箱の中にい

る 

18 タイヤ 

パズル 

遊び道具に

なる 

パズル，遊んだこ

とがある，タイヤ

も遊んだことがあ

る，タイヤで遊ぶ，

タイヤの遊具があ

る，あるか，遊び道

具になる 

18 バナナ 

バイク 

東南アジア

で人気があ

る 

バナナ，どこ，バナ

ナ，フィリピン，バ

イクもフィリピ

ン？東南アジアで

盛ん，おお（感嘆），

東南アジアで人気

がある 

 

対する共通点は，独自性や面白さがより高くなると考え

られる。 

共通点の妥当性，独自性，面白さの各平均値について，

単語ペアの関連性の程度（近い・遠い）と言い換え（あ

り・なし）を要因とする繰り返しのない分散分析を行っ

た (Figure 2 ~ 4 に平均値と標準偏差を示す) 。分散分析

の結果，まず妥当性については，単語ペアの関連性の主

効果と，言い換えの主効果が有意であり，交互作用はみ

られなかった (関連性 : F (1, 714) = 99.00, p < .001; 言い

換え : F (1, 714) = 6.05, p < .05; 交互作用 : F (1, 714) = 0.06, 

n.s.)。独自性についても，単語ペアの関連性の主効果と言

い換えの主効果が有意であり，交互作用はみられなかっ

た (関連性 : F (1, 714) = 25.16, p < .001; 言い換え : F (1, 

714) = 16.18, p < .01; 交互作用 : F (1, 714) = 0.051, n.s.) 。さ

らに，面白さについても同様に単語ペアの関連性の主効

果と言い換えの主効果が有意であり，交互作用はみられ

なかった (関連性 : F (1, 714) = 43.21, p < .001; 言い換え : 

F (1, 714) = 7.10, p < .01; 交互作用 : F (1, 714) = 1.40, n.s.) 。 

以上より，遠い単語ペアに対する共通点は，近い単語

ペアに対する共通点に比べて，妥当性が低く，独自性と

面白さが高くなることが示された。また，言い換えを行
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図 2 単語ペアの関連性と言い換えの有無毎の 

共通点の妥当性の平均値と標準偏差 
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図 3 単語ペアの関連性と言い換えの有無毎の 

共通点の独自性の平均値と標準偏差 
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った共通点は言い換えを行っていない共通点に比べて妥

当性が低く，独自性と面白さが高くなる。すなわち，関

連性が低い対象間で共通点を探索する際に，言い換えを

行うことが独自で面白い共通点の発見につながることが

示唆された。  

4. 考察 

本研究では，共通点の探索過程に着目し，活性化した

属性の言い換えが独自で面白い共通点の発見につながる

のかを検討するため，共通点発見課題遂行中の発話プロ

トコルの分析を行った。共通点の探索過程において，対

象間の関連性が高い場合に比べて，関連性が低い場合に，

言い換えが多くなり (予測 1)，言い換えを必要とせずに

発見された共通点に比べて，言い換えを行った共通点の

方が，共通点の独自性や面白さが高くなる (予測 2) と予

図 4 単語ペアの関連性と言い換えの有無毎の 

共通点の面白さの平均値と標準偏差 
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測した。分析の結果，予測に一致した結果が示された。 

まず，予測 1 については，単語ペアの関連性の程度が

高い場合に比べて，低い場合に，属性の言い換えを多く

行っていた。関連性が高い，すなわち，近い単語ペアの

場合には，それぞれの対象について活性化する属性や概

念が共通している場合が多い。そのため，言い換えをせ

ずに発見される共通点が多くなっていた。それに対して，

関連性の程度が低い，すなわち，遠い単語ペアの場合は，

言い換えをする割合が多くなっており，これは，活性化

した属性や概念がそのまま共通点として成立するわけで

はなく，もう一方の対象にも当てはまるように言い換え

る必要があることを示している。  

次に，予測 2については，言い換えを行うことにより，

独自で面白い共通点が発見されることが示された。具体

的にはTable 1に示した発話例に示したように，どちらか

の対象の属性に最初に着目し，それをもう一方の対象に

も当てはまるように言い換える表現を探索することで共

通点が発見されていた。そしてこのようなプロセスで着

目される属性は，共通点として独自であるだけなく，両

方の対象にとって，通常では顕在的ではない属性である

と考えられる。 

以上の検討から，共通点の探索において，言い換えを

試みることが，独自な共通点，すわなち対象の普段とは

異なる捉え方にとって有効である可能性が示唆された。

今後の課題として次の 3 点がある。まず第 1 に，本研究

では，共通点の探索過程において属性の言い換えに着目

し，その有無を分類したが，言い換えの中にも，タイプ

の異なる言い換えがあった可能性がある。例えば，片方

の対象の属性がもう一方の対象にも当てはまるように表

現を変える言い換えと，対象間で異なる属性を抽象化す
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る言い換えとでは，タイプが異なる。前者の例としては，

Table 1のバイクとバナナの場合，バナナからフィリピン

を連想し，バイクにも当てはまるように，東南アジアと

いう表現に変えていた。後者の例としては，Table 1のイ

ンクとメダカの場合，プリンターと水槽を「箱」という

表現に抽象化していた。今後，独自で面白い着眼点を得

るための方法として，言い換えという方略が有効である

と考えられる。そのため，言い換えの中でのタイプが異

なる探索方法についても，より詳細に検討することで，

有効な方略や介入の方法を具体的に提案することが可能

となる。  

第 2 に，本研究では関連性の低い単語ペアと関連性の

高い単語ペアを用いて，発見される共通点の質を比較し

て検討を行った。そのため，発見された共通点は「共通

点」として評価を行ってきたが，対象の普段とは異なる

捉え方につながっているのかという点を検討するために

は，共通点としてではなく各対象の属性として，その独

自性や面白さを検討する必要がある。その場合には， 1

つの対象について連想される属性や概念を列挙した場合

に比べて，一見関連がなさそうな対象と組み合わせて共

通点を探索した場合の方が，独自で面白い属性を発見す

ることができているのかを検討する必要がある。これに

より，共通点の探索が対象の普段とは異なる捉え方に有

効であることを示すことができる。 

第 3 に，本研究の知見から，共通点の探索を通じて対

象の普段とは異なる捉え方が，問題解決における新たな

解法の発見や，新たなアイデアの生成に有効であること

が示唆された。今後は，共通点の探索がそういった創造

的な問題解決に及ぼす影響について，直接的に検討を行

う必要がある。具体的には，共通点発見課題を用いた事

前の練習によって，後に行うアイデア生成課題のパフォ

ーマンスが向上するかを検討する。この検討を通じて，

一見関連がなさそうに見える対象間での共通点の探索を，

創造的問題解決や創造的なアイデアの生成におけるパフ

ォーマンスの向上を促す有効な方法として活用していく

ことが期待される。 
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Abstract 
Creativity is one of the big issues in cognitive science. 

Many researchers have been investigating creativity from the 
beginning of cognitive science. However, many of previous 
studies investigate so qualitatively and descriptively that we 
cannot yet say what an underlying cognitive process for 
creativity is. 
 In this study, we investigated the relationship between 
creativity and individual characteristics in decision-making, 
which is estimated by using a computational modeling 
method. This analysis enables us to evaluate the relations 
quantitatively. 
 We found that exploration tendency correlates with the 
uniqueness of generated ideas in a typical creativity task, 
UUT. 
 This result suggests that our creativity has the common 
processes with information exploration. We believe that our 
result could be the first step for investigating creativity in a 
quantitative way and for understanding the cognitive process 
of creativity deeply. 
 
Keywords ― idea generation, reinforcement learning, 
computational modeling 
 

1. はじめに	
	 日常におけるアイデア生成場面を考えると，他の人

が思いつかないようなオリジナリティに富むアイデア

を高頻度にだす創造性にあふれるタイプの人もいれば，

知識や知性は十分であるにもかかわらず，オリジナル

なアイデアをあまり出さないタイプの人もいる． 
	 このような創造性の個人差は何に起因しているのだ

ろうか．先行研究では，創造性がリスク態度と関連し

ていることが示唆されている[1]．また，和嶋，植田，
足利，鷲田[2]は情報探索傾向の高い人ほど創造性課題
において高い成績をあげたことを報告している．これ

らの先行研究では，リスク態度や情報探索傾向を定性

的に評価していることから，認知活動のどのようなプ

ロセスが創造性に関与しているのかは不明なままであ

る． 
	 本研究では，計算論モデルに基づいた客観的な指標

を用いてリスク態度，情報探索傾向を定義し，これら

と創造性の関係を調べることで創造性の個人差の起源

について考察する． 
 
2. 方法	
2.1. 実験参加者	
	 20～22歳の学部生，大学院生 11名（男性 7名，女
性 4名）が実験に参加した． 
2.2. 課題と指標	
	 創造性研究では，いろいろな創造性課題と指標が用

いられ，様々な側面から創造性が検討されてきた．本

研究では，他の人が思いつかない独自のアイデアを生

成することを創造性が高いとみなす．このような創造

性を測るために， Unusual Uses Test（以下，UUT
課題; Guilford [3]）を用いた．UUT課題は，日常で使
用するものに関して普段は行わない使い方を制限時間

内にできるだけたくさん書き出す課題である．この課

題において，自分が出したアイデアのうち，他の実験

参加者が出しにくいアイデアの割合（uniquenessの高
さ）を個人ごとに計算し，それを各人の創造性の指標

とした． 
	 また，Behrens, Hunt, Woolrich, & Rushworth [4]
の方法にしたがい，ギャンブル課題での選択を強化学

習モデルにフィットすることで，各実験参加者のリス

ク態度及び情報探索傾向を推定した．強化学習は試行

錯誤による学習であり，各試行では，過去の試行から

得られた情報を利用して現在の報酬を大きくする選択

と，新しい情報を探索することで未来の報酬を大きく

する選択との間でコンフリクトが存在する．ギャンブ

ル課題のこの性質を利用して，新しい情報を得るため

の選択を重視する程度を推定し，情報探索傾向として

用いた． 
	 また，確率的に報酬が得られるギャンブル課題にお

いて，報酬の有無は不確実である．通常，客観的な期

待値が下がっても不確実性を避ける選択をする傾向が

あり，これをリスク回避傾向と呼ぶ．このリスク回避

傾向を同じギャンブル課題から推定し，リスク態度の

指標とした． 
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 図 1. ギャンブル課題の手続きを示す．2 枚の色違い
のカードから 1枚を選び，その後，当たりか（○）はず
れか（×）がフィードバックされる．カードの前に書か
れた報酬額は，各トライアル 0~100の間からランダム
に選ばれた． 
 
 
このように，リスク態度，情報探索傾向を強化学習モ

デルに則って推定するためのギャンブル課題と，創造

性を測るための UUT 課題を行い，これらの変数間の
関係を検討した． 
 
2.3. 手続き	
2.3.1. UUT課題	
	 ペットボトルの通常とは異なる使い方を考えること

を課題とした．時間は 3 分間とし，実験参加者は回答
用紙に思いつく限り多くのアイデアを書くことを求め

られた．	

2.3.2. ギャンブル課題	
	 手続きを図1に示す．実験参加者は色の違う2枚のカ
ードから一枚を選ぶことを求められた．それぞれのカ

ードには事前に決められた当たり確率と紐づけられて

おり（例えば，青いカードは30%の確率で当たり，緑
のカードは70%の確率で当たりなど），当たりの場合
はカードに書かれた数字の得点が与えられる．はずれ

の場合には得点は変わらない．実験参加者はこれを繰

り返し行い（60回），最終的な合計獲得得点を最大化
することを求められた．実験参加者はカードの色に紐

づけられた当たり確率を知らされておらず，試行錯誤

の中でそれぞれの当たり確率を学習していくことが期

待された． 

	 このように，ギャンブリング課題は典型的な強化学

習問題であり，強化学習モデルを用いてモデル化する

ことができる(Schultz, Dayan, Montague [5], Daw [6],  
Beherens,et. al. [4])．つまり，各トライアルにおける
各実験参加者が主観的に感じるそれぞれのカードの当

たり確率は， 
 

    pn+1 = pn +α * (δ − pn)                 (1) 

 
として，表すことができる．ここで pnは, 実験参加
者の主観的当たり確率，αはその実験参加者の学習

率，δは nトライアル目の選択が当たりの場合は 1，
はずれの場合は 0となる変数である．主観的確率の
初期値 p0は，青，緑両方のカードで 0.5とした（初
期値をフリーパラメーターとして，のちに説明する

フィッティングを行い，フィッティングの良さの尺

度であるAIC (Akaike Information Criterion [7])を
比較した上で，初期値は定数とした）． 
	 さらに，各カードの期待値は，それぞれのカード

に書かれた数字を mblue, mgreenとすると，それぞれ

  mn
blue * pn

blue , 
  mn

green * pn
greenとなる．この期待値に基づいて

選択は行われると考えられるため，それぞれの選択

確率（choice probability, CP）は softmax関数とそ
の傾きとしてあらわれる情報探索傾向γを用いて， 
 

  CPn
col =1/ (exp(−γ(mn

col * pn
col −mn

col * p n
col ) , 

where   col = {blue,green}  	 	 	 	 	 	 (2)                    
 
と表すことができる． 
	 さらに，ここでの主観的当たり確率 pは，各実験
参加者のリスク態度に基づいて，不確実性を嫌う傾

向を反映していると考えられるため，リスクを含む

主観的確率  p
!は，意思決定研究で一般的に使われて

いる Prelec [8]の risk weighting functionに基づき
フリーパラメーターρを用いて， 
 

   p
! = exp(−(−ln(p))ρ )                       (3) 

 
とした． 
	 数式(1), (2), (3)を合わせることで，我々のギャン 

time
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choice

reward

+
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図 2．ギャンブル課題の学習曲線．2本の線は，モデル
フィットにより推定される 2 種類のカードに対する実
験参加者の主観的な当たり確率を示し，実線が実験参

加者間の平均を表し，薄い色の範囲が標準誤差を表す．

それぞれの実際の確率は緑 0.7 と青 0.3 である（図の
点線）ため，実験参加者の学習が確かに成立している

ことを示しており，ここから推定されるリスク態度，

情報探索傾向が妥当であることを示している． 
 
 
ブリング課題における選択モデルを作成した．この

モデルを各実験参加者の 60 トライアルの選択結果
に，Neldar-Mead 法を用いて loglikelihood が最大
になるようにフィットすることで，3 つのフリーパ
ラメーター（学習率α，情報探索傾向γ，リスク態

度ρ）を推定し，このγ，ρを各実験参加者の情報

探索傾向，およびリスク態度として後の分析に用い

た． 
 
3. 結果	
	 ギャンブル課題での実験参加者の選択を強化学習

モデルへフィットすることで描いた学習曲線を図 2
に示す． 
  創造性の指標として，各実験参加者のアイデアの独
自性(uniqueness)を算出した．そのためにまず，全実
験参加者の全アイデアの中で5%未満の個数だったア
イデアに1点を与え，1%未満の個数だったアイデアに2
点を与えた．そして，実験参加者ごとにこの合計得点

を各人のアイデア総数で割った値をその実験参加者の

独自性の指標とした． 
	 この独自性にリスク態度と情報探索傾向がどのよう

に寄与するかを知るため，リスク態度と情報探索傾向 

 

 
図3. 情報探索傾向（横軸）と独自性（縦軸）の関係．
情報探索傾向が大きい実験参加者ほど独自性が高いこ

とがわかる．実験参加者数が少ないため，Jackknife法
[9]によるresamplingから求めた信頼区間を用いてt検
定を行った（t(10)=16.3, p<0.001）． 
 
 
のそれぞれが独自性にどのように関連するのかを，

Pearsonの積率相関係数により検討した． 
	 その結果，創造性指標とリスク態度には相関が見ら

れなかった一方，創造性と情報探索態度との間に正の

相関が見られた（図3）． 
	 このことは，創造的思考が情報探索態度により説明

される，もしくは，情報探索態度と共通の認知的基盤

を持つ可能性を示唆する．	

	

4. 考察	
	 我々の結果は，情報探索傾向の高い実験参加者ほど，

創造性が高いということを示唆している．アイデア生

成の場面において，情報探索傾向が強いということは，

問題解決の対象と関連の強い情報を利用すること以上

に，関連のなさそうな情報を探索することを優先する

ことと考えられる． 
	 一方で，先行研究で示唆されている[1]リスク態度と
情報探索態度については関連を見つけることはできな

かった．先行研究では，リスクが客観的に定義されて

おらず，単純に失敗回避傾向をリスク態度と呼んでい

る．本研究では，リスク態度は不確実性を避ける傾向，

情報探索態度は未来の選択に有効な情報を得るために

y=0.0796*x+ 0.5102 
(by robust fit) 
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不利な選択をする傾向を意味し，どちらも失敗回避を

妨げることから，先行研究におけるリスク態度に含ま

れる．したがって我々の結果は，先行研究の結果と整

合的であり，また，より厳密に創造性と関連する行動

傾向を特定したとも言える．このことが，本研究にお

ける計算論的手法によるメリットであろう． 
	 和嶋ら[2]では，情報収集傾向と創造性の関係を調べ
るために，インターネット検索を用いてデジタル一眼 
レフカメラについてのアイデア生成を実験参加者に行

わせた．その結果，デジタル一眼レフカメラに直接関

係しない情報，例えば「鳥の目」のような一見課題と

は関係なさそうな検索語で情報を探索する実験参加者

の方が，例えば「デジタル一眼レフカメラ	 性能」の

ような直接的に関連する情報を探索する傾向の高い実

験参加者に比べて，結果的に生成されるアイデアの独

自性が高いと評価された． 
	 和嶋ら[2]の結果は，既知の情報を利用するよりも新
たな情報を探索しようとする認知傾向が，生成される

アイデアの独自性を高めることを示す我々の結果と整

合する．本実験で対象としたアイデア生成の場面にお

ける創造性は，課題とは関連がなさそうな情報まで探

索することによる結果として表れるのかもしれない．

このことは，情報探索を誘導することによる創造的な

アイデア生成のサポートの可能性を示唆する． 
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Abstract
Automatic creation of concepts is important for

various situations. Previous researches in the con-

ceptual blending and the concept invention proposed

the cognitive models which represent the process by

which people combine concepts and those relation-

ships. However, those researches do not allow one

to create new concepts automatically because those

models can not discover which concepts should be

combined to create successful concepts. Therefore, we

show the hypothesis that there is the law governing

the process of concept creations which is represented

by the semantic network. In the experiment, the hy-

pothesis is verified by letting machine learning model

extract the law using the training data extracted from

the semantic networks built with document set writ-

ten before and after the past successful concepts. Af-

ter extracting such law, the machine learning model

can provide new concept in accordance with its law.

Keywords — Computational Creativity, Con-

cept Invention, Machine Learning

1. はじめに
創造的なアイデアには様々な形態があるが，なかで

もコンセプトはその汎用性や結果への影響力という観
点で重要である．コンセプトの創出は，「音楽や絵のコ
ンセプト」「新商品のコンセプト」のように創造性を
要するタスクの多くで共通して行われている．また，
コンセプトは作品や事業等の全体を貫く基本的な概念
[1] であり，新しい作品や事業等の実現に向かう筋道
を決める役割を果たすため，コンセプトの良否は結果
に大きな影響を与える．

コンセプトの生成は，これまで主に Computational

Creativity (以下，計算論的創造性) [2] と呼ばれる分
野で，無関係な概念を合成する認知過程と合成された
概念の意味に焦点を当てて研究されることが多く，そ
れらの研究は芸術や数学といった領域を対象すること
がほとんどで，ビジネス等の領域でコンセプトを生成
するには至っていない．Fauconnierら [3] は，概念の
合成を日常的な思考や言語運用の基本的な認知過程の
ひとつであると主張し，概念や概念間の関係からなる
空間を結合する操作が無意識下で実行されるというモ
デルを提案した．Schorlemmerら [4] は，概念合成を
数理的に厳密なものとし，計算機での実装を可能にす
ることを目的に，[3]のモデルをベースに，多様な概念
モデルとあらゆる論理推論モデルに包含することが可
能な概念合成のモデルを構築するプロジェクトについ
て報告している．これらのモデルには一般性があると
主張されてはいるものの，数学や音楽といった特殊な
対象を題材にした議論が展開されている．また，これ
らの研究は，新たな概念を作成する際の元となる概念
群が所与とされているため，無数に存在する概念が動
的に変化するような実世界のタスクでは組合せ爆発が
起きるため適用に限界がある．例えば，ビジネスでの
商品開発や，政府による社会問題の解決といったタス
クがこのような実世界のタスクの実例である．
一方，このようなビジネス等の実世界の問題に，い

わゆる人工知能技術を適用する研究が近年活発に行
われている．この背景には機械学習等の逆推論技術の
ブレークスルーと，利用できるデータの飛躍的な増加
がある．逆推論技術と膨大なデータを活用する問題解
決の方法論はデータ駆動 [5]と呼ばれ，画像や音声の
認識，医療分野での診療や新薬開発，対話型エージェ
ント，自然科学における法則発見の自動化といった幅

1
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広い領域で研究されている．データ駆動のアプローチ
は，記号やルールの設計を行わない点で，設計者が記
号やルールを定義した世界で知能を発揮させる伝統的
な記号ベースの人工知能の研究と異なっている．多く
の現実のタスクでは，明示的に分節化されていない無
数の構成要素が動的に相互作用するため，あらかじめ
記号やルールを与えておくアプローチには限界がある
[6, 7]．このようなタスクを以下では “実世界問題”と
呼ぶ．データ駆動アプローチの成功は，膨大なデータ
に埋め込まれている対象領域の知識を機械的に抽出す
るアプローチの実世界問題における有効性を示してい
るといえる．
コンセプトの創出についても，成功するコンセプト

に共通したルール（つまり法則性）が過去のデータに
埋め込まれている可能性がある．データ駆動型のアプ
ローチを用いて，成功したコンセプトの創出の法則性
をデータから抽出することができれば，その法則性に
したがって生成することにより質の良いコンセプトが
得られると考えられる．そこで本論文では，意味ネッ
トワークの経時変化で表現されたコンセプトの創出過
程の計算論的なモデルを提案し，そのモデルの枠組み
のもとで機械学習で過去のデータの抽出を試みること
により，“成功した新商品のコンセプトの生成過程に
共通した法則性が存在し，少なくともその法則性の一
部は意味ネットワーク上の演算で表現される”という
仮説の検証を行う．この仮説が検証されれば，過去に
成功したコンセプトに共通する法則性を抽出した学習
機を用いて，まったく新しいコンセプトを機械的に生
成できるようにもなる．
コンセプトの生成パタンを機械学習で抽出するため

には，コンセプトとその生成過程を計算論的なモデル
で表現する必要がある．人の知識表現としての妥当性
の研究 [8, 9]や，意味ネットワークの工学的な柔軟性
をふまえた研究がなされてきたこと [10] をかんがみ，
意味ネットワークとその接続関係の変化を用いて，コ
ンセプトとその生成過程を表現する．
意味ネットワークで表現されたコンセプト生成の法

則性を機械学習で抽出する問題は，一般にはコンセプ
ト登場前後の意味ネットワークの経時変化をモデルの
入出力とすることで，ネットワークをネットワークに
写像する関数の獲得を機械学習で行うことになる．し
かし，入出力がともにネットワークであるようなデー
タを学習することが難しいので，ネットワークの接続
を推定するリンク予測問題として定式化することで，
機械学習に解ける問題とした．
なお本論文では，単にコンセプトを「作品や商品の

全体につらぬかれた，骨格となる発想や観点」[1]とい
う意味に限定して用いる．例えば「新しい商品のコン
セプトを議論する」といった用法である．また，概念
と述べた場合は「物事の概括的な意味内容」という意
味で用いる．この場合，概念としての犬は，４本足で
あり，尾を持ち，ペットとして人気があり，という共
通の意味を持った，個々の犬の集合である．

2. 本研究の仮説
本研究は，成功するコンセプトが生成されてきた背

後に何らかの共通した法則性が存在していることを前
提としている．さらに，その法則性の一部は意味ネッ
トワークで表現できる（つまり意味ネットワークから
抽出可能な説明変数で記述される）ことが仮定されて
いる．より具体的には，コンセプトの登場前後の意味
ネットワークの経時変化で記述される説明変数で，法
則性が説明されるという仮定である．これは，必ずし
もコンセプトが生成される法則性の全てを意味ネット
ワークで表現できるということではない．しかし，コ
ンセプトの生成の法則性の一部は，意味ネットワーク
の経時変化を表す何らかの演算であることになる．こ
れは，実世界問題における創造的なアイデアの重要な
形態であるコンセプトの生成の自動化に，意味ネット
ワーク上での演算が必要であることを示唆する．その
法則性を計算機に実装することで，成功するコンセプ
トに共通した法則性にしたがったコンセプトの自動生
成が可能になる．
この仮説を検証するためには，過去に成功したコン

セプトに関するデータを用いて，実際にそのコンセプ
トの生成パタンに法則性があることを確認すればよ
い．5.章の実験では，過去のコンセプトのデータを学
習することで法則性の獲得をこころみた学習モデル
と，ランダムな識別しか行わないモデルを比較するこ
とで，法則性の有無の検証を行う．

3. コンセプト創出過程のモデル
本章では，概念とコンセプトを計算論的な表現で定

義し，その後，コンセプトの創出過程を計算論的にモ
デル化する．まず，概念とその意味を表現するモデル
として，意味ネットワークのノードとその接続関係を
用いる．意味ネットワークではノードが概念に対応し
ており，意味的に関連のある概念同士がエッジで接続
されている．本研究では，概念の意味を直接エッジで
接続された概念の集合とする．このとき，V を概念
の集合，E を概念間の繋がりであるエッジの集合とし
て，意味ネットワークは S = (V,E)と書け，ある概念
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v̂ ∈ V の意味 V v̂ をエッジで直接つながった概念の集
合 V v̂ = {v|ē(v, v̂) ∈ E} = {v|v ∼ v̂}と書ける．ここ
で，ē(v′, v′′) は v′ と v′′ のエッジを表し，v′ ∼ v′′ は
v′ と v′′ がエッジで接続されていることを示す．
次に，コンセプトを意味ネットワークを用いて定義

する．本研究で扱うコンセプトは「高級感がある日本
車」といった，新しい意味付け（“高級感”）がなされ
た概念（“日本車”）である．よって，新しい意味付け
がなされた概念であるコンセプトの意味ネットワーク
での表現は，従来は直接つながっていなかった概念と
の新しい接続が付与されたノードとなる．例えばレク
サスであれば，図 1のように，発売前には “信頼性”，
“耐久性”といった概念が “日本車”の意味として意味
ネットワーク上で接続されていたのに対し，新しいコ
ンセプトは “高級感”，“デザイン性”，“重厚感”，“富
裕層” といった新たな概念が “日本車” に接続された
意味ネットワークとして表現できる．

耐久性

安全性

信頼性

日本車

重厚感
富裕層

高級感

デザイン

図 1 “レクサス”のコンセプトの例．実線が新たに付
与された意味である．

以上から，コンセプトは意味ネットワークを用いて
次のように定義できる．
Definition 1. コンセプトの計算論的表現
意味ネットワーク (V,E) と概念 vtarget が与えられ
たとき，vtarget ∈ V の新しいコンセプトとは，概念
vtarget のもともとの意味 V vtarget

= {v|v ∼ vtarget}
には含まれない新たな概念を含む概念集合 V new と，
V new と vtarget の接続からなる意味ネットワークで
ある．
このコンセプトの定義のもとで，コンセプトを創出

する過程は既存の概念に対して適切な新しい接続を発
見することに他ならない．図 1の “レクサス”の例で
いえば，従来の “日本車” とは接続されていなかった
“高級感”や “重厚感”といった概念を見いだすことが，
“レクサス”のコンセプトの創出過程である．従って，
コンセプトの創出過程は次のように意味ネットワーク

加速

富裕層
高級感

デザイン
ポルシェ

ベンツ

重厚感

耐久性
安全性

信頼性

日本車

耐久性
安全性

信頼性

日本車

重厚感

富裕層 高級感

デザイン

従来の意味ネットワーク 

Ψの出力したエッジを新たに付与した

“日本車”の新しいコンセプト

Ψ(S, v日本車) = {e(v日本車, v高級感), e(v日本車, v信頼性), . . .}− −

S
before

図 2 “レクサス”のコンセプトの創出過程の例

の新しい接続を与える関数 Ψで与えられる．
Definition 2. コンセプトの創出過程
意味ネットワーク S = (V,E) と概念 vtarget が与え
られたとき，vtarget のコンセプトの創出過程は，意味
ネットワークと概念のペアから新しい概念との接続を
与える関数

Ψ : (S, vtarget) #→ Enew (1)

で表現される．ここで，Enew は対象の概念 vtarget

の新しい接続 {e|ē(v, vtarget), v ∈ V new \ V vtarget} で
ある．
図 2 は，“レクサス” のコンセプト創出過程の例で

ある．従来の意味ネットワークにおいて，“日本車”は
“信頼性”や “耐久性”を有している一方，“ベンツ”や
“ポルシェ”の持つ “高級感”は有していない．この意
味ネットワークを Ψ に入力して得られる新たな接続
ē(v日本車, v高級感)や ē(v日本車, v信頼性)等を，“日本車”の
ノードに新たに接続することで，高級感を兼ね備え
た新しい日本車であるレクサスのコンセプトが得ら
れる．
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4. データからのコンセプトの創出
4.1 意味ネットワークの自動構築
本研究では学習機に与える学習データの作成のため

に，成功したコンセプトが登場した前後の意味ネット
ワークが必要である．意味ネットワークの構築は手作
業では大変手間のかかる作業のため，自動的に構築で
きることが望ましい．
エッジに属性が付与されず，ノードに概念が紐付い

たような意味ネットワークを構築するためには，すべ
ての概念の集合と概念のあいだの接続関係がわかれば
よい．すべての概念が与えられ，その概念の任意のペ
アの意味的なつながりの有無（“日本車”と “燃費”は
接続され，“日本車”と “辛い”は接続されない等）が
わかれば，概念に対応するノードの集合を V，つなが
りのある概念のペアのあいだのエッジの集合を E と
することで，意味ネットワーク (V,E)を構築できる．
概念の集合と，概念のあいだの接続関係は，形態素

解析と統計的意味論 [11, 12]と呼ばれる手法を用いる
ことで，十分な量の文書データから得ることができ
る．まず，文書に形態素解析で分かち書き処理（膠着
語である日本語の文章を，文の最小単位である形態素
に分割する処理）をほどこし，形態素を概念として扱
うことにすれば，その文書データに含まれる全ての概
念を得ることができる．十分に多くの文書データを収
集すれば，その十分な規模を持った文書データには対
象とする概念やその概念に新たに付与されるであろう
概念が全て含まれているので，得られた概念に対応す
るノード群を意味ネットワークのノード集合 V として
用いる．次に，統計的意味論の手法を用いると，それ
ぞれの概念の実数値ベクトルでの表現を得ることがで
きる．多くの統計的意味論の手法は，概念の意味の近
さがベクトルの間の距離となるようにベクトル表現が
与えられる．そこで，ふたつの概念 v1 と v2 のベクト
ル表現 v1,v2 の距離 d(v1,v2)がしきい値 λより小さ
い場合，すなわち d(v1,v2) < λである場合に，v1 と
v2 に対応するノードをエッジでつなげば，意味の近い
概念が接続された意味ネットワークを得ることができ
る．λはハイパーパラメーターであり，距離 d(·, ·)に
は例えばコサイン類似度を用いれば良い．

4.2 リンク予測によるコンセプト創出
定義 2 によれば，コンセプトの創出は意味ネット

ワーク上で，概念の新しい接続を見いだす処理であ
る．人間の専門家によって新しいコンセプトを創出す

る際には，“日本車”といった対象となる概念に新たに
付与するのに適切な概念を探索的に見出していると考
えられる．つまり専門家は式 (1)の関数 Ψの入出力関
係を与える何らかの認知プロセスにしたがって，既存
の意味関係から新しいコンセプトを生み出していると
解釈できる．
文書には，書かれた際に概念が持っている意味が埋

め込まれていると考えられる．例えばブラックベリー
が最も売れているスマートフォンであった当時に書
かれた文書には，スマートフォンとタッチパネルのつ
ながりを示唆するような文書は極めて少なく，一方，
iPhone が発売された後に書かれた文章には，スマー
トフォンとタッチパネルは密接なつながりを持ってい
ることが読み取れるはずである．従って，成功したコ
ンセプトが登場した前と後に書かれた文書をそれぞ
れ集めた文書データから意味ネットワークを構築すれ
ば，過去のコンセプトの意味ネットワークでの表現を
構築でき，そこから意味ネットワークの経時変化に共
通する法則性を抽出できると考えられる．これは，成
功したコンセプトの登場前と登場後の意味ネットワー
クから，人間の専門家がコンセプト創出の過程で用い
た Ψ の入出力関係を近似的に取り出せることを意味
する．以下では，成功したコンセプトを生み出した卓
越した専門家の持つ Ψを Ψ∗ と書く．
次に，Ψの入力と出力を定める．Ψの入力はコンセ

プトを生み出した時点で所与な情報なので，そのコン
セプトが登場する以前の意味ネットワーク Sbefore =

(V before, Ebefore)と，新たなコンセプトを生み出した
い対象の概念 vtarget とする．計算機がコンセプトを
創出したり法則性を獲得する際には，Sbeforeは 4.1章
で述べた通りコンセプトが登場する前に書かれた文章
から自動で構築することが可能である．コンセプトを
考案した専門家や組織が保持していた概念や，概念の
意味の完全な再現ではないが，web等から収集された
十分な量の文章から作成された意味ネットワークは，
コンセプト発案の際に暗黙的に使われた概念や意味関
係の良い近似になると考えられる．もうひとつの入力
である vtarget はコンセプトの対象そのものであるか
ら所与とすることは自然であり，また過去のデータか
ら学習データを作成する際に vtaregt を特定すること
は容易におこなえる．
Ψ の出力は，対象の概念 vtarget へ付与する新しい

接続 Enew である．学習データを作成する際には，コ
ンセプトが登場した後の文書データから構築した意
味ネットワークから新しい接続が抽出できる．まず，
コンセプト登場後の文書データから意味ネットワーク
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Safter = (V after, Eafter) を構築する．その意味ネッ
トワーク Safter の vtarget に対応するノードの接続の
うち，従来のエッジ集合 Ebefore には存在しなかった
エッジの集合が，対象とする概念の新しい接続である．
以上で Ψ の入力と出力が定まり過去のデータから

この入出力の組を抽出する方法が得られたので，入出
力の組のデータ D = {(dini , douti )}ND

i=1 を過去の成功し
たコンセプトの登場前後に書かれた文書データの組か
ら作成することができる．このDは過去に成功したコ
ンセプトが生み出された際の入出力関係を表したデー
タなので，十分な性能を持つ学習機 ψ があり，ND が
十分に大きいという仮定のもとで，D を用いて ψ を
訓練して得られるモデルが成功したコンセプトを生み
出した専門家の持つ Ψ∗ の良い近似になる．
一般に，新たな接続の組み合わせ V new の全てを出

力するモデルの学習よりも，ノードのペアの接続を
個別に予測するモデルの学習のほうが機械学習の問
題としては容易である．本節でここまで述べてきた
問題を 2 値分類問題とするには，ψ のかわりに２値
分類のモデル ψbin を用い，学習データには入力の組
(S, vtarget, vi) と出力 vi

new∼ vtarget のペアからなる
データを用いればよい．ここで，vi は vtarget との接
続を判定したいノードであり，new∼ は，vi, vtarget の間
のエッジが V new

D に含まれるかのラベルを２値で返す
２項演算子である．例えば，接続されている場合のラ
ベルを 1として与えることにし，vi は vtarget と接続
されているとすれば，vi

new∼ vtarget は 1である．この
vi

new∼ vtarget を定めるためには，Snew において vi と
vtarget が接続されているかを確認すればよい．このよ
うに，２値問題としてエッジの接続関係を予測する問
題はリンク予測問題と呼ばれ，以上の議論から，コン
セプト創出はリンク予測問題として定式化できること
がわかった．
さらに，グラフである S を含んだ入力をそのまま

与えることができる学習モデルは我々の知る限り存
在しないので，(S, vtarget, vi) を何らかの特徴量に変
換する必要がある．通常，特徴量は実数値ベクトル
で与える必要がある．良く用いられる特徴量として，
vi, vtarget の S における隔たりや，共通の隣接ノード
の数がある．本アプローチではこの特徴量は [13]等で
報告されている指標の任意の組合せを用いることがで
きる．以下では，(S, vtarget, vi) の特徴量を与える関
数を f(vi, vtarget, S)と書く．
以上の議論から，データから得られる特徴量

f(vi, vtarget, S) と接続の有無 (vi
new∼ vtarget) を学習

データの入出力の組 x ∈ RNf

, y ∈ {0, 1}を

x = f(vi, vtarget, S) (2)

y = (vi
new∼ vtarget) (3)

とし，２値分類の識別モデルを ψbin として，ψbin を
学習データ x ∈ RNf

, y ∈ {0, 1} で訓練して得られる
ψbinを，コンセプトの新たな概念として採用するか否
かの識別に用いればよいことがわかった．

5. 検証実験
2.章で述べた仮説を検証するため，過去に成功した

コンセプトが意味ネットワークの接続という観点で何
らかの法則性を持って生み出されてきたことを確認す
る．そのためには，過去に成功したコンセプトの前後
の意味ネットワークから式 (2)と式 (3)でデータ Dを
作成し，D を学習データとテストデータに分割して
評価するクロスバリデーションを行って学習モデルと
ランダムに予測するモデルの予測精度を比較すれば良
い．すなわち，データ D を k 分割し，分割したうち
の k − 1個で学習モデルを訓練する．そして学習に用
いていない残りのデータの xをモデルに与えたときの
出力が D で与えられている正解の y に一致している
かを，学習モデルとランダムモデルの両方について評
価し，それらの精度を比較する．もし，学習モデルの
予測精度がランダムに予測を行うモデルよりも十分に
高ければ，モデルはランダムではない何らかの法則性
にしたがってコンセプトに付与すべき概念を推定して
いることになり仮説が支持される．

5.1 データと実験の設定
文書がパブリッシュされた時期を絞り込めるイン

ターネット検索エンジンを用いて，2008 年以前と
2009 年以降のそれぞれで “ラー油” というキーワー
ドで検索した文書を取得した．これは “食べるラー油”

の発売前と後を想定した文書セットである．それぞれ
の文書長は，30,326,404単語，27,271,611単語であっ
た．取得した文書はMecab [14]で形態素解析を行い，
分かち書きされた個々の形態素を意味ネットワークの
概念として用いた．ただし，記号等を除外する目的で
出現回数が 200回未満の概念は無視した．分析対象と
する概念は，“食べるラー油” 登場の前と後の文書に
共通して現れる概念に限定した．概念の種類は最終的
に 7,392 種類になった．概念の間の距離を得るため，
word2vec [12]を用いて単語のベクトル表現を得た．概
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表 1 接続予測の精度. 値は Cross Validationの平均であり，括弧内はその標準偏差.

Precision Recall F-score

RF 0.51 (± 0.014) 0.55 (± 0.050) 0.53 (± 0.030)

Random 0.048 (± 0.0037) 0.46 (± 0.034) 0.087 (± 0.0067)

念の距離をこのベクトルのコサイン類似度で測り，し
きい値を 0.2として意味ネットワークを構築した．
リンクの接続有無を予測するモデルの学習データ

の特徴量には，[13]で報告されている指標を全て用い
た．2値の識別モデルとして Random Forests （以下，
RF） [15] を用いた．RF の適切なハイパーパラメー
ターは，Random Search法 [16]で見出して用いた．
また比較のため，接続の有無をランダムに予測する

モデル (以下，ランダムモデルまたは Random)の精
度も評価した．ランダムモデルは，ノードが接続され
るかを確率 0.5でランダムに判断するだけのモデルで
ある．

5.2 接続予測の精度
以上の設定のもとで行った実験の精度を表 1に示す．

問題の正負のラベルの数が大きく偏っていることをふ
まえ，評価指標には，Precision, Recall, F値を用いた．
3 foldのクロスバリデーションの平均と分散をそれぞ
れの評価指標について算出した．F 値は Precision と
Recallの調和平均である．
表 1 によると，ベースラインであるランダムモデ

ルは，0.5の確率で接続されると予測するため Recall

は 0.46とおよそ 0.5になっている一方，本来は接続さ
れないノード同士も同じく確率 0.5で接続すると予測
するため Precisionは 0.048と低い値となった．結果，
Precisionと Recallの調和平均である F値も 0.087と
低い精度となった．一方，学習データからヒット商品
のコンセプトで接続されたノードを学習した RF で
は，Precisionがそれぞれ 0.51とランダムモデルより
明らかに良い精度となり，Recallも 0.55と 0.5をこえ
る結果となった．F値は 0.53となり，ランダムモデル
の 0.087を明らかにこえる精度となった．学習モデル
がランダムモデルよりも十分に高い精度であったこと
は，コンセプト創出におけるリンクの接続のされかた
に，[13]の特徴量を説明変数とする法則性が存在して
いることを示唆する結果であり，2.で述べた仮説を支
持する結果である．RFは過去のデータの学習により
その法則性を獲得したことになる．ただし，精度その
ものは 50%前後であり，完全な自動化には精度の向上
が必要な水準である．

6. まとめ
成功したコンセプトの生成に共通した法則性が，コ

ンセプトの登場前後の意味ネットワークの経時変化で
記述される説明変数で記述されるという仮説を提示
し，機械学習で過去に成功したコンセプトに関する
意味ネットワークの変化を学習することを通じてその
仮説を支持する結果を得た．学習を通じてこの法則性
を獲得したモデルを用いて，過去のコンセプトの法則
性にしたがった新しいコンセプトを生成することがで
きる．
今後の課題として，接続関係の予測精度の向上，よ

りリッチなコンセプト表現の活用，収集した文書デー
タの質と量と精度の関係の分析があげられる．
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作品生成とその評価に先行キャラクターが及ぼす影響 

 ——漫画作成課題を用いた検討—— 
Effects of Preinventive Characters to Generating and Evaluating 

Cartoon  
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Abstract 

 The importance of preinventive structures has 

been confirmed by a number of studies of creativity. 

Some of cartoonists also mention the importance of 

making characters prior to creating products. This 

study aimed to reveal how prior character settings is 

reflected to products by using cartoon creation. The 

experimental results based on mediation analysis 

are summarized as follows. First, a relation between 

social descriptions of the main character and story 

quality of products was mediated by extroversion 

trait. Second, a relation between descriptions of the 

main character without social expression and 

quality of representation of products were mediated 

by rhetorical symbols. 

 

Keywords ― cartoon, creativity, preinventive structure 

 

1. 目的 

 創造性研究において，発明先行構造(preinventive 

structures)と呼ばれる産出物の生成に先行して作られ

る心的なイメージが，後の創造活動に重要な役割を果

たすことが明らかにされてきた[2]．一方，産出物の創

造性の評価は，産出物上の表現を通して行われる．そ

のため，発明先行構造の質が，どのように産出物に反

映され，そして，産出物の評価へとつながっていくの

かという三者の関係を明らかにすることは，本質的な

問いであると考えられる．  

本研究では，漫画の作成と評価に焦点を当て，上記の

問いについて検討を行った．漫画制作においては，例

えば「身上調査書」[1]や「キャラクターボックス」[3]

など事前のキャラクター設定が重要性な役割を果たす

ことが示されており，漫画にとっての発明先行構造と

考えられる．実験では，発明先行構造としての「身上

調査書」の質が，漫画作品上にキャラクターの特徴や

漫画的な記号表現として反映され，それが作品評価に

つながることを仮定して検討を行った(図 1).  

 

図 1 本研究で想定する媒介モデル 

2. 方法 

実験参加者 

 大学生 21名が実験に参加した． 

 

漫画作成ツール 

 本研究では，「漫画作成ツール」（コミ Po !   

http://www.comipo.com/）を用いることで，参加者が

簡便に漫画を作ることを可能にした．この「漫画作成

ツール」では，（１）事前に用意されたキャラクターを

コマの中に配置し，（２）ポーズ，表情，およびアング

ルを決定し，（３）背景やフキダシなどその他の画像を

配置することで漫画を作成することができる．用意さ

れたキャラクターの表情は 657種類，ポーズは 223種

類，その他の素材は 2000 種類以上ある．本ツールを

使用することで，作品がどのような素材によって構成

されているか，すなわち，作品上の表現を定量的に評

価すること可能となる． 

 

手続き 

 課題は週をまたいで 3 つのフェーズに分けて行われ

た．第 1 フェーズでは，参加者は「漫画作成ツール」

に関するチュートリアルを受けた．第 2 フェーズで参

加者はまず練習課題として大まかな舞台設定が与えら

れた上で４コマ漫画の作成を行った(表１)．その後，参

加者は本番の漫画作成課題に使う主人公の「身上調査

書」を記入した．「身上調査書」は『NHK 高校講座』

(http://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/art/free_001.html 
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表１ 課題で用いられた舞台設定 

 

 

)で使用されたものを基に作られており，A3 用紙に主

人公の性格や交友関係などの属性を書き込むものにな

っていた．第 3フェーズでは，まず第 2フェーズで記

入してもらった「身上調査書」の内容を思い出しても

らうために A4 用紙に「主人公の紹介文」を作成して

もらった．「主人公の紹介文」の作成は，「身上調査書」

において，参加者がキャラクターの中心的な属性とし

て捉らえていたものを抽出することを目的とした．以

降の「身上調査書」の分析では，「主人公の紹介文」の

内容を用いる．「主人公の紹介文」作成後，参加者は，

練習課題よりも自由度の高い舞台設定を与えられた上

で，8 コマを標準に何コマ描いても良いというルール

の下，漫画作成を行った（図２）． 

 

 

図 2 漫画作成課題の作品例 

分析指標 

 本研究では，事前に作成された「身上調査書」の質

が，漫画作品上に現れる漫画的な記号とキャラクター

の所作・表情・性格に反映され，「作品評価」につなが

るとした媒介モデルを仮定している．以下で説明変数，

媒介変数，目的変数に分けて説明していく． 

 説明変数 まず説明変数である「身上調査書」のコ

ーディングを行った．キャラクター作りに関しては，

年齢，性別，学歴などキャラクターに直接関わる設定

の他に「父親と母親の関係」（即ち家庭環境）といった

キャラクターに間接的に関わる設定がキャラクターの

性格を決めるのに重要であると考えられるため[1]，こ

れを踏まえ，「主人公の紹介文」の内容を主人公自身の

属性についての記述である「主人公記述」と，家族や

友達など主人公以外の人物についての記述である「他

者記述」の 2カテゴリに分類した． 

 媒介変数 媒介変数は大きく「主人公の特徴（所作・

表情・性格）」と「漫画的な記号表現」で構成され，前

者に関しては，「表情の種類」（作品中の主人公に使わ

れた表情パーツの数を，作品中に出現した主人公の数

で割って算出），「ポーズの種類」（主人公に使われたポ

ーズの数を，作品中に出現した主人公の数で割って算

出）を測定した．それに加えて，主人公の性格をBig five

（「外向性」「誠実性」「情緒不安定性」「開放性」「調和

性」：短縮版[5]を使用）により，作品を見た上で評価

してもらった（5 段階評価：評価者 20 名）．後者に関

しては，集中線やオノマトペなど感覚・感情・動作を

表す記号が作品中に 1 コマあたりどれだけ使われたか

（「修辞記号」）で評価された(図３)．  

 目的変数 そして，目的変数である「作品評価」は，

作品を読んでもらい「ストーリーの面白さ」，「描画の

うまさ」の２つの項目で評価された(５段階評価：評価

者 20名)． 

ある日、学校で越谷先生は秩父山先生に相談を持ち掛けました。

その相談内容はある生徒の喫煙を止めさせるための何かいい方法は

練習課題の舞台設定 ないかというものでした。秩父山先生は解決策を考え始めました。

そして秩父山先生は自信満々に的外れなことを言いました。

越谷先生は呆れてしまいました。

こみぽのクラスは、いくつかのグループに分かれて学園祭の出し物を

それぞれのグループごとにすることになりました。こみぽのグループの

本課題の舞台設定 出し物が決まりました。しかし、出し物ができるかどうかには最終的に

担任の先生の許可が必要です。担任の先生は厳しいことで有名なので、

担任の先生とうまく交渉する必要があります。この後の展開も含めて

漫画にしてください。
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図３ 表情・ポーズ・修辞記号の例 

 

 

3. 結果 

 前述したモデルを検討するために媒介分析を行う．

以下では，（１）説明変数から目的変数へ回帰し有意な

パスを確認し，（２）説明変数から媒介変数へ回帰し有

意なパスを確認し，（３）説明変数と媒介変数の両方を

入れて回帰し，媒介効果の検定を行う． 

 まず，説明変数である「身上調査書」より得られた

２つの変数（「主人公記述」，「他者記述」）と目的変数

である「作品評価」（「ストーリーの面白さ」，「描画の

うまさ」）との間で回帰分析を実行した．その結果，「主

人公記述」が「描画のうまさ」を有意に説明し，「他者

記述」と「ストーリーの面白さ」を有意に説明するこ

とが確認された． 

 続いて，説明変数と，媒介変数である作品上の「主

人公の特徴」（「表情の種類」，「ポーズの種類」，性Big 

fiveの「外向性」，「誠実性」，「情緒不安定性」，「開放

性」，「調和性」）），「漫画的な記号表現」（「修辞記号」）

との間で回帰分析を実行した．その結果，「主人公記述」

が「修辞記号」を有意に説明し，「他者記述」が「外向

性」を有意に説明することが確認された． 

 そして，「主人公記述」と「描画のうまさ」の関係に

対する「修辞記号」の媒介効果と，「他者記述」と「ス

トーリーの面白さ」の関係に対する「外向性」の媒介

効果を検討した．ブートストラップ法（バイアス修正

法，2000回のリサンプリング）により 95%信頼区間を

もとめ媒介効果の検定を行ったところ，「主人公記述」

→「修辞記号」→「描画のうまさ」のパス，「他者記述」

→「外向性」→「ストーリーの面白さ」のパス両方で

信頼区間に 0が含まれておらず（95%CI（.045-.215 

& .022-.263）），媒介効果が有意になり，それぞれのパ

スが成立することが確認された（図４）. 

 

 

図４ 媒介分析の結果 

 
Note. 「主人公記述」から「描画のうまさ」にかけての直接
効果（.48）は，媒介変数によって有意性が消失（.03）し（p 
<. 05），同様に，「他者記述」から「ストーリーの面白さ」に
かけての直接効果も媒介変数によって有意性が消失（.19）し
た（p < .05） 

 

4. 考察とまとめ 

 本研究では，「身上調査書」による漫画の主人公の事

前の設定が，どのように漫画作品上に反映され「作品

評価」につながるのかを検討した．その結果，主人公

の事前の設定に主人公自身の属性に関する記述が含ま

れるほど，表現がうまいと評価されることがわかった．

さらに，主人公に関する記述と表現のうまさの関係は

感覚・感情・動作を表す漫画的な記号が媒介している

ことがわかった．このことは，しっかり考えられた主

人公の内在的な特性が，感覚・感情・動作という内在

的な特性に関連する修辞記号というかたちで表出され

たため，結果的に表現がうまいという評価につながっ

たのだと考えられる． 

 また，主人公の設定に主人公以外のキャラクターの

記述が含まれるほど，作品のストーリーが面白いと評

価されることがわかった．さらに，主人公以外の他者

に関する記述とストーリーの面白さとの関係は主人公

の外向的な性格が媒介していることがわかった．この

ことは，友達や家族など周辺人物について考えること

は，社会的インタラクションが生じる物語の中でうま

く機能する外向的な主人公の産出を促し，結果的にス

トーリーが面白いという評価につながることを示して

いる． 

 今回確認されたことを踏まえて，今後はキャラクタ

ーの設定方法を統制した実験を行うなど，さらなる検

討を進める予定である． 
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Abstract 
This article presents the brief review of the various 

numeracy scales in decision making, and it also shows the 

three numeracy-related empirical results; two were about 

risk communication of the probabilistic seismic forecast and 

one was for survey response. Study 1(Hirota, 2013a, b) 

revealed that when the probabilistic forecasting with high 

value were modified to lower, low numeracy groups felt 

significantly “more” fearful, even though high groups felt 

relief. Study 2(Hirota, 2015) revealed that numeracy 

measured by CRT significantly related to the amount of 

increase in the intention of coping behaviors after the 

presentation of the seismic forecast map. Study 3 (Hirota, 

2014) revealed that many of low numeracy participants 

didn’t respond some of the categories in Likert scale, though 

high participants tended to use all the categories. 
 
Keywords ：numeracy, probability, risk communication, 

earthquake 

 

1. はじめに 

 ヒューリスティックとバイアス研究により、人々は

示された確率や統計的情報に対してさまざまなバイア

スのある判断を行うことが明らかになった。しかし一

方で、現代社会では一般の人々に確率や統計情報が提

供され、その下で各人がそれぞれ主体的に適切な意思

決定することを求められる場面が増加している。これ

は特定の領域に限らず、経済、医療、災害、地球環境

問題等多数の領域の共通した問題である。この問題を

解決するための一つの糸口として、近年医療での意思

決定領域を中心に、個人要因として注目されたのがニ

ューメラシー(numeracy)である。本報告ではニューメ

ラシーを測定するための尺度と研究の展開を広田

（2015）を元に概観するとともに、報告者が過去に行

ってきたニューメラシー関連の研究（地震の確率的長

期予測情報に対する判断の研究と回答行動の研究）に

ついて紹介する。 

２． ニューメラシーとは 

 numeracyは literacyと対になる英語の一般名詞で、

辞書的には「数学の基礎知識があること」「初歩［基本］

的な計算能力」で、日本でいう「読み書き、算盤」の

「算盤」に該当する。このことから numeracy を取り

あげた定義はあまり見られないが、しかし国際成人力

調査(PIAAC）では numeracy を単なる計算能力では

なく、発達心理学者の I.Gal（2000）の考えを背景に、

「成人の生活において、様々な状況の下での数学的な

必要性に関わり、対処していくために、数学的な情報

や概念にアクセスし、利用し、解釈し、伝達する能力

（国立教育政策研究所, 2013. p.52）」として位置付け

ており、意思決定研究での numeracy はこの考え方に

近いものと推測される。 

３．様々なニューメラシー尺度 

 意思決定とニューメラシーの関係を扱った先駆には

Black, Nease, & Tosteson(1995)、Schwartz, Woloshin, 

Black, & Welch(1997)があるが、尺度としてまとまっ

た形で検討した最初の研究が Lipkus, Samsa, & 

Rimer(2001)である。この研究はまず表１のような尺度

を作成、多様な回答者から収集したデータを用いて尺

度としての信頼性や妥当性を検討した上で、乳がんや

大腸がんのリスクを様々なリスク表現で示し，その効

果を比較した。この尺度はその後 Peters, Västfjäil, 

Slovic, Mertz, Mazzocco, & Dickert(2006)、Peters, 

Hibbard, Slovic, & Dieckmann（2007)がこれを若干ア

レンジした尺度を用い、意思決定課題やリスクコミュ

ニケーション（以下リスコミ）でのリスク表現の効果

を検討し、ニューメラシー高群はニューメラシー低群

に比べてリスク表現の影響が小さいことや、低群では

分母無視（denominator neglect）が起こることが多い

など、高群は低群に比べ規範解でのずれであるバイア

スが小さいことを明らかにした。同時期に Reyna & 

Brainerd(2007)や Hertwig et al.(2008)もニューメラ

シーの問題を取り上げるなど、急速にニューメラシー

に対する関心が高まり、多くの研究が発表され、尺度
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もさらに考案されている（Fagerlin, Zikmund-Fisher, 

Ubel, Jankovic, Derry, & Smith, 2007 の主観的

numeracy 尺度、Frederick, 2005 の認知熟慮テスト

（ CRT ）、 Cokely, Galesic, Schulz, Ghazal, & 

Garcia-Retamero, 2012のBerlin numeracy testなど）。 

 これらの尺度の項目は完全に異なっているわけでは

なく、しばしば部分的に重複している）。また最近では

既存の尺度の省略版を作る試みや（Weller, Dieckmann, 

Tusler, Mertz, Burns, & Peters, 2013）、IQ との関

係を探る研究（例えば Peters, 2015）。（尺度に関する

上記のレビューの前半部分は広田, 2015参照）。 

 上記の研究の比較的共通した特徴といえるのは、ま

ず医療意思決定の領域の研究が多いことで、具体的に

は特に乳がんのリスクコミュニケーションとニューメ

ラシーの関係の検討は何度も登場する。ニューメラシ

ーがリスクコミュニケーションの関する問題について

登場する理由は、１つには応用的な課題であり、ニュ

ーメラシーのように教育などを通して現実的に改善可

能な要因が重視されたためであると考えられる。 

 ただし結果については、Lipkus et al.(2001)や

Peters et al.(2006,2007)に代表されるような「高群

が低群よりもバイアスが小さい」という主張は必ずし

もそのまま受け取れない。１つにはこれらの結果が必

ずしも一般標本でない場合も多く、Hertwig et 

al.(2008)（スイス国民を対象とした national sample

での調査）では、むしろ教育水準の方が影響を与えて

いるという報告もある。また広田（2015）が日本語版

Lipkusニューメラシー尺度を用いたウェブ調査に基づ

く日本の結果（幅広い年齢層・教育水準の層で実施）

では、分母無視のような単純なものでは確かに高群が

低群よりも有意に誤りは少ないが、それ以外の枠組み

効果やリンダ問題などでは逆転さえ見られた。この結

果には国際的な数学能力の違いの影響も考えられ、

2011年～2012年のPIAACの数的思考力で事実上世界第

1 位のレベル（平均 288 点でトップ）にある日本と、

OECD平均を下回る米国（平均 253点）で、得点差も日

本は最も小さく（143点）、米国は最も大きい（188点）。

結果として、日本語版 Lipkusのニューメラシー尺度の

各項目も項目反応理論を用いた分析では全体として有

効でない項目も多く（広田, 未発表）、これらのことが

前述の結果の違いに結びついている可能性もある。 

 とはいえ、ニューメラシーの違いがリスクコミュニ

ケーションの効果と何らかの関係がある可能性は考え

られる。またすでに述べたように、数量的な情報を含

む場合のリスクコミュニケーションが必要とされる場

面での問題解決を考えた場合、ニューメラシーは１つ

の注目すべき要因である。そこで次にこれまで実施し

てきた地震関連の２つの研究結果と、回答反応自体と

の関係に関する分析結果の概要を簡単に紹介する。 

４． 地震の確率的予測の修正に対するニュ

ーメラシーの異なる回答者の態度 

 この調査は別の目的に関する調査の一部として

2012 年 2 月末に行った（広田, 2013a,b）。ウェブ調査

の回答者は一都三県の居住者で、回答者は 960 名（男

性 512 名,女性 448 名）。ただし回答者は事前のスクリ

ーニング調査の結果、年齢層・教育水準別にニューメ

ラシーの高・低が均等になるように割り付けられた者

である。これらの対象者に関して地震の確率的予測の

修正に関する質問を行った。具体的には 2011 年の秋に

起こった、東大地震研究所による試算「マグニチュー

ド７クラスの直下型地震が起こる確率は 4 年以内に

70％」が公開されたが、その後の修正された、という

事実を踏まえて行ったものである。具体的な質問は、

最初の高い予測を聞いて１）地震への対処を変化させ

たか、２）どのくらい不安に感じたか、３）その後の

修正について、どう感じたか、４）発生可能性の研究

機関による公表への評価、５）発生可能性が数値・確

率で公表されることへの評価である。 

 その結果高い予測を聞いた時の不安感は L 群の方が

若干高かった（図１、ｐ=.03）が、最も興味深かった

表1　日本語版Lipkusニューメラシー尺度の項目と正解率 (広田, 2015)

※n=5553

　　　質問項目

正解率

(n=5553

)

Lipkus et

al.(2001

)での正解

率

次の各質問にお答えください。下線部のあるものは数字をそこに記入し、また選択

肢があるものはいずれか１つをチェックしてお答えください。

１.歪みのない六面体のサイコロを1000回投げたと考えて下さい。1000回のう

ち、偶数の目（２、４、６のいずれか）は何回出ると思いますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回

85.2% 55.3%

２.ビッグ・ジャンボ宝くじでは、￥1000賞金が得られる可能性は１％です。もし

1000人の人がビッグ・ジャンボ宝くじでそれぞれ１枚ずつくじを買ったら、

￥1000の賞金を得られる人は何人いるか推測してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1000人中　　　　　人

69.6% 59.8%

３.テレビ番組「当たりまショー」の懸賞では、車が当たる可能性は1000のうち１

です。「当たりまショー」の懸賞ではくじの何％で車があたるでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％

76.1% 20.9%

４．次の数値のうち、どれが最も疾病にかかる大きなリスク（危険の程度）を表し

ているでしょうか。

　　（　）100のうち１　　（　）1000のうち１　（　）10のうち１

83.7% 78.2%

５．次の数値のうち、どれが最も疾病にかかる大きなリスクを表しているでしょう

か。

　　（　）1％　　　　（　）10％　　　　（　）5％

89.0% 83.6%

６.もしAさんがある病気にかかるリスクが10年間に１％で、BさんのリスクはAさ

んの２倍であるなら、Bさんのリスクはいくらでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％

89.2% 90.5%

７.もしAさんがある病気にかかる可能性が10年で100のうち１で、Bさんのリスク

がAさんのリスクの２倍だとすると、Bさんのリスクはいくらでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100のうち

89.0% 86.6%

８.ある疾病にかかる可能性が10%なら、何人の人がその病気にかかると予測され

るでしょうか。

　　　　100人のうちでは？　　　　人　　　1000人のうちでは？　　　　　人

91.4%

88.8％

80.8%

77.5％

９．ある疾病にかかる可能性が100のうち20だとすると、これはその病気にかかる

％の可能性があるのと同じ事になる。
88.6% 70.4%

10．あるウィルスに感染する可能性は.0005です。10,000人のうちでは、約何人

が感染すると予想されるでしょうか。約　　　人
71.2% 48.6%
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のは「4 年以内に 50％以下」に引き下げになった結果

を聞いた時の不安感である。両群には有意差（p=.004）

が見られ、H 群では「不安が多少小さくなった（24.0％）」

「非常に小さくなった（1.9％）」が多いのに対し、L

群ではこれらは 16.7％、1.0％で、むしろ「不安が非常

に大きくなった（2.9％）」（H 群 0.6％）「やや大きくな

った（4.2％）」（H 群 2.7％）に比べて多かった。この

ことから見ると、地震の確率的予測の数値

が修正されても、H 群はそれを有用に利用できている

ものの、L 群の場合は確率の数値のメッセージよりは

「予測が修正された」という周辺情報により影響され

た可能性がある。逆に言えば L 群の場合は数値そのも

のよりも、周辺的手がかり(送り手の信頼性など)に影響

されていると考えられる（この結果は 2014 年の調査

でも同様の傾向であった）。ただし確率的な予測の公開

の是非については両群に差は見られず、約 7 割がたと

え確率的であっても公開には肯定的であった。 

５． 地震の確率的長期予測地図による効果

のニューメラシーによる違い 

 次の研究では実際に Web での実験として、自宅のあ

る場所の予測を複数の提示方法で確率的予測地図によ

り確認させ、怖さや地震に見舞われる可能性の認知な

どがどのように変化するかを検討した（Hirota & Oki, 

2016a; 広田・大木, 2016b）。提示方法は図３の通りで

ある。この研究では高確率での地域の住民のみで効果

が見られ、特に回答時に確認結果を色で回答すると数

値で回答するより可能性の認知が有意に高くなるとい

う二重過程モデルに一致する興味深い結果が得られた。 

 この研究ではさらに、最終的な対処行動についてど

のような属性要因が影響するかをニューメラシーの高

低を含めて検討した。その結果、一部で CRT が高い群

では低い群に比べ、地図提示後に対処行動が増加する

という有意な結果が得られた（ただしモデルによって

はニューメラシーは有意ではなく、その点で非常に弱

い影響しか見られないと言える）。 

６．ニューメラシーの高低による回答行動自

体の違い 

表2.　事後の対処行動数に対する属性・実験条件での一般化線形モデル(モデル１）

推定係数 標準誤差 ｔ値 p

切片 0.271 1.652 0.164

年齢 0.027 0.012 2.18 0.03 *

実験条件（日本のみ提示） 0.074 0.199 0.372

実験条件（世界＋日本を提示） -0.022 0.2 -0.11

認知的熟慮テスト得点 0.169 0.071 2.369 0.018 *

教育水準（高） 0.931 1.495 0.623

教育水準(低） 0.841 1.497 0.562

実験条件２（色回答） -0.084 0.149 -0.562

コミュニケーション枠組み（肯定） 0.045 0.133 0.334

自宅の居住年数（新） 0.117 0.154 0.756

自宅居住年数(古） -0.119 0.19 -0.624

収入レベル（中） 0.525 0.199 2.642 0.008 **

収入レベル（高） 0.681 0.206 3.297 0.001 **

ニューメラシースコア 0.037 0.044 0.837

性別（男） -0.621 0.138 -4.484 8.2E-06 ***

居住地（低） 0.048 0.135 0.359

DF

調整済みR２値 0.037

F値 3.522 （15, 974)

p 6.136E-06
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 次は、逆にニューメラシーの高低が回答行動自体に

影響を与えているか否かを検討した (Hirota, 2015)。

用いた調査は風評被害に関するウェブ調査（2013 年２

月実施）で、対象者は居住地（福島・一都三県の 2 層）、

年齢層（20 代、30 代、40 代、50 代、60 代以上の 5

層）、性別（2 層）、学歴（高卒以下、短大・専門学校

以上の 2 層）の 40 層に各 10 名ずつを割り当て、800

名の回答者を得た（ただし、福島県での一部の層は３

名程度欠損）。分析では、この調査で行った設問数 110

問を対象に、ニューメラシーの高低により、未使用の

カテゴリーの有無を検討した。質問はリスク特性に関

わる質問計 20 項目×ハザード（BSE、放射線等 5 項

目）と、行政（国、自治体）による食品に関する情報

提供の認知 10 項目（「正確である」、「わかりやすい」

等）各４段階の尺度について、どのカテゴリーを用い

て回答したかをニューメラシー高低別に比較した。そ

の結果(図 5)から見るように、低群は有意に４段階のう

ち未使用のものがあ

ることが明らかにな

った。低群は４（最

も否定的なカテゴリ）

を嫌う一方、ニュー

メラシーのスコアが

上がるほど、満遍な

く 4 カテゴリーを用いて回答する者が多かった。 

７．まとめ 

 今までの研究の結果から見ると、ニューメラシーに

よる効果の一定の差がある可能性はある。ただし一方

で尺度の性質による違いもあり、海外の先行研究とは

尺度の意味づけの違いもある。また回答行動自体の偏

りの可能性もあることから、そこでの差が何を意味し

ているかは慎重に検討する必要がある。 
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Abstract 
The present talk focused on the empirically suspect belief, 

particularly belief in the pseudoscience, and mediating 
effects of science literacy, cognitive ability and cognitive 
styles on the belief. In the recent studies, the author showed 
that the intuitive cognitive style, rather than analytic style, 
was a good predictor of the belief. These studies also 
indicated that cognitive abilities (i.e. logical and probabilistic 
reasoning skills) itself were not necessarily associated with 
denial of empirically unwarranted claims; on the other hand, 
having knowledge about basic scientific facts may contribute 
to dispel such beliefs. The cultural difference of belief was 
also discussed. 
 
Keywords ― science literacy, analytic-intuitive 
cognitive style, cognitive ability, empirically suspect 
belief, cultural difference 
 

1. はじめに 
近年，さまざまな領域において個人が獲得するべき
基礎的な能力を表す用語として “リテラシー” という
用語が用いられる．例えば，情報メディアを主体的，
かつ批判的に読み解き，その真偽を見極めて活用する
能力はメディアリテラシーと呼ばれる．その他にも，
健康面での適切な意思決定に必要な基本的情報を調べ，
理解し，効果的に活用する能力としてのヘルスリテラ
シー，科学的概念や手法を理解し，個人としての意思
決定や，さまざまな現実的，社会的問題への参与のた
めに活用する能力は科学リテラシー (science literacy) 
と呼ばれる．これらの現代的なリテラシーは，その定
義こそさまざまであるが，共通する要素として，それ
ぞれの領域における基礎的な知識を獲得すること，獲
得した知識と各種の能力を用いて，さまざまな情報の
妥当性を適切，かつ批判的に評価する態度および能力
を身につけることを挙げることができる．特に後者は，
いわゆる批判的思考 (critical thinking) 能力または，態
度に相当するか，少なくとも概念の大部分を共有する
と考えられる．本稿で取り上げる科学リテラシーにつ
いても，科学の諸分野における基本概念や科学の方法
論への理解は基礎的知識に相当し，批判的評価に関わ
る諸能力は批判的思考スキルおよび態度にあたると言

える． 
Stanorvich らは，この批判的思考と二重過程思考 

(dual process thinking) の関連性を検討した一連の研究
を行い，その成果を元に自律的知性 (autonomous mind)，
アルゴリズム的知性 (algorithmic mind)，熟考的知性 
(reflective mind) から構成される知性のモデルを提唱し
ている [1]．このうちの，自律的知性は処理負荷が低い
自動的なプロセスを反映し，高次の制御機構とは独立
に働くシステムである．一方，アルゴリズム的知性・
熟考的知性は，作業記憶リソースを消費する分析的で
制御されたシステムであり，前者は心内の演算処理の
能力を，後者は合理的であろうとする態度や思考の傾
向を反映したものである．また，高度な認知的操作を
要する批判的で省察的な思考は，自律的知性によるデ
フォルトの処理を，制御的システムによって意識的に
無効化，上書きすることによって行われる． 
科学リテラシーおよびその教育の重要性が認識され
るようになった理由にはさまざまな背景があると考え
られるが，そのような主張の高まりと時を同じくして，
いわゆる生活情報番組におけるデータの捏造問題に代
表されるように，適切な根拠を欠いた一見科学的な主
張，すなわち疑似科学が，科学的な裏付けを得ている
かのように喧伝され，またそれが広く受け入れられる
ことによって社会的な問題を引き起こすといった事態
が生じている．本稿では，疑似科学，および必ずしも
疑似科学と断定はできないまでも，科学的な決着をみ
ていない問題に対する一面的な主張などを取り上げ，
主張の受容，信奉に関わる認知メカニズムについて著
者が行った近年の研究を紹介する． 
 

2. 超常信奉と疑似科学信奉 
疑似科学信奉 (belief in the pseudoscience) と近しい
関係にある非合理的な信念として，超常現象に対する
信奉 (超常信奉; belief in the paranormal) が挙げられる．
超常信奉を規定する人格，知能，認知要因についての
検討はこれまでに数多くが行われてきており，一般的
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な認知能力よりは，合理的な思考を行うために必要な
論理および確率的推論能力の欠如が信奉の強さと関連
することが指摘されている [2]．また，個人差要因とし
ては他にも，性別，教育程度，主として高等教育にお
ける専攻，分析的および直観的思考スタイル等の関与
が指摘されている [3-6]．さらに，超常信奉は，宗教的
信心 (religious belief) や，陰謀論信奉 (belief in 
conspiracy theory) 等の他の実証的根拠を欠く主張への
信念 (empirically suspect belief; ESB) と高い相関があり，
また媒介変数が信奉の強弱に対して与える影響の構造
も類似していることが指摘されている [6, 7]． 
疑似科学信奉とその規定因に関する研究は，超常信
奉に比べると数は少ないものの，概ね同様の傾向を示
している [7-9]．筆者は，大学生および一般成人 264名
を対象として，超常信奉への関与が指摘された論理・
確率的推論能力，認知スタイルが，疑似科学信奉にお
いても信念強度の有力な説明変数となりうるかを検討
する調査を行った [9]．また，同時に科学リテラシー，
特に基礎的な科学知識（科学技術基礎概念理解度; [10]) 
を有していることがそれらの信念の強度と関連するか
どうかについても検討した．その結果，認知能力は両
信念ともに関連が見られないのに対し，分析的思考ス
タイルは両信念と正の関連，直観的思考スタイルと科
学知識は超常信奉と，それぞれ正および負の関連があ
ることが示された． 
以上の結果から，推論能力それ自体は ESBの予測変
数としては先行研究ほどの予測力を持たないこと，一
方で認知スタイル，および科学技術基礎概念の理解度
については一定の予測力があることが明らかとなった．
しかしながら，分析的思考スタイルと ESBの関連につ
いては，西洋圏の参加者を対象とした先行研究とは正
反対，すなわち分析的な個人ほど信念が強いという結
果が得られている．この点について筆者は，思考スタ
イルの文化差，特に矛盾する命題の取り扱いに関する
東洋と西洋の違いがこの結果に関与する可能性を示唆
した [11]．しかしながら，超常信奉の測定項目が先行
研究と異なっていたり，疑似科学信奉尺度についても
内容を再検討する必要があった．そこで，ESBの測定
項目を整理するとともに，主観的評価によらない客観
的なパフォーマンスに基づいた認知スタイルの指標と
して認知的熟考性検査 (Cognitive Reflection Test; [12]) 
を加え，西洋圏の参加者と日本人参加者を対象として，
信念と各種媒介変数の関係について文化差を含めた検
討を行った [13]． 

 

図 1 超常および食品・健康関連疑似科学信奉における
文化および性差 

3. 信念の文化差 
Majima [13] は，先行研究を元に 12項目の超常信奉
尺度 (α = .94)，疑似科学の中でも特に健康に関連した
食品・健康関連疑似科学尺度 (Belief in Food and Health 
myths scale; α = .79)，脳科学神話信奉尺度 (Belief in 
neuromyths scale; α = .56) を用い，これらの信念と分析
的・直観的スタイル，認知的熟慮性検査（以上，認知
スタイル測定項目），三段論法推論，主観的ニュメラシ
ー [14] （以上，認知能力測定項目），科学技術基礎概
念理解度，分析的・包括的思考尺度（文化的思考スタ
イル測定項目; Analysis-Holism scale, [15]），および人口
統計変数（年齢，性別，文化）の関連性について検討
した．信念尺度のうち，脳科学神話尺度については内
的一貫性が高くはないことから，本稿では超常信奉お
よび食品・健康関連疑似科学に絞って結果を紹介する． 
文化（日本人参加者 = 126名，西洋圏参加者 = 135
名），および性別ごとに平均を示したのが図 1である．
各信念尺度の平均を従属変数，文化および性別を独立
変数とした多変量分散分析を行ったところ，文化およ
び性別により信念の程度は異なっていたが [それぞれ，
Wilk’s Λs = .84, .87, Fs(3, 255) = 15.7, 12.7, ps < .001, 
partial η2 = .16, .13]，文化 × 性別の交互作用効果は認め
られなかった (F < 1)．いずれの信念においても，日本
人参加者の方が西洋圏の参加者よりも，また女性の方
が男性よりも信奉の程度が強かった．さらに，超常信
奉と食品・健康関連疑似科学の間には，強い正の相関
が見られた (r = .63, p < .001)． 
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次に，ステップワイズ重回帰分析を用いて，信奉に
対する媒介変数の影響を，領域別に検討した．超常信
奉においては，年齢，性別，および各種の認知指標を
統制した後でも文化の影響が見られたが，食品・健康
関連疑似科学においては文化の影響は見られなかった．
また，科学技術基礎概念理解度が高い参加者ほど両領
域ともに信奉の程度は低いのに対して，直観的スタイ
ルが高い者は強く信じていることが示された．また，
西洋圏の参加者では，分析的スタイルと両信念との間
に負の関連が見られるのに対して，日本人参加者にお
いてはそのような関連は見られないか，見られても弱
いことが示された．さらに，文化的思考スタイルのう
ち，因果関係を包括的に捉えようとするスタイルは，
特に西洋圏の参加者においてその傾向が強い参加者ほ
ど信奉の程度も高いという結果が得られた． 
一方で，基本的な認知能力の指標に文化差は認めら
れず，また認知能力の高低は信奉の程度には影響しな
いことも示された． 
 

4. 総合考察 
本稿では，実証的な根拠を欠く信念 (ESB) の強さ
を規定する要因について，認知能力，認知スタイル，
科学リテラシー，および文化差の影響を検討した近
年の研究について紹介した．概念の定義上，認知能
力が高いほど，また思考スタイルが分析的・熟慮的
であるほど，また良質な科学リテラシーを有してい
るほど，非合理的な ESBを持たないことが期待され
る．しかしながら，本研究の結果に基づいて判断す
る限りにおいて，それらの影響は限定的であると言
わざるをえない．一方で，直観的スタイルは ESBの
予測変数として概ね有効であり，これらの信念が直
観的で自動的なシステムの産物であることを示唆し
ている．超常信奉の獲得と維持について，Pennycook 
et al. [6] は，時間的に先行する直観システムによっ
て主張の理解と受容，すなわち信念としての確立が
同時に行われ，その後熟慮的なシステムによってそ
れを否定するという，信念および非信念の非対称性
モデル (belief-unbelief asymmetry model; [16]) によ
る説明を試みている． 
それでは，本研究で見られた日本人参加者の方が
西洋圏に比べて疑似科学的主張への受容度が高いこ
と，また分析的スタイルと ESBの関連が西洋圏に比
べて弱いことは，日本人の方が分析的，合理的に考
える事が困難であることを示しているのであろうか．

本研究で測定した認知指標の文化差や，先行研究の
知見から考えると，日本人が西洋圏に比べて基本的
能力に劣っている，あるいは過度に直観的であるわ
けではないと考えられる．近年の文化心理学の研究
においては，東アジア圏の参加者の方が弁証法的思
考を行う傾向が強く，矛盾する主張の双方を同時に
保持する，あるいは中庸（または中道, middle way）
を重んじることが指摘されている [11]．そのため，
一度直観的システムにより信念が形成された後で反
証情報に直面した場合でも，西洋圏の参加者に比べ
て即座に信念を否定するようにはならないのかもし
れない．本稿も基本的には信念-非信念非対称モデ
ルを継承しつつも，後期の信念の反証に関わる熟慮
的なシステムの作用の仕方において文化差が生じる
可能性を指摘したいと思う． 
一方で，科学リテラシーのもう一つの主要な構成
要素である科学的知識は，全体として ESBの強さと
負の関連が見られており，その意味では正しい科学
知識を有することが誤った信念の排除に一定の貢献
を果たしていると考えられる．しかしながら，分析
的スタイルと信念の関連性が弱いという事実から判
断すると，正しい科学知識を有している参加者にお
いても，必ずしも “合理的で省察的な思考の結果と
して超常現象や疑似科学を否定した” のではなく， 
“超常現象や疑似科学は誤りである” という通常科
学側の主張をある意味無批判に受け入れただけにす
ぎないという可能性もある．ただ，これらの指摘は
現時点では推測の域を出ず，どのようなメカニズム
を介して ESBが形成され，また維持されるのか，あ
るいは ESBがどのように反証されるのについての
検討をさらに進める必要がある．ESBの獲得と維持，
否定に関わる認知システムの理解が進むことによっ
て，そのような信念に基づいて行われる現実場面で
の様々な判断，意思決定の諸相をよりよく理解する
ことが可能になるだろう．さらには，それらの知見
をより良質な科学リテラシーを獲得するための教育
手法の開発に応用し，現実場面におけるさまざまな
問題の解決に貢献することも可能になるだろう． 
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Abstract 
This paper shows the various issues surrounding literacy and 

its individual differences in decision-making on climate 

change based on the experience in the field. It consists of three 

sections. In the first section, I focused on the issues related to 

the demarcation of sufficient literacy and related information. 
In the second section, I discussed the authenticity judgment of 

the information. Especially, how to deal with the uncertainty 

of information has become a problem. In the third section, I 

pointed out the problems with the democratic way that reflects 

the voice of the diverse citizens and future generations. Finally, 

I discussed the literacy, rationality and democracy. In order to 

carry out the social decision-making in ethically appropriate, 

the participation of citizens might be efficient. 
 
Keywords ―  Climate Change, Literacy, Rationality, 

Democracy, Ethics, Public participation 

 

1. 問題と目的 

「正しい」あるいは「合理的」な判断や意思決定を

支援することは，判断・意思決定に関する認知科学研

究の果たしうる社会的貢献の一つである．一般にその

判断・意思決定プロセスでは，JDMセッションの概

要にもあるように，(1)関連情報に関する十分なリテラ

シーを習得し，(2)リテラシーに基づいて情報の真偽判

断や取捨選択を行い，選択された情報を用いて(3)適切

に思考・判断することが求められよう． 

 ただし判断や意思決定を支援するには，実世界にお

ける制約も考慮する必要がある．発表者は気候変動問

題について，市民同士が議論を行い，その結果を意思決

定プロセスにインプットする実践に関わってきた．そ

の経験から得た教訓は，この 3 点を満たすことはもち

ろん，その達成度評価すら難しいということである． 

 この 3 点に着目することで，民主主義に関する倫理

学的な検討と意思決定研究をつなげて考えることがで

きる．加藤（2002，pp182-183）は，気候変動問題など

の問題では，直接民主主義を支持する 3 つの前提が成

り立たないとしている． 

前提 a：危険や利害関係の自明性 

前提 b：信頼度の高い情報の平等な提供 

前提 c：集計された判断による公共的善の反映 

この 3前提と冒頭の 3点を，（1）と前提 a，（2）と

前提 b，（3）と前提 cというように対応づけることで

議論がつながるのである． 

気候変動問題は，市民の生活と密接に関係してい

る．民主主義の立場に立てば，市民の意見を無視する

ことはできない．一方で，問題の理解や判断・意思決

定には高度な専門性が求められる．こうした専門性が

高い問題について，非専門家である市民が意思決定プ

ロセスに参加すれば，専門家の視点から見た場合に

「非合理的」な議論や判断に陥る可能性がある．ここ

に大きなジレンマがある． 

一般的には，市民のリテラシーを高め，「合理的」

判断ができるようにすることが目指されるだろう．し

かし本稿では，逆に専門家による「合理的」といわれ

る判断を見直すという角度からの議論を試みたい．専

門家が「非合理的」と考えるときに，そこで用いられ

ている「理」を問い直すことが含まれる． 

まず気候変動問題は，関連する事柄や専門分野が広

範であり，立場によって問題設定も異なる．加えて，

複雑性や不確実性が高すぎて，現在の科学では解が出

せなかったり，専門家間でも結論が異なったりする問

題もある．すなわち，専門家が判断時に参照すべき

「理」自体が定まっていないことがある．これは

（1）と（2）に関わる問題である． 

また，市民が専門家とは別の「理」を持っており，

その別の「理」に基づいて判断することが，特定の文

脈において「合理的」である可能性はないだろうか．

市民間や市民と専門家の差を前提とした上で，それぞ

れの考えをどう扱えばよいのだろうか．これは（3）

にかかわる問題である． 

気候変動問題では，このような根本的な問題が問わ
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れる．これは逆に言えば，実社会で認知科学の知見を

役立てようとする際に，乗り越えなければならない問

題を多く示しているともいえる． 

本稿では，気候変動に関する意思決定におけるリテ

ラシーおよびその個人差を巡る諸問題について，適

宜，市民に対して実施した調査結果などにも触れなが

ら，冒頭の 3点に沿って整理していく．そして「正し

い」あるいは「合理的」が何かを問い直し，現場で得

られた課題を示す．これらを通して，判断・意思決定

に関する認知科学的な研究を，社会で役立てる際の一

助になることを目指している． 

 

2. 関連情報に関する十分なリテラシー 

「(1)関連情報に関する十分なリテラシーの習得」に

関して，ここで注目するのは，関連情報という部分であ

る．原因になるものも，影響を受けるものもあるが，地

球上で起きていることは，ほぼすべて気候変動と関連

している．関連情報や利害関係者の線引きをどこかで

しなければならないが，それは可能なのだろうか． 

 

2.1 関連情報と利害関係者の線引き 

関連情報や利害関係者の線引きについて，関連情報

に関する具体例を題材に，その難しさを考えてみる．利

害関係者の線引きにも，同様の困難さがある． 

例えば「地球の平均気温の上昇を，産業革命の前と比

べて『2度未満』に抑える」という文書に，自国が合意

することを支持するか否かを判断するとき，以下のよ

うなトピックについて考える必要がある． 

【自然科学的問題】 

・地球平均気温の測定の妥当性 

・超長期的なシミュレーションや数値目標の妥当性 

・省エネルギー技術開発の実現可能性とコスト 

・気候変動に伴う災害や健康被害の予測と対策 など 

【社会科学的問題】 

・気候変動対策が世界や自国の経済に与える影響 

・国際的な政治交渉の状況と各国の考え 

・各国の気候変動に関する法律 

・様々な気候変動対策への市民の支持状況 など 

【人文科学的問題】 

・技術的解決と社会的解決の選択 

・将来世代に対する倫理，生物一般に対する倫理 

・気候変動問題をめぐる歴史的な責任 

・受益と負担の公正な配分 など 

 このように気候変動に関する判断や意思決定を行う

には，自然科学，社会科学，人文科学にまたがる広範な

関連情報を読み解くことが求められる． 

考慮すべき関連情報が多くなれば，意思決定までに

かかる時間も長くなる．この意思決定にかかる時間も

重要な要素である．意思決定をする間にも，温室効果

ガスは増加し，リスクは上がっていく．以前であれば

採用できたはずの解決手段も採用できない状況になる

こともある．一方で，時間経過に伴い科学技術が発展

し，かつて存在しなかった解決策が提供される可能性

もある．そもそも問題設定自体が，政治的な関係性の

変化や，同時に実行される政策との相互作用などで大

きく変わる可能性もある．こうした時間経過に伴う状

況変化も考慮しなければならない．コストの問題もあ

り，大規模な対策を何度も繰り返すことはできないた

め，決定のタイミング自体が論点となる． 

現実的には，気候変動問題に関連する情報の広がり

には制限が必要であり，どこかで線引きする必要があ

る．線引きを厳密にしようとすれば，すべての事柄に

ついて，気候変動問題と関係するか否かを評価しなけ

ればならない．いわゆるフレーム問題である． 

多くの場合，人間はこの問題を回避している．個人

や価値を共有する組織による意思決定であれば，関連

情報の範囲も暗黙の前提となっており，問題にならな

いだろう．しかし 2.2 節とも関連するが，気候変動問

題は，全人類にかかわる問題であり，価値観は共有さ

れていない．そのためフレームも多様である． 

その場合でも，行政上の意思決定など，認められた

手続きが存在する場合は，権限を付託されたものが決

定できる．しかし気候変動は一国の意思決定で完結し

ない．様々な試みはあるが，国際的な合意つくる手続

きは確立されていない． 

便宜的に，多くの人が採用しているフレームに従う

ことは可能であろう．しかし，少数派の尊重の原則に

立てば，少なくとも，多数派とは異なる問題設定のあ

り方を表明し，それについて十分考慮する機会を求め

ることは認められる必要がある．これは事実上「フレ

ーム問題」を明示的に検討することの要請になる．加

えて，少数派の問題設定を理解するには，その問題設

定の背景にある情報も求められる．こうして関連情報

がますます広がっていく． 

実際にWorld Wide Viewsという気候変動問題に関

する市民会議では全世界共通で議論をする際の情報提

供資料の在り方が論点となった（八木, 2010）． 
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2.2 利害関係者ごとの問題設定フレームの違い 

問題設定フレームは，利害関係者の立場により異な

る．さらに同じ個人であっても，例えば，一労働者と

して，親として，地域住民として，日本人としてな

ど，様々な立場があり，それぞれでフレームが異なる

可能性もある．問題設定が異なれば，関連情報や必要

なリテラシー，妥当な判断結果も異なる．この観点か

らも関連情報の範囲は問題となる． 

例えば，気候変動で一部の国が沈むことを防ぐよ

り，その国の住人を移住させた方が金銭的負担は小さ

いという予測を皆が認めたと仮定しよう．このとき経

済的側面を重視する人は移住に賛成し，文化の維持を

重視する人は反対するだろう．ここで合意を得るに

は，そもそも何の問題であるのかに関する合意も求め

られる．しかし実際に気候変動問題は，経済の問題で

あると同時に，文化や少数派の権利の問題でもある．

どの問題として問うことが妥当なのかは，価値判断と

かかわるため，「正しく」あるいは「合理的に」に判

断をすることは容易ではない． 

価値判断が関わるのは，気候変動問題内だけではな

い．例えば，限られた国の予算を，気候変動リスクと

それ以外のリスクに配分するプロセスでは，どのリス

クを受け入れるかという価値判断がなされる．山内・

八木（2015a）では，気候変動問題の重要性につい

て，他の政策と比べた場合と比較せずに単独で質問し

た場合で，前者の方が低評価になることが示唆され

た．この結果は「確実な損失と，損しない可能性はあ

るが高い確率でより大きな損失を被るギャンブルを比

べてみたときに，感応度の逓減から確実な損失は避け

たいと考え，かつ，確実性の効果に影響された重みづ

けにより，ギャンブルへの嫌悪感が弱まる」（カーネ

マン，2012b，p128）という人の認知傾向と合致して

いる．ちなみに，カーネマンはこの種のリスクテーク

が「対処可能だった失敗を往々にして大惨事に変え

る」としている． 

こうしたフレームの違いは，現実の政策的な事業の

評価に影響するだろうか．例えば，エコカー開発促進

事業は，地球温暖化対策，持続可能な社会づくり，新

成長戦略（グリーンイノベーション）という 3つの政

策の一環として位置づけられる．この事業の評価は，

その位置づけによって異なるだろうか．山内・八木

（2015a）は，30の気候変動対策事業について，フェ

イスシートで異なるフレームを与えて評価を求めた結

果，8事業で有意差が確認された． 

この差が，議論や投票行動を経て，実際の意思決定

にどの程度影響するのかは分からない．しかし，ある

事業に関して議論する際に議論主催者が設定するフレ

ーム，あるいは議論参加者が個々に認識しているフレ

ームが，評価に影響することは示された．一般に，複

雑な問題に直面したとき，人間は簡単な問題に置き換

えて回答する（カーネマン，2012a，pp145-157）．こ

の質問の置き換えは，今後も調査が必要である． 

 

3. 情報の真偽判断や取捨選択 

気候変動問題は，普段の生活の中では，その存在に認

識すらできない．例えば，気候変動を引き起こすといわ

れる，温室効果ガスの長期的な増加は，科学の力を借り

なければ分からない．地球全体での長期間にわたる平

均気温の上昇，気候変動のメカニズム，気候変動がもた

らす影響の時間的・空間的な広がり，気候変動問題を巡

る国際的な動向なども同様である．よって自分が直接

知ることのできない様々な情報を利用しなければ判断

できない．しかし情報は，誤りや偏りを含んでいたり，

秘匿されたりすることがある．そこで（2）の公開され

た情報の真偽判断や取捨選択が重要になる．しかし，非

専門家である市民が，情報の真偽判断や取捨選択を行

うことは，どの程度可能なのだろうか． 

 

3.1 情報自体の不確実性 

気候変動を巡る情報の一部は，専門家間でも見解が

分かれるなど，真偽判断が極めて困難である． 

例えば，気候変動があるポイントを超えて進むと，不

可逆的で急激な変化が発生すると予想されている．対

策の成功だけを考えれば，できるだけ早く強く対策を

進めることが望ましいが，それには大きなコストがか

かり，社会が耐えきれない可能性もある．そこで不可逆

的な変化が生じるタイミングを予測し，適度な対策の

スピードと強度で進める必要がある．しかし，その現象

は複雑性や不確実性が高く，予測は困難であり，専門家

間でも意見が一致しない． 

対策の費用対効果，対策までに残された時間的猶予，

特定地域への具体的な影響なども，同様に限界を抱え

ている．さらに国際政治の動向，国際的な経済の動向，

将来世代の利害や価値観となれば，その不確実性はど

れだけ研究が進んでも残るだろう． 

これらの情報は，人類全体にとって未知であり，リテ

ラシー向上では真偽判断可能にはならない．もちろん，

将来的に人類の知を高めることが不可欠だが，その知
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が得られる保証もない．むしろ不確実な状況下で判断

をおこなうことを前提とし，どのような失敗ならば許

容するのかという覚悟が問題となる．その際，「不確実

性がある」という認識をもって情報を扱うことや，でき

る限り蓋然性が高い情報に基づいて考えるという姿勢

で臨むことは重要である． 

 

3.2 情報の数量化に伴う限界 

公開される情報が生み出されるプロセスで，専門家

によって情報の真偽判断や取捨選択が行われているこ

ともある．これは一般の人には見えづらい．特にここで

はデータの数量化について考える． 

経済合理性を重視した判断をしようとすれば，各対

策のリスクや費用対効果などについて数量化して，比

較することが必要である．しかし，その数量化のプロセ

スで，本来であれば考慮すべき情報が軽視されたり，漏

れたりする危険性がある．例えば，少数派の人権，文化

的・宗教的な価値などの定量化しづらい情報は軽視さ

れがちである（ジョンソン，2011，pp79-85）． 

また研究プロセスで，リスクの数量化や，超長期的な

シナリオ予測を行う際には，不確実性・複雑性の高い現

実状況からいくつかの情報を取捨選択して単純化した

り，仮の条件設定が行われたりしている．そうした研究

をする上での設定が現実に当てはめたときに問題にな

ることもある（藤垣，2003，pp121-136）．こうした単

純化や数量化はしばしばブラックボックス化しており，

妥当性の検討には，高度な専門性が求められる．それほ

どのリテラシーを市民が獲得することは困難であり，

研究プロセスにおける情報の取捨選択までを考慮して

意思決定を行うことは事実上困難である． 

リスクの数量化を研究者が担っている状況について，

カーネマン（2012a, pp206-213）は，「リスクを定義す

ることは権力を行使することにほかならない」という

スロビックの言葉を引用し，安全の指標選びは政治的

判断であり，選挙の洗礼も受けず，責任も取らない専門

家が，上記の権力を行使することを問題視する立場を

紹介している．この問いには，どの専門家が信頼に値

し，権力の行使を一任できるのかの判断も含まれてい

る．これは 3.4節でも再び扱う． 

現在の日本でも，ある政策の成否を巡って，双方が異

なる指標を用いて論じることがある．この場合は，結論

が先に存在し，それに合わせて指標やその計測方法が

決められている可能性もある．リスクの定義は，様々に

行うことができるが，その定義や指標化の方法によっ

て，意思決定に影響を与えることができる．投票やその

集計方法も同様である．そのため，これらの決定権限の

所在やそれを採用した根拠が問題となる． 

 

3.3 情報の秘匿 

情報提供者によって公開する情報の取捨選択が行わ

れることがあり，とりわけ不都合な情報を隠した場合

は社会問題になる．情報の秘匿は，情報源が限られて

いる場合，特に注意する必要がある．なぜなら，その

情報源以外にその情報を持つ組織がない以上，完全に

情報を隠すことができるし，隠しているという事実も

表に出にくいからである．あるべき情報がないこと

は，ときに重要な情報となる．しかし，ある情報が生

まれる際に付随して生じる情報を把握しておかなけれ

ば気づきにくいため，当事者以外ではそのリテラシー

の獲得は難しいだろう． 

一方で，情報が秘匿された理由も考慮する必要があ

る．もちろん世間を欺くために意図的に秘匿された場

合は，公開を要求する必要がある．しかし意図的に行

われたものでも，例えば経済の急激な悪化など，より

大きなリスクを回避するため，やむを得ず秘匿せねば

ならないケースもあるだろう．あるいは，情報発信者

が周知する必要がないと判断した情報を，他の人が必

要とするケースもある．異なる観点からの議論がおこ

なわれる場合は，暗黙の前提が共有されていないた

め，こうした意図しない情報の秘匿も生じやすい． 

加えて，情報提供する側は，いわゆる情報弱者に対

しても配慮しなければならない．特に気候変動問題で

は，発展途上国における情報提供が課題となる． 

 

3.4 情報発信者に対する信頼 

市民が気候変動問題を考える際の情報は，ほぼすべ

てが何らかの専門家（自然科学，社会科学）やジャーナ

リストにより提供される．そのため，信頼できる情報発

信者を探し，その人物からの情報を用いるという方法

が現実的である．問題は，信頼する人物を，合理的に決

められるかという点である． 

例えば，3.1節のように肯定派と否定派に専門家が分

かれる事例を考えてみよう．この場合，どちらの専門家

の主張が信頼に足るのかを，市民が合理的に判断する

ことは困難であろう．また分野の違いによって，専門家

の意見が分かれることもある．自然科学の専門家が良

いという技術を，国際政治の専門家が批判するような

状況である．この場合，比較する軸も立てづらく，どち
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らを信頼するのかの判断は一層難しい． 

こうした事例では，信頼を判断するために，別の情報

を参照することも考えられる．しかしその新しい情報

が信頼できるという保証もなく，情報の相互チェック

が無限の連鎖となり，情報の信頼性を判断するコスト

が高くなりすぎる（加藤，2002，pp182-183）． 

逆に情報源が 1 つしかない場合も問題である．例え

ば，優れた研究者を集めた世界的な組織が情報を集約

している場合，あるいは世界で 1 つしかない実験装置

を用いた研究の場合，それと同等の信頼性をもって対

抗できる個人の専門家はいないだろう．このような状

況下では，その組織の判断が，本当に信頼に値するのか

の判断は難しい．とりわけ気候変動は再現性に乏しく，

また不確実性の幅も広いため，ある知見が間違いであ

るという証明も難しい．例えば，ある予測に失敗したと

しても，能力が信頼できないことを意味するのか，不確

実性のために仕方がないのかは判断できない． 

さらに研究不正や，研究の社会への悪影響の発覚な

どにより，情報発信者に対する信頼が損なわれると，情

報の真偽判断と取捨選択は混乱する．専門家は信頼で

きないとして，専門家が提供するデータを考慮せずに

判断しても，信頼を損なった専門家の提示するデータ

をそのまま用いて判断しても，批判は避けられない． 

 

4. 適切な思考・判断 

上述のような特徴を持つ気候変動問題に関して，(3)

適切な思考・判断を行うことは，個人レベルでも難し

い．4節ではさらに，それらを集計して多数決で決定す

る際に生じる課題についても考える． 

 

4.1 市民のリテラシーの違いの扱い 

多数決を行う場合には，政治的平等性という観点か

ら一人一票が与えられる．しかし実際には，市民は多様

であり，その多様性を考慮せずに一人一票を与えるこ

とに対する批判はあり得る．ここでは特にリテラシー

の差の扱い方を考える． 

まず，一人一票は維持すべきという立場がある．その

際，意思決定に参加する全員が，一定のリテラシーを持

った上で参加するべきだとする考え方があるだろう．

国政選挙などであれば，18歳以上であれば，そのリテ

ラシーがあるとみなされる．しかし，地球上のほぼすべ

ての人間が，無関係ではいられない気候変動問題では

どうだろうか．当然，個人の置かれた立場やリテラシー

習得のための努力の違いにより，気候変動に関するリ

テラシーには大きな個人差がある．教育の不平等が解

消されない現在，全世界でその個人差を縮めるのは長

期間にわたる壮大な挑戦となる． 

そうした挑戦は望ましいが，そこまでして一定のリ

テラシーにこだわる必要はなく，一人一票を与えても

良いという意見もあるだろう．だが，本当にリテラシー

の差を放置しても良いのだろうか．気候変動問題は，自

分一人が正しい判断をしても，被害を免れることはで

きない．リテラシーを欠く人物の判断が優勢になれば，

全人類が誤った判断のもとで生活し，被害を受けなけ

ればならない．こうして被害が生じた場合，社会は後悔

しないだろうか． 

一方で，リテラシーが不十分な人物は意思決定プロ

セスには参加させない，あるいはリテラシーの程度に

応じて重みづけを変えるといった判断もあり得る．こ

の場合でも，誰に発言する資格を与えるかという難し

い判断が求められる．また民主主義社会でそれが許さ

れるのかという問題もある． 

これらは自由や権利の問題を，意思決定研究におい

て，どのように扱うかという問題と関連している．自由

や権利の観点からは，何を選択したかではなく，かれが

選択することができるように至るまでの制度的保障，

プロセス，対象の範囲が，どのようなものだったのかが

問題になる（佐伯，1980，p235）． 

 

4.2 専門家と市民の扱い 

市民の判断への懸念や，リテラシーによる線引きが

難しいのであれば，専門家だけで決めればよいのでは

ないか，という議論もあるだろう．ただし，2節で示し

たように専門家の線引きでも議論は分かれるだろう． 

カーネマン（2012a，pp212-213）は，市民の考えや

行動が大筋では正しいとしても，様々なヒューリステ

ィックによって，公共予算配分の優先順位などにバイ

アスがかかってしまうことを認める．その上で，2つの

異なる見解の両方に理解を示す． 

一方は，政策立案者を世間の圧力から遮断し，予算配

分を中立な専門家（この専門家は，あらゆるリスクを勘

案する広い視野を持ち，リスクを減らす手段に精通し

ていなければならない）が決める仕組みを作りたいと

いう見解である． 

もう一方は，専門家を市民感情から遮断したら，結局

は市民から拒否されるような政策を立てるだけであり，

それは民主主義ではあってはならない状況であるとい

う見解である．市民の不安は，それが不合理であって
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も，政策が市民のためのものである以上，政策立案者は

考慮すべきという考えである． 

カーネマンは「民主主義は，どうやってもそうすっき

りとは割り切れないものである．その一因は，市民の考

えや行動が大筋では正しい方向を向いていても，利用

可能性ヒューリスティックや感情ヒューリスティック

によって不可避にバイアスがかかってしまうことにあ

る．心理学は，専門家の知識に一般市民の感情と直感を

組み合わせてリスク政策の設計に貢献しなければなら

ない」と論じている．本稿は，この政策設計への貢献を

念頭に置き，課題を提示していることになる． 

 ちなみに，市民は気候変動に関して，誰の判断を重視

しているのだろうか．山内（2015b）では，間接民主主

義，直接民主主義，エリート主義，熟議民主主義という

4 つの決め方を提示し，それぞれの判断をどの程度重

視するのかを尋ねた．その結果，気候変動問題の特徴と

してエリート主義が，他の社会問題に比べて低く評価

されていた．その背景として，気候変動における専門家

の信頼性のなさ，気候変動問題は専門知で解決可能な

問題でなく，政治や公共善に関する問題であるという

認識の広がりなどが考えられる． 

 

4.3 未来世代や生物一般の意思の反映 

気候変動問題には別の大きな問題もある．加藤

（2002，pp182-183）は「国民各自のエゴイズムに基

づく判断が正確に集計されたとしても，それは一国の

同時代的な人間のエゴイズムを表現するにすぎない．

外部世界，未来世代，生物一般の利害は反映されてい

ないので公共善とはみなしえない」としている． 

気候変動問題の対策では，将来世代や人間以外の生

物など，意思決定の議論に参加が不可能なものも考慮

しなければ，公共善に至ることはできない．視点をどの

空間や時間，立場に置くのかで，まったく異なる結論を

導き出すことができる． 

まだ生まれていない世代が，どのような環境と社会

を求めるのかについては，私たちはどのような計算や

思索を行っても知ることはできない．この個人差は乗

り越えることはできないのである．しかし将来世代の

ことを考えずに意思決定することもできない． 

どれほど科学による予測や想像をしても，十分だっ

たのか，妥当だったのかは判断することができない．し

かし非合理的や不確実性を孕むとしても，とりわけ将

来世代の価値判断に関しては，想像に頼らざるを得な

いだろう．この状況下で，「正しい」あるいは「合理的」

とは，何を意味するのだろうか．そもそも民主主義で決

定できるのだろうか． 

 

5. 議論 

ここまで，(1)関連情報に関する十分なリテラシー

を習得し，(2)リテラシーに基づいて情報の真偽判断

や取捨選択を行った上で，(3)適切に思考・判断する

ことの難しさを列挙してきた．そのうちいくつかは

解決不可能である．その点を踏まえれば，「正しい」

あるいは「合理的」な判断や意思決定は，従来とは

違うものとして考えなければならないだろう． 

以下では，「リテラシーと個人差」，「合理性」，「民

主主義」について課題の整理と議論を試みる．以下

の議論は，けして新しいものではない．しかし気候

変動問題だけでなく，現代社会の多くの問題で，こ

れらの課題が切実に問われている． 

 

5.1 リテラシーと個人差 

広範なリテラシーの取得 

気候変動問題では，幅広く，かつ，高度に専門的なリ

テラシーが求められる．それを市民に求めることはで

きないまでも，最低限必要とされるリテラシーを定め

るとしたら，どのような手続きがあるだろうか． 

広範なリテラシーの獲得が難しければ，異なる領域

の知識に基づき，それを何らかの形で集約すれば良い

という考え方もある．その場合は，相互作用を十分に考

慮していない個人の判断の合理性が問われる上，議論

全体としてバランスをとることが課題となる． 

仮に最低限のリテラシーが定まったとして，初等・中

等教育などで共通の学習機会を準備しても，扱える範

囲は限られる．仮に十分な学習がその期間内にできた

としても，政治情勢や対策技術などは刻一刻と更新さ

れていく．合意形成やその見直しは，長期間にわたるプ

ロセスであるため，こうした広範な内容について，いず

れにせよ自主的な学習やアップデートが不可欠になる．

そうすると努力には個人差があるので，リテラシーの

差は広がってしまう．さらにこれを日本だけではなく，

全世界で行う困難さもある．本稿 5.3 節では，異なる観

点からリテラシーについて再考する． 

 

問題設定の多様性 

一般に，心理学実験では，可能な選択肢，評価基

準，成功／失敗確率，時間的／経済的コスト，ベネフ

ィットなどが，実験者によって与えられている．それ
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は一定の評価方式を前提とした上での合理的判断や意

思決定を明らかにするために有効である． 

それに対し，佐伯（1980，pp289－295）は，「社会

道徳や社会的倫理にもとづく行為の適宜性を考えると，

シャクシ定規に 1 つの原則をひたすら適用させようと

するのはきわめて不自然かもしれない．むしろ，与えら

れた状況の中で，問題にすべきことがそれぞれ異なる

と考える方が自然ともいえる」と指摘する．この問題に

すべきことの多様性は，観点の移動によって生じる．観

点の移動が正当化されるのは，評価基準を公的に設定

し，それに基づく最適化をしたため，バランスを欠いた

結果が生じたケースと，わたしたち自身の認識の視野

が拡大したり，深まったりしたケースだという． 

気候変動問題は，私たちの社会が，経済的な成長とい

う評価基準に最適化し，バランスを崩したため生じた

といえるかもしれない．また研究が時々刻々と進展し，

問題設定フレームの多様性に触れる中で，認識の視野

は拡大し，深化している．佐伯の指摘にしたがえば，気

候変動問題は，観点の移動が正当化されるケースに該

当するだろう． 

気候変動問題では，問題設定フレームの多様性が，問

題解決を複雑にしている．しかしそれは観点を移動さ

せながら，「そのような観点の移動の背後にある根拠に，

十分な注意を払って，正しい根拠かどうか」（佐伯，1980，

p295）を判断する以上，避けられないものである．こ

うしたコストを払うことなく，従来の合理的判断基準

を乗り越えていくことはできないのだろう． 

また集団が賢明な判断を下すには，多様性，独立性，

分散性という要件を満たす必要があるとの指摘がある

（スロウィッキー，p46，2009）．この観点からは，多

様性を失うことの方が懸念される．その点について，気

候変動のような直接経験できない問題では，情報源次

第で，公開される情報が制限される可能性を否定でき

ない．さらに報道や SNSなどで類似した情報が集積さ

れ，利用可能性ヒューリスティックが働きやすい環境

になる可能性もある． 

 多様性の確保はリテラシー教育をする際にも考慮す

べきだろう．つまり，リテラシーを獲得することによ

り，皆が同じ問題認識に至ることを目的にするのか，

それとも根拠を持った異なる判断に至ることを目的に

するのかという問題である． 

 

5.2 合理性 

経済合理性の限界 

「合理性」というとき，意志決定の研究パラダイムで

は，経済合理性を意味し，期待効用を最大化する選択を

合理的と称することが多い． 

しかし経済合理性については，共有地の悲劇などで

見られたように，個人の経済合理性の追求が「正しく」

行われたときに，すべての人が不幸になる構造の問題

もある．そして気候変動はその一つであり，個人の経済

合理性だけで考えていては，最適な解を導き出すこと

はできない． 

実際に，ある種の経済合理性の追求と持続可能性の

維持の矛盾が問題となっている．私たちの社会は，個人

レベルでも，地球レベルでも，経済指標上の効用が下が

ることを受け入れるという，経済合理性以外の「合理

性」も想定しなければならない状況となっている． 

期待効用による評価の前提にも疑問が指摘されてい

る．加藤（2009，p21-22）は「周辺的な状況が変わる

ことなく続いている『定常状態』であるなら，合理的期

待理論に基づく期待効用の量に従って合理的な意思決

定（最大利潤の追求）が可能になるが，実際には『新し

い情報がたえず利用できる』，『構造が変化する』，『意思

決定者が学習』するというような変化がほとんど常に

発生している」と指摘している． 

また気候変動問題は，一度の判断で結論が出るわけ

ではない．結果の良し悪しは，意思決定後の行動で変わ

る．また，もしその選択をしなかった場合との比較もで

きず，どちらが妥当だったのか検証ができない． 

もちろん，こうした条件が満たされなくとも，ただち

に期待効用の最大化原理を放棄する必要はない．しか

し一方で，実世界における「合理的」な判断や意思決定

を支援することを目指すのであれば，こうした限界に

向き合わなければならない． 

 

社会的意思決定の倫理性 

経済合理性に代わって，佐伯（1980）やジョンソン

（2011）は，社会的決定や政策分析への倫理的観点の

導入を提唱している．佐伯（1980，p7）は，「社会で直

面するさまざまな問題において，社会としてはどのよ

うにものごとを選択し，決定していくのがよいか」とい

う問いは，まさに「倫理的問い」だとしている． 

 倫理的観点は様々な形で導入できる．その 1 つは，

選択肢の背後にある「コト」への着目である．佐伯（1980，

pp295-299）は，「選択の対象（モノ）」と「選択の背後

にある根拠や望ましい状態（コト）」分け，「人々が望ま

しいと思うコトをかれらの選択を通して診断し，相互
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吟味を容易にし，その上で，全く新しいモノを創り出し

て，みんなが本当に望ましいと考えるコトを実現する

こと」をすべきだとしている．選択肢は何をもたらし，

それはなぜ望ましいのかが問われる．同様に，意思決定

方法の背後にある主義への着目も促す． 

 加えて，佐伯（1980，pp299-306）は，ある制度を良

いと認定するプロセスで設けた仮定や前提に対し，「も

しかしたら本当は違うかもしれない」という未知性を

導入することを提案する．そして「未知性を制度の前提

についての変更に活用させる道を制度化し，制度改革

を制度化すること」を重要視する．「制度の中に，その

制度自体を否定し，反証する要因を大切に保護し，育

て，ある時点では徹底的改革を行う」のである．5.3 節

では，これらを実現する仕組みについて考えていく． 

 

5.3 民主主義 

カーネマン（2012b, p266）は，市民が自分たちの長

期的利益に資する意思決定ができるよう，行政機関や

制度が市民をナッジする（促す，誘導する）ことを認め

るリバタリアン・パターナリズムを紹介する．これは私

たちが，エコン（経済学者が定義する合理的経済人）で

はなく，システム 1 を持ち，非合理的な振る舞いもす

るヒューマンであることを前提にした提案である． 

問題は「自分たちの長期的利益に資する意思決定」と

は何なのかである．例えば，IPCC は気候変動に関する

専門家でつくられた機関であり，そのリテラシーは世

界でも最も高いといえる．しかし，その報告書は「何℃

の気温上昇でどんな影響があるかは書いてあるが（そ

れも不確かさが大きい），どんな影響が「危険」（避ける

べき）かは社会の判断であり，科学だけでは決められな

いという立場を明確にしている」（江守，2015）とされ

る．彼らほどのリテラシーをもってしても，何が望まし

い意志決定かは決定できず，唯一それを決められるの

は社会だというのだ． 

5.1 節では，市民が専門家の保持する既存の知識を理

解し，判断するというモデルで，リテラシーを考えてき

た．しかし埋められない情報格差があるからこそ，専門

家は存在する意義がある．したがって，市民が専門家に

できる限り近づくというモデルには無理がある．それ

に対し，佐伯や IPCC の描くモデルでは，市民の望ま

しいコト／回避したいコトの選択が先にあり，市民の

コトの判断を助ける情報や，そのコトの実現させるモ

ノを創出することが専門家の役割になる． 

もしそうであれば，市民に必要なリテラシーについ

て，「望むコトを選択する上で，必要な情報を専門家に

問い，その望むコトを専門家に伝える」ことを，最低限

のレベルとして設定できる．実際にコンセンサス会議

という参加型テクノロジーアセスメント手法では，市

民が専門家に対して「鍵となる質問」をするステップが

組み込まれている．またこのモデルでは，市民のある意

味での無知が有効に機能するかもしれない．市民の素

朴な問いかけが，佐伯のいう「未知性」の役割を果たす

可能性が考えられるからである． 

 では市民による，望ましいと思うコトの相互吟味を

容易にし，みんなが納得する望ましいコトを考えるに

はどうすれば良いのか．そう考えたときに，これまでか

かわってきた市民同士が議論を行い，その結果を意思

決定プロセスにインプットする実践には，一定の価値

が見いだせると考えている． 
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Abstract 

Anchoring effect is a cognitive bias that describes the 

tendency to rely excessively on the first piece of 

information offered before making estimations. Studies 

have explained occurrence of anchoring effects in two 

ways, i.e., by the numerical process, and by the selective 

accessibility model. In previous studies based on the 

selective accessibility model, use of specific numbers 

was not particularly considered as essential for 

emergence of anchoring effects. In this study, we argue a 

possibility that we need to use specific numbers to make 

anchoring effects happen. In this study, participants were 

not influenced by the information offered without having 

specific numbers evoked, but were influenced when 

having specific numbers evoked. These results suggest 

the occurrence of anchoring effects requires evoking 

specific numbers. 

  

Keywords ― anchoring effect, numerical process, 

selective accessibility model. 

 

1.はじめに 

 

アンカリング効果とは、ある事柄に対して数値判

断をする前に別の数値と比較することで、その値が

アンカーとなり数量判断がアンカーに引き寄せら

れ る 現 象 と し て 知 ら れ て い る (Tversky 

&Kahneman, 1974）。 

しかし、アンカリング効果がどのようなメカニズ

ムで生じているのかは、まだ十分に解明されていな

い。その中でも、アンカリング効果が数的過程で生

じるのか、意味的過程で生じるのかということは、

数多くの議論がなされている。（杉本・高野, 2011） 

数的過程とは、数値判断をする際に提示され比較

した数値をアンカーとして、アンカーから予測する

数値を徐々にずらしていき、この程度だろうと考え

る範囲に入った時に数値を設定するため、アンカー

側に数値判断がずれるというものである(Tversky 

&Kahneman, 1974）。この様に具体的な数値をアン

カーとして使用するアンカリング効果はスタンダ

ードアンカリング効果とも呼ばれている（杉本・高

野, 2014）。 

一方、意味的過程とは実験参加者が数値判断を行

う際に、事前比較したアンカーに含有されている情

報によって、アンカーと関連する情報の利用しやす

さを活性化し、数値判断に影響を与えるというもの

である(Mussweiler & Strack , 1999)。 

現在では、スタンダードアンカリング効果は、実
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験参加者が数量判断する対象に関する知識が乏し

い場合は数的過程、知識を十分有している対象に対

しては意味的過程で起きると考えられている。例え

ば、大抵の日本人は徳川家康を知っているために、

徳川家康の身長に対する数量判断へのアンカリン

グ効果を生じさせる場合、意味的過程でアンカリン

グ効果が生じる。一方で、大方の日本人が知らない

徳川家綱に関しては、数的過程で身長のアンカリン

グ効果が生じるとされている（杉本・高野, 2014）。 

スタンダードアンカリング効果以外にもアンカ

リング効果には、自己発生アンカリング効果という

ものがある。自己発生アンカリング効果とは、具体

的な数値を最初にアンカーとして提示しなくとも、

アメリカの独立した年である 1776 年や、水が氷る

0℃など具体的な数値を心の中で推測させることに

より、アンカリング効果が生じる現象である(Epley 

& Gilovich, 2001)。そして、自己発生アンカリング

効果は数的過程で起こるとされている（杉本・高野, 

2014）。 

現在、前述のように数的過程と意味的過程の両者

のメカニズムどちらかでアンカリング効果が発生

することが考えられている。しかし、従来の研究で

は、意味的過程でのアンカリング効果発生条件にお

いて、アンカーに具体的な数字を用いる、あるいは

実験参加者にアンカーの具体的な数値を意識させ

るかどうかは重要視されてこなかった。例えば、身

長のアンカリング効果であれば、数的過程と意味的

過程どちらでアンカリング効果が発生するのか調

べる場合も、高アンカーであれば 220cm、低アンカ

ーであれば 120cm などの具体的な数値を見せた後

に、歪み値を使って数的過程と意味的過程どちらで

アンカリング効果が生じたのかを確かめるという

方法を取っている。 

歪み値とは、アンカリング効果が生じる際、判断

する数値の「もっともらしい値」の範囲を見積もら

せ、判断された数値がその範囲の中のどの位置にあ

るのかを算出するものである。この歪み値を用いた

時に判断される数値が高、低プライム条件時にそれ

ぞれ高、低プライム側に近い場合、歪み値を計算す

ると正の値になり、アンカリング効果は数的過程で

生じているとされている(Epley & Gilovich, 2006)。 

前述のように従来の研究では、アンカリング効果

の発生に関して具体的な数値を用いるかどうかを

重視していない。そのため、意味的過程のアンカー

における数値使用の必要性を見逃している可能性

がある。一方で、数的過程および意味的過程におい

て、数字など必要なく、意味そのものを実験参加者

に想起させることがアンカリング効果には重要と

いう可能性もある。つまり、アンカリング効果発生

におけるアンカーの具体的な数値の提示および想

起の重要性を検証する必要がある。 

もし、具体的な数値がアンカリング効果発生に必

要ではない場合、アンカリング効果とは従来の研究

よりも生態学的妥当性がより高い効果であると主

張することが出来る。例えば、日常生活において、

ある人に人物 Aさんの身長を推定させたいとする。

その前に、人物 Bさんの身長 220cm と比較させた

場合、アンカリング効果により人物 Aさんの身長見

積もりを高くすると考えられる。しかし、実際の会

話では、「身長 220cm の B さんと A さんの身長ど

ちらが高いと思う？」と聞くよりも、「B さんと A

さんの身長どちらが高いと思う？」と聞く方が自然

に感じる。つまり、具体的な数値を提示しない方が

日常生活では自然ということだ。そのため、具体的

な数値がアンカリング効果発生に必要ではない場

合、より広域にアンカリング効果の発生を日常生活

に根差した形で主張することが出来る。 

一方で、具体的な数値がアンカリング効果発生に

必要不可欠な場合、アンカリング効果と関係あると

されている、認知的バイアスの検証方法に対して新

たな知見を加えることができるだろう。例えば、自

分の内的状態が他者に見透かされていて、他者が自

分の内的状態をどれだけ分かっているかの見積も

りを過大評価する傾向である透明性の錯覚という

バイアスが知られている（Gilovich, Savitsky, & 

Medvec, 1998）。そのような認知的バイアスはアン

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS06-4

119



カリング効果によるものとされている（鎌田, 2007）。

しかし、認知的な感覚は実験参加者が表現しなけれ

ば、定量化することができない。そのため、自分の

内的状態を定量化させ記述させた後、他者が自分の

内的状態をどれだけ読み取っているのかを定量化

させ記述させるというプロセスをとる。そのような

錯覚が生じる要因は、実験参加者が自らの内的状態

を記述したことであり、その際にアンカリング効果

が発生してしまった可能性がある。つまり、数値を

書かなければアンカリング効果が発生しなかった

可能性を従来の研究だけでは否定することが出来

ないのである。 

上述の理由から、本研究では大きさの大小の様な

意味的な判断ができる程度でありながら、具体的な

数値ではなく、具体的な数値を意識させないような

アンカー、つまりプライムを用いたときに、アンカ

リング効果が生じるかどうかを検討する。 

 

2.  実験方法 

 

2.1 実験参加者 

18~23 歳の大学生 211 人(男性 55、女性 156)を対

象とした。平均年齢は 20.2 歳(SD=0.85)であった。

その中で無作為に高プライム条件 75 人(男性 16、

女性 59)、低プライム条件 69人(男性 21、女性 48)、

プライムなし条件 67人(男性 18、女性 49)に割り当

てた。 

 

2.2実験条件 

調査方法は高プライム条件、低プライム条件、プ

ライムなし条件という 3 種類の質問紙を用いて実

験を行った。 

本実験では、大学図書館における本の平均貯蔵数

を高プライムに設定し、小学生が持つ本の平均冊数

を低プライムに設定した。 

プライムを与えアンカリング効果が発生した際

に、具体的な数値を使用したのか、使用していない

のか、つまり数的過程でアンカリング効果が生じた

のかを判断するために本実験では歪み値を用いた。 

 

2.3実験手順 

実験では、実験参加者にランダムで高プライム条

件の質問 3問、低プライム条件の質問 3問、プライ

ム無し条件の質問 1問の中で 1種類を割り当て、質

問に回答させた。 

質問紙における高プライム条件では、1問目で「日

本の大学図書館 1館あたりの書籍の平均貯蔵数」と

「日本の大学教授１人が所有している書籍の平均

冊数」どちらが多いと思うか回答させた。2問目で

は「日本の大学教授１人が所有している書籍の平均

冊数」の予想を回答させた。 

低プライム条件の質問文では、1問目で「日本の

小学生１人が所有している書籍の平均冊数」と「日

本の大学教授１人が所有している書籍の平均冊数」

どちらが多いと思うか回答させた。2問目は高プラ

イム条件の 2問目と同様の問いであった。 

プライムなし条件では、「日本の大学教授１人が

所有している書籍の平均冊数」の予想のみを回答さ

せた。 

歪み値を計算するために、高プライムと低プライ

ム条件では 3問目に「日本の大学教授１人が所有し

ている書籍の平均冊数」が最大でもどれくらいある

と思うか、最低でもどれくらいだと思うかを回答さ

せた。 

 

3.結果 

 

3.1 書籍数の判断 

高プライム条件における日本の大学教授１人が

所有している書籍の平均冊数に対する回答の平均

値は 905.3 冊 (SD=1943.2)、低プライム条件は

222.3 冊(SD=287.4)、プライムなし条件は 820 冊

(SD=1988.2)となった。 

Mann–Whitneyの U 検定を行い、Bonferroni法

で多重比較を行ったところ、高プライムとプライム

なし条件で有意差が見られなかった(p=0.33)。一方、
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低プライムとプライムなし条件で有意差が見られ

た(p=0.009)。 

実験参加者が回答した「日本の大学教授１人が所

有している書籍の平均冊数」の高プライム、低プラ

イム、プライムなし条件における平均を図 1に載せ

た。 

 

 

図 1 日本の大学教授１人が所有してい

る書籍の平均冊数予想の回答平均 

 

3.2 「もっともらしい値」からのプライム

による歪み 

歪み値の測定方法として、高プライム条件、低プ

ライム条件における質問紙の問 3で回答させた、最

大でもこれくらいの値だろうという値を PRmax、

最低でもこれくらいの値だろうという値を PRmin

として、さらに回答した日本の大学教授１人が所有

している書籍の平均冊数の数値判断を A として、

PRmax と PRmin の中央からどれだけ A が外れて

いるのか測定した。 

測定方法は、高プライム条件で 0.5-(PRmax-

A)/(PRmax-PRmin)、低プライム条件では、0.5-( A-

PRmin)/(PRmax-PRmin)という式で計算した。こ

の算出方法では、アンカリング効果において、計算

した値が 0より大きければ、高低両方のアンカーに

おいて、数値の見積もりがアンカー方向に歪んでお

り、数的過程でアンカリング効果が生じていると判

断できる（杉本・高野, 2011）。 

歪 み 値 の 平 均 は 高 プ ラ イ ム 条 件 で -

0.22(SD=0.39)となり、実験参加者の全体において

歪み値の計算が負の値になった人の割合は、75 人

中 62 人の 82％となった。低プライム条件では

0.21(SD=0.26)となり、歪み値の計算が正の値にな

った人の割合は 69人中 56人の 81％となった。 

  

4.考察 

 

 アンカリング効果の発生においてアンカーとし

て使用したプライム情報に関して、歪み値が低プラ

イム条件では平均 0.215となったことから、低プラ

イム条件ではプライム情報から具体的な数値を意

識させてしまったと分かる。そして、高プライム条

件では平均-0.22 となったことから、具体的な数値

は意識していないと分かった。 

プライムなし条件と低プライム条件、さらには高

プライム条件と低プライム条件において有意差が

みられたことから、本実験では、低プライム条件の

みにアンカリング効果が生じたと示唆された。 

 歪み値における具体的な数値の想起に関する有

無とアンカリング効果の発生の有無を表 1 に載せ

た。 

 

表 1 具体的な数値の想起に関する有無とアンカ

リング効果の発生の有無 

  
歪み値 

（具体的な数値を想起したか） 

アンカリング 

効果 

高プライム 数値の想起なし 発生せず 

低プライム 数値の想起あり 発生 

 

 高プライム条件の結果から、アンカリング効果の

発生にはアンカーの具体的な数値の提示、想起が必

要である可能性が示唆された。つまり、具体的な数
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値を想起させずに、アンカーの意味だけを使用した

場合、アンカリング効果は発生しない可能性がある

と示された。 

 また、自己発生アンカリング効果は水が凍る温度

などの普遍的な数値でなくとも、小学生が持つ本の

平均冊数という具体的に知らなくともある程度の

数値を予測できる場合にも、実験参加者毎に具体的

な数値を意識して生じることが示唆された。 

 そのため、アンカリング効果と関連しているとさ

れている認知的バイアスの検証方法は、既存の方法

を変更する必要があるだろう。例えば、透明性の錯

覚であれば、実験参加者に自己の内的状態を定量化

させる過程がない様な方法で、定量化した時にアン

カリング効果が発生したのではないことを検証す

ることが必要となる。 

 しかし、Mussweiler & Strack (1999)によって、

意味的過程が上手く作用しない場合には、アンカリ

ング効果が生じない場合があることを考慮すると、

アンカリング効果には具体的な数字のみが重要な

のではなく、アンカーの意味もアンカリング効果に

おいて何らかの役割を果たしていると考えられる。

そのため、アンカリング効果の発生にはアンカーに

適切な意味と数字の両者が必要であり、両者のアン

カリング効果における役割の解明を進めていくべ

きだろう。 

 本研究では、具体的な数値に関する想起の有無に

歪み値を用いた。しかし、歪み値がどれ程ずれてい

れば数的過程なのか、全体における何％の実験参加

者の歪み値が正の値ならば、その条件ではアンカリ

ング効果が数的過程で発生すると言えるのか、そも

そも歪み値が具体的な数値に関する想起の有無検

定に妥当なのかと疑問が数多く残る。そのため、追

試実験では、具体的な数値に関する想起の有無を別

の形で検証することにする。 

今後は、低プライム条件では実験参加者が何らか

の具体的な数値を意識することで、必ず自己発生ア

ンカリング効果が生じるのか、高プライム条件では

アンカリング効果は生じることがないのかなど、ア

ンカリング効果が生じるメカニズムをより詳細に

検討していく予定である。 
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Abstract 
In a binary choice task people tend to choose something that 

they can recognize (recognition heuristic) or that is more 

familiar (familiarity heuristic). The present paper investigated 

that the case where not only choices but also questions 

themselves (words that describe the question sentences) differ 

in their familiarity/unfamiliarity. We hypothesized that people 

tended to match an unfamiliar question with a less familiar 

(i.e., more unfamiliar) object, which we call, the 

“unfamiliarity-matching” heuristic. We investigated whether 

people generally employed the heuristic using a behavioral 

experiment (experiment 1), and whether the heuristic is 

ecologically rational using media-based experiments 

(experiment 2). The results suggested that the “unfamiliarity-

matching” heuristic was widely employed in a binary choice 

task, and that the heuristic was ecologically rational. The 

“unfamiliarity” for the inference cue and the significance of 

the “unfamiliarity-matching” heuristic are discussed. 

 

Keywords ―  heuristic, binary choice task, 

unfamiliarity-matching, ecological rationarity 

 

 

1. はじめに 

  我々の生活は意思決定（decision making）の連続

である。意思決定とは，複数の選択肢の中から特定の

選択肢を選ぶことをいう。意思決定は我々の生活に密

接にかかわるため，適切な選択肢を選び出すうえでの

認知プロセスやその際に生じうるバイアスを研究する

ことは重要であるといえる。 

近年，意思決定に関するヒューリスティック

（heuristic）の適応的側面が注目されつつある。ヒュ

ーリスティックとは，必ずしも正解が得られるわけで

はないが近似解が期待できる推論方略のことである。

我々は多くの場合，限られた時間や情報量で意思決定

を行う必要があり，その際にヒューリスティックがし

ばしば用いられる。近年では，特に二者択一の推論場

面において，人々の選択肢に対する再認や熟知性が注

目されている（e.g. Goldstein & Gigerenzer, 2002 ; 

Honda & Matsuka, 2009）。選択肢を「再認してい

る」ことや「より熟知している」ことを手がかりとし

た比較的単純な推論でも高い正答率を維持できること

から，再認や熟知性に基づくヒューリスティックが生

態学的に妥当（ecological validity）であるということ

が，行動実験・シミュレーション実験から示されてい

る（e.g. Honda, et al., 2009）。 

先行研究では 2都市の人口推定課題（e.g. 「次の 2

都市のうち人口が多い方はどちらか」）が広く用いら

れており，問題文は一定であった。しかし，選択肢に

対する再認・熟知性が手がかりとなるならば，問題文

（の単語）に対する再認・熟知性も手がかりとなる可

能性がある。これまでは選択肢を「再認できる」「熟

知している」ことに注目され，熟知性の高さが推論の

際の有用な手がかりとされてきた。その一方で「再認

できない」「熟知していない」ことには比較的注目が

なされず，熟知性の低さは大した手がかりにならない

と認識されがちであるといえる。けれども，なじみの

ない単語が問題文に登場すると，我々は「同じく再認

できないまたは熟知性の低い選択肢が正答だろう」と

推論することもあるのではないか。例えば，「シカソ

という都市がある国はどちらか」という問題文で「マ

リ」と「スイス」という 2選択肢が与えられたとき

「シカソはなじみのない都市だから，なじみのないマ

リの方が正答ではないか」と推論するようなケースで

ある。すなわち我々はしばしば「熟知性の低いもの同

士をマッチングさせる」推論方略を取ることが考えら

れる。もしそのような方略で一定程度の正答を見込め

るとすれば，「再認できない」「熟知していない」こと

自体も推論の際の有益な手がかりといえる。 

本研究では，問題文が一定ではない二者択一課題に

おいて，我々が「熟知していないもの同士をマッチン

グさせる」という推論方略を行うか，またそのマッチ

ング方略が妥当な方略であるかを，行動実験およびメ

ディア実験を通して検証した。 

  

2. 実験 1（行動実験） 

まず，二者択一課題において問題文（の単語）に対

する熟知性が変わる場合，特に問題文の熟知性が低い
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場合に我々が熟知性のより低い選択肢を選ぶかについ

て，質問紙を用いた行動実験により検証した。 

 

2.1. 方法 

 

2.1.1. 実験参加者 

大学生 72 名が参加した（年齢は，Mean = 18.96）。

実験者は質問紙（課題冊子）を配布し，参加者に対して

全設問に順番に回答するよう求めた。 

2.1.2. 課題 

「二者択一課題」と「熟知性判定課題」という 2 種

類の課題を作成した。 

二者択一課題： 2 選択肢からなる一問一答形式の問

題を 100 問用意した。問題はすべて「○○という都市

がある国はどちらか」という形式であった（e.g.「ラム

サールという都市がある国はどちらか」）。このような

問題に対して，それぞれ２つの選択肢を設けた。一方は

正答の選択肢であり，もう一方は誤答の選択肢であっ

た（e.g.「オランダ イラン」）。問題を上記のような形

式にすることにより，参加者は問題文中の都市名（問題

文「X という都市がある国はどちらか」の「X」）を手

がかりとして答えを一意に特定する（選択肢「オラン

ダ」「イラン」では，「イラン」が正答）こととなる。 

二者択一課題の作成手順を記す。選択肢に用いる国

名には，「アジア・アフリカ・北南米・ヨーロッパ・オ

セアニア」の 5地域からそれぞれ 2か国以上，計 20か

国を抽出した。問題文に用いる都市名には，先に抽出し

た 20 か国から「人口上位」「歴史上の事件・条約など

に名を残す」などの基準により５都市ずつ，計 100 都

市を選出した。その後，最初に抽出した 20か国をラン

ダムに 10 か国ずつ 2 組に分け，全 10×10=100 通り

のペアを作成し，この 100 ペアを課題の選択肢として

用いた。そのうえで，それぞれについて選択肢の一方が

正答となるように，問題文に都市名を配置した。 

熟知量判定課題： 二者択一課題の問題文および選択

肢に使われた都市名や国名をどの程度熟知しているか

を，数値で回答するよう実験参加者に求めた。問題文に

使われた 100 の都市名の熟知量については「0(全く知

らない)～４(非常によく知っている)」の 5 件法で，ま

た選択肢に使われた 20 の国名の熟知量については

「0(全く知らない)～100(非常によく知っている)」の

101件法で，それぞれ回答を求めた。 

2.1.3. 手続き 

実験は，大学での講義時間内に質問紙を配布して行

われた。実験参加者は，二者択一課題および熟知量判定

課題をこの順に実施し，二者択一課題ではあてはまる

方の選択肢を○で囲むことを，熟知量判定課題では自

分がその都市または国をどのくらい知っているかを数

値で記入することを，それぞれ求められた。課題を始め

る前に，実験者は参加者に「本実験は知能等をはかる目

的のものではない」こと，および「回答の際に近くの人

と相談をしたり辞書等で答えを調べたりしない」こと

を教示した。 

 

2.2. 結果と考察 

まず，下記の式により「実験参加者が選択した選択肢

の熟知量の比」を算出した。 

選ばれた選択肢の熟知量

2つの選択肢の熟知量の合計
 

この熟知量の比は，参加者が「選ばれた方の選択肢を

他方に対してどの程度熟知していたか」を示す指標で

あり，大きければ大きいほど参加者が「より熟知してい

る選択肢を選んだ」ことを意味した。以後の分析ではこ

の熟知量比を正規化した値を用いた。 

続いて，問題文の熟知量および選択肢の熟知量比に

ついて 2 通り（問題文の熟知量が 0 か 1 以上か）×2

通り（選ばれた方の熟知量比が負か正か）のパターンを

想定し，全 7200 問（100 問×72 人）のうち各セルに

何問が該当するか，およびその該当数の全 7200問に占

める割合を算出した（表 1）。 

 

表 1 全 7200問（100問×72人）の内訳 

かっこ内は「全体 7200問に占める割合（セル内の値を 7200

で除した値）」を表す。なお小数第 3位で四捨五入しているた

め，かっこ内の合計は必ずしも 1.0にはならない。 

 
選択肢の熟知量比（正規化） 

< 0 ≧ 0 計 

問題文の

熟知量 

= 0 
2784 

(.39) 

1504 

(.21) 
4288 

> 0 
1500 

(.21) 

1412 

(.20) 
2912 

 計 4284 2916 7200 

 

表 1 より，熟知量の低いもの同士をマッチングさせ

たパターンは 2784問あり，全体に占める割合は .39に

上った。また問題文の熟知量が低いとき（i.e. 問題文の

熟知量が 0 のとき）に絞った場合，熟知量の低い選択

肢をマッチングさせている割合は .65（= 2784 / 4288）
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であった。このことから，我々は二者択一の推論場面に

おいて「熟知性の低いもの同士をマッチングさせる」と

いう推論方略を取りうることが示唆された。 

 

3. 実験２（メディア実験） 

しかしながら，我々の行う「熟知性の低いもの同士を

マッチングさせる」という方略は，実環境内で有利に働

くだろうか。もし熟知性の低い（知名度の低い）もの同

士がマッチングする場面が実際にはあまり見られない

とすると，この方略を取っても正答に至る見込みが少

なく，妥当とはいえないであろう。そこで次に，この推

論方略の生態学的合理性についてメディアを利用した

実験により検証した。 

 

3.1. 方法 

我々の環境内にあり，かつ実験 1 の行動実験と類似

した題材として，「日本の都道府県とその県庁所在地」

「世界の人口上位 50か国とその首都」という 2つを用

いた。本研究では生態学的合理性を分析するにあたり，

これら 2題材で登場する地名（前者は 47都道府県+47

都市，後者は 50か国+50都市）それぞれについて，「ど

のくらい頻繁に我々の環境内に登場しうるか」，および

「どのくらい我々が熟知しているか」を量的に定義し

た。この 2 つの視点に注目したのは，ある対象に我々

が頻繁に接触しているほど，それを認知・熟知する可能

性は高まると考えられるためであった。接触頻度が高

いほど対象をより深く熟知することになるだろうし，

有名であるほどその対象が自然界で登場する（e.g. 新

聞などのメディアに取り上げられる）機会も多くなる

だろう。言い換えれば，ある対象が自然界で登場する頻

度は，その対象に対する我々の熟知性を反映している

といえる（Goldstein & Gigerenzer，2002）。 

ある地名が「どのくらい頻繁に実環境内に登場しう

るか」については，次のメディアから得られた検索件数

の平均値と定義した。 

・朝日新聞の記事データベース「聞蔵Ⅱビジュアル」

（http://database.asahi.com/library2/main/top.php）

における 1984年 1月 1日～2016年 5月 23日の全国

版での検索ヒット件数 

・読売新聞の記事データベース「ヨミダス歴史館」

（https://database.yomiuri.co.jp/rekishikan/）におけ

る 1986年 1月 1日～2016年 5月 23日の全国版での

検索ヒット件数 

上記の URL はいずれも東京大学の学内端末からア

クセスできるものであった。また検索ワードには題材

に用いられた地名（「都市名」「都道府県名」「国名」）を

各々指定した。アクセス日は2016年5月23日であり，

両データベースとも同年同月日から遡れる限りの期間

を検索した。なお分析の際には，件数の偏りを補正する

ため件数を対数変換した。以下，こうして得られたデー

タを「検索件数」と呼ぶ。 

一方，ある地名を「どのくらい我々が熟知している

か」については，以下に述べる実験の Visual Analog 

Scale（VAS）で得られた値の平均値として定義した。 

実験参加者に，題材に用いられた地名（47×2+50×

2個）それぞれについてどの程度知っているかを「０(全

く知らない)～100(非常によく知っている)」の VAS で

回答するよう求めた。課題は質問紙形式で行われ，大学

生 39名（年齢は，Mean = 18.46）から回答を得た。こ

の実験も実験 1 同様，大学での講義中に質問紙を配布

する形で行われた。またこの中には，実験 1 に参加し

た者はいなかった。分析の際には先の検索件数と同様，

値の偏りを補正するためVASで得た値を対数変換した。

以下，こうして得られたデータを「（我々の）熟知性」

と呼ぶ。 

そのうえで，「熟知性の近いもの同士をマッチングさ

せる」というストラテジーの妥当性を検証する。先の検

索件数を利用し，「都道府県と県庁所在地」「人口上位

50 か国と首都」の 2 題材それぞれについて以下(ア)～

(ウ)の仮定の下でシミュレーションを行った。 

(ア) 「Xという都市がある国はどちらか」という二

者択一課題（e.g. 「都道府県と県庁所在地」の

場合は「札幌という都市がある都道府県はどち

らか」，「人口上位国と首都」の場合は「北京と

いう都市がある国はどちらか」といった問題）

を想定する。 

(イ) 各地名について，検索件数の z値を算出し，「2

選択肢（2都市）の z値のうち，問題文（県名

または国名）の z値と近い方を選択する」（i.e. 

県または国との熟知性がより近しい都市をマ

ッチングする）ことを仮定する。 

(ウ) (ア)の二者択一課題を全ペア（i.e. 上例では，

「都道府県と県庁所在地」の場合は「北海道」

と「その他各 46都府県」のペア，「人口上位 50

か国とその首都」の場合は「北京」と「その他

各 49か国」のペア）に対して行い，(イ)のスト

ラテジーのもとでどの程度正答するかを算出

する。 
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3.2. 結果と考察 

検索件数が我々の熟知性をどの程度反映しているか

を確認するために，検索件数と熟知性との相関係数を

算出した。「都道府県」「県庁所在地」についてはそれぞ

れ r = .61，r = .39（いずれも p < .001），また「人口上

位 50か国」「首都」についてはそれぞれ r = .92，r = .89

（いずれも p < .001）となった。都道府県や県庁所在

地で検索件数と熟知性との相関が比較的低かったのは，

参加者（全員日本人であった）の多くがメディアなどか

ら得られる情報量によらず自分の出身地や居住地に対

する熟知性を高く見積もったためかもしれない。特に

県庁所在地については，自分の生まれたまたは育った

都道府県でなければ，どうしても熟知性は低くなると

考えられる。これに対し海外の国や都市の場合，自分が

その地に住んでいたり育っていたりするケースは比較

的少ないと考えられる。そのためメディアなどから得

られる情報量がそのまま自身の熟知性に反映されるも

のと思われ，人口上位国や首都では検索件数と熟知性

との相関が比較的高くなったのであろう。ただ，いずれ

にせよ相関係数は有意であったことから，今回得た検

索件数はおおむね我々の熟知性を反映していると考え

られた。 

また，この検索件数を用いたシミュレーションの結

果として，「都道府県と県庁所在地」においては正答率

が.66，「人口上位 50か国とその首都」においては正答

率が.79であった。いずれの題材でも，実環境内で頻繁

に登場する（i.e. 広く認知・熟知されている）もの同士

をマッチングさせておよそ 7～8 割の正答率を得られ

たことから，熟知性をマッチングさせる推論方略は生

態学的に合理的であることが示唆された。 

 

5. 総合考察 

本研究では，「熟知性の低いもの同士をマッチングさ

せる」という推論方略を提案した。実験 1 では，二者

択一課題において我々は，問題文になじみのない状況

では熟知性の低い選択肢を選ぶ傾向にあることが示さ

れた。また実験 2 では，その方略が生態学的に合理性

をもつことが示唆された。ただし実験 1 において，実

験参加者が知識を用いて問題を解いていた可能性はあ

る。すなわち，参加者が熟知性の高さやなじみの深さを

手がかりに推論したのではなく，単に「X という都市

が Aという国にあることを知っていた」などという可

能性である。こうした可能性を排除すべく，例えば問題

に対する参加者の主観的な difficulty を加味するなど，

さらなる検証も必要だと考えられる。 

本研究から示唆されることは，同じ「推論課題」の場

面であっても手がかりに対する我々の認識が変わりう

ることである。言い換えれば，選択肢の熟知性の手がか

りをどう利用するかを，我々は問題文の熟知性に応じ

て変えていると考えられる。推論場面において，問われ

ている題材により「再認」が手がかりとされたりされな

かったりすることは報告されている（Pohl, 2006）。本

研究では「再認できない」「熟知していない」という面

に注目したことで，通常は有益ではないと考えられる

「熟知性の低さ」もときに手がかりとして利用できる

という，我々の推論方略に関する新たな知見をもたら

したといえるだろう。国と都市を例にとると，多くの場

合，有名でない都市は有名な国に属していないことが

考えられる。だとすると，「熟知性の低いもの同士をマ

ッチングさせる」という方略は，我々が日常から経験的

に獲得し使用しているものなのかもしれない。 
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短絡的思考傾向にあると評価される個人の性格的・認知的特徴 
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Abstract 
This study examined what makes us evaluate individuals as 

being likely to make a mistake without careful and precise 

thinking. First, we performed a questionnaire survey aimed 

at finding out personality of individuals who are prone to be 

evaluated to make a decision in an unthoughtful way. The 

results showed that these individuals have a tendency to be 

less influenced by others, rather than a tendency to think 

simplistically. Secondly, the experiment to examine the 

relationship between their personality and the extent of 

information acquisition in decision making was conducted. 

The result did not support the possibility that subjective 

evaluations about others’ thoughtfulness are explained by the 

individual differences of the extent of information 

acquisition. Finally, we investigated the correlation of the 

personality mentioned above and the cognitive characteristic 

to recognize extended information more than actually 

received. We obtained the implication that individuals whose 

thoughts are said to be unthoughtful may easily find it 

receiving sufficient information by using the image they 

made in their decisions. 
 
Keywords ― Careful and precise thinking, Evaluation 

from Others, Extent of Information Acquisition, 

Extended Boundary 

 

1. はじめに 

 情報を的確に利用し、問題解決できる力を向上させ

る教育において、学習の支援者が果たす役割は大きい。

このような力を学習者が効果的に習得されるために支

援者がいかに介入すべきかについて、多くの研究者が

検討している[1]。 

 上述した問題は生徒を対象とした教育のみに限られ

ない。情報を的確に利用したり論理的・分析的に解釈

したりせずに判断を下した結果が深刻な問題につなが

りかねない成人についても、同様の教育に力が入れら

れている[2, 3]。また、このような成人教育においても

支援者の存在は重要であるとされる。 

 しかし、情報に基づいて論理的に考える学習者の能

力を支援者がどのように把握しているのかについては、

十分明らかにされたとは言えない。支援者による学習

者の能力把握は、的確な教育的支援の出発点であると

考えられる。上述した能力を把握するための方法とし

て、例えば批判的思考に関する先行研究では、論理的・

分析的に考える力を測定するための認知課題や心理尺

度などが提案されている[4, 5]。ただ、成人、特に組織

内の教育では、支援者はまず、学習者の通常の業務や

身の振る舞いなどから能力を認識するのが一般的であ

ると考えられる。しかも、実問題は論理的・分析的処

理に頼らずとも直感的な処理によって解決できるもの

も多く、学習者が情報から論理的に考えて判断する能

力をどの程度持つか、支援者が把握する機会は多いと

は言えない。このような状況にある支援者が適切に学

習者を支援する方法を考える上で、どのような特徴を

持った学習者に対して上述した能力が低いと支援者が

認識しやすいのか理解することは重要である。 

 以上の問題意識に基づき、本研究は、情報を的確に

認識して論理的・分析的に考える傾向が弱い、すなわ

ち、短絡的思考傾向があると他者に評価されやすい成

人の特徴について明らかにすることを目的とした。具

体的には第一に、このような個人の性格的な特徴を調

べた。第二に、短絡的思考傾向が強いと評価されやす

い性格の持ち主が、どのような認知的特徴を示すのか

探索的に検討した。ただし前述のとおり、論理的・分

析的思考によらない日々の判断に基づいて下される短

絡的思考傾向についての他者評価と、論理的・分析的

思考が可能かどうかを測定する課題等における成績と

の関係が強いとは考えにくい。そこで本研究では別の

認知的特徴に目を向けた。個人が判断に十分な情報を

得られていないと判断を留保している間は短絡的であ

ると評価され得ないことから、判断に十分な情報を得

たとの思いやすさに着目した。この十分な情報を得た

との思いやすさに関連すると予測された次の 2 つの認

知的特徴が、短絡的思考傾向に関する他者評価にどの

程度寄与しているか検討した。1 つは、判断までに要

する情報量の差[6]であった。もう 1 つは、一部の情報

しか受け取っていなくても全体に関する情報を受け取

ったと錯覚して認識する傾向の強さであった[7]。 
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2. 短絡的思考傾向があると他者から評価

されやすい性格の検討 

短絡的思考傾向があると評価されやすい個人の性格

を、次の 3 段階を経て検討した。 

 

1.  自身の性格に関する質問項目の選定 

1)予備調査 

はじめに、人間の判断ミスや状況ごとの反応に関す

る特徴および関連する性格を調べるための質問として、

既存の性格尺度から選んだ項目 555 項目と、著者らが

作成した 10 項目を合わせた 565 項目を用意した。一

般より募集した男女 8 名がこれらの項目に対して、表

現の理解しやすさや「あてはまる」「あてはまらない」

で回答を求められたときの回答しやすさ等について評

価した。この評価に基づき、修正困難と判断した質問

項目を除外し、残った 333 項目を本調査に使用する質

問項目候補とした。   

次に、本調査の参加者と同じ企業に勤務する社員 8

人に 333 項目への回答を依頼した。回答方法は 4 件法

（「あてはまる」「ややあてはまる」「あまりあてはまら

ない」「あてはまらない」）であった。この結果から、

回答が特定の選択肢に集中するおよび中心化する項目、

表現が理解しづらいと評価されて修正が困難であると

判断した項目を除外した。その結果、本調査で使用す

る質問項目を 177 項目に絞り込んだ。 

 

2) 本調査 

1) 予備調査で選定した 177 項目について、ある企業

に勤務する社員に回答を求めた。回答方法は 1) 予備調

査と同様の 4 件法であった。回答に対する負担の点か

ら、質問項目 177 項目を内容によって 3 グループに分

け、各グループの質問項目について 443 人、445 人、

411 人の回答を収集し、各グループのデータについて

因子分析（最尤法、プロマックス回転）を実施した。

因子負荷量が±.35 に満たない項目、および、複数の因

子に.35 以上の負荷を示した項目は削除した。また、質

問項目が 2 項目以下である因子は採用しなかった。結

果、3つの因子分析によって合計12因子が抽出された。 

 

2.  短絡的思考傾向に関する他者評価用質問項目の選

定 

1. 2) 本調査の参加者についてよく知る他者（管理者）

1 人に、当該参加者の性格や状況ごとの反応に関する

特徴などについて尋ねる質問項目を作成した。他者向

け質問項目は、回答者と同質の参加者 4 人によるブレ

ーンストーミングによって 31 項目作成した。この中に

は短絡的思考傾向について尋ねることを目的とした項

目が含まれていた。回答方法は 1. 2) 本調査と同様で

あった。31 項目について 1271 人分の回答を収集し、

因子分析（最尤法、プロマックス回転、その他の処理

は 1, 2）本調査と同様）を実施した結果、4 因子を抽出

した。そのうちの 1 因子が内容的に「短絡的思考傾向」

を反映していると解釈された。構成する質問項目は次

のとおりであった：「物事をすぐに決めつけようとしが

ちだ」、「自分に強い自信をもっているようだ」、「一度

出した結論は見直さない」。 

 

3.  短絡的思考傾向が強いと評価されやすい個人の性

格と関連する質問項目の選定 

 1.で抽出された全 12因子と、2.で「短絡的思考傾向」

と解釈された因子との関係を調べた。結果、12 因子の

うちの 1 つに弱い負の相関がみられた（r=―.22, 

p<.001）。この因子に関する質問項目は次のとおりであ

る：「物事を、まわりの人の影響を受けずに自分一人で

決めるのが苦手だ」「周りの皆が本来とは違う行動をし

ていると思っても、それと同じ行動をしてしまう」「な

るべく目立たなくして、自分を出さないようにしてい

る」「人に対して、いつも遠慮がちである」「人に向か

って思ったことが言えない方だ」。  

 短絡的思考傾向があると他者に評価されやすい個人

の性格とは熟慮性に欠けているなどではなく、他者に

影響されにくい、および、自分自身で考え判断する姿

勢を持っているというものであった。この結果は、支

援者にとって学習者の論理的・分析的な思考能力を的

確に把握することが困難であることを示唆するものと

考えられる。一方、組織ではチームで業務を進めるこ

とも多く、周囲の意見を十分考慮せずに判断すること

が短絡的であると評価されやすい可能性もある。 

 本研究では、短絡的思考傾向があると他者から評価

されやすさについて上述した 5 項目を使用して測定し、

これらの質問への回答得点と、認知課題での回答との

関係性について調べる。 

 

3. 判断に要する情報獲得量と短絡的思考

傾向の他者評価との関係についての検

討 

1.  方法 

1) 課題 
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本実験では、情報獲得量評価課題[6]を使用した。た

だ、先行研究で使用されていたシナリオは、競馬で予

想屋の意見を聞きながら、出来るだけ多く儲けるとい

うものであった。本研究では、自身の金銭損失よりも

社会的な問題を誘発し得る短絡的思考を研究対象とし

ている。リスクに対する個人の態度はシナリオによっ

て異なること[8]から、先行研究とは異なるシナリオを

作成し、使用した。 

 参加者は全 98 試行に取り組んだ。課題のシナリオ、

および、各試行において参加者が求められるタスクは

次のとおりであった。 

『あなた（参加者）は研修医である。致死率の高い感

染症 2 種類（「南型」「北型」）が国内で大流行しており、

両感染症は症状が類似している。研修医であるあなた

が、患者の罹患する感染症を判別することは困難であ

る。なお、両方の感染症に同時に罹ることは無い。 

ベテラン医師 1 名以上 3 名以下があなたをサポート

する。彼らの意見を聞き、各患者が罹患する感染症を

判断し、その治療に効果のある薬を投与すること。』 

 各試行開始時点では 3 種類の情報を表示した。医師

1 人目の診断結果（「南型」あるいは「北型」）、医師 1

人目の名前、医師 1 人目が診断に対して持っている自

信の度合い（自信度、％）である（図１）。医師 1 人目

の診断結果等だけでなく、2 人目以降の診断結果等も

参照したい場合、参加者は 3 人目まで診断結果を問い

合わせることができる。ただし、問い合わせた診断結

果等が表示されるまでには 5 秒間要する。また、一度

にまとめて 2 人目、3 人目の診断結果等を問い合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ることはできない。これらの設定は、情報を得るため

に追加的な時間や労力を伴うことが多い実際を反映さ

せたものである。 

各試行での正答は、医師 3 人の自信度を加算し、数

値が大きかった方とした。しかし、回答は 2 択であり、

自信度 50％未満の意見を参考にすることは実質的に

は大きな価値がない。したがって、正答の算出に寄与

する自信度は 50％以上とした。 

画面には感染症判断に必要な情報のほかに、治療実

績を表示した。患者が罹患した感染症の判断が正しか

った場合は、治療実績を蓄積できる（表 1）。治療実績

は、医師 2 人目、3 人目に診断結果を問い合わせたと

きよりも、医師 1 人目で判断したときに高くなるよう

設定した。 

また、参加者の情報獲得量に影響を及ぼし得る独立

要因 3 要因を操作した。第一の要因は、治療実績の増

減設定（被験者内要因）であった（表 1）。「利益焦点

条件」では、参加者の判断が正しかった試行において

のみ実績が加算された。これに加え、「損失焦点条件」

では参加者の判断が間違っていた試行で治療実績が大

きく減少した。 

第二の要因は、3 人の医師が自身の診断結果に対し

て示す自信度の変化（被験者間要因）であった。

Hausmann & Läge[6]は、問い合わせ先の判断結果に

対する自信度の変化が参加者の情報獲得量に影響した

と報告している。自信度が医師 1 人目から 3 人目に進

むにつれて低下する「降順条件」(例 90→70→50%)と、

自信度が上下する「ランダム条件」(例 90→40→70%)

の 2 条件を用意した。 

第三の要因は、医師 3 人が 1 人目として表示される

ときの診断結果の正答率（被験者内要因）であった。

医師 3 人が 1 人目となる回数を同一にし、そのときの

正答率を操作した(100、90、60％)。例えば、医師 A

が 1 人目に表示された場合の診断結果の正答率を

100％とし、医師 C が 1 人目に表示された場合の診断

結果の正答率を 60％とした。なお、各医師の正答率設

定にかかわらず、診断結果に対する自信度が高い試行、

中程度の試行、低い試行を同程度の割合で各医師に割

り当てた。 

上述の 3 要因のほかに、時系列的な変化が参加者の

回答に及ぼす影響を観測した。 

 98 試行を 49 試行ずつ、治療実績の増減設定におけ

る利益焦点条件と損失焦点条件に割り当てた。各条件

図 1 情報獲得量評価課題の試行画面例 

表 1 治療実績の増減設定 
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の 49 試行は、練習試行 3 試行、本番試行 46 試行から

構成された。46 試行はさらに 30 試行と、それに続く

16 試行に分けられた。30 試行では学習促進を目的と

して、参加者が回答直後、正答である感染症のボタン

の上に丸印を表示した。16 試行では正答を意味する丸

印を表示しなかったが、参加者は自身の回答が正しか

ったかどうか治療実績から把握できた。 

 

2) 実験手続き 

参加者は 20～50 代の男女 60 人であった。人材派遣

業者を通して「パソコンを使った簡単な作業業務」へ

の従事を希望した応募者を集めて実験を実施した。各

参加者には課題について説明した後、机の上に設置さ

れているパソコン上での課題に取り組むよう求めた。 

参加者 60 人のうち 30 人には利益焦点条件の試行を

先に、損失焦点条件の試行を後に割り当てた。別の 30

人には逆の順番で条件を割り当てた。また、各条件の

参加者 30 名を半分に分け、15 人には医師の診断に対 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する自信度の変化について降順条件のみを、別の 15 人

にはランダム条件のみを課した。 

 また、参加者は自身の性格に関する質問項目 177 項

目（1. 1. 2）本調査で使用した項目）、および、ヒュー

マンエラー傾向自己診断手法[9] 35 項目に回答した。

ヒューマンエラー傾向自己診断手法で測定する 4 因子

のうち 1 因子は「短絡的思考エラー」に関連すると解

釈されており、この因子に関する質問項目への回答得

点に特に注目した。回答方法はいずれも 4 件法（「あて

はまる」「ややあてはまる」「あまりあてはまらない」

「あてはまらない」）とした。 

 

2.  結果 

はじめに、情報獲得量評価課題の回答傾向全体につ

いて述べる。参加者の正答率平均は 81%で、条件によ

ってほとんど影響を受けなかった。図 2 は、参加者が

診断結果を問い合わせた医師の人数である。医師 1 人

目の診断結果は各試行開始時点で既に表示されている

ため、確認人数が 1 人以下になることはなく、「確認

人数 1 人」とは参加者が追加の診断結果を求めなかっ

たことを意味する。いずれの要因についても、統計的

な有意差は確認されなかった。 

次に、情報獲得量評価課題の回答における個人差に

ついて述べる。本番試行最初の 15 試行と、最後の 16

試行の確認人数との間には高い相関がみられた。利益

焦点条件での確認人数の相関は 0.78（p<.001）、損失

焦点条件では 0.70（p<.001）であった。また、最後 16

試行での確認人数について、利益焦点条件と損失焦点

条件との間に高い相関が確認された（r=0.72, p<.001）。

しかし、情報獲得量評価課題における正答率と確認人

数、いずれについても、短絡的思考エラーに関する自

己評価得点、および、短絡的思考傾向についての他者

評価と関係があった質問項目への回答得点との間に顕

著な関係は確認されなかった。 

 

3.  考察 

本実験では短絡的思考傾向に関する自己評価および

他者評価と、判断までに要する情報量との関係を検討

した。判断までに求める情報量については個人差が存

在した。条件にかかわらず、多くの情報を収集しよう

とする参加者は、最初から最後まで一貫してその傾向

を示した。 

ただし、今回の実験結果に基づけば、このような判

図 2 各条件における情報獲得量（人数） 
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断に要する情報量の少なさは、短絡的思考傾向に関す

る自己評価、また、他者評価と関連の深い性格を説明

づけるものではなかった。ほとんどの条件において、

多くの参加者は医師 2 人目の診断結果を問い合わせず、

観測された認知的回答における個人差は小さかった。

この点については次のような可能性が考えられる。

Gigerenzer & Gooldstein[10]は、人間は最小限の情報

に基づいて判断しようとし、それは多くの場合、最初

に手に入った情報のみであることを主張している。本

実験の結果も、参加者が上述した方略によって回答を

選択していたと解釈できる。また、課題における正答

が参加者自身にとって持つ意味が低く、参加者が医師

2 人目、3 人目の診断結果を聞いてでも正答しようとす

る動機が低かった可能性がある。 

 

4. 表示されなかった情報を認識する認知

的傾向と短絡的思考傾向の他者評価と

の関係についての検討 

1.  方法 

1) 課題 

本実験では、Intraub ら[11]の境界拡張を観測した再

認課題を参考に課題を作成した。課題で使用した写真

は全部で 27 枚であった。著者が市街地で撮影した写真

35 枚のうち、4 人を対象とした予備実験で境界拡張が

2 人以上で発生した画像を選んだ。 

本実験で使用した課題は前半と後半から構成された。

前半では、全部で 25 枚の写真を呈示した。1 画面につ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き 1 枚の写真を 7 秒間呈示した。ただし、画面上に設

置した「次へ」ボタンが押されれば、その時点で次の

写真を呈示した。後半は 27 試行から構成された。前半

同様、1 試行（1 画面）につき写真 1 枚を呈示した。呈

示した写真 27 枚のうち 15 枚は、前半で呈示した写真

と同じ被写体を映した写真であった。このうち 6 枚は

前半で呈示した写真と全く同じ写真（以下、「同一写真」

という。）、別の 6 枚は前半で呈示した写真よりも広角

で撮影した写真（以下、「縮小写真」という。）、さらに

別の 3 枚は前半で呈示した写真の一部を撮影した写真

（以下、「拡大写真」という。）であった。残り 12 枚は

前半で呈示していない写真（以下、「ディストラクタ写

真」という。）であった（図 3 参照）。また、各試行の

画面には、「同じ」、「縮小」、「拡大」、「無し」という 4

つのボタンを設置した。いずれかのボタンが押されれ

ば次の試行が開始し、6 秒以内にいずれのボタンも押

されなかった場合には、自動的に次の試行が開始した。 

 

2) 実験手続き 

手続きは 3. 判断に要する情報獲得量に焦点を当て

た実験とほぼ同じであった。参加者は 20～50 代の男

女 30 人であった。参加者には課題の前半で 25 枚の写

真を見て覚えるように伝えた。この時点では、その後、

写真がどのように呈示されるかについて全く伝えなか

った。後半を開始する時点で、前半に覚えた写真と全

く同じ写真が呈示された場合に「同じ」ボタンを、縮

小写真に対しては「縮小」ボタン、拡大写真に対して

は「拡大」ボタン、ディストラクタ写真に対しては「無

し」ボタンを押すように教示した（図 3）。回答制限時

間は 6 秒であった。また、性格に関する質問項目 177

項目とヒューマンエラー傾向自己診断手法[9] 35 項目

に回答するよう参加者に求めた。 

 

2.  結果 

参加者30人のうち1人分のデータを保存できなかっ

たため、29 人分のデータを解析した。 

課題の成績は、後半の写真を呈示した回数（27 回）

に対する正答数を「全体正答率」として算出した。ま

た、後半に呈示した同一写真 6 枚に対して「拡大」ボ

タンを押す、すなわち「境界拡張」[11]の回数を「境界

拡張率」として算出した。 

全体正答率の参加者平均は 42％であった。また、境

界拡張率の参加者平均は 25％であった。様々な変数間

について関係を調べたところ、境界拡張率と、短絡的図 3 各試行で表示した写真と正答との対応 
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思考傾向が強いと他者から評価されやすい性格の強さ

との間の相関（r=.44, p<.05）について統計的有意差が

得られた。なお、境界拡張率と正答率との相関も統計

的に有意であったが（r=－.37, p<.05）、境界拡張率と

拡大写真に対する正答率、境界拡張率とディストラク

タ写真に対する正答率との間の関係はほとんど確認さ

れなかった（それぞれ r=－0.08, r=0.07）。 

 

3.  考察 

実験の結果から、短絡的思考傾向があると他者から

評価されやすい性格を有する参加者には、実際に表示

された写真よりも拡大された写真が表示されたと回答

する傾向がみられた。 

Intraub[7]のモデルに基づいて今回の結果を考察す

ると、短絡的思考傾向があると他者から評価されやす

い性格を持つ個人は、認知的に自ら生成した情報を実

際の視知覚として入力されたものとして認識しやすい

傾向が強いと解釈できる。ただ、今回の実験結果から

は、そのメカニズムについてまでは特定できない。可

能性として、実際に入力された情報と自分が生成した

情報との弁別性が低い、あるいは、呈示された部分的

な情報に基づいて自ら生成する関連情報の量が多い、

といった認知的特徴が背景にあることが考えられる。

しかし、境界拡張率と正答率との間に負の相関がみら

れたものの、境界拡張率と他の刺激に対する正答率と

の関係は、ほぼ無相関であった。ここから、記憶力の

個人差が背景にあるとは考えにくい。また、今回の実

験で使用した写真は個人の特定の経験などと関係が深

い写真ではなく、市街地内の様々な物体を撮影した写

真であった。実験場所が市街地内で、そこに参集した

参加者間で各写真に対する知識などに大きな差があっ

たとも考えにくい。自ら生成する関連情報の量が多か

ったことが関連しているとしても、上述の理由による

ものではないと推測される。 

 

5. 本研究の留意点 

最後に本研究の留意点について述べる。第一に、短

絡的思考傾向があると他者から評価されやすい個人の

性格を明らかにするための調査への参加者と、関連す

る認知的特徴を明らかにするための実験への参加者と

で、参加者の質が異なった可能性がある。前者は企業

の社員であり、後者は人材派遣業者を通して収集した

参加者であった。特に、他者の短絡的思考傾向に関す

る主観的な評価は、企業や職業によって大きく異なる

と考えられ得る。このような特徴的な評価と関連性の

ある認知的特徴について明らかにするためには、例え

ば、調査への参加者と同質の参加者から認知課題のデ

ータを収集し、解析する必要がある。 

第二に、実験の参加者データは 60 人および 29 人で

あり、変数間の様々な関係性を解析するにはサンプル

数が少なかった。データを追加し、改めて解析するこ

とで、短絡的思考傾向に関する他者評価とその背後に

あるメカニズムを、より明確に推定できると期待され

る。これは今後の課題としたい。 
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記憶に基づく誤った信念の系統性： 
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Abstract 
The present study examined how the memory-based false 
belief affects inferences. The memory-based false belief 
refers to incorrect belief about the real world (e.g., one 
falsely believes that there is a professional baseball team in 
city X while there is actually not). Intuitively, memory-based 
false belief seems to have adverse effects on inferences about 
the real world statistics such as populations. That is, those 
who possess more memory-based false believes and make 
inferences based on those believes, their inferences tend to 
be less accurate than those who possess less false believes. If 
this is true, then, individual differences in accuracies of 
inferences may be explained in terms of the amount of 
memory-based false belief that individuals possess.  
However, we provided an evidence that the memory-based 
false believes do not have adverse effects on inference if 
false believes are systematically organized. Using computer 
simulations, we found that systematic false believes people 
tend to possess did not affect accuracy of inferences while 
non-systematic false believes adversely affected inferences. 
In addition, the results of a behavioral experiment showed 
that the performance of an inference task was not related to 
the amount of false believes participants possessed. These 
findings indicate that the amount of systematic false believes 
that individuals possess does not explain individual 
differences in accuracies of inferences.   
 
Keywords ―  memory-based false belief, inference 
about real world statistics, ecological rationality 
 

1. はじめに 

	 	 人間の記憶は、ビデオカメラのように正確に記録さ

れるわけではなく、可変的であり、結果として誤った

記憶を持つことが古くから知られている。一例として

は false memoryが知られており（e.g., Roediger, & 
McDermott, 1995）、実際に呈示されなかった刺激に対し
て「呈示された」と記憶される現象を非常に単純な実

験パラダイムから生成できること、また実世界でも同

様の誤った記憶が形成されることが知られている（e.g., 
Loftus, 2005; Roedinger & DeSoto, 2016）。 

	 	 このような false memoryに関する先行研究の知見に

基づき、Honda, Matsuka, & Ueda (2016)は、実世界の環
境情報に関して、false memoryに類似した、記憶に基づ
く誤信念が生み出されているのではないかという仮説

を立て、25名に対して行動実験を実施した。この実験
では、日本の 100の市に関して、それぞれの市が、「プ
ロ野球チーム」、「高等裁判所」、「新幹線の止まる駅」、

「首都圏」、「県庁所在地」、５つの属性（いずれも、人

口数と正の相関関係を持つ属性）を持つか否かを「あ

る」、「ない」、「わからない」で回答することが求めら

れた。結果として、以下の２点が明らかになった。 
（１）実際にはない属性を「ある」と思う信念を、人口

が多い都市ほど持ちやすくなる。 
（２）実際にはある属性を「ない」と思う信念を、人口

が少ない市ほど持ちやすくなる。 
この結果は、環境構造と整合的な形で、系統的な誤

信念が生み出されていることを示している。同時に、

Honda, Matsuka, & Ueda (2016)は、記憶に基づく誤信念
の系統性が持つ適応性について計算機シミュレーショ

ンを実施して検討した。具体的には、二者択一の人口

推論課題（2都市を提示して、人口が多いと思う都市
を選択する）を系統的信念群（以下 Syst群）と非系統
的信念群（以下、Non-Syst群）に実施し、推論成績を
比較した。Syst群（Syst1, Syst2, …, Syst25、計 25名が
シミュレートされた）は行動実験で得られた 25名分の
知識に関するデータ（100都市×5属性）をそのまま用
いて、推論が実施された群である。すなわち、人間が

持つ系統的な誤信念を含む知識データに基づいて推論

が行われた。一方で、Non-Syst群（Non-Syst1, Non-Syst2, 
…, Non-Syst25、計 25名がシミュレートされた）は、
Syst群と同じ割合のランダムに生成された誤信念を持
つ群であった。例えば、Syst1が 15%の誤信念を有して
いたとすると、Non-Syst1は 15%のランダムに生成され
た誤信念を有していた。つまり、非系統的な誤信念を

含む知識データに基づいて推論が行われた。結果とし
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て、Syst群の正答率はNon-Syst群の正答率を大きく上
回った。直感的には、記憶に基づく誤信念は推論に負

の影響を与えるように感じられるが、以上の結果は、

信念の誤りに関する直感とは反し、信念に見られる系

統的な誤りは実世界を正確に理解していく上で適応的

に機能している可能性を示している。 
	 この知見は、推論パフォーマンスの個人差について、

興味深い示唆を与える。直感的には、記憶に基づく誤

信念が推論パフォーマンスの個人差に関係するように

思われる。つまり、記憶に基づく誤信念をより多く持

つ個人のパフォーマンスは悪くなるように思われる。

一方で、Honda, Matsuka, & Ueda (2016)の知見に基づけ
ば、推論パフォーマンスに対して、記憶に基づく誤信

念は必ずしも影響を与えない可能性も考えられる。つ

まり推論パフォーマンスの個人差に記憶に基づく誤信

念は寄与しないことが考えられる。 
	 本研究では、記憶に基づく誤信念から推論パフォー

マンスの個人差が予測できるかについて、計算機シミ

ュレーション、ならびに行動実験に基づいて検討を行

った。 

 
2. 計算機シミュレーションに基づく検証 

	 Honda, Matsuka, & Ueda (2016)における、二者択一の
人口推論課題のSyst群とNon-Syst群のパフォーマンス
（25名ずつシミュレート）と、シミュレートされた 25
名それぞれが持つ記憶に基づく誤信念の割合との関係

性を比較した。記憶に基づく誤信念に関する直感的な

予測としては、誤信念の割合が増えれば推論の正答率

は下がると考えらえる。一方、Honda, Matsuka, & Ueda 
(2016)が示したように、記憶に基づく誤信念に系統的な
性質があるとき、推論の正答率と誤信念の割合の間に

は関係性が存在しないことが予測される。 
	 図 1 に推論パフォーマンス（計算機シミュレーショ
ン）と記憶に基づく誤信念の割合の関係を記す。図か

らもわかるようにSyst群とNon-Syst群で傾向は大きく
異なる。系統的な誤信念を持つ Syst群は誤信念の割合

 
図 1	 推論パフォーマンス（計算機シミュレーション）と誤信念の割合の関係。TTB(Take The Best, 
Gigerenzer, Goldstein, 1996)、Tally1, 2 (Marewski & Schooler, 2011)は知識に基づく推論アルゴリズムであ
り、人間の推論パフォーマンスをよく記述できるとされるモデルである。本研究では、知識の性質（どのよう

な誤信念を含むか）と推論パフォーマンスの関係の頑健性（推論アルゴリズムによって、推論パフォーマンス

が変化するか否か）を検証するために、３モデルを使用して検証を行った。 
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と推論パフォーマンスに有意な関係性が見られなかっ

た（TTB, r = -0.17; Tally1, r = 0.09; Tally2, r = -0.02; いず
れも p > .1）。一方でNon-Syst群は有意な負の相関関係
（TTB, r = -0.76; Tally1, r = -0.73; Tally2, r = -0.65; いず
れも p < .001）が見られた。 
	 以上、系統的な記憶に基づく誤信念は推論パフォー

マンスの個人差と有意な関係性はないことが示された。

この結果はHonda, Matsuka, & Ueda (2016)の知見と整
合的であると考えられる。一方で、非系統的な記憶に

基づく誤信念は推論パフォーマンスと有意な負の相関

関係が見られた。このことから、誤った信念を視点と

して推論パフォーマンスの個人差が予測できるという

直感的予測（i.e., 誤った信念をより多く持つ個人のほ
うが、推論パフォーマンスは下がる）は、誤信念が非

系統的な場合においてのみ見られる現象であり、人間

が有するような、系統的な誤信念は推論パフォーマン

スの個人差に寄与しない可能性が示された。 
 

3. 行動実験に基づく検証 

	 前節において、記憶に基づく誤信念は系統性を持つ

時に、推論パフォーマンスと有意な関係性が存在しな

いことが計算機シミュレーションを通じて示された。

本節では、行動実験を通じて、同様の検証を行った。 
	 32 名の大学学部生に以下に記す 2 課題を実施した。
1つ目の課題はHonda, Matsuka, & Ueda (2016)と同じ都
市の知識に関して問う課題であり、各 100都市の 5属
性について、「ある」、「ない」、「わからない」で回答す

ることが求められた。2 つ目の課題は 2 都市を呈示し
て、人口が多いと思う都市を選択する、二者択一の人

口推定課題である。この課題では、Honda, Matsuka, & 
Ueda (in press)における Easy Listに含まれていた 15都
市（前述の 100 都市にも含まれている）から全組み合
わせである合計 105 ペアに対して課題を実施した。
Honda, Matsuka, & Ueda (in press)はこの 105ペアに関す
る推論は都市知識に基づいて推論がなされやすいこと

が示されている。 
	 都市の知識を問う課題では、各個人の都市に関する

信念の正確性を測定していることを踏まえると、以下

のような予測が成り立つ。誤った信念が推論パフォー

マンスに影響を与えるという直感的予測からは、信念

の正確性と推論成績には有意な負の相関関係が存在す

ると考えられる。一方でHonda, Matsuka, & Ueda (2016)
に基づけば、有意な相関関係は存在しないと予測され

る。また本研究の本題とはずれるが、不明知識（「わか

らない」反応）と推論パフォーマンスの関係も同時に

分析する。直感的には不明知識が増える、すなわち知

識量が少ないと推論パフォーマンスが下がるように感

じられるが、先行研究の知見に基づけば（e.g., Goldstein 
& Gigerenzer, 2002）、このような関係性は存在しないこ
とが予測される。 
	 図 2に誤信念、不明知識（「わからない」反応）の割
合と推論パフォーマンスの関係を記す。2 変数間の相
関関係を分析したところ、いずれも有意な関係性は観

察されなかった（False belief, r = -0.22; Missing, r = 0.01, 
p = .95; False belief + missing, r = -0.12; いずれも p > .1）。 
	 以上、人間が持つ誤信念は推論パフォーマンスの個

人差と有意な関係性が存在しないことが行動実験から

も示された。この結果と前節の計算機シミュレーショ

 
図 2	 誤信念、ならびに不明知識（“わからない”反応）の割合と推論成績の関係 
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ンで示した結果を踏まえると、人間が持つ誤信念は系

統的な性質を持つために、信念の正確性は推論パフォ

ーマンスの個人差を生み出す要因にはなっていない可

能性が示された。また、知識量も推論パフォーマンス

と有意な関係性が存在しないことが示されたが、これ

は先行研究の知見（e.g., Goldstein & Gigerenzer, 2002）
と基本的には整合的であると考えられる。 
 
4. 総合討論 

本研究では、計算機シミュレーションならびに行動

実験に基づいて、人間が持つ誤信念を視点として推論

パフォーマンスの個人差を予測できるかを検証した。

まず、計算機シミュレーションの結果から、系統的な

記憶に基づく誤信念は推論パフォーマンスの個人差と

有意な関係性はないことが示された。一方で、非系統

的な記憶に基づく誤信念は推論パフォーマンスと有意

な負の相関関係が見られた。このことから、誤った信

念を視点として推論パフォーマンスの個人差が予測で

きるという直感的予測（i.e., 誤った信念をより多く持
つ個人のほうが、推論パフォーマンスは下がる）は、

誤信念が非系統的な場合においてのみ見られる現象で

あり、人間が有するような、系統的な誤信念は推論パ

フォーマンスの個人差に寄与しない可能性が示された。

行動実験の結果も計算機シミュレーションの結果と一

貫しており、誤信念の割合と推論パフォーマンスの間

に有意な関係性は存在しなかった。 
以上、人間が持つ信念は系統的な性質を持つために、

推論パフォーマンスの個人差には寄与しない可能性が

示された。この結果は、人間が実世界の事象に対して

持つ“誤り”は、実世界を大局的に理解（e.g., 本研究
が検証したような人口数など、都市の細かい属性では

なく、都市全体のイメージを理解すること）していく

適応的プロセスの中で生まれる副産物であるため、実

世界の大局的な理解の個人差を生み出す要因にはなら

ない可能性が示された。 
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Abstract 
This study analyzed that the difference between the two 
performances - improvised and scripted by an audience 
questionnaire. We recorded an improvised theatre 
performance with experienced improvisers in public. Then 
we created a script from the dialogue of the improvised 
scenes. And other professional actors rehearsed this script 
before performing it and showed at the same theatre with an 
audience. Employing the GELOS scale we asked 64 drama 
students to rate the impression of the performances after 
showed the two videos. We found out the improvised 
performance was assessed as more unique and original than 
the scripted performance. 
Keywords— improvisation, theatre, acting  
	

1. はじめに	
	 認知科学的研究において,	演劇を対象とした研究

は,近年注目されつつある（後安・辻田,2007他）.	そ

の中でも本研究では,	即興演劇（improvisation	

theatre）を題材として取り上げる.	即興演劇とは,	

「シナリオがない演劇」である.	その場で出てきた	

アイデアを,俳優同士が互いに受け入れ合いながら,	

言葉やジェスチャーといったコミュニケーションを介

して,	協力しながら場面を創らなくてはならない	(中

小路・絹川,	2015).このように即興演劇は創作プロセ

スそのものが鑑賞の対象になるため,創造のプロセス

を観察する対象に相応しいと言われている

(Sawyer,2003).	また,即興演劇は improv.もしくは

impro.と呼ばれ,	アメリカやイギリスではテレビ番組

になるほどの人気がある演劇である.観客は,	俳優が

即興で演じていることを知っている.	その場でアイデ

アを生み出さなくてはならない俳優のハイリスクな境

遇に共感したり,	どうなるか分からない展開にドキド

キしたりしながら,	二度と繰り返すことのできないエ

ンターテイメントを積極的に観劇することになる

（Sweet,1996）.	

		 一方,	台本のある演劇（以後「台本演劇」と記す.）

の場合は,	セリフ,	ストーリーの展開,	登場や退場

のタイミング,	舞台上の立ち位置（以後「ミザンス」

と記す.）などはすでに決まっているため,	俳優がそ

の場で新しいストーリーやミザンスを創造する必要

はない.	もちろんだからと言って,台本演劇に即興的

な要素がないわけではない.	俳優は観客の反応によ

って,毎回の舞台で演じ方を変える工夫をしているか

らである（安藤,2005）.	例えば,俳優は観客からの反

応を感じながら,	毎回新鮮に演じなくてはならない.

しかも俳優が演じている,役としての登場人物は,劇

の中で起こることは知らないはずである.	例えばシ

ェイクスピアの名作『ロミオとジュリエット』のジュ

リエットは,	ロミオが死ぬことは知らない.	ジュリ

エットにとって「劇世界」は自分が生きている世界で

あり,	彼女にとってはシナリオのない世界なのであ

る.	つまり俳優は本当に生きているかのように,	役

として即興的な反応をしなくてはならない.	こうい

った即興的な反応ができるようになるためにも、演劇

の稽古には,	しばしば即興的なトレーニングが取り

入れられる（Toporkov,1979;	Hodge,2000）.すなわち

台本の有無にかかわらず,俳優の演技には即興性が必

要なのである.	

	

２．即興演劇における先行研究と問い	

		 即興演劇に関する代表的な先行研究は,	即興演劇

の「即興的会話(Improvised	Dialogue)」に着目した

Sawyer	(2003)である.	この心理学的研究では,	俳優

たちが発した会話プロセスの分析によって,	即興演劇

の創発フレームが示された.また Fuller	and	Magerko	

(2011)	は,	即興演劇の創作プロセスを「共同メンタル

フレーム」の創造だとした.	これらの研究は,	即興演

劇における創作プロセスはプロダクトそのものである

というSawyer(2003)の考え方に基づいている.	「即興

演劇がプロダクトである」という従来の研究を受け入

れるとするならば,	それがどのようにクライアントと
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しての観客に受け取られているかに着目することも必

要なのではないだろうか.	つまりプロダクトに対する

客観的な評価を調べることで,	その特徴を抽出するの

である.	

	 即興演劇を観客がどのように感じるかという点に着

目した研究は,	まだ多くはない.	しかし舞踊における

観客の印象調査（佐藤,1990）や芸人における観客調査

（野村,2010）といったものがある.これらの研究では,

研究対象となる複数のダンスやパフォーマンスを比較

することで,それぞれの特徴や違いを抽出している.	

本研究も佐藤(1990)や野村(2010)の研究に従い,即興

と台本という２種類の演劇の印象を評定してもらい，

両者を比較することで,それらの特徴を調べることに

した.		

	

３．方法	

	 本研究では,	人々に即興演劇と台本演劇の両方の映

像を見てもらい,	その印象の違いを調べる.	

		 映像の入手の手順は以下である.	(1)プロの俳優た

ちによって上演された即興演劇をビデオで記録し,	そ

の中でストーリーが明確だった２つの短い劇（以下,	

ショートシーンAと B）を選んだ.	(2)ショートシーン

A と B の発話を書き起こし台本を作成し,	別のプロの

俳優たちに渡してセリフを覚えてもらい,	稽古をした

上で,	同じライブハウスに別の観客を入れて上演し,	

それをビデオで記録した.（３）この手順で得た４種類

のビデオ（即興演劇ショートシーン A と B,	台本演劇

ショートシーンA‘とB’）を評定の対象と定めた.		

	 評定者は,	演劇を２回以上見たことのある演劇学部

の学生６４人に依頼した.	なお,	演劇における俳優の

パフォーマンス評定尺度はまだ存在していないが,	芸

人を評価する芸人評価／位置付け尺度（野村,2010）が

同じ上演芸術として適用可能であると考えられるため，

それを採用する(表 1).		

	 学生たち（8人）にAと A’のビデオを連続して見せ,	

それぞれに対して７件法による質問紙によって評定し

てもらった.	次に B と B’のビデオを連続して見せ,	

それぞれに対して評定してもらった.	カウンターバラ

ンスを取るために,	８種類の順番パターンでおこなっ

た.	得られたデータはt検定によって分析された.	

	

	

	

	

表 1			芸人評価／位置づけ尺度（野村,	2010）より	

	

４．結果と考察	

	 下位尺度の３つの尺度—独自性尺度(GELOS-O),	技

術・安定性尺度（GELOS-S）,	リズム・にぎやかさ尺度

(GELOS-R)—で見ると,	技術や安定性については,	即興

演劇も台本演劇もほとんど違いは見られなかったが,	

独自性尺度とリズム・にぎやかさ尺度については,即興

演劇の方が台本演劇よりも高い数値となった(表２).

すなわち，即興演劇は台本演劇よりも,	個性的,	自由

奔放な,陽気な,賑やかなという印象が強いことが判明

した.	

	

	

	

	

	

<1>	 			独自性尺度(GELOS-O)	

1	 斬新な	

2	 クセがある	

3	 感性豊かな	

4	 自由奔放	

5	 独創的	

6	 個性的	

7	 奇抜な	

<2>	 技術／安定性尺度(GELOS-S)	

1	 安定している	

2	 鋭い	

3	 作り込まれている	

4	 技術が高い	

5	 理論的	

6	 巧みな	

7	 切れがある	

<3>	 リズム／賑やかさ尺度(GELOS-R)		

1	 	リズミカル	

2	 賑やかな	

3	 積極的	

4	 テンポが良い	

5	 勢いがある	

6	 陽気な	

7	 元気がある	
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表1.  観客評定: 平均値と標準偏差とt値 

 独自性尺度 技術・安定性

尺度 

リズム・にぎや

かさ尺度 

 M

（SD) 

t 値 M 

(SD) 

t 値 M 

(SD) 

t 値 

Impro1 4.96 

(0.84) 

7.56** 4.07 

(0.95) 

0.46 4.87 

(0.95) 

6.98** 

Scripted1 3.84 

(0.97) 

4.02 

(0.72) 

4.31 

(1.01) 

Impro2 5.07 

(0.87) 

6.22** 4.11 

(0.89) 

0.99 5.09 

(0.95) 

3.46** 

Scripted2 3.96 

(0.98) 

4.35 

(0.85) 

4.45 

(0.99) 

n=64. *p<.0.5, **p<.01 

	

5.	まとめ	

	 本研究では,	即興演劇の特徴を調べるために,	観客

が受ける印象の違いを台本演劇との比較によって調べ

た。結果として,	観客が受ける印象は,	即興演劇の方

がより独自性が高く，賑やかなものであった.	今後の

課題は３つある.	まず今回は劇場の現実的な制約のた

めビデオ映像を用いたが,	本来の演劇鑑賞はライブで

行われるものである.	この問題を考慮したデータ収集

を考える必要がある.また一般的な結果を得るために

は,評定者の年齢や演劇に対する好みを考慮しながら

の研究をすべきである.	最後に即興演劇も台本演劇も

様々なものがあるため，今後は演劇の多様性も考慮す

る必要があるだろう.		
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Abstract 
This article presents How Japanese Professional Actors 

Theorize About Acting Proficiency. 
 
Keywords ― Communication, Science, Acting Theory, 

Professional Actors. 

 

1. はじめに 

私は職業俳優として 20年以上演技をしてきた．ある

きっかけから大学で演劇教育をおこなうことになり，

演技という「作業」がどのようにおこなわれているの

か，その方法をどのように学生に伝えたらいいのか，に

ついて考えるようになった．「演技すること」を言語化

するのは非常に難しく，演技の How To などは存在し

ないように感じている．しかし，確かに演技のHow To

は存在しないかもしれないが，「良い演技」は存在する．

では，その「良い演技」を目指すためには，どのような

ことを職業俳優がおこなっているのかを探ろうと考え

たのが本研究の動機である． 

 

2. 背景と目的 

我々は日常的に「演技」を目にする．テレビなどのメ

ディアに乗って流されるドラマや映画など，「演技」に

触れる機会はかなり多い．しかし，今見ているこの俳優

の演技法には，何が必要だったのか，どうやってできる

ようになったのか，何を考えて演じているのかはなか

なかわからない．俳優の内面では何が起こっているの

だろうか． 

 現代日本における演劇の職業俳優はどのように演技

を行っているのか．職業俳優の演技法を分析する．そ

の中枢の最も言語化が難しい個人の内面部分を，イン

タビューと図表化調査によって浮き彫りにし，その分

析によって多様な演じ方の中心的発想，つまり「現代

日本の演技法の中枢」を明らかにする．演技時の自身

の視点の図表化を切り口とし，「演技・そのとき」を

自身の言葉で捉えることから，演技を学ぶ学生達が目

指していく，職業俳優の思考，行動などを明らかに

し，演劇製作の現場で行われている「演技」は，俳優

個人の中でどのようにして構成され遂行されているの

かを読み解き，「演技」という行為の「いま」を解明

しようとするのが本研究の目的である． 

 

3. 手続きと方法 

 対象者は職業俳優 7名．プロとしての演技歴が 25年

以上の職業俳優（40代～50代）を対象とした． 

調査方法は，属性をたずねる質問紙，インタビュー調

査，および「演技時の視点」について十字軸を基に図表

化する十字軸調査をおこなった． 

また，職業俳優の演技製作時の方法をとらえるため，

安藤花恵の先行研究（2011）[1]から「演技時の 3つの

視点」として＜役の視点＞＜俳優の視点＞＜観客の視

点＞を，また，演劇製作時の時系列を＜①本読みの段階

＞＜②演技計画の段階＞＜③演技遂行の段階＞の 3 つ

の段階を参考に，調査，分析および考察をおこなった． 

 

4. 分析と考察 

 演技時の視点の十字軸調査における「演技」という

実演時の，無意識的と意識的な行動を客体視した上

での図表化〉を行ったところ（図 1参照），俳優自身

の「演技」という状態の言語化可能な部分と不可能

な部分を再認知させることが可能であった．また，

自身の演技方法を十字軸に図表化させたことによっ

て，独自の演技構築のために必要な要素や具体的な

方策を考えるときに一助となり得た．つまり俳優個

人の内なる意味世界を表出するのに役立つものであっ

た． 

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS07-6

140



 

図１ 十字軸調査の記入例 

また援用した 3つの演技時の視点（安藤，2011），つ

まり＜俳優の視点＞＜役の視点＞＜観客の視点＞は，

俳優が演技を考えるときにはまずは不要であって，後

からついてくるもの，つまり演技は「虚構である書かれ

た人物やその状況の中に，生身の今の現実の自分がど

う対峙して行くか，どう向き合って行くか，どう触れて

行くか」ということが基本であり，「どう見せるか」と

いう技術につながる客観性の視点概念を最初の軸とし

て演技を構築することはないことが判明した． 

 演技製作時の時系列のニ段階目である＜②演技計画

の段階＞で主に客観性を担っているのは演出家で，俳

優の仕事はその助けを借りて演技を計画していくこと

である．＜観客の視点＞は，本番に至るまでは演出家が

提供している．また，俳優は，安藤（2011）では指摘

されなかった「演出の視点」を使用することも明らかに

なった．事実，「演出家の視点」を持つ俳優が複数存在

した．これは例えば，伝承芸能のシテ（主演俳優）が演

出の任を担うことと類似していた．また，「演出」とい

う言葉に様々な意味を持たせて使用していることも明

らかになった． 

 俳優が本番になって初めて出会う観客の影響を受け，

その場で熟達を遂げていることから，演劇は観客と俳

優による相互行為であることも明らかとなった．TV，

舞台，声優，映画など，演技の局面が変わると，俳優は

演技の視点を変えていることも今回の調査から示唆さ

れている．しかし，ニーズに合わせ，演技組み立ての手

順，並びに演技視点・形態を変えてはいるが，基づく理

論の根幹は同一であるという事も確認された．局面別

に手順を組み直し，ときには自分の方法論を変えて，そ

の場のコンテクストに適応させる能力を俳優は要求さ

れているのである． 

 また，「役になりきる」という考え方で興味深いこと

がインタビュー調査から明らかとなった．先人達が殆

ど参考にしたであろう，スタニスラフスキーの「俳優修

行」[2]では，役に〈なりきるべし〉とも読み解ける示

唆があるため，現代日本の職業俳優も先輩たちからそ

のように教わってきている可能性は高いはずだ．しか

し職業俳優は，憑依的に「役になりきる」といった偶発

的なことに拠り所を見出さず，経験知として培った技

術で「なりきる行為」をむしろ回避し，様々な視点から

〈役を生きる〉という演技行為を実地検証し，熟達させ

てきていることがわかった．それは 2008〜09 年に出

版された完全訳版が出て初めてその全貌が明らかにな

ったスタニスラフスキーの「俳優の仕事」[3]と図らず

もほぼ同一の方法であったことが明らかとなった． 

 また，「自己を見つめる自己」の存在も明らかとなっ

てきた．十字軸調査では，最初から私は図の中に書か

れている（図 1参照）．つまり「図表に記入している

私」は，演技時の視点構造を全体的に俯瞰していな

くてはならない．言うなれば，職業俳優はこの「自己

を見つめる自己」の熟達者なのである．「自己を見つめ

る自己」の技術を熟達させ，他者である「役」と自己と

の接点を探し，反復しながら，肉体的にその役の人物を

投影し，その状況と関係を「生きる」．観客は「役を生

きる」ことを創造的に支持してくれる支援者であって

演劇には欠かせない存在であることは，職業俳優にお

いては共通の認識であった．演技の専門職である職業

俳優が行っている演技という技術には確固たるスタン

ダードはなかったが，確かに熟達した技術という範囲

の「演技」が存在した． 
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Abstract 
This article, at first, shows a survey (necessarily, not 

systematic) of research and development examples relating 

to “generation” of various types of information, “artificial 

authors”. Nine presentations in this organized session will 

deal with various topics including examples of an artificial 

author, the philosophical thought, future possibilities, and so 

on. This article describes those titles and overviews. Lastly, 

this article focuses on a narrative generation system of the 

author to discuss important and interesting themes and topics 

of the future research and development. 
 
Keywords―Artificial author, Narratology, Artificial 

intelligence, Cognitive science, Narrative generation 

systems, Contents. 

 

1. まえがき―本セッションの趣旨― 

本オーガナイズドセッション―「情報学／物語学―

「人工作者」の時代のために―」―（略称「情報学／

物語学」もしくは「人工作者」）は， 

 

① 小方孝：岩手県立大学ソフトウェア情報学部 

② 川村洋次：近畿大学経営学 

③ 金井明人：法政大学社会学部 

 

によって企画・提案されたものである．発表者と発表

概要は 3節に記す． 

以下に，提案書から内容に関する部分を抜粋して引

用する． 

 

●セッション内容 

 近年，国内外において，新聞記事を自動で書くシス

テムの実用化，小説執筆を支援するシステムを使った

小説作品の販売，特定の作家風の文章を自動で作るシ

ステムの宣伝，等のニュースがしばしば耳に入るよう

になった．『ガリヴァー旅行記』では揶揄的に扱われて

いた「文書自動製造機」は，現在では既に現実のコン

テンツビジネスの課題になりつつある．物語や小説の

みならず，ニュース，広告，映像，音楽等を含めた多

様なコンテンツを，程度の差はあれ自動的に生成・産

出するシステムを総称して，オーガナイザは新しく「人

工作者」と呼ぶ． 

学問的には，特に欧米において，物語生成や文章生

成は，特に人工知能・認知科学・自然言語生成との関

連でかなり古くから多くの研究が蓄積されて来ている．

本セッションでは，この学問的蓄積の事実とサーベイ

を踏まえた上で，人工作者に向けた，またこれと関連

する様々なテーマを議論する．オーガナイザは，情報

学（人工知能や認知科学等）と物語学（既存の物語論

や文学理論等）との学際領域において展開される物語

生成システム，広告等コンテンツビジネスへの自動生

成システムの導入について，映像分析とその自動生成

等の主題に特に興味を持つが，無論話題がそれに限定

される必要はない．また，情報学的・認知科学的・統

計的・文学的・心理学的・経営学的等諸種の方法・ア

プローチを受け入れる．想定されるテーマとして，上

記のもの以外に，以下のようなものがある（その他の

テーマもあり得るだろう）． 

 

 物語，小説，エッセイ，詩，短歌，俳句，ゲー

ム，マンガ，映像，画像，写真，日記，スケジ

ュール，手紙，音楽，広告，新聞記事，ツイー

ト，等々，考えられるコンテンツの自動生成の

方法，技術，システム等の提案． 

 そのためのコンテンツ分析（上述のような様々

な方法による）． 

 特に，言語，映像，音楽等の表現メディアの諸

種の方法による分析． 

 社会や経営の観点からの人工作者の検討． 

 文学等に描かれた人工作者の紹介や分析． 

 

なお，情報学／物語学における“／”は，情報学の観

点からの物語や物語論への接近と，逆に物語学の観点

からの情報学への接近との，双方の接近法を均等に扱

うというニュアンスを表現したものである．本セッシ

ョンは，両方向からの接近を共に扱う． 
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●キーワード 

 情報学，物語学，人工作者，人工知能，認知科学，

物語論（ナラトロジー），コンテンツ． 

 

●認知科学的意義 

 本セッションの内容は，物語や映像の生成・分析研

究との関連では，認知科学において従来提案された，

記憶やスキーマの研究を継承するものであり，これは

人工知能における物語文法，スクリプト，フレーム等

の研究につながる．また自然言語処理における談話理

論，概念（辞書等）等とも強い関連を持つ． 

一方物語論や文学理論の観点からは，構造主義的な

物語論の導入という観点からの議論は提案者らが従来

から続けて来たところである．しかしそれを超えて，

近年の教科書の最終項目としてまとめられることの多

い「認知詩学」の中に位置付けられる研究と大いに関

連し，本セッションはその延長線上に存在するであろ

う可能性を展望するものでもある． 

さらに，経営学で行われているコンテンツビジネス

論は従来認知科学とは密接な関連を持たなかった．し

かしコンテンツは人間の認知（感性，感情等を含む）

と本質的な関連を持つ対象であり，同時に人工知能等

の技術とも関連する．「人工作者の社会的流通」の問題

を検討する時，経営学・認知科学・人工知能の三者の

リンクを可能とする理論的構成は，新しい可能性を切

り開くだろう． 

以上のように，本セッションは，主に，認知科学に

おけるスキーマ理論，認知詩学，人工知能における知

識表現や自然言語処理，物語論や文学理論，コンテン

ツビジネス論等経営学，等の多方面の領域と関連を持

つ．また，これを総合的・学際的に取り扱うという意

味で，認知科学が本来持っていた重要な志向性を継承

するものでもある． 

 

 次の 2 節では，本稿では，近年の人工作者に関連す

る研究を幅広く眺めるための情報を羅列する． 

 

2. 近年の人工作者の諸相 

 恣意的に選ばれた幾つかの情報源から，近年の人工

作者の研究開発の事例を挙げ，それが様々なジャンル

に渡っていることを見る． 

 

2.1 最近のニュース記事から拾った各種分野にお  

ける自動生成的システム 

 

●映画脚本生成 

Benjamin：映画監督のオスカー・シャープが，ロン

ドンの SF 映画祭において，2 日間で映画を作

る ”48-Hour Film Challenge”コンテスト向けに制作した

もの．スマホのキーボードの予測入力などに使われる

AI に他のことを学習させたらどうなるか？ SF 映画

の脚本だったら―という発想から作られた．音楽もポ

ップソングを学習した後に自動生成する．（引用に基づ

き 筆 者 が 改 訂 ． ）

(http://arstechnica.com/the-multiverse/2016/06/an-ai-wrote-t

his-movie-and-its-strangely-moving/, 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160611-00000016-it_nl

ab-sci)（確認：2016.7.18） 

 

●音楽生成 

Generation of Variations on Theme Music Based on 

Impressions of Story Scenes Considering Human’s Feeling 

of Music and Stories: “This paper describes a system which 

generates variations on theme music fitting to story scenes 

represented by texts and/or pictures. Inputs to the present 

system are original theme music and numerical information 

on given story scenes. The present system varies melodies, 

tempos, tones, tonalities, and accompaniments of given 

theme music based on impressions of story scenes. Genetic 

algorithms (GAs) using modular neural network (MNN) 

models as fitness functions are applied to music generation 

in order to reflect user's feeling of music and stories. The 

present system adjusts MNN models for each user on line. 

This paper also describes the evaluation experiments to 

confirm whether the generated variations on theme music 

reflect impressions of story scenes appropriately or not.” 

(International Journal of Computer Games Technology, Vol. 

2008 (2008), Article ID 281959, 

http://dx.doi.org/10.1155/2008/281959) （確認：2016.7.18） 

 

■映像 

『双方向ビジュアル・コメディ：インタラクティブ

MR. BEAN の実現へ向けて』：「従来の映画や劇場など

の物語はすべての視聴者にとって均一のものであり，

すべての視聴者の要求を完全に満たすことは容易では

ない．そこで，視聴者毎の要求に応えるために，視聴

者とのインタラクションによって物語を動的に変化さ
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せるインタラクティブドラマの技術が必要にな

る．・・・・我々はインタラクティブドラマの中でも比

較的に言語を使用しないビジュアル・コメディの分野

に着目し，視聴者と主人公のエージェント（以降，エ

ージェントとする．）の間のインタラクションを通じて

視聴者に笑いを起こさせるストーリーを展開するシス

テムの開発を行っている．」(ラック・ターウォンマッ

ト (2004). 双方向ビジュアル・コメディ：インタラク

ティブMR. BEANの実現へ向けて, 立命館大学21世紀

COE プロジェクト・シンポジウム, デジタルアート・

エンタテイメントの創成, 37-43.) 

 

●本生成 

INSEAD：「大学院大学・ビジネススクールのフィリ

ップ・パーカー経営学教授がこの 10年間取り組んでい

るシステムは，専門家・研究者の思考方法をもとにし

たアルゴリズムを用いて任意のトピックに関する本を

20 分 で 書 き 上 げ る こ と が 可 能 で す ．」

(http://dailynewsagency.com/2012/12/17/patented-book-writ

ing-system-lets-p3z/) （確認：2016.7.18） 

 

●人物生成 

Elysium： ”Project Elysium has been entered into the 

upcoming Oculus VR Jam 2015.” （擬人化された死後世

界体験を作り出し，故人との対話を可能にするシステ

ム ． ） (http://sign.jp/d23b49d8, 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3054458/Cou

ld-Oculus-Rift-bring-people-dead-Virtual-reality-app-claims

-reunite-users-deceased-loved-ones.html) （確認：2016.7.18） 

 

●Twitter 生成 

LIVESON：「自分が死んだあとも Twitter 上に投稿し

てくれるというサービス LIVESON．トップページに

は ”When your heart stops beating, you’ll keep tweeting”

（「鼓動が止まったときもつぶやきつづける」）と記さ

れています．このサービスは，LIVESON 用の Twitter

アカウントを作成すると，人工知能が自分のメインの

Twitter アカウントの分析を行い，ユーザー本人がつぶ

やいているかのような投稿をしてくれるというもので

す．また，「執行者」を指定しておくと，ユーザーが死

んでしまったときに執行者がアカウントを残すかどう

か を 決 め る こ と が で き ま す ．」

（http://www.gizmodo.jp/2013/03/twitterliveson.html）（確

認：2016.7.18） 

 

『りんな』：BOT by Microsoft Japan．LINEや Twitter

内の情報を学習し，人からの呼びかけに応答を返すシ

ステム．(http://rinna.jp/rinna/) （確認：2016.7.18） 

 

●地図生成 

『自動運転の早期実現を可能にする地図自動生成シ

ス テ ム 』： TOYOTA に よ る シ ス テ ム ．

(http://newsroom.toyota.co.jp/en/detail/10757262) （確認：

2016.7.18） 

 

Polygonal Map Generation for Games：架空地図生成シ

ス テ ム ． Amit Patel に よ る ．

(http://www-cs-students.stanford.edu/~amitp/game-program

ming/polygon-map-generation/) （確認：2016.7.18） 

 

Elementerra 2：架空地図生成システム．Cephaloによ

る．(http://forums.elementalgame.com/405296) （確認：

2016.7.18） 

 

■新聞記事生成 

Wordsmith：Automated Insights 社 （アメリカ．会社

ホームページ https://automatedinsights.com/）によるシス

テム．「ビックデータをもとに自動で分析を行い，人が

理解しやすい文章を自動で生成する変換エンジン．「市

場の期待を超える」などの分析内容を盛り込んでいた

り，マコーミック社について「スパイス・シーズニン

グ材料を扱う企業」と違う言い回しを取り入れたりす

る．」「外部から提供を受けた様々な数値データをフォ

ーマット化して配信するもの．150〜300 ワード前後の

長さの短い記事を自動的に作成し，1 四半期に最大で

4400本程度の記事を配信．」 

(AP 通 信 社 ：

https://blog.ap.org/announcements/a-leap-forward-in-quarter

ly-earnings-stories（確認：2016.7.18）; 

Ａ Ｐ 通 信 社 （ 野 球 ニ ュ ー ス 生 成 ）：

https://wirelesswire.jp/2016/07/54569/ （確認：2016.7.18）; 

New York Times ：

http://www.nytimes.com/2014/07/01/business/media/the-ap-

plans-for-computers-to-write-corporate-earnings-news.html?

_r=0 （確認：2016.7.18）; 

毎 日 新 聞 記 事 ：

http://mainichi.jp/premier/business/articles/20150902/biz/00

m/010/018000c （確認：2016.7.18）) 
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Quil：Narrative Science社（アメリカ．会社ホームペ

ージ https://www.narrativescience.com/）によるシステム．

金融，決算情報をもとに自然言語による記事を自動執

筆するNarrative Scienceのサービス．「Narrative Science

の代表製品Quillは，財務データを文章へと変えるプラ

ットフォームだ．同社は，分析ダッシュボードやビジ

ネスインテリジェンス（BI）には限界があるという理

論を掲げている．仮想化ツールもその背後にある物語

を必要としており，平易な言葉でデータを表現する必

要があると主張する．」 

(ZD Net 記 事 : 

http://www.zdnet.com/article/narrative-science-lands-10-mill

ion-in-funding-usaa-as-customer/#ftag=RSS14dc6a9) （ 確

認：2016.7.18） 

 

2.2 2016 年度人工知能学会全国大会―何らかの情 

報の生成と関連する研究 

 以下は，直近の学会大会から，かなり直接的に生成

に関連する研究のみ拾い上げたリストであるが，関連

する分析や手法の研究を含まればさらに増えるだろう． 

 

 文章生成：熊谷・持橋・小林・麻生英樹・

Muhammad・中村・長井 [1]; 青木・小林 [2]; 樺

山・小林・麻生・持橋・Muhammad・中村・長

井 [3]; 松尾・小林・西本・西田・麻生 [4]; 徳

岡・竹内・國近 [5]． 

 要約（物語）：林・馬場・宇津呂 [6]; 鳥海・大

澤 [7]; 李・宇津呂 [8]． 

 作曲：戸松・長尾 [9]． 

 ストーリーのシナリオ：福田・藤野・森・松本 

[10]． 

 アニメーション：佐藤・中村・鈴木 [11]; 田中・

山西・福本・西原 [12]． 

 現実（街路）：森田 [13]． 

 物語（分析）：村井 [14]． 

 

2.3 認知科学会・文学と認知・コンピュータ研究     

分科会 (2007-2012) 

 筆者が関わっていた第二期 LCC (Literature and 

Cognition/Computer．2007-2012)に限り，生成関連の論

文を抽出し，仮に分類した結果を示す（なおこの研究

会は現在休止中である）．さらに，物語生成と言っても，

文献に見るように，様々なジャンルの試みを含んでい

る． 

 

 受容（心理生成等）：岩垣 [15]; 三宅 [16]; 森田 

[17]． 

 映像生成：金井 [18, 19, 20, 21, 22]; 真部 [23, 24, 

25]; 真部・田中・長塚・宮本・菅原 [26, 27]; 木

下・杉本・榎津 [28]; 金井・上 [29]． 

 物語：加藤 [30]; 渡辺 [31];  藤田・小林・西島 

[32] 小林・山口 [33]; 岩垣 [34]; 宮本・真部・

菅原 [35]; 真部・宮本・菅原 [36]; 森田 [37]; 戸

梶 [38]; 阿部 [39];藤田・西島 [40]; 戸梶 [41, 

42]; 金井 [43]; 金井・内藤 [44]． 

 広告：川村 [45, 46, 47, 48, 49, 50, 51]． 

 文学：森田 [52]; 阿部 [53]; 岩垣 [54]; 松井 

[55]; 小田 [56]． 

 修辞（比喩等）：内海 [57, 58, 59]． 

 詩歌（俳句等）：鈴木・天沼・松澤 [60]; 岩垣 [61]; 

海老澤・天沼・松澤 [62]． 

 対話：上野・森・松本 [63]． 

 夢：岩垣 [64]． 

 

2.4 近年の物語生成システムの事例 

 近年の物語生成システムの研究・開発の事例を引用

する．従来と比較して，物語に関する詳細化された話

題（焦点化のような物語論的話題も含む）が取り上げ

られていることが分かる． 

 

NetworkING: Porteous, J., Charles, F. and Cavazza, M., 

(2013). “NetworkING: using Character Relationships for 

Interactive Narrative Generation”, Proc. of the 2013 

international conference on Autonomous agents and 

multi-agent systems, 595-602. 

“In this work, we revisit the duality between character and 

plot in Interactive Storytelling, and demonstrate the 

important role of social relationships between virtual 

characters in the generation of narrative: an aspect that has 

hitherto been overlooked as a generation mechanism. “ 

 

Interactive Storytelling with Temporal Planning: Porteous, J., 

Teutenberg, J., Charles, F. and Cavazza, M., (2011). 

“Interactive Storytelling with Temporal Planning”, Proc. of 

The 10th International Conference on Autonomous Agents 

and Multi-agent Systems, 1323-1324. 

“Narrative time has an important role to play in Interactive 
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Storytelling (IS) systems. In contrast to prevailing IS 

approaches which use implicit models of time, in our work 

we have used an explicit model of narrative time. The goal 

of the demonstration IS system is to show how this explicit 

temporal representation and reasoning can help overcome 

certain problems experienced in IS systems such as the 

coordination of virtual agents and system inflexibility with 

respect to the staging of virtual agent actions.” 

 

SAM: Ontanon, S. and Zhu, J., (2011). “The SAM Algorithm 

for Analogy-Based Story Generation”, Proc. of the 7th AAAI 

Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital 

Entertainment, 67-72. 

“Analogy-based Story Generation (ASG) is a relatively 

under-explored approach for story generation and 

computational narrative. In this paper, we present the SAM 

(Story Analogies through Mapping) algorithm as our attempt 

to expand the scope and complexity of stories generated by 

ASG.” 

 

Automatic Real-Time Generation of Floor Plans: Marson, F. 

and Musse, S.R., (2010). “Automatic Real-Time Generation 

of Floor Plans Based on Squarified Treemaps Algorithm”, 

International Journal of Computer Games Technology, 2010 

(7), Article ID 624817. 

“A novel approach to generate house floor plans with 

semantic information is presented. The basis of this model is 

the squarified treemaps algorithm.” 

 

THESPIAN: Marsella, S. and Si M., (2010). “Thespian: a 

decision-theoretic framework for interactive narratives”, 

PhD thesis, University of Southern California Los Angeles, 

CA, USA. / Si, M., Marsella, S. and. Pynadath, D. V., (2006). 

“Thespian Modeling Socially Normative Behavior in a 

Decision-Theoretic Framework”, Proc. of the 6th 

International Conference on Intelligent Virtual Agents, 

369-382. 

“In this thesis, I present a multi-agent approach to modeling 

and simulating interactive narrative, implemented as the 

Thespian framework. Thespian utilizes a two-layer runtime 

system to drive the characters’ interactions with the user.” 

 

The Virtual Storyteller: Swartjes. I. (2010). “Whose story is 

it anyway? How improve informs agency and authorship of 

emergent narrative”. PhD thesis, University of Twente, 

Enschede, The Netherlands. 

“The Virtual Storyteller is a multi-agent framework that 

generates stories based on a concept called emergent 

narrative.” 

 

Character-Focused Narrative Generation: Riedl, M. O. and 

Young. R. M. (2003). “Character-Focused Narrative 

Generation for Execution in Virtual Worlds”, Virtual 

Storytelling using Virtual Reality Technologies for 

Storytelling series, Lecture Notes in Computer Science, 

Springer, 2897, 47-56. / Harrison, B. and Riedl, M. O. 

(2016). “Learning from Stories: Using Crowdsourced 

Narratives to Train Virtual Agents”. Proc. of the 2016 AAAI 

Conference on Artificial Intelligence for Interactive Digital 

Entertainment, Burlingame, California, 2016. / Riedl, M. O., 

(2016). “Computational Narrative Intelligence: A 

Human-Centered Goal for Artificial Intelligence”. Proc. of 

the CHI 2016 Workshop on Human Centered Machine 

Learning, San Jose, California, 2016. 

“Because narrative plays such a key role in the 

understanding of events in our daily lives, the ability to 

generate narrative can be of great use in virtual reality 

systems whose purpose is to entertain, train, or educate their 

users. Narrative generation, however, is complicated by the 

conflicting goals of plot coherence …” 

 

Story Generation with Multiple Internal Focalization: Bae, 

B. C., Cheong Y. G. and Young, R. M. (2011). “Automated 

Story Generation with Multiple Internal Focalization”, 2011 

IEEE Conference on Computational Intelligence and Games 

(CIG'11), 211-218. 

“In this paper we describe our ongoing effort for automated 

story generation with a computational model of focalization 

using a planning-based approach. To generate narrative with 

focalization, we suggest the use of different plan libraries for 

story characters. “ 

 

Automatic Story Generation from Corpora: McIntyre, N. 

(2011). “Learning to Tell Tales: Automatic Story Generation 

from Corpora”, PhD thesis, Institute for Communicating and 

Collaborative Systems School of Informatics University of 

Edinburgh. 

“In this thesis we will motivate a new approach to story 
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generation which takes its inspiration from recent research in 

Natural Language Generation. Whose result is an interactive 

data-driven system for the generation of children’s stories.”  

 

Virtual Environment for Story Generation: Uijlings, J. R. R., 

(2006). “Designing a Virtual Environment for Story 

Generation”, Master's thesis, University of Amsterdam. 

“In this document I present a model of a virtual world which 

consists of two components: A specification of actions and 

an object ontology which enables the execution of these 

actions.” 

 

Planning with applications to quests and story: Cheong, 

Y.-G., Riedl, M. O., Bae, B. C., and Nelson, M. J., (2016). 

“Planning with applications to quests and story”, In Shaker, 

N., Togelius, J., and Nelson, M. J. (2016). Procedural 

Content Generation in Games: A Textbook and an Overview 

of Current Research, Springer, 119-137. 

“Games often have storylines. In some games, they are short 

backstories, serving to set up the action. The first-person 

shooter game Doom’s storyline, about a military science 

experiment that accidentally opens a portal to hell, is perhaps 

the canonical example of this kind of story: its main purpose 

is to set the mood and general theme of the game, and 

motivate why the player is navigating levels and shooting 

demons. In other games, the storyline structures the 

progression of the game more pervasively, providing a 

narrative.」 

 

3. 本セッションの発表タイトルと概要 

 本セッションでは，筆者自身の発表の他，以下の発

表が行われる．概要はそれぞれの著者自身の文章の引

用である．大きくは，物語・小説・修辞・ゲームのよ

うな文学的・娯楽的テクストの生成と広告や経営と関

連する生成・創造の研究に分けられる．また，人工作

者に関する思想的・哲学的思索と，研究・開発システ

ムの紹介を含む． 

 

 金井明人（法政大学社会学部）：物語シミュレーシ

ョンと不確定性 

コンピュータが同一の物語的な素材から物語を生成

する場合，プログラムによって素材の提示順や提示方

法，さらには素材に対応する語りやテロップを操作す

ることによって，複数の物語を生成することができる．

また，物語に関する情報を部分的に削除することなど

によって，不確定性を上昇させることでも生成される

物語は変化する．たとえストーリーが同じであったと

しても，複数の物語を生成することができ，それに伴

って受け手の認知も変化するのである．この，物語を

複数生成し，物語の特質や受け手の認知の変化を探究

する行為を物語シミュレーションと定義し，その可能

性を本発表では論じる．時間的な構造のある物語を生

成するとすれば，その連続性を何によって作るかがま

ず問題となる．多くの場合，人物あるいはキャラクタ

ーと事象を設定していくことによる物語生成が多いと

しても，物語の特質はそれに留まるわけではない．本

発表では，不確定性の上昇，あるいは不確定性への意

志に基づく物語シミュレーションに注目する． 

 

 新田義彦（日本大学経済学部）：物語生成理論の持

つ万物理論的側面 

本セッションの中心テーマは，計算機による物語の

自動生成であると理解している．本セッションに参加

し講演する機会をいただいたので，「物語生成論あるい

は物語自動生成プログラムの効能」についてあれこれ

思索してみた．思索の結果の断片を報告して責務を果

たしたい．まずあまり聞きなれぬ「万物理論」の定義

について述べる．J. D. バローによれば，「あらゆる自

然法則を包み込む単一の描像，すなわち，物理的世界

にかってあり，現にあり，これから現れるであろうす

べての事物の必然性を完全無欠な論理によって導く

《万物の理論》」というものである．元来，万物理論は

物理的世界における過去現在未来の事象を矛盾や誤謬

なく正確に描き出す理論ということになる．物理的世

界を人間の知的情報世界へと拡大変容させ，万物理論

の位置づけや性質について，思索（想像，模索，妄想）

してみた．言うまでもないことであるが，本論文で言

う物語は，文芸作品や昔語りのような狭義の概念では

なく，人間の知的産物全般を意味する概念とする．つ

まり人間あるいは組織が，他の人に理解してもらうこ

とを意図して発信する知的産物，あるいは知的行為全

般を「物語」と呼ぶことにしたい．物語は何らかのメ

ッセージの伝達，何らかの主張の表現である．我々が

長い人生過程で体験し獲得（習得）する，物語の全体

を究極的に総括できる万物理論（万能モデル）につい

て考えてみることは，多分に誇大妄想の誹りを免れぬ

であろうが，抑えがたい魅力があることも否定できな

いだろう．あり得た過去の物語，今現在体験している
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物語，そしてあり得る未来の物語，を計算（推測，生

成）するポテンシャルを「物語生成理論そして物語生

成プログラム」は持っているのではないだろうか．現

在の強力な計算能力，情報収集検索能力を基礎に持つ

「物語生成理論」は，このような万物理論（物語の万

能モデル）を構築するポテンシャルを持っているよう

に思う．今回の講演では，物語習得の極限に位置する

観念，つまり人生行路の行く末の「諦観」を扱う万物

理論（万能モデル）の素描を試みたい． 

 

 阿部明典（千葉大学文学部）：天国か地獄か….地

獄の作家 

本論文では「人工作者」に就いて議論する．著者は，

「人工作者」が作るとは，「現在生きている人間が全て

を生成する訳ではない」という定義を与え，その上で，

コンピュータによる作品の自動生成に就いて議論する． 

 

 内海彰（電気通信大学）：レトリカルエージェント

の可能性：比喩を対象として 

人工作者を実現していく上で不可欠な要素技術のひ

とつとして，修辞表現を生成するレトリカルエージェ

ントが考えられる．そこで本稿では，修辞の代表的な

技法である比喩を対象として，比喩生成に関する従来

の研究を概観し，それらの問題点を指摘した上で，レ

トリカルエージェントの実現に向けての可能性を検討

する． 

 

 小野淳平・小方孝（岩手県立大学）：ゲームのため

の自動生成機構―物語自動生成ゲームの開発に向

けて― 

ゲーム，特にデジタルゲームはコンピュータの諸技

術の発展に伴い急速に進歩して来た．物語や人物の反

応等，ゲーム内における要素は当初，開発側の手によ

り作り込まれていたが，様々な工夫によって自動的に

生成される例も増加して来ている．筆者らは，ゲーム

の体験過程を通じて，物語が自動で生成されるゲーム

を提案した．本稿では，ゲームに関連する物語等の自

動生成に関連する研究開発について紹介した後に，筆

者らの物語自動生成ゲームの現状と計画について紹介

する． 

 

 川村洋次（近畿大学経営学部）：クリエイターと消

費者の共創に基づく広告映像制作支援システム 

本稿では，クリエイターと消費者の共創に基づく広

告映像制作支援システムの概念を紹介し，CFPSS，ク

リエイター及び消費者の役割を整理した．そして，視

聴実験を通じて制作された広告映像とその評価につい

て考察し，広告映像の制作ノウハウを抽出した．商品

の消費頻度により興味を持つテーマ（コンセプト）が

異なること，カメラ動きとショット秒数の最良パター

ン，興味を抱く時に注目される要因と購買意欲を持つ

時に注目される要因などを分析により明らかにした． 

 

 廣田章光（近畿大学経営学部商学科）：「インサイ

ト（創造的瞬間）｣の促進と｢デザイン思考｣の効果 

本研究では，デザイン思考のプログラムの特性を確

認することを通じて，インサイト（創造的瞬間 (石井, 

2009)）を促進する手がかりについて考察を行う．デザ

イン思考とは，北欧の教育システム，イリノイ大学，

スタンフォード大学などが創造性促進プログラムとし

て確立しつつある思考法である．スタンフォード大学

のそれは，5 つのステップ，チーム思考，ビジュアル

思考，拡散・収束思考として特徴づけられる (Brown, 

2009; 廣田, 2016; 廣田・橫田, 2016)．本研究ではこれ

らの特徴と，インサイト（創造的瞬間）との関係につ

いて行った予備的考察を行う． 

 

4. 人工作者雑感（に向けて） 

ある物語の作者が人間か非・人間かということは，

「全体としての物語」という概念にとっては，末梢的

な問題，ないしその他多数の問題の中の単なる一つを

成すに過ぎない．物語を短絡的に近代小説と等価なも

のと見做してしまうために，多くは無駄な議論が生じ

るのだとも言える． 

例えば，歌舞伎という物語において，奈河亀輔（助）

作とされる『伽羅先代萩』を見て，今でも多くの人間

が感動するが，その他『伊賀越乗掛合羽』などの傑作

を書いたとされる奈河亀輔という人がどんな人であっ

たのか，あまり良く知られていない．歌舞伎の作者で

あっただけでなく，劇場の興行主でもあったらしい．

我々は，物語『伽羅先代萩』を見る時，作者の個人的

な経験や心情を慮って感動しているわけではあるまい．

もし奈河亀輔が本当は機械仕掛けの作者であったのだ

としても，それ故にこの演目の人気が一気に落ちると

は思えない（逆にそれ故に人気が上がる可能性もある

というところが，物語の怖ろしいところだ）．人気が落

ちるとしたら，別の理由からだろう．またその制作過

程を見れば，歌舞伎の物語は合作制というスタイルを
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取り，複数の作者が共同的に構築する制作物であり，

さらに役者や劇場等々その他種々のものとの関係の中

に形作られる多元的なものであった [65]．これこそ全

体としての物語の一つの具現形態である．一種の機械

仕掛けであると言っても良い．人間対非・人間といっ

た議論はこのような物語の場では寧ろしっくり来ない．

そんなことどうでも良いのではないだろうか．その中

には，人間も存在すれば機械も存在する．両者は必ず

しも対立するわけでもない．逆に協調するというわけ

でもない．単に当たり前の現象であるに過ぎない．そ

ういうこととは関わりなく，その主体もしくは要素が

人間であっても機械であっても，それが持つ何か過剰

なもの・余計なものがシステムとしての枠組みから漏

れ出てしまう，その種のことが面白い現象なのだろう． 

そもそも，歌舞伎という物語においては，作者研究

というのは，数ある研究カテゴリーの中の一つである

に過ぎず，近代小説のように，超越的で特権的な研究

カテゴリーであるということはなかった．ここで言い

たいことの一つは，物語を近代小説と等価なものと見

做すという無意識の固定観念を外さなければ，生産的

な議論はできないという筆者の思想である．それでも，

どうしてもそのような土俵の中に議論を押し込め，そ

の中で，人間と非・人間の創造性・意図性等を比較し，

機械に物語が作れるだの作れないだのと言いたい人が

いるとして，それなら筆者はもう一つ別の相撲の団体

でも作るしかない．もう一つの相撲団体は当初極めて

拙劣で幼稚で醜悪な物語を駆使する変態の集合になる

であろうが，歴史的な経験として，発足時における物

語としての質の悪さ自体はその将来の発展を阻害する

要因ではあり得ない． 

15年程前，故徃住彰文氏らと，認知科学会・文学と

認知・コンピュータ研究分科会のセッションにおいて，

「虫の文学」について熱中して語り合ったことを思い

出す．徃住氏は虫にも文学は存在すると言った．懐か

しいから思い出すのではなく，過激で本質的な議論が

行われたために，思い出す．その時，恐らく我々は，

制度としての文学ではなく，物語としての文学は，人

間に閉じたものではなく，もっと広いものであるとい

う意識を共有していた．多分現代文学理論を経た視点

からは極めて素朴な意見かも知れず，実際そのような

意見も多数出たと記憶するが，寧ろ構造主義から実存

主義へという，逆の道筋を我々は見ていたのかも知れ

ない．上述の「全体としての物語」という概念は一見

構造主義的な概念のように見え，実際人工作者を支え

る思想的基盤は単純には構造主義的発想なのであった

が，虫も人間も機械も共に有機的な認知機構として見

る観点からは，それぞれがそれぞれなりの実存性を持

つ，という仮定も，人工作者を支える一つの根拠とな

り得る． 

話が循環し始めたので，ここで取り敢えずやめ，後

日の議論に回す．恐らく，人工作者を巡る議論は，今

ある物語論を超えたより大きな物語論の枠組みを要請

するということになるだろう [66, 67]． 

 

5. あとがき 

 本稿は，オーガナイズドセッション「情報学／物語

学―「人工作者」の時代のために―」（企画：小方孝・

川村洋次・金井明人）のための基本的情報提供を意図

しているが，将来のより体系的な現代社会の人工作者

的状況を巡る論考のための準備も兼ねている．従って

今後の課題は，人工作者群草創期の現在進行形の歴史

としての物語の記述に，この試みを進めて行くことで

ある． 
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Abstract 
In addition to the stories’ or characters’ goal-directed 

actions, the indeterminacy made by the non-story and 
nostalgia aspects is an essential issue for narrative simulation. 
The past images and the cutting techniques, which can relax 
constraint with regard to the story, can be the main 
components of narrative generation and composition.  
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1. 不確定性	
	 	 コンピュータによって，物語を構成するための素材

群から一つの物語を生成あるいは構成する場合，プロ

グラムによって素材の提示順や提示方法，さらには素

材に対応する語りやテロップを操作することによって，

複数の物語を生成することができる．また，物語に関

する情報を部分的に削除することなどによって，不確

定性を上昇させることでも生成される物語は変化する．

たとえストーリーが同じであったとしても，複数の物

語を生成することができ，それに伴って受け手の認知

も変化する． 
	 	 この，物語を複数生成・構成し，物語の特質や受け

手の認知の変化を探究する行為を物語シミュレーショ

ンと定義し，その可能性を本発表では論じる． 
	 	 時間的な構造のある物語を生成するとすれば，その

連続性を何によって作るかが，まず問題となる．多く

の場合，人物あるいはキャラクターと事象を設定して 
	 いくことによる物語生成が多いとしても，物語の特質

はそれに留まるわけではない[1]．本発表では，不確定
性の上昇，あるいは不確定性への意志に基づく物語シ

ミュレーションに注目する． 
   ドゥルーズは，芸術作品は情報を含まないと語ってい
る[2]．コンピュータ上では，情報は不確定性を減らす
ための「指令の総体」として捉えられる．この意味で

の情報は芸術作品には含まれていないとされる．とは

いえ，芸術作品がコンピュータ上でデジタル化可能だ

とすれば，この種の情報を含んでいることになるので，

現在ではこの発言はあてはまらないのかもしれない．

とはいえ，受け手の認知を含めて考えれば，反・情報

としての芸術作品は，コンピュータを介しても可能で

あるだろう．プログラムによって，物語に関する不確

定性を減らすのではなく，不確定性を増すような処理

をする場合である． 
	 	 物語は芸術作品に接近する場合としない場合がある

が，そこに不確定性の有無が関わっている．物語はス

トーリー的な側面を強調することで不確定性を減少さ

せることができるのであるが，逆にストーリー以外の

側面を強調することで不確定性は上昇する． 
 
2. ストーリーとノンストーリー	
	 物語にはストーリー的な側面と，ストーリー以外の

側面がある．両者が混合する，あるいはどちらかの側

面が強調され，さらに受け手の認知が関わることで物

語は生成・構成される．物語のストーリー以外の側面

とは，例えば小説では，言葉使いや，リズム，字の配

置など，映像では，編集，撮影，演出，音や音楽の技

法やその組み合わせである．映像や文学におけるスト

ーリーは，作品中に明示的に表現されていないものも

含めた作品中に起こる出来事の全て，と定義すること

ができるが，ストーリー以外の側面とは作品中の出来

事以外の要素全てであり，映画で言えばその映画的な

側面，文学で言えばその文学的な側面である． 
	 物語シミュレーションにあたっては，登場人物を設

定し，その登場人物が関わる事象，事象に従属する語

りを基にして連続性を構成する，ストーリー的な側面

が強調された物語をまず考えることができる．ここで

は，事象をどのように連鎖させるかは，様々な物語文

法を設定することなどで制御することができる．事象

の連鎖を設定した後に，さらにその語り方を物語言説

の理論を用いて制御することで多様な物語生成・構成

が可能になるわけである．また，不確定性に関しては，

語り方の方法に依存することになる. 
	 一方，登場人物にとらわれず，また，事象を一つの

連鎖として提示しないノンストーリータイプの物語が
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ある．ノンストーリータイプの物語は受け手に対して，

ストーリー以外の側面を強調することができる．ノン

ストーリータイプの物語では，要素間の切断的な関係

（切断技法）を事象のつながりよりも優先することで，

受け手の視点を変化させていくことが重視される[3]．
事象のつながりに関しての不確定性が全面に出ること

になるので，ストーリータイプの物語とは生成におい

ても認知においても異なる特質を持つことになるので

ある． 
	 また，ノンストーリー的な物語生成では，受け手は

物語における時間を，ストーリー上の時間ではなく，

現実と過去，そして受け手との認知的な関係によって

設定することになる．この物語と時間，現実との関係

を様々に設定できることが物語シミュレーションの意

義であると考えられる． 
	 さらに，ストーリータイプとノンストーリータイプ

は融合して用いることもできる．また，複数のストー

リーを設定する場合や，ストーリーを前提としつつも，

ストーリーに関する情報を部分的に欠損させて不確定

性を増す処理をする場合もある． 
 
3. ノスタルジアに関する物語シミュレー
ション	

	 物語と時間の関係を様々に設定する物語シミュレ

ーションにおいて特に重要になる認知的効果として

まず挙げることができるのが，ノスタルジアに関す

る認知的効果である．ノスタルジアは過去に関する

受け手の感情であり，ノンストーリータイプの物語

生成の細分化において戦略的に用いることができ，

複数の物語を生成・構成する物語シミュレーション

においても，過去に関する物語を扱う場合には重要

になる． 
	 ノスタルジアは，ストーリーが存在しない物語に

対しても生じる．例えば，時間や場所がテロップと

して表示された過去の写真や映像がノンストーリー

的な物語として提示される場合，現在と過去の関係

を探る認知が発生するため，ストーリーが存在しな

い場合でも，受け手にはノスタルジアに関する認知

が生じる．このため，ノンストーリー的な物語生成

にノスタルジアの理論を応用できるのである[4][5]．
そして，以下で論じる Davis(1979)のノスタルジア
の三つの属性は物語における不確定性の上昇と関連

して論じることができる[6]．物語として提示する過
去に関する情報の不確定性を増大させることで，受

け手に生じるノスタルジアの属性が変化していくの

である． 
	 ノスタルジアの第一の属性は「素朴なノスタルジ

ア (simple nostalgia)」である．これは，否定され
るべき現在に対し，賛美されるべき過去を求めるも

のであり，最も生じやすいノスタルジアである．例

えば，古い街並みや建物に対して無意識におこるノ

スタルジアの多くがこれに分類される．これはノン

ストーリー的な物語生成においては，切断技法にお

いてストーリーが切断されているが，ノスタルジア

による物語は切断されていない場合に相当する．つ

まり，現在と過去の関係がはっきりしている場合で

ある．これは，物語を提示していくにあたって，時

間の変化を一つの流れとして明確にし，不確定度を

減少させることによって可能になる. 
	 第二の属性は「内省的ノスタルジア (reflexive 
nostalgia)」である．これは，過去に比べて現在を否定
するが，再考し，時代を遡及することで，その過去に

対しても現在にあてはめて疑問を持ち始めた状態であ

り，否定的な要素をもったノスタルジアである．昔の

良かった時代と比べて今を否定するが，さらに，過去

への賛美に対しても疑問を持ち始め，過去への賛美を

確かめるために再度過去との比較を行っている場合を

指す．廃墟に対するノスタルジアや，戦争の傷跡が残

るものに対するノスタルジアなどはこれにあてはまる

場合が多い．これはノンスターリー的な物語生成にお

いては，ストーリーが切断され，ノスタルジアによる

物語も一度切断されるが，さらにその上でノスタルジ

アの物語を再構築しようとさせている場合に相当する．

つまり，現在と過去の関係が何度も問い直される場合

である．これは，物語を提示していくにあたって，時

間の変化を複数設定することで可能になる．情報が不

確定になる場合と確定される場合が混在している場合

である． 
	 第三の属性は，「解釈されたノスタルジア

(interpreted nostalgia)」である．これは，内省的ノス
タルジアからさらに発展したものである．過去に疑問

を持ち，さらに，その疑問を持ち始めた意味さえ問い

始めるものであり，否定的要素が重なり合い，混乱し

た状態を表している．これはノンストーリー的な物語

生成においては，ストーリーが切断され，さらにノス

タルジアの物語も切断され，物語の構築をできにくく

させている場合に相当する．つまり，現在と過去の関

係がはっきりしていない場合である．これは，物語を

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS08-2

153



提示していくにあたって，時間の変化を切断によって

明確化させないこと，不確定度を上昇させることによ

って可能になる．	  
	 場所や時間を説明するテロップを存在させないなど

によって，過去との関係を受け手に把握させないこと

でノスタルジアを発生させない場合も含め，三種類の

ノスタルジアと非ノスタルジアをコンピュータによる

物語生成の出発点にすれば，ストーリーや事象に囚わ

れない物語シミュレーションが可能になる．この場合，

三つのノスタルジアの差は，用いる切断技法の種類数

と，それぞれの種類毎の頻度となる．ストーリーでは

なく，切断の積み重ねが物語となるわけである． 
	 過去をめぐる物語には不確定性が伴うのであり，そ

の不確定性の存在を顕在化させるためにも，一つの物

語の提示に留まらず，複数の物語を生成・構成し，物

語の特質や受け手の認知の変化を探究していく物語シ

ミュレーションとして物語を捉えていくことに意義が

ある．ノスタルジアを認知させることは，ストーリー

を用いても可能であるが，ストーリーを前提としない

場合を，送り手側も受け手側も想定することで，物語

の生成・認知に対する可能性が，より広がる．単一の

一貫した出来事から成る狭義のストーリーに留まるこ

となく，幅広く過去と物語を捉えることができるわけ

である．  
 
4. おわりに	
コンピュータを利用することによって物語の不確定

性を高めることができるとはいえ，それは物語の特定

の側面についてだけではある．ストーリー以外の側面

に関する不確定性をさらに高めるためには，アナログ

的な手法を導入することも必要ではあるだろう．デジ

タルの中にアナログ的要素を取り込むだけでなく，ア

ナログ的要素とデジタル的要素を共にアナログ的に処

理する物語シミュレーションについても同時に考察し

ていかなければならない．あるいは，近年様々な試み

がなされつつある VRや ARにおける物語と身体の関
係も，この文脈の中で捉えることが可能であるかもし

れない．本発表では過去と物語について中心に論じた

が，現実に関する物語シミュレーションにおいては受

け手の身体性の問題が，映画館などにおける身体の固

定化による切断のリアリティも含め，様々な形で浮上

することになる[7]. 
	 また，コンピュータ上のデジタル情報は，読み取る

ことさえできれば時間と共に熟成や劣化することはな

いため，ここでは時間経過に伴う不確定性は生じない．

それに対し，アナログ的な要素は時間経過と共に変化

していかざるをえず，不確定性の中にあり続ける.アナ
ログ的な要素の不確定性は，ノスタルジアにもつなが

る概念でもあり，本発表で論じたような過去に関する

物語シミュレーションにおいては，さらに考慮してい

かなければならないだろう． 
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Abstract 
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1. はじめに 
 
 本セッションの中心テーマは，計算機による物語

の自動生成であると理解している．本セッションに参

加し講演する機会をいただいたので，「物語生成論ある

いは物語自動生成プログラムの効能」についてあれこ

れ思索し，その結果の断片を報告して責務を果たした

い． 

まずあまり聞きなれぬ「万物理論」について述べる．

J.D.バローによれば，「あらゆる自然法則を包み込む単

一の描像，すなわち，物理的世界にかってあり，現に

あり，これから現れるであろうすべての事物の必然性

を完全無欠な論理によって導く《万物の理論》」という

ものである．元来，万物理論は物理的世界における過

去現在未来の事象を矛盾や誤謬なく正確に描き出す理

論ということになる． 

物理現象世界を人間の知的情報世界へと拡大変容さ

せ，万物理論の位置づけや性質について，思索（想像，

模索，妄想）してみた． 

 言うまでもないことであるが，本論文で言う物語は，

文芸作品や昔語りのような狭義の概念ではなく，人間

の知的産物全般を意味する概念とする．つまり人間あ

るいは組織が，他の人に理解してもらうことを意図し

て発信する知的産物，あるいは知的行為全般を「物語」

と呼ぶことにしたい．物語は何らかのメッセージの伝

達，何らかの主張の表現である． 

 我々が長い人生過程で体験し獲得（習得）する，物

語の全体を究極的に総括できる万物理論（万能モデル）

について考えてみることは，多分に誇大妄想の誹りを

免れぬであろうが，抑えがたい魅力があることも否定

できないだろう． 

 あり得た過去の物語，今現在体験している物語，そ

してあり得る未来の物語，を計算（推測，生成）する

ポテンシャルを「物語生成理論そして物語生成プログ

ラム」は持っているのではないだろうか． 

現在の「物語生成理論」は，強力な計算能力と情報

収集検索能力の上に構築されているので、このような

万物理論（物語の万能モデル）的性格について考察す

ることはあながち過大な期待とは言えないように思う． 

今回の講演では，物語習得の極限に位置する観念，

つまり人生行路の行く末の「諦観」を扱う万物理論（万

能モデル）についてその素描を試みたい． 

 

 少し話が前後したが，本論文で言う物語は，文芸作

品や昔語りのような狭義の概念ではなく，人間の知的

産物全般を意味する概念とする．つまり人間あるいは

組織が，他の人に理解してもらうことを意図して，発

信する知的産物，あるいは知的行為全般を「物語」と

呼ぶことにしたい．物語は何らかのメッセージの伝達，

何らかの主張の表現である． 

 このような知的・文化的産物全般を扱う学問が物

語理論（narratology）であり，すでにおびただしい

研究的知見の蓄積がある（cf. 文献[１]～[8], [10]）が，

物語生成過程をその時間軸の上で，「過去‐現在‐未

来」という時空で前後に摂動させてみる領域には未

だ多少の未開拓地が残っているように感じている．  

 我々が長い人生過程で体験（習得）する，物語の

全体を究極的に総括するには、物語生成論，特にそ

の万物理論（あるいは究極理論）的側面を利用する

ことが不可避と言えないだろうか． 

 諸々の物語習得の極限に位置する観念が，つまり

人生行路の行く末の「諦観」である．物語理論の持
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つ「万物理論」的側面を利用して，考察した諦観に

ついてもその素描を提示してみたい． 

 

2. 万物理論とは 
  

註：本章の議論は，同一著者新田の論文[29]の第

2 章の内容を加筆補正したものであることをお断

りする． 

 

 バローの著述の翻訳書[J.D.バロー原著，林一 

翻訳(1999)]の背表紙の解説文の一部を引用して，

物理学におけるこの概念の定義に代える．すなわ

ち「あらゆる自然法則を包み込む単一の描像，す

なわち，物理的世界にかってあり，現にあり，こ

れから現れるであろうすべての事物の必然性を完

全無欠な論理によって導く《万物の理論》：引用終

わり」 

 万物理論に接近した理論としては，まずアイン

シュタインの一般相対性理論を挙げなければなら

ないだろう．バローの著述でもかなりのページを

割いて解説している．しかし万物理論のゴールに

は到達できなかった．優秀な物理学者による追究

は続行しており，バローによればその発見は間近

いとされている． 

 万物理論の同義語として「究極理論（Final 

Theory）」という術語が使われることもある[28]．

自然界のすべての現象を完全無欠に説明する理論，

すでに成立している[正しい]科学原理達を束ねて

説明できる原理とされる．究極理論においては，

物理現象だけではなく生命と意識についても説明

対象としており，文字通りの究極的万能理論であ

る． 

 数学の世界に限定すれば，万物理論あるいは究

極理論に最接近した理論（原理的思想）として，

集合論，論理学，公理主義を揚げることができよ

う．すべての数学概念，有意義な定理は公理系を

出発点として，論理により証明（構成）される，

という考え方であるが，ゲーデルによる「不完全

性定理」の発見により夢は破れた． 

 すべての数学的概念を，射（morphism）と対

象（ object）の集まり（圏）として捉える圏論

（Category Theory）[cf. [19]～[22]]が，まだ存

命中の万物理論のように，筆者は感じている． 

 以上は物理学と数学基礎論の分野における，普

遍性を持つ原理的思想の表層的素描であるが，万

物理論の容貌と魅力を語る一助にはなったかもし

れない． 

 

 さて本論文で追究を試みる「物語生成における

万物理論」は，勿論，物理学や数学のように厳密

な定式化の体裁を纏うことはできない． 

 

 もう一つだけ予備的検討をする必要がある．人

類学，社会学，心理学，歴史学，哲学，などの学

問を総合して人間に関する知見を総合的に把握し

ようとする「人間科学」（cf. 文献[23]Ｓ．シュト

ラッサー（著）徳永恂，加藤精司（訳），『人間科

学の理念』）について）を検討する必要があるかも

しれない． 

 ”人間についての経験科学という認識論的・存

在論的構造についての基礎的省察（ibid. p383 訳

者あとがきから）”を行う学問であるからである。

本論文のような短編では膨大広範な人間科学の全

容について検討することはできないが，哲学の立

場から人間科学を深く検討しているシュトラッサ

ーの著述『人間科学の理念』は、ある意味で人間

の知的行動全般の万物理論を検討していると見な

せるのではないだろうか． 

 シュトラッサーの言葉「われわれは科学によっ

て人間を説明することができるとは信じない．む

しろわれわれは人間から出発して，科学をよりよ

く理解できるようにすることを望むのである

（ibid. p388 訳者あとがきから）」は，物語理解

の研究者が、肝に銘ずるべき文言のように思われ

る．万物理論は、自律的に作動して高い立場から

人間の知的所産（つまり物語）を生成的に説明す

るのではなく，物語の製作者あるいは体験者であ

る個々の人間の方から万物理論に接近すべきなの

だ、と筆者は思う．この考え方はシュトラッサー

の発言と同期する． 

 

 まずは，この万物理論に求められる要件，つまり必

要条件を列挙し，この必要条件を満足できる理論ある

いは表現形式に接近してみることにする． 

 

3. 物語生成理論に求められること 

 

より正確には、「物語生成理論の持つ万物理論的側面に
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求められること」というのが本章の主題である．前章

で見た物理学者が取り上げている万物理論や究極理論

は，その所期の目標が達成されたと仮定してみても，

人間社会全般の知的活動・精神的活動のすべてを統一

的包括的に説明するのは無理ではないかと筆者は感じ

ている．万物理論により地球を含む全天体に含まれる

物体の運動状態が，分子や原子のレベルで記述された

にせよ，さらに分子が連なって構成される脳神経細胞

の状態と活動，さらにはそれら相互の間の通信関係（コ

ミュニケーション）の状態を細大もらさず、過去現在

未来にわたり記述するのは，明らかに不可能と思われ

る． 

 現行の物語生成理論においては，語の構成や句の構

成の説明といった微細構造は扱わず，適当な語句や短

文を基本要素として，その構成組み立てとして物語生

成を論じている．本論もその伝統に乗って話を進める． 

  

註：本章の以下の議論は，同一著者新田の論文[29]の

第３章を参照してまとめたものである． 

 

 まず、物語生成理論に期待される要件をランダムに

列挙してみよう．  

１）人生に関する問題の解答や指針が物語りできるこ

と．人生の意味，目的，仕事，結婚，家庭，友人，

親子，などの関係について語ること．人生の終末

と相続，伝承などについて語ること．（註：相続は

経済的なものに限らず有形無形の知的財産全般を

意味する） 

２）宗教，哲学的問題について語れること． 

  世界と自分の存在の確認．自分がこの世に存在す

る意味．自分の存在を証明すること．時間的持続．

始めと終わりの存在あるいは不在を語ること．神

の存在・不在について語ること．個人の幸福と人

類全体の幸福の関係について語ること． 

３）政治・経済問題について語ること． 

  世界全体の人々が同時に裕福（註：経済的に困窮

していない状態）な生活を享受できるのか否か語

ること． 

  戦争は何故起きるか．その回避方策について語る

こと． 

  核兵器根絶の可能性について語ること． 

４）物理的・数学的問題の解答を与えること． 

  宇宙の誕生と消滅について語ること．時間の存在

と存続，空間のねじれについて語ること．種々の

未解決問題の解答指針について語ること． 

 

 明らかに大きすぎる要件の列挙となっている．この

ような要件に[たとえ部分的にせよ]応えられる万物理

論は作れないであろう．ここで強調せねばならぬこと

は，物語生成の万物理論は，根源的に局所性あるいは

個人依存性を持つという点である．万物理論は，個々

人の認識と理解の世界に根源的に束縛・限定される．

個々人ごとに異なる万物理論が存在するのである．政

治経済に関心のない人にとっては，上記３）の要件は

不要となる． 

 各人の知的関心の拡がりと深さに応じて万物理論

（物語生成モデル）は，形と大きさ，密度を変容させ

る． 

 

  筆者自身の卑近な説明要件（物語願望）の一部を

示すと下記のようになる． 

・政治家の倫理感高揚策 （井戸塀は，今は昔の矜恃な

り） 

・大企業の倫理感高揚と信頼性向上策 

・日本が太平洋戦争に突入しそして敗戦を迎えた状況

（不可避であったのか回避する転機があったのか） 

・地球環境は温暖化しているのか／寒冷化（氷河期）

に向かっているのか 

・現在読み進めている難解な哲学書の内容の全体図式

（論理的構造） 

・現在輪講している難解な数学書の主要定理の直観的

意味と効用（特に言語理論との関係） 

・先祖が子孫（つまり我）に託した思い 

・人生の締めくくりの断片文（辞世の句） 

・等々 

 

4. 物語生成の図式（モデル） 

 

 前章で見た物語生成の万物理論の要件は，いずれも

過大要求であったが，そのことはさておき，物語生成

の図式（モデル）を描写してみる．1 つの生成モデル

候補は下記に述べるような函数構造になるだろう． 

 

註：本章の以下の議論は，同一著者新田の論文[16]の

第３章を参照してまとめたものである． 

 

現 代 の 標 準 的 物 語 論 （ た と え ば 文 献

[1][2][3][10][11]）においては，物語の構造を語り手
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と聞き手，あるいは書き手（作者）と読み手(読者)に

おける情報の受発信として捉えている．情報の受発信

における多様性は，物語の語り手がさらに新しい語り

手を作り出す入れ子構造として扱っている．しかし入

れ子構造的な観点では，物語の持つ説得力，物語が人

を惹きつける語りを生成する力をうまく説明できない．

語り手と聞き手あるいは書き手と読み手における入れ

子構造解析は，本質的に物語構造を静的に（あるいは

記述的に）分析する観点であり，物語が効果的に生成

される動的メカニズムをうまく説明できないように思

われる． 

本論文では，しばし静的な構造分析を放棄する．物

語においては，書き手と読み手，あるいは語り手と聞

き手が，相互に再帰的（recursive）あるいは再生成的

（regenerating）に関係し合うと考える．つまり，物

語の生成過程と解釈過程，創作過程と鑑賞過程，（さら

に言えば生産過程と消費過程[3]）の相互交渉において，

語りと聞き，書くこと（生産）と読むこと（消費）が

ダイナミックに切り替わると考える． 

物語を外部から巨視的に観察した場合には，物語の

製作者（語り手）と消費者（聞き手）が存在し，情報

伝達（説得）は，前者から後者に向かうという方向性

は不変であることが分かる．ひとたび物語の内部に入

れば，つまり物語空間という仮想現実の領域に入れば，

語り手と聞き手の切り替えが，自由自在に再帰的に行

われる．つまり読者は何時の間にか，作者になったり

登場人物の一人になったりして，喜んだり，悲しんだ

り，怒ったり，感心したり，不思議に思ったり，疑問

を解いたりするのである． 

 

念の為に標準的物語論（文献[1][2][3][10][11]）に

おける重要概念として，物語内容（histoire）と物語

言説（reicit）について簡単に言及する．物語内容と

は，語りをする（narrate する）内容，つまり話の内

容である．物語言説は，語られた（narrate された）

もの，あるいは話された結果のものである． 

物語内容は，物語そのものであるが，この物語その

ものは静的に鎮座しているのではなく語る（narrate 

する）という行動を起こすべく待機しているとみなす

べきである．（註：私見ではあるが，“物語内容”とい

う既に定着した学術訳語が適切であるのか疑問を持っ

ている） 

物語言説の具体例は語りにより製作されたテキスト

である．テキストは創作されたシナリオ，劇の演出，

映画作品（シーンの切り替えと接続，背景と役者の配

置）のように拡張解釈してよい． 

ソシュールの言語理論においては： 

・シニフィアン（signifier 能記，記号表現；記号

を使って書き記すこと表記すること） 

・シニフィエ（signified 所記，記号内容；記号に

より記されたもの表記の結果） 

という，２つ概念を，対置させて言語の実践

（performance）を弁別的に定義している． 

物語内容と物語言説の対置は，シニフィアンとシニ

フィエの対置と同型関係にあると言ってよい． 

 

ここで，先に述べた疑問の根拠を述べる． 

・「内容」という語が，「物語内容」と「記号内容」

の定義において，逆の関係で出現するので混乱しやす

い． 

・「物語内容」ではなく「物語意図（物語意欲，物語

企画）」のように造語したほうが良いように思う．語り

と聞きの再帰的関係は，「物語内容」と「物語言説」の

相対的関係・入れ替え可能関係と共通するところもあ

る． 

 

標準的物語理論[1][2]では，さらに，下記の項目を

詳細に分析しているが，本論文の扱う問題とは直接に

関係しないのでこれ以上は言及しないことにする． 

 

・時間的順序関係：先説（Event を前もって語る）

と後説（Eventを起きた後で語る） 

・時間的持続関係：休止，情景，要約，省略，など 

・叙法：物語内容の再現の方法や様態 

・言説おける距離：再現（直接話法による会話），転

記（間接話法），さらなる物語化（語り手が地文を

提示） 

・背景（perspective）と焦点（focus）：自然言語処

理分野では観点あるいは視点という． 

・態（voice）：語り手（narrator）と物語内容の関

係，あるいは語り手と物語言説の関係   

  

 まだ肝心の「物語生成の持つ函数構造」について

述べていない．準備をしていたのである． 

準備としてプロット（plot）とストーリ（story）と

いうこれまた，標準理論が好んで使う用語についても

言及する必要がある．結論から言うと．プロットは物

語内容に相似（対応）しストーリは物語言説に相似（対
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応）するように見える．筆者の考え方とは異なり，物

語内容の方をストーリの同義語あるいは類似概念とし

て扱う研究書も少なくないことを注意しておく．混乱

を招きやすい原因は，この２つの用語が日常生活にお

ける頻出用語にもなっているためである． 

広辞苑 第５版を検索してみると， 

・プロット（plot）： 小説・脚本などの筋．筋書．

構想． 

・ストーリー（story）：①物語．小説． ②小説・脚

本・映画などの筋または筋書．「ストーリー・ライター」

（注意：広辞苑では，ストーリではなくストーリーと，

語末に”ー”を付している．） 

のように書いている．日常生活では，物語，筋書，

筋，ストーリ，プロット，という用語を神経質に区別

することなく，状況に応じて適当に使い分けていると

言えよう． 

 

 以上で物語論における術語には，平易な日常語を利

用する傾向がありそれが混乱の元であることは示せた

であろう．本論文では，函数構造（写像関係）を導入

して下記のように，簡潔透明にこれらの術語を再整理

する． 

 

Narrate（物語する）とは，Plot から Story に向か

う写像である．Plot の構成要素が，様々な Story へと

組合せ醸成・展開される．したがって，１つの Plotか

ら様々な[複数の]Story が，作られ得る．１つの Plot

は，今後例を示すように登場人物，事件，場面，背景，

道具，時期，などの集合である．Story は，線状に配

列された言葉の列，あるいは映像の列，演劇における

舞台の流れであり，１つの個体対象である．集合では

ない． 

 

    Narrate:  Plot ――――→ Story 

 

Narrate = Story Generation, 語ること 

Plot＝ Narrate の原形物＝物語内容，物語企画，

物語構想，あらすじ，物語素描 

Story＝ Narrateされた成果（結果）物＝物語言説，

小説，物語，作品，映画，演劇，ドキュメント，記事

文 

 

“写像 Narrate（Plot）＝Story” には様々なコン

トロール（パラメタによる調整・調律）が作用する．

コントロールの代表例は，レトリック，脚色，配材，

配役（役割の振り付け），背景描写，時代設定，などで

ある．物語の作者・語り手の才能・技能の発揮のしど

ころである．同一．共通のプロットを与えられても，

作者の才能の如何により傑作も凡作も生まれ得る． 

 

 

 

 

 

             図１． 物語生成の構造 

 

5. 物語生成の核の構築 

 

註：本章の以下の議論は，同一著者新田の論文[29]の

第５章を参照してまとめたものである． 

 

 物語生成の核には，図式，簡潔な文（標語，諺，キ

ャッチコピー，などの文）など，個人的事情（つまり

各人の認知力・知識力・感性・価値観など）によって，

任意に設定できる． 

本章においては，物語図式，伝統的物語論における定

式化（構造図式），俳句（簡潔な断片文）を取り上げる． 

 

５．１ 物語生成図式 

 

 Lehnert(1982)の物語生成図式を，まず取り上げる．

この図式の基底にある考え方は，すべての物語は陽（良

いこと）と陰（悪いこと）の相互反復，相殺によって

構成される．つまり人生には，晴れの日もあれば雨の

日もあるという考え方である． 

 不思議なことに多くの物語はこのパターンに収まる．

また多くの人々にとって陽（＋）と陰（－）の切り替

えという考え方は理解しやすい．「悪いことはそういつ

までも続くわけではない」「うまい話には裏（悪い話）

が潜んでいる」．欧米人がテーブル・トークで頻用する

レトリック「Good News- Bad News」、「人生万事塞翁

が馬」という達観，などは，この範疇に収まる． 

 陽と陰の均衡は，諦観の一つの特徴として採用でき

るかもしれない． 

 

 次の「図２．Wendy G. Lehnert (1982)の物語生成図

式の例解」は，筆者が昔[1986 年 6 月）企業人教育用

の教材として作成した図面の一部分である．今なお物

Narrate 

物語すること 

Plot 

語りの企て 

筋書 素材 Story 

 語られたこと 

Story 

 語られたこと 
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語生成の考察に有効であるので本論文でも引用する．

（cf. 文献[27]新田義彦, 『自然言語処理（応用）』の

ｐ.119 図 10-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２． Wendy G. Lehnert (1982)の物語生成図式の例

解 

 

このような生成図式の作成と蓄積を進めている．後続

の論文で報告したい． 

 

５．２ 伝統的物語論における定式化 

 

 ウラジミール・プロップの「昔話の形態学」では，

すべての民話は３１個の機能（起こり得る行為，出来

事）のうちのいくつかからできている，と主張してい

る．“いくつか”とは，順序保存型の部分集合である．

この主張は１００編の民話からなるコーパス分析に基

づいている．（cf. 文献ピーター・バリー（著），高橋和

久（訳）（2014）の pp.270-274)  

 ３１個の機能には，「家族の一員が家を留守にする」 

「主人公に禁止が宣告される」 「禁止が破られる」 

「敵対者が偵察をする」 「敵対者が犠牲者について

の情報を得る」 （以上 cf. ibid.）などが含まれる． 

 ロシアの昔話をコーパスとしているので，現代日本

で生活する筆者のための「物語核（諦観）」の構築には

使えない．しかしながら，有限個の（比較的少ない個
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数）の機能ユニット（プロット単位）の集合で，多く

の物語（人生経験の物語）が集約的に把握できるとい

う主張は注目すべきと思う．諦観の構成ユニットは，

個々人の枠を超えて比較的小規模な有限集合にまとめ

られるという予想が立てられるからである． 

 

５．３ 現代の物語における様々なプロット構成要素

の列挙 

 

 文献[3] 小方孝，金井明人，『物語論の情報学説』で

は，多くの具体例が詳細に論じられている．これらの

プロット構成要素を利用して生成される物語言説

（註：小生の用語の意味でのストーリ）についても論

じられている．現代では物語生成函数が，すでに実稼

働する計算機プログラムになっている証左（具体例）

が与えられていると解釈してよいだろう． 

 そして強力な計算機能に裏打ちされた物語生成論は，

過去現在未来の時間軸に沿う人生物語の展開（流れ）

を，一通りに限定するのではなく，いまひとつ別の可

能性（人生物語コース代替案，あり得た過去とあり得

る未来）を探る手立てを与えるのではないだろうか． 

 物語の進行を現実の固定された時間軸の拘束から引

き離すことができれば，下記のような面白い思考実験

（シミュレーション）が，可能となるだろう．物語生

成理論が万物理論へと飛躍する大きな動機であると言

ってもよいかも知れない. 

 

１）日本に原爆が投下されなかった場合の歴史の流れ

（さらにまた別の戦争終結の姿） 

２）著名な推理小説・探偵小説における， 犯人や犯

罪、トリックを変更した場合のストーリの流れ方． 

３）様々な未解決事件の犯人，動機，凶器，逃走経路，

関与者，などの推理（可能性の列挙） 

４）新製品開発計画に伴う製品仕様（アピールポイン

ト）と購買者の反応（売れ行き） 

等々 

 

５．４ 俳句または断片文 

 

 ここでは，洗練され陶冶された文としての俳句（あ

るいは簡潔な短文）を，核に据えてみよう．核として

の俳句（あるいは簡潔な短文）と物語理解の例をいく

つか示す． 

 

1) 木枯らしやすぐに落ち着く水の月     加

賀千代女 

――木枯らしがさっと吹いて水面に映った月影が束の

間乱れた．しかし，すぐにまた元の寒冷な姿に戻った．

水面の月は何もなかったかのような顔をしている． 

 人生における諦観と結びつけると面白い．人生行路

では様々な事件や変動が発生し，我々の心と身体が揺

さぶられることが多いが，あわてずに静かにしている

と、時の流れが解決鎮静化してくれることもある．や

や受け身の諦観であるから，積極的解決に向けて動く

べき場合もあることを忘れてはならないとは思う． 

 

２）武士道とは，死ぬことである．あれかこれか，

生か死かの選択をせまられたときは，ただ死ねばよい．

目的を遂げずに，生きのびたら，腰抜けである．目的

も遂げずに死んだら，犬死に，気違い沙汰であるが，

恥にはならない．・・・ つねに死に身になって，武士

道に達し，一生の間落ち度もなく務めを果たすことが

できるのである．――山本常朝『葉隠れ』，現代日本語

訳は、松本道弘氏および大宮司朗氏による(cf. 文献

［Yamamoto Tsunetomo 2005］) 

 

 解釈には慎重さが必要な短文である。 筆者は「人

生は目的を目指して必死に努力しなければならない．

目的なく安穏に生きていてはいけない. 必死とは皮

相通俗の拘りの生き様を捨て、透明超越の境地に入る

ことである」というように解釈している．「死ぬ」とい

う語を前面（全面）に引き出した解釈は，危険な戦争

肯定，死地に赴く兵士鼓舞の文言に結びつきかねない

ので避けるべきである． 

 

３）行く川の流れは絶えずして，しかも，もとの水に

あらず．よどみに浮かぶうたかたは，かつ消え，かつ

結びて，久しくとどまりたる例（ためし）なし．世の

中にある人と栖（すみか）と，またかくの如し．・・・・・

そもそも，一期の月影傾（かたぶ）きて，余算の，山

の端（は）に近し．忽ちに，三途の闇に向かはんとす．

何の業をかかこたむとする．仏の教へ給ふ趣は，事に

触れて，執心なかれとなり．今，草庵を愛するも，咎

とす．閑寂（かんせき）に着するも，障りなるべし．

いかが，要なき楽しみを述べて，あたら時を過ぐさん．

しづかなる暁，この理（ことわり）を思ひ続けて，自

ら，心に問ひて曰く，世を遁れて、山林に交はるは，

心を修めて，道を行はむとなり．・・・・・ 
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方丈記  鴨長明 

 脈々と未来永劫続行する時空上に分布する棲家とそ

の住人，いずれも束の間の存在でありすぐに消滅する．

この世の万物は有為無常．人々が事物環境に執着する

ことを諌めている．己自身の隠者生活への愛着をも厳

しく自戒している． 

 

 京都の日野山に強靭かつ透徹した観照の精神をもっ

て隠棲した鴨長明の随筆には、いたるところに人生を

諦観するための示唆が織り込められている．方丈記の

研 究 書 や 解 説 書 も 多 く [cf. た と え ば 文 献

[24][25][26]], 人生物語を総括するための核文を抽

出するのに事欠かない． 

 

４）一家（ひとつや）に遊女も寝たり萩と月      

松尾芭蕉 

 

 人生すべて抹香臭い諦観ばかりではない，色彩感覚

のある余生を楽しんでいる人もいるかもしれない．老

人の目で若い作家の書いた恋愛小説を読むと，ときに

この句のような物語生成の核に辿り着く． 

 

6.  おわりに 

 

 物語理解の極限，つまり人生行路の到達点（終着点）

に存在する「諦観」の追究という，いつかはやってお

かねばならぬテーマを念頭におき，万物理論の在り様

について考察した． 

 日本の伝統的文芸である俳句およびそれに準ずる短

文が，万物理論の中核に据えられる核となり，「諦観」

に接近するための拠点となり得ることは示せた（説得

できた）かもしれない． 

 今後は認知科学，認識論，心理学などにおける諦観，

悟りの境地の捉え方などを調べ万物理論の今少しの整

備を図りたい． 
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天国か地獄か.... 地獄の作家
Writers in the Underworld
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Abstract
In this paper, I will discuss an “artificial writer.” I

define that works by “artificial writer” are those which

are not fully generated by living human beings. Then

I introduce several techniques for generating novels or

poems.

Keywords — artificail writer, intertextuality,

imitation

1. はじめに
様々な所で、詩や小説の生成に於いて、Julia Kris-

teva の間テキスト性 [11] に就いて言及してきた。こ
の論文も自分が過去に書いた論文からの引用のモザ
イク (間テキスト性) で全て書くことができるかなと
一瞬思ったが、論文剽窃ソフトで引っかかりそうなの
で、一応、断念した。さて、今年のセッションのタイ
トルであるが、「物語学 —「人工作者」の時代のため
に—」である。人工作者とは耳慣れないことばである
が、オーガナイザの小方、河村、金井は、『物語や小説
のみならず、ニュース、広告、映像、音楽等を含めた
多様なコンテンツを、程度の差はあれ自動的に生成・
産出するシステムを総称して、新しく「人工作者」』
と呼んでいる。屡々することであるが、テーマに関し
て議論をする前に「人工作者」の対義語を考えてみた
い。恐らく、生きている人間の作者がこれに対極する
概念であろう。Artificailの反対は Naruralである。す
ると、日本語で表すと、「自然作者」であろうか? 余り
美しくない。生身の作者が生成すると考えて、「生身
作者」とすると、生々しすぎる。いずれにせよ、苦肉
の策であるが、「人工作者」が作るとは、「現在生きて
いる人間が全てを生成する訳ではない」ということに
しようと思う。本論文では、簡単には、コンピュータ
を人間でないものとして扱う。他にも非-人間があると
は思われるが、議論を簡単にするために、コンピュー
タに限る。恐らく、他の非-人間でもコンピュータと類
似した議論が出来ると思われる。

本論では、過去に筆者などが行った自動生成の可能
性に関して (これも色々なところで議論しているが、
ここの大会では始めてなので、再掲に近い形で議論す
る)概観し、それに基づき、コンピュータでの作品自
動生成の可能性に就いて議論する。

2. コンピュータでの作品自動生成の可能性
コンピュータの作品自動生成可能性に関しては、

様々な所で議論してきているが ([1, 3] 等)、論文とし
ての一貫性からここでも再度掲載する。尚、オーガナ
イザ等は、様々な様態のものに関して生成の可能性を
言っているが、ここでは、文章作品に関して議論する。
勿論、音楽に於いてのサンプリングや、[12]で指摘さ
れているように、ヒット曲では、頻出ワードを使う、
カノン進行を使う、歌詞自体が似ているなど、以下で
示す間テキスト性で議論できると思うが、音楽に関し
ては、ここでは議論を行わない。歌詞に関しては、以
下で議論していることと同じであると思われる。

2.1 間テキスト性 (intertextuality)

人間の知的、感性的活動として、文学の作成があげ
られる。文学の生成に関しては、Kristevaが示した間
テキスト性 (intertextuality) という考えがある [11]。
Intertextuality :

The word’s status is thus defined horizon-

tally (the word in the text belongs to both

writing subject and addressee) as well as ver-

tically (the word in the text is oriented to-

wards an anterior or synchronic literary cor-

pus)... each word (text) is an intersection of

words (texts) where at least one other word

(text) can be read... any text is constructed

as a mosaic of quotations; any text is the

absorption and transformation of another.
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つまり、あらゆる文学はそれまでに作られた文学作
品の断片の組み合わせ (mosaic) から成り立つという
話である。この考えは、コンピュータの非常に得意と
する仕組みで、コンピュータで作品を生成する時に利
用させてもらっている。

2.2 アンドロイド・ユーミン

間テキスト性の考えをベースにしたアプリケーショ
ンがある。伊藤は、コンピュータでユーミンが書いた
と思われる詩を (半)自動生成する試みをしている (ア
ンドロイド・ユーミン) [8, 9]。ユーミン (松任谷由実)

の作詩した全ての詩を参照して言葉の使い方などをア
ルゴリズム化して、疑似英語、間テキスト性などの考
えに基づいて生成している。つまり、シャノンの情報
理論に於ける単語単位の第二次近似言語モデルの作
成手法を応用している。そして、ユーミンの作詩した
全ての詩から単語を集め、基本的にはそれらの単語を
デタラメに並べることによって、センテンスを作成す
る。しかしながら、完全なデタラメではなく、ある単
語のあとに出現出来る単語の出現確率か反映されるよ
うにデタラメに並べるという手法を用いている。この
ままでは日本語としてはおかしいことがあるので、実
際には、助詞などを修正して正しい日本語に修正して
いる。
例えば、

朝陽に縁どられ 始発にのれば、
中央フリーウェイが右に見える

CAMPARIの氷のかすかな音が
耳の底でくりかえす

私だけが奇麗になれるなんて
何かしら待ってるのね

のような疑似ユーミンテクストが生成できている。
よくよく読むとユーミンではないのであろうが、一

瞬、ユーミンが書いたのではないかという幻想を抱
くことが出来る。又、narinari.com [14]の記事によ
れば、ことばの使われ方としてであるが、日本の歌の
歌詞もかなり分析されているようなので、その結果
を使えば、他のアンドロイドも出る可能性があると思
える。
ちなみに、伊藤によれば、本実験は、文学における

個人文体研究に新局面を開いたり、現代文学理論にお
ける「間テキスト性」から「創造性」を考える刺戟剤

として意義があるという。

2.3 間テキスト性による和歌の生成

筆者は、以前、間テキスト性による和歌の生成の可
能性に就いて議論した [1]。素材にしたのは、小倉百人
一首である。和歌であるので、定型であるという制約
があって扱いやすい、一応、100種類のソースがある、
が理由であった。先ず、和歌の形式を守るためと、起
承転結を保持するために (実際は、処理の簡単化でも
あるが、) そのままの順序でまず、扱う。乱数で順番
を変えるのがいいのであるが、素材が高々100しかな
い。従って、乱数にならないという理由で、全てかな
にした上で、あいうえおに関して “昇順、降順、昇順、
降順、昇順”として夫々を並べ変える。これを行うと、
100の新たな和歌が誕生するはずである。例えば、和
歌には、「あしひきの山」のような枕詞で支配される
ような切れない制約や季節感があるが、今回は無視し
た。以下にこの簡単な操作でできあがった和歌?の一
部を示す。

吹くからに 折らばや折らむ なりぬれど くだけても
のを 人の問ふまで
春の夜の かたみに袖を 渚こぐ 恋しかるべき 錦な

りけり
風そよぐ人も恨めし咲きにけりふりゆくものは思

はざりけり
逢ふことの わたせる橋に 明くる間は わが身世にふ

る 秋風ぞ吹く

話題が一貫していないので、何となく変ではある
が、悪くはない出来ではないであろうか? この場合、
下の句は下の句の位置に来るなど、句の位置は全く変
わっていないので、それなりに悪くない結果が出たの
かも知れない。次に、句の位置を保存しないように、
全てをまぜてソートしてみる。つまり、5-7-5-7-7 の中
で、7を 300個まとめて昇順、5を 200個まとめて、降
順にソートし、5の 1–100番までを上の句、7の 1–100

まで 2番目、5の 101–200を 3番目、7の 101–200を
4 番目、7 の残りを下の句に置くように再構成する。
結果は、例えば以下のようなものが得られた。

世の中は あまりてなどか しだり尾の この世のほか
の 富士の高嶺に
春過ぎて うち出でて見れば 音にきく 常にもがもな

ものや思ふと
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鳴く鹿の 尾上の桜 命にて ながながし夜を 山の奥
にも
手向山 からくれないに 明けぬれば はげしかれとは

わが身ひとつの
初霜の 衛士のたく火の 奥山に つらぬきとめぬ 紅

葉なりけり

「山の奥にも 鹿ぞ鳴くなる」と似たパターンが出て
きたのは完全に偶然であろうが、想像以上にいい結果
が得られた。勿論、中には変なものもできる。この方
法の場合、T.S. Eliot の作品のように元のフレーズの
意味を含めることは意図していないが、小倉百人一首
を知っているので元の光景がなんとなく浮かんでくる
ような効果も幾分持つ。つまり、本歌取りのような効
果が出るのである。この手法がある程度成功している
のは、元の歌に使われていることばが洗練されている
せいであると思われる。又、小倉百人一首に含まれて
いる歌は秋や初冬について謳っている歌が多いように
感じる。従って、季節の齟齬もここの例では、思った
程出ていない。とはいえ、季節での制約などは入れな
いとちゃんとした歌はできない。
いずれにせよ、和歌に関していえば、もとの歌が美

しいことばを使っており、それを再利用することによ
り、美しいことばを使った本歌取りのようなことがで
き、なんとなく良い作品ができるのである。これは、
短い作品故できたのであると思われる。物語だとそう
は簡単にいかない。

2.4 物語自動生成

小方が中心になって行ってきている物語自動生成の
研究がある。文学生成に関する解析とその概念自体は
既に 90年代に提案し [15]、現在では、更に拡張して、
「拡張文学理論」、つまり物語理論と認知科学 (人工知
能) の融合を行って来ている [16, 17, 18]。そこでは、
具体的試行として、特に、物語論の中では特権的な位
置付けを与えられてきた Vladmir Propp の昔話形態
学 [20] Genette の 物語言説論 [7] を正面から取り上
げ、コンピュータプログラムによるシミュレーション
を導入しながら理論を精緻化してきている。小方は、
「Propp の場合、ストーリーとしての事象の継起に関
する理論を超えて、物語世界の構成上避けて通れない
オントロジー 1 という側面を持っていると思われ、こ
れを媒介に従来物語理解や生成において行われてきた

1あるドメインを表現するための概念とそれらの概念間の関係の
セットとしての知識の形式的な表現

方法を文学の側から相互補完的に補強するという役割
が期待されるし、Genette の場合は、認知科学系統の
談話理論と比較して主にマクロな文学的知識を構成し
ているため、ミクロ–マクロ統合の観点からそのアイ
ディアを拡張的に再構成しつつ、物語生成のより一般
的な機構に導入することが可能であると」主張してい
る。そして、これまでに個々に開発されたものの統合
もなされている [19]。現状では、生成されるのは、粗
筋のような作品ではあるが、それになんらかの肉付け
をすれば、パスティーシュのような作品として成立す
るのではないかと思われると議論していた [3]。
例えば、[3]では、[4]で生成されている以下の粗筋

と思われる作品があるが、

イワンが皇女の探索を決意する。イワンが蛇の国へ
出立する。[イワンが予言する。蛇がイワンと闘う。[蛇
がイワンに予言する。小人達が宮殿を建てる。[小人
達が回想する。昔、故国で小人達が家を建てる。昔、
故国で小人達が小屋を建てる。]]イワンが腕を負傷す
る。イワンが蛇に勝つ。イワンは、髪が黒くて眉毛が
濃い。蛇は、体は縞模様で、火の翼が生えている。]

イワンが腕を負傷する。イワンが蛇に勝つ。[カエルの
国でカエルがスワンの金を奪う。カエルは、緑色であ
る。スワンは、背が低く目が細い。カエルの国は、大
きな池がある。カエルの国でスワンがカエルと闘う。
カエルの国でカエルが倒れる。]イワンが皇女を誘拐
する。イワンが皇女と故国へ帰路に着く。蛇が飛ぶ。
[蛇が回想する。蛇がイワンと闘う。イワンが腕を負傷
する。[皇女が予言する。未来、宮殿で皇女が男の子を
産む。未来、宮殿で皇女が男の子を育てる。] イワン
が蛇に勝つ。] 蛇がイワンを追いかける。イワンが岩
に隠れる。皇女がイワンの傷を認知する。[皇女が回想
する。イワンが皇女の探索を決意する。イワンが蛇の
国へ出立する。][イワンが回想する。イワンが腕を負
傷する。] 小人達が宮殿を建てる。宮殿にイワンが住
む。イワンが皇女と結婚する。[カエルの国でカエルが
スワンの金を奪う。カエルの国でスワンがカエルと闘
う。カエルの国でカエルが倒れる。]

これに対し、千早茜の「魚神 (集英社 (2009))」を利
用し、冒頭の主人公等をイワンの物語に出てくるもの
に一部、無理に変換している所もあるが、基本的に私
→ イワン、夢→ 皇女、獏 → 蛇、等と単純に置き換
えると (島は敢えて国に変えていない)、以下のように
なった。

カエルの島の人間は皆、皇女を見ない。
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島の中ほどにある小さな山の上に朽ちかけた宮殿が
あり、そこに棲む蛇が皇女を誘拐してしまうのだ。島
に住む小人達の心は虚ろで、その皇女はあまりに貧し
いため蛇はいつも飢えていて、島の灯りに惹かれ訪れ
たスワンの皇女ですら、その餌食になってしまう。
でも、イワンは知っている。蛇などいないことを。
そのせいかは分らないけれど、イワンは月に一度皇

女を見る。
月に一度、イワンの体が水で満たされる時、イワン

の意識は皇女の浅瀬をたらたらと彷徨うことができ
る。遊女の勤めの休みをもらい、じっくりと重い体を
引きずって旅につく。数日は水ばかりしか口にしない。
やがて、全身が水の膜で覆われたようになり、外界の
音や空気や流れ、人の声音に潜む感情の起伏といった
全ての波動が感じられるようになってくる。下半身で
疼いている痛みも、血の流れが刻む小さな音に同化し
ていく。全身がわんわんと響きだし、全てに繋がる大
きな流れに溶け込んでいく。
そのまま、イワンは魚になってうっとりと流されて

いく。
そこで、皇女に見ることはいつも同じだ。
イワンを運ぶ流れが、ある場所へイワンを届けてく

れることをいつも知らず知らず願っている。その願望
は血の一粒一粒に宿り、イワンの体のすみずみに絶え
間なく注ぎ続けられていることを毎月毎月思い知らさ
れる。そのときに。
だけど、まだ辿り着けたことはない。
そうして、またイワンの体は乾きを取り戻し、皇女

を失う。

皇女を探しにいく前書きとしては、やや変な所もあ
るが、そこそこ使えるのではないだろうか? そして、
続きも粗筋にあった作品を探してくればいいのであ
る。例えば、続いて、文体は変わるが、菊池寛の「真
珠夫人」の冒頭を使うことで、

馬車が自宅を離れた頃から、イワンの心は、段々烈
しくなって行く焦燥しさで、満たされていた。宮殿ま
での、まだ五つもある休息所毎に、馬車が小刻みに、
停車せねばならぬことが、彼の心持を可なり、いら立
たせているのであった。
彼は、一刻も早く皇女に、会いたかった。そして彼

の愛撫に、渇えている彼女を、思うさま、いたわって
やりたかった。

といったものが出来上がる。誘拐された皇女を取り
返しにいくはずなのであるが、急に色っぽい話にも

なる。

2.5 きまぐれ人工知能プロジェクト 作家で
すのよ

「きまぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」
は、公立はこだて未来大学の松原を中心にしたプロ
ジェクトチームで、星新一のショートショート全編を
分析し、エッセイなどに書かれたアイデア発想法を
参考にして、人工知能におもしろいショートショート
を創作させることを目指している (http://www.fun.

ac.jp/~kimagure_ai/)。
現在の作り方はまず土台となる文章を人間が書き、

名詞、形容詞、エピソードなどにばらしてそれぞれの
要素のバリエーションを「部品」という形で多数用意、
あらかじめ決めた「組み立て手順」に従って AIが組
み立てた (毎日新聞 2016年 4月 5日　東京夕刊) との
ことである。又、現段階ではまだ星作品のデータは生
かされていないらしい。
村井は、星新一の作品の中で悪魔物語と薬物語に焦

点を当て、物語の構造分析から明らかになるオチの構
造とその頻出パターンについて議論している [13]。物
語構造の分析結果より、同じジャンルにおける主要な
物語のパターンを特定することが可能であるとのこと
で、悪魔物語に関していえば、数が少ないので、比較
的共通の一つのパターンが見られるとのことである。
薬物語には様々なパターンがあるようであるが、幾つ
かのパターンがモデル化できれば、その型にはめるこ
とで、物語の流れはできそうである。
ちなみに、星新一賞 (日本経済新聞社主催) に、人

工知能が制作した作品を数件応募し、一部は 1次審査
を通ったが受賞には至らなかったらしい。

2.6 あらゆる小説は模倣である?

清水は、「あらゆる小説は模倣である」[21] という
タイトルの刺激的な本を書いている。Julia Kristeva

の間テキスト性を考えるとそうであろう。T.S Eliot

等は様々な作品から引用して作品を創ったりしてい
る。そこには、ペダンチックな響きすら感じられる。
T.S Eliotでないにしても、作家は、「引用」もしくは、
inspireされたという形で創作を行っていると思われる
が、そうでもないこともあるようなことを清水は言っ
ている。最後の章で模倣実践などということを行って
いる。マイナーだが、知る人が知るというセンスのあ
る作品が素材なら評価があがるなどと言っている。例
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えば、鹿島田真希の「六０００度の愛」はマグリット・
デュラスの「24時間の情事」をベースにしていると思
われると評価している。広島を舞台として映画化まで
されているマグリット・デュラスのこの作品が知る人
が知る作品なのかどうかは別として、模倣が成功して
いる例であろう。先程言ったように、コンピュータに
とっては、過去の作品の断片を探してきて、それを適
当につなぎ合わせるということは、朝飯前である。実
際、乱数などを使うと一発で作品ができ、カットアッ
プのような作品すら作ることができる。例えば、[1]

では、
あらねど 龍田の川 あぢきな 猪名の笹 あだ波は
るらむ誰 に雲がく る人にせ に朽ちな るも別れ

などのような作品? も出来上がっている。意味は全
くわからないが、カットアップというと、パンクな作
品だと言われるかも知れない。話を元に戻すが、知
る人が知る作品を模倣してコンピュータで出来た作品
は、評価されるのかも知れない。このあたりも、コン
ピュータには、得意分野ではないだろうか?

2.7 作風は学習できる??

小方等の物語自動生成システムでは、作風のような
ものを生成するところまではいっていない 2 が、deep

learning を使うと可能なようである。前述の伊藤のシ
ステムでは、ユミーンが使いそうな用語を集めて作詞
していたが、浅川の研究 [6]では、青空文庫に収録さ
れている作品から、坂口安吾や、北原白秋が使いそう
なことば遣いの作品が deep learning により、学習さ
れ、生成されていた。チューニングなどの勝負であろ
うが、なんらかの可能性は見えている。このあたりも
イメージと文字の違いはあるが、絵画の自動生成に近
い技術で議論できると思われる。

3. ソフトを使った小説生成支援
上記で、コンピュータによる作品の生成の可能性を

議論したが、実際にソフトを使って作品を作っている
というか、ソフトの支援により、作品を作っているこ
とが最近では稀ではないようである。例えば、ハリ
ウッド映画の脚本作りに於いて、Dramatica (http:

//dramatica.com/) を利用しているということは、
有名である。Dramatica のページには、「In each of

these stories the Main Character ends the story still

feeling at odds with the world. Dramatica refers to

this concept of story structure as the Story Judgment.

2今のところ、敢えて避けているらしい

図 1 Dramaticaの画面

In addition to the larger story going on, every Main

Character suffers through personal issues unique to

them. Some overcome their angst. Others continue

to languish long after the curtain has drawn.」と書か
れている。結構色々なことができそうである。という
か、これを使い出すと元に戻ることはできないのでは
ないだろうか?

中村航、中田永一の「僕は小説が書けない (角
川書店 (2014))」 では Scrivener (https://www.

literatureandlatte.com/scrivener.php) を利用
して書いていると 2014 年 12 月 9 日の朝日新聞夕
刊 (東京版)に書かれている。粗筋を書き換えると、本
文の順番が自動的に変わるという編集ができるようで
ある。
このように、実際のプロの現場でも “支援” ソフト

は使われている。アクセスのいいデータベースとして
このようなソフトを使うことは、ありだし、昔のよう
に、新聞を何年分コピーしてといった作業がいらなく
なるのかも知れない。又、筋の変更による書き直しも
原稿の入れ替えよりも楽なのかも知れない。記憶や、
手作業に負荷をかけないという意味ではいいのかも知
れないがいい意味でのカオスは無くなってしまうのか
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図 2 Scrivenerの画面

も知れない。その場合、ソフトにカオス的性格を入れ
込んでおくといいかも知れない。

4. 日本文学の表現機構
前記の支援ソフトでは、物語の大筋の流れなどの

一貫性などの支援を行っているようである。細かいこ
とは、このままではできないと思われる。そのために
は、文学の表現機構を考える必要がある。
安藤らは「日本文学の表現機構」[5]で日本文学の表

現自体の面白さについてまとめている。そこでのキー
ワードは、多義性、引用、語りの自在性、規範、縁語
的思考、因果の転倒、人称、共同性、小説家である。
この中で、引用は、Kristevaが示した間テキスト性と
同じである。これ以外で、物語を “自動” 生成する時
に重要と思われるファクターを見てみる。
多義性は、読むときに様々な解釈が成り立つという

ことである。人間の作者が書く場合、意図的に意味を
隠したり、二重、三重の意味を埋め込むことがある。
コンピュータの場合は、意図せずに多義性が生じるこ
とがある。しかも、この多義性は意図していないだ
けに、困ることもあるかも知れない。しかしながら、
コンピュータの作る多義性も楽しもうと思えば楽し
める。
語りの自在性とは、語り手が時に作品全体を俯瞰す

る目を持ち、時に一人の人物に同化するなど、作中世
界を自在に伸縮させることらしい。このことにより、
読み手は、語り手との距離を変えることが出来るよ
うである。このあたりの手加減は、コンピュータには
難しいかも知れない。モデルを作るのも難しいと思わ
れる。
規範に関しては、古典作品は基本的に規範に法って

成立していると指摘している。特に、和歌に関しては
規範性が高いと指摘する。規範はコンピュータが一番
得意なところかも知れない。上記では乱数で和歌を
生成しているが、そこに、規範という制約をいれると
少し良い、例えば、季節感のある和歌が出来る訳であ
る。又、星新一の悪魔物語のパターンなども、規範と
言っていいと思う。
縁語的思考とは、未完成でありながら過剰であり、

つながりの可能性に富む言葉の流動性を、身をもって
捉える行為のことを指すと安藤は言っている。正直よ
くわからない。縁語や連想を使用することで網の目の
ような言葉の繋がりの可能性を豊かにしているとの
ことである。これにより、独創的な美が生まれるらし
い。縁語や連想なら、シソーラスや、概念ベース [10]

などを使うと出来そうであるが、適当な縁語や連想に
しないといけない。そのさじ加減がコンピュータに出
来るかどうか。
因果の転倒とは、その通りのようである。例えば、

徒然草は因果関係をひっくり返すことで、兼好が独自
の文体を操りながら我々に語りかけるとのことであ
る。安藤等は兼好が因果律の限界を突破するために、
因果の転倒を行ったと指摘する。これにより、後付け
の説明以上のことが出来るらしい。ひっくり返すの
は比較的楽である。問題は、どうひっくり返すかであ
る。やたらひっくり返しても意味はなくなることがあ
るであろう。どう、ひっくり返すところを見つけるか
であろう。コンピュータに教えるのは難しいかも知れ
ない。
人称とは、文字通り、一人称、三人称等の人称であ

る。一人称の場合は、主観的な小説になり、三人称の
場合は、客観的な小説になる。安藤等は人称が制約と
なって世界を切り開くことができると言っている。徹
底的に一人称にすることで、告白的なことができると
指摘している。コンピュータでは、一人称的観点、三
人称的観点といった観点を導入し、物語の視点を変え
ることでできそうである。しかし、どこで観点を変え
るかは、自動的にはできないであろう。
共同性に関しては、安藤等は「近代小説はひとりで

密かに楽しむ「密室の芸術」である。物語には、本来
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共同性が求められていたはずで、恰も「共に— 享受し
ている」かのことを行っていると指摘している。これ
は、一人称 (作中の僕)が君に語りかけることによって
架空の共同体に読者を囲い込んでいく揚力を与え、共
同性としての性格を与えていると指摘している。コン
ピュータでは、上記の人称の延長になると思われる。
更に、「語りかけ」に関して言えば、パターンとして
準備できるのではないであろうか?

小説家に関しては、小説の書き手が「作者」を名乗
り、作中に登場することが多くあると指摘している。
実際の作者ではない作者が読者に語りかけることによ
り、読者が様々な謎かけをしていると指摘している。
これも、人称の延長になるのではないであろうか?

安藤等は上記のように様々な観点から日本語の文学
表現の仕込みを分析している。幾つかはコンピュータ
で比較的容易に実現できるのではないであろうか? こ
のような仕組みをコンピュータで実現出来ると面白い
と思われる。

5. おわりに
「人工作者」は、色々な意味で重要だと思われる。

例えば、筆者は、「ロボット分野に関するアカデミッ
クロードマップ 報告書」の中で、2050年くらいまで
には出来ていて欲しい感性に関する研究の方向につい
て議論していた [2]。そこで議論したように、ロボット
は、将来的には、場の雰囲気を読んだり、相手の理解
度を理解したインタラクティブな対応をする必要があ
ると思われる。そして、本論文の文脈に戻すが、例え
ば、ロボット等が物語や詩などを自動的に生成して、
皆の前で朗読出来ると素晴らしいことだと思われる。
Deep learningがコンピュータで実行出来るようになっ
て、例えば、AlphaGo が世界チャンピオン級のプロ棋
士に勝てるようになったり、今まででは出来るとは思
わなかったことが出来るようになった。では、感性的
なことはどうであろうか? 機械的に組み合わせ問題と
しての物語の生成は、コンピュータの高度化により、
質より量を生成して、その中からいいのを選ぶという
ことで、可能である。しかしながら、コンピュータに
は、まだいい作品を選ぶことができないと思われる。
いい作品とは何であるかを我々がモデル化できないか
らである。感動する作品はどのようなパターンを持っ
ているのであろうか? 泣けるパターンは何となくモデ
ル化できそうである。しかし、一般的に美しい、価値
のある作品のモデルとなると難しいと思われる。安藤
等が [5]で指摘した文学の表現機構のコンピュータで
の実現がまずであろうか? ゴールはまだまだ先である

が、面白い話題である。
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レトリカルエージェントの可能性：比喩を対象として
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Abstract
An artificial rhetorical agent must be one of the essen-

tial components involved in an artificial writer. In this
paper, therefore, we discuss a possibility of realizing ar-
tificial rhetorical agents. For the purpose, we address
metaphors as a representative figure of speech, and re-
view existing computational and psychological studies on
metaphor generation. We then discuss some issues that
must be addressed to create artificial rhetorical agents.
Keywords — Artificial Rhetorical Agents, Metaphor
Generation

1. はじめに
小説などの文学作品はもとより新聞記事や論説など

の様々な文章において，何を表現するかだけではなく，
どのように表現するかという修辞的な側面が重要であ
る (内海・金井, 2007)．したがって，人工作者を実現し
ていく上で不可欠な要素技術のひとつに，修辞生成を
行う計算モデル，すなわちレトリカルエージェントが
含まれるであろう．
そこで本稿では，レトリカルエージェントの実現可

能性について，議論・考察を行い，人工作者の実現の
ための一助としたい．特に本稿では，修辞の代表的な
技法のひとつである比喩 (metaphor)を対象として，比
喩生成に関する先行研究を概観したあとに，それらの
問題点を指摘した上で，レトリカルエージェントの実
現に向けての議論を行う．

2. 比喩の生成研究の動向
2.1 心理実験
比喩に関する言語心理学的な研究の多くは比喩理

解に関するものであり，比喩生成やその認知過程に焦
点を当てた研究は数少ない．それらの数少ない研究
のほとんどは，比喩生成課題によって生成される比喩
の性質の分析やその個人差に関するものである (Katz,
1989; Williams-Whitney, Mio, & Whitney, 1992; Hussey

& Katz, 2006; Chiappe & Chiappe, 2007; Fainsilber &
Ortony, 1987)．例えば Katz (1989)では，比喩表現の喩
辞の部分が空欄になっている文（e.g., Chemistry is the

of science）を提示して，いくつかの候補から空
欄に入るべき適切なものを選択する課題を行い，被喩
辞との意味的類似度が適度に低い具象名詞が選択され
やすいことを示した．また，執筆経験，推論能力，作
業記憶容量などの個人差要因が生成される比喩に影響
を与えることも報告されている．例えば，Chiappe &
Chiappe (2007) は作業記憶容量の大きい人のほうが，
より適切な比喩を生成したと報告している．
これらの研究と異なり，Utsumi & Sakamoto (2015)

は比喩生成の動機にあたる談話目標 (discourse goal)の
違いが，比喩の生成過程や生成された比喩の質に与
える影響を調べている．談話目標として説明的な用途
(explanatory purpose) と文学的な用途 (literary purpose)
の二種類を設定し，文学的な用途を考えて生成された
比喩の喩辞のほうが，表現すべき特徴に対して典型的
でなく，心像性が高く，被喩辞との類似度が低いこと
が示されている．また，プライミング実験を通じて，
文学的な用途を考えて比喩を生成する際には，表現し
たい被喩辞の特徴を典型的に持つ喩辞だけではなく，
非典型的な喩辞も活性化する（つまり探索対象とな
る）ことも明らかになった．これらの結果は，比喩生
成の目的（どのような目的で比喩表現をするのか）が
比喩生成過程と，生成の結果として得られる比喩表現
の両方に影響を与えることを示している．

2.2 計算モデル
計算論的アプローチによる比喩研究においても，比

喩理解や比喩性の認識（比喩検出）に関するものが
ほとんどであり (内海, 2013; Shutova, 2015)，比喩生成
モデルに関してはいくつかの研究 (北田・萩原, 2001;
Terai & Nakagawa, 2009; Abe, Sakamoto, & Nakagawa,
2006; Veale & Hao, 2007)が散見されるくらいである．
これらの研究で用いられる比喩生成の方法は，辞書
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等の言語資源に基づく概念間の類似度計算 (北田 &萩
原, 2001)，統計的言語モデル (Abe et al., 2006)，ニュー
ラルネットワーク (Terai & Nakagawa, 2009)，ウェブか
らの知識獲得 (Veale & Hao, 2007) 1 などの違いがある
ものの，これらの研究に共通するのは比喩生成という
タスクの捉え方である．いずれの研究においても，心
理実験における比喩生成課題と同様に，比喩を用いて
表現したい概念（被喩辞）とその特徴（側面）を入力
として，適切な喩辞を選択することによって比喩を生
成する．例えば，「女優」と「美しい」から「女優は宝
石だ」という比喩が生成されるという具合である．
このような入力形式や生成される比喩形式が限定

された比喩生成モデル（システム）の良さや妥当性
を評価することは，その目的（談話目標）や評価基
準が明確でないために，難しい問題となる．また，比
喩表現の非字義性ゆえに，評価者（比喩を解釈する
人）が意味が通じるような解釈を行うこともできる
（つまり，生成側ではなくて理解側で比喩解釈を創
造できる）のも評価を困難にする要因である．Veale
(2015) は，二種類のツイッターボット (Twitterbot) で
生成される比喩を評価した結果について報告してい
る．一つは @MetaphorMagnet と呼ばれる筆者の開発
した比喩生成機構を備えたボットで，もう一方は，喩
辞と被喩辞（やその解釈）をランダムに選択して比
喩とする @MetaphorMinute というボットである．こ
れらのボットで生成された比喩表現の理解しやすさ
(comprehensibility) を 4 段階で評定してもらったとこ
ろ，3以上の評価を受けた比喩は@MetaphorMagnetで
全体の 75%，@MetaphorMinute でも 54%となり，大
きな差が見られなかった．一方で，生成された比喩
の新奇性 (novelty) の評定結果はランダム生成を行う
@MetaphorMinuteのほうが高い結果となった．この結
果は非常に示唆的である．入力として被喩辞とその特
徴を与えるだけの限定された比喩生成では，その良さ
を理解しやすさや新奇性などの一般的な指標で評価す
ることは困難であり，ランダム生成器と変わらない性
能になってしまうのである．

3. レトリカルエージェントの可能性
以上で述べた比喩生成研究の現状に基づいて考える

と，レトリカルエージェントを実現するために取り組
むべき課題として，少なくても (1) 入力，(2) 表現形
式，(3)効果があげられる．
レトリカルエージェントに与えるべき入力の問題は，

1Veale & Hao (2007)で提案された比喩生成システムは，Aristotle
(http://afflatus.ucd.ie/aristotle/)という名前で公開されている．

比喩や修辞の生成に限らず，一般的に言語表現の生成
の問題でもある．自然言語処理の分野でも心理学の分
野でも，言語理解に比べて言語生成の研究が極端に少
ないのは，そもそも入力として何を与えるべきかを決
めるのが困難であることに起因する．逆に言うと，入
力として与えるべきものが明確な自然言語処理の課題
（例：機械翻訳，自動要約）では，言語生成の研究が行
われていると言える．
これらの研究は，言語生成というよりは言語表現の

変換（言い換え）の問題として捉えることも可能であ
る．前節で概観した比喩生成の研究も，「女優は美し
い」を「女優は宝石だ」に変換する処理と考えられる．
しかし，レトリカルエージェントを実現するためには，
単なる言語表現の変換だけではない処理が求められる
であろう．例えば，小説を執筆する際に比喩を用いる
ことを考えると，ことばで書かれた表現を比喩に変換
するのではなく，作者の頭の中にある概念，イメージ
や思考などの，言語で表現されない何かを比喩として
言語化する過程だからである．
よって，一つの可能性としては，言語以外で表現さ

れた入力から比喩を生成する方法論の開発が必要に
なるかもしれない．画像情報から言語表現を生成する
研究は，深層学習（ディープラーニング）の適用例と
して多くの研究— 例えば，画像を入力として，その
画像の内容を説明する言語表現を生成するシステム
(Vinyals, Toshev, Bengio, & Erhan, 2015) — が行われて
おり，比喩生成も可能であるかもしれない．
しかし，レトリカルエージェントの要素技術として

本質的に重要なのは，比喩生成の動機，意図や目的を
入力として組み込み，それらに基づく比喩生成であろ
う．例えば，小説の作品全体の流れの中で，この場面
を読者に印象づける必要があるため，その場面の描写
に効果的な比喩を用いたいというような，比喩生成の
意図やその表現対象が相互的に関係しているような入
力に対して，適切な比喩を生成すると言ったものであ
る．このような生成が可能になれば，レトリカルエー
ジェントの可能性は大きく開けるかもしれない．さら
に言うと，人工作者のためのレトリカルエージェント
を考える際には，そのような意図や動機さえも自動的
に生じるようなメカニズムが必要なのかもしれない．
どのような比喩形式を用いるべきかという (2)の問

題も，レトリカルエージェントを実現していく上で重
要な課題である．比喩だけを考えても，様々な形式で
表現が可能である．例えば，ある女性を宝石に喩える
比喩でも，隠喩（「あの女性は宝石だ」）と直喩（「あの
女性は宝石のようだ」）という表現形式だけではなく，
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強調語句の付与（「あの女性は文字どおり宝石だ」，「あ
の女性はまさしく宝石だ」），照応表現としての喩辞
の使用（「あの宝石が私に向かって微笑んだ」）や名詞
句としての比喩（「あの宝石女性が私に向かって微笑
んだ」）など様々な形式が考えられる．比喩形式に関
する研究は，隠喩と直喩の違いに関する心理学的な研
究 (e.g., Roncero, Kennedy, & Smyth, 2006; Glucksberg
& Haught, 2006; Chiappe & Kennedy, 1999) 2が行われ
ているだけであり，これらの表現形式のどれを選択す
べきを決定するための方法論は現在のところ皆無であ
ると言っても過言ではない．よって，今後の研究が待
たれるテーマである．
最後に，比喩によってどのような修辞的効果，詩的

効果を与えられるかという問題もあまり研究は進んで
おらず，いくつかの研究 (Utsumi, 2005; 内海 & 金井,
2007)が行われているくらいである．そこで得られて
いる知見も非常に抽象度の高いものであり3，どのよ
うな目的を持って，どのような形式や内容の比喩を用
いると，どのような効果が得られるのかを解明するま
でには至っていない．レトリカルエージェントを設計
する上で，今後の研究が不可欠である．
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Abstract 
ゲーム，特にデジタルゲームはコンピュータの諸技術
の発展に伴い急速に進化してきた．物語や人物の反応
等，ゲーム内における要素は当初，開発側の手により
作りこまれていたが，様々な工夫によって自動的に生
成される事例も増加している．その中で筆者らは，ゲ
ームの体験過程を通じて，物語が自動で生成されるゲ
ームを提案した．本稿では，ゲームに関連する自動生
成について紹介した後に，その物語自動生成ゲームつ
いて述べる． 
 
Keywords―Automatic Narrative Generation Game, 
Narrative Generation, Table-top Role Playing Game, 
Integrated Narrative Generation System 
 
1. はじめに 

昨今の日本では，小説や映画，漫画などの何らかの

物語を伴った作品を，日本独自の強みとして世界に広

げる動きがある．その中にはもちろんゲームも含まれ

ており，2015年 6月 24日から 8月 31日にかけて，国
立新美術館にて，「ニッポンのマンガ＊アニメ＊ゲーム

from 1989」展[1]が開催された．これは 1989年から 2015
年までに日本で生み出された漫画，アニメーション，

ゲームからいくつかの作品をピックアップし，映像表

現技術の進化や，人々の受容形態の変化，また表現さ

れている物語の内容を紹介している． 
ゲームの多くは，特に昨今のゲームは，どのような

ゲームジャンルであれ，ゲーム展開にストーリーを含

んでいる．それらのストーリーは，ゲームユーザの選

択による展開の多少の幅は存在するが，おおむね開発

側が用意した筋書きに沿って展開するものも多い．し

かしアナログゲームやデジタルゲームなど，電源を使

うかどうかに関わらず，ゲームユーザが何度もゲーム

を楽しめるように，様々な要素を自動的に生成する仕

組みの導入も試みられてきた．それは例えば，小さい

ものなら，名前や配置場所が決定する道具や洞窟の構

造の変化，大きなものなら，登場人物の行動が変化や

それに伴ったストーリーの展開の流れの変化が挙げら

れる． 
著者らが提案する物語自動生成ゲーム[2][3][4]は，ゲ
ームユーザの入力・操作に基づき，登場人物や物，場

所，時間といった要素を自動的に用意し，ストーリー

を生成することを目的としたゲームである．このゲー

ムはゲームの進行過程が物語生成そのものになってお

り，出来上がった物語は，それを一つの物語としてあ

るいは，物語の発想のもととして利用する． 
本稿では，2 節で自動生成を行うゲームについて述
べ，3節で物語を作り出す既存のゲームについて触れ，
4 節で著者らが提案している物語自動生成ゲームにつ
いて説明し，5節をまとめとする． 

 

2. 自動生成を行うゲームの紹介 

アナログゲームではサイコロなどの乱数発生装置を

利用して，一様でないゲーム展開を作り出すことが行

われてきた．同様に，デジタルゲームでも現在に至る

までに様々な要素の自動生成が試みられてきた．スト

ーリー，登場人物が探索する場所，登場人物が手にす

る道具などである．これらはアナログゲームと同様に

乱数のみを利用した方法も存在するが，デジタルゲー

ムの強みとして，人工知能における諸技術やアルゴリ

ズムの導入によって，物語に関わる諸要素の自動生成

を行う多く試みられている．以降の小節で，その事例

をいくつか挙げていく． 
 

2.1 ストーリーの自動生成 

デジタルゲームにおけるストーリーの自動生成は，

“サブストーリーを作る”，“本筋のストーリーを作る”，
を作るという二つが考えられる．前者は例えば，“○○
を取って来てほしい”などのような単純な依頼を複数
用意することで，ゲームの内容を途切れないようにす

る仕組みとして利用されている．後者は，ゲーム内容

そのものを作り出すものであり，ゲーム作品によって
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は作り出したストーリーに合わせて，ストーリーに必

要な，登場人物，物，場所の何れかあるいは全てを同

時に生成する．例えば，パソコンや Play Station向けに
販売されたゲームソフト「ティル・ナ・ノーグ」1は，

ゲームユーザに合わせて世界全体の地図やシナリオ，

登場人物，物等を自動的に生成する．次に研究事例に

触れる． 
The MUSE project は 3Dによる双方向のストーリー
テリングを通して，目の前に実際のテキストを呼び起

こす方法に関して，実験・開発・調査を行ったプロジ

ェクトである．童話乃至は内科患者教育材料のような

自然言語テキストを入力としており，システムは自然

言語を処理して，登場人物や行動，その行動目的や周

囲の世界を意味する形式的知識に入力を変換する．ユ

ーザは 3D 映像やゲームによって再現されるテキスト
を通して，インタラクティブに物語に影響を与える事

ができ，3D空間でゲームを遊ぶことが可能になること
を目指している． 
以上のプロジェクトにおいて提案・開発されたシス

テムとして，医療現場，特に内科患者教育材料におけ

る登場人物たちの関係性から医療ドラマのような物語

を生成するシステム[5]がある．システムはインタフェ
ースを通して人物同士の関係性を変更する事が可能で

あり，それによって，3D映像を生成する．登場人物は
あらかじめ設定されており，舞台なども共通している

が，登場人物たちの会話や行動が変化していく． 
The MUSE project の前身のプロジェクトである，

IRIS (Integrating Research in Interactive Storytelling) はイ
ンタラクティブなストーリーテリングにおけるバーチ

ャルな世界を開発するための優秀な仕組みを提供する

ことを目的とする．このプロジェクトでは，シェーク

スピアの「ヴェニスの商人」に基づくインタラクティ

ブなエンターテイメント・システムの開発を行ってい

る[6][7]．Porteous らは，近年における新しいメディア
とコンピュータゲームにおける技術の効果に対する強

い関心をもっており，多くの既存のプロジェクトの概

念から，このシステムは離れていることを主張してい

る．また視覚による表現は，プロジェクトにおける他

の研究へのビジュアル・プログラミング・アプローチ

において利用される． 
Connor [8]はテレビゲーム内容の進化は，開発者がテ

                                                   
1SystemSoft Alpha Corporation開発 販売. 

(http://www.ss-alpha.co.jp/products/tirnanog_consumer.html) 

レビゲームにおいて利用されていない物語可能性を探

り始めている点にあると述べている．Connor の“ゲー
ム・プロジェクトMori”のゴールは，研究を通して感情
的に挑発的なテレビゲームを作ることであり，ゲーム

対ゲームユーザの“楽しみ”価値の感情的な影響を調査
し，“Mori”へ導入した． 
 

2.2 登場人物の自動生成 

登場人物そのものを生成する場合も考えられるが，

ここでは登場人物の行動を生成する例を挙げる． 
大野らはゲームの世界を題材とした，物語生成モデ

ルとして存在する OPIATE システムの動作の適切の検
証を行った[9]．これはユーザが直接操作しない登場人
物（Non Player Character: NPC）に行動目的を与え、そ
の行動目的によって，物語のイベントが進行する．シ

ステムにおける物語の展開はプロップによる物語の構

造論を元にしており，31の機能および 7種類の登場人
物のタイプを利用している．上記の結果から，鴨崎は，

さらに OPIATE システムにおける配役の問題点を指摘
して，同システムの問題の改善を図った[10]． 

 

2.3 場所の自動生成 

場所は広い範囲で言えば，大陸や海などを生成して

架空の世界地図（Polygonal Map Generation for Games 2，

Elementerra 2 3等のWeb上で公開されているツールが
ある）や，狭い範囲で言えば住宅や洞窟などの構造を

生成する例がある．特殊な事例では，音楽 CD からス
テージの演出を作り出す iS internal section 4というシュ

ーティングゲーム（戦闘機のようなものを操作して，

迫ってくる敵を撃ち落とすジャンルのゲーム）が販売

された例もある．次に研究事例をいくつか挙げる． 
意味論的な情報で住宅間取り図を生み出す新しいア

プローチ[11]を提示している．階層的な情報（例えば、
ディレクトリ構造と組織構造）に基づくグラフ図を作

成するのに用いられたアルゴリズムを利用しており，

間取り図生成に，内部の住宅構造の作成を可能として

いる．リアルタイムに間取り図を作成することに対し

て，柔軟性や単純さでこのアプローチは優れていると

筆者は述べている． 
                                                   
2Amit Patel, 
http://www-cs-students.stanford.edu/~amitp/game-programming/po
lygon-map-generation/ 
3Cephalo, http://forums.elementalgame.com/405296 
4「iS internal section」(1999). ポジトロン/スクウェア 販売, 
スクウェア（現スクウェア・エニックス） 開発. 
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長谷川らの研究は，ビデオゲームと現実の要素を結

びつけた新しいゲームを提案している[12]．そのゲーム
は現実世界の風景を素材として切り取り，切り抜いた

要素をゲームのオブジェクトとして出現させる．現実

世界の情報はユーザが集めたマルチメディアコンテン

ツであり，元となるゲームはユーザが選択する任意の

ゲームである．実際にプラットフォームゲーム Infonite 
Mario をベースに，このシステムによる現実世界との
融合事例を実装例として示している． 

Hartsook [13]は，演繹的な未知の物語構造に基づいて
新たなゲームを提供するアプローチを提示している．

ストーリーの展開に合わせて，周辺に地域や町の構成

などが自動で作られていくアルゴリズムである． 
 

3. 「物語自動生成ゲーム」の紹介 

物語を作ること自体がゲームの目的そのものになっ

ているゲーム（ここでは「物語自動生成ゲーム」と呼

ぶ）も存在する．筆者らが提案する物語自動生成ゲー

ム（本稿 4 節）も，ゲームの進行過程が物語生成とな
ることをコンセプトとしている．このゲームは

Table-talk Role Playing Game（TRPG）における物語の出
来上がる過程をモデル化し利用している．この節では，

物語を作ることを目的としたゲームについて触れ，ま

た TRPG及びそれに関連する研究について述べる． 
 

3.1 物語を作ることを目的としたゲーム 
アナログゲームにおいて，物語を作ることを目的と

したゲームは，最終的には人間の想像力を利用するた

め，ある程度の枠組みを作り出す半自動的な仕組みと

考えられる．例えば，カードに記述された絵と童話を

モチーフとした単語から物語を作るOnce Upon a Times 
(3rd Edition) 5や 9つのサイコロに描かれた絵で物語を
作る Rory's Story Cubes 6といったものが実際に販売さ

れている．デジタルゲームでは Elegy For a Dead World 
7という，架空の惑星の上を旅することで見た光景から，

ゲームユーザが物語を作り，他のゲームユーザとその

物語を共有するゲームが存在する．上で述べた TRPG
もアナログゲームではあるが，ゲームユーザどうしの

対話によって進行するゲームであり，ゲームユーザが

                                                   
5.「Once Upon a Times 3rd Edition」(2012), Lambert, R., Rilstone, 

A. and Wallis, J. 開発, Atlas Games 販売. 
6「Rory's Story Cubes」(2002), The Creativity Hub 開発 販売. 
7「Elegy For a Dead World」(2014), Dejobaan Games 開発 販売. 

それと意識せずとも，即興劇のように物語が出来上が

る．3.2節でその TRPGについて詳しく説明する． 

 

3.2 Table-talk Role Playing Game 

TRPGとは，Game Master（GM）が用意した物語の
枠組みにおいて，Player（PL）が登場人物となり，それ
ぞれの役割を果たすアナログゲームである．GM 及び

PLのそれぞれがゲームユーザとなる．登場人物の役割
として行われる行為が場面の展開を帰結し，結果とし

て一つの大きな物語が出来上がる．なお Table-talk Role 
Playing Gameは和製英語であり，このゲームの発祥元
ではTable-top Role Playing Gameなどと呼称されている． 

TRPG はゲイリー・ガイギャックスによって，作り
出されたゲームである．彼が開発したゲームで最も古

くそして，有名な TRPGとしてDungeons & Dragons が
あり，そこに登場する様々な種族や世界の雰囲気は J・
R・R・トールキンが書いた「指輪物語」やそれに関連
する作品を下敷きとしている．またデジタルゲームに

おけるゲームジャンルの一つである Role Playing Game
の元となったゲームである[14]． 
日本における TRPGの初期は，Dungeons & Dragons
など海外で制作されたゲームシステムを出版社が翻訳

したものが流通し，あるいはゲームユーザ自身が直接

海外から取り寄せて翻訳することで遊ばれていた．そ

の後，独自にゲームシステムを作り出す組織（グルー

プ SNE など）によって，「ソード・ワールド」など国
産の TRPGが流通するようになった．現在は，娯楽と
して TRPGを楽しむだけでなく，日本では教育やコミ
ュニケーションのツールとして利用できないかという

研究もなされており，例えば，対人コミュニケーショ

ンの手段としての側面に焦点宛てており，ゲームの進

行が「うまいユーザ」が行っている事柄に対して共通

的な特徴を見出し，それを一つの手法として利用を考

える記事[15]の他，コミュニケーションツールとして
TRPG の利用を提案し，高機能自閉症スペクトラム児
を対象として，コミュニケーションに何らかの問題を

抱えている場合においての有効性を示して事例[16]，
TRPGサークルに参加するASD大学生から語りからの
分析した事例[17]，TRPGによる国語科コミュニケーシ
ョン能力の開発の事例[18]，高巣は TRPG 自体の魅力
とそれに惹きつけられる人物がどのような人物である

かの分析を行っている事例[19]も存在している． 

TRPG が物語を作り出す点に注目した研究では，物語

の参加者が登場人物の一人として参加するモデルとして
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没入型のストーリーテリングのモデル[20]を提案されてい
る．TRPG は語り手と聴き手がストーリー空間を共有し，イ

ンタラクティブにストーリーの進行を制御する例として挙げ

られている．海外では，TRPGにおいて人間が発揮する物
語を作る力に注目した研究があり，TPRG における三種類
のゲームを題材にし， “creativity” を検討した事例[21]が
挙げられる． 
 
4. 物語自動生成ゲームの概要 

著者らが提案する物語自動生成ゲームは，3.2節で述
べた TRPGにおける物語が出来上がる過程をモデル化
し，統合物語生成システム（ Integrated Narrative 
Generation System: INGS）[22]をベースとして開発して
いる．この節では，その物語自動生成ゲームについて，

既存の TRPGを題材としたゲームと比較し，またその
構成について述べる． 

 

4.1 TRPGを題材にしたゲームとの比較 
TRPG をデジタルゲーム化した作品は，現在も流通
している．それは家庭用ゲーム機向けに販売された作

品（「ロードス島戦記」8，「ナイトウィザード The 
VIDEO GAME 〜Denial of the World〜」9，「ゲームブッ

ク DS ソード・ワールド 2.0」10）だけでなく，パソコ

ン向けに販売された作品（Shadowrun Returns 11など）

やオンラインゲームとして発表された作品（「ロードス

島戦記オンライン」12等）が挙げられる．これらの作品

は，TRPG の要素を含みつつも，従来のデジタルゲー
ムの形式に近いあるいはそのままのゲームであり，PL
＝ゲームユーザ，GM＝ゲーム機（オンラインゲームで
あれば運営会社）という図式でゲームが進行すると考

えられる． 
この研究で提案する物語自動生成ゲームにおけるゲ

ームユーザは図 1のように，GMや PLと違ったレベル
に位置する．極端な例で言えば，ゲームユーザはゲー

ムシステムを起動するだけの存在として成立する場合

                                                   
8「ロードス島戦記」(1995). ハミングバードソフト 開発, 角
川書店 販売. (スーパーファミコン) 
9「ナイトウィザード The VIDEO GAME 〜Denial of the World
〜」(2008).  5pb. 開発 販売. (Play Station 2) 
10「ゲームブックDS ソード・ワールド 2.0」(2009). 日本ア
ートメディア株式会社 開発, 株式会社ブロッコリー 販売. 
(Nintendo DS) 
11「Shadowrun Returns」(2013).  Harebrained Schemes LLC 開
発 販売. (パソコン) 
12「ロードス島戦記オンライン」(2016). L＆K Logic Korea 開
発. 

から，従来のデジタルゲームの形式と同じように，PL
や GMそのものとなる場合まで，自由に変化すること
を想定している． 
 

 

図 1 ゲームユーザの位置付け ([4]の図 1を引用) 
 

4.2 物語自動生成ゲームの処理過程 
以下に物語自動生成ゲームにおける各処理過程の概

要である． 

4.2.1 Step.1必須情報の準備 

GM により，世界設定と場面連鎖で構成された初期

の物語／ストーリーが用意される．世界設定は生成さ

れる物語において現れ得る人，物，場所，時間に加え，

それらに関する制約で構成される．場面連鎖は複数の

場面で構成された連なりであり，初期は少数の場面で

構成された骨組みである．世界設定の内容は，INGSが
持つ名詞概念や動詞概念を階層的に体系化して格納し

た概念辞書[23]の要素の抽出及び編集によって決定す
る． 

 

4.2.2 Step.2物語生成 
GM が用意した場面連鎖（大まかな骨組み）に対し

て，PLとGMの相互やり取りに基づいた，骨組みの肉
付けと展開を行う．そのやり取りでは，大きなレベル

では，GMがによる場面の提示と，PLによる場面の提
案のサイクルがあり，細かいレベルではGMによる PL
への場面の描写及び説明と，それに対する PLの反応の
サイクルがある．個々の事象の生成は，INGSのストー
リー生成機構が持つ事象生成及び状態生成の機能を利

用する． 
 

4.2.3 Step.3 結果出力 
ゲーム終了後，生成過程で提示された場面をまとめ

て一つのテクストとして出力する．また Step.2 を通し
て動的に変化した世界設定を保存する．TRPG では，
実際のゲームのプレイ結果を記録し，一つの物語とし

て編集されて出版（リプレイと呼ばれる書籍形体）さ

GM
（一人）

PL
（一人
以上）

PC
（一人以
上）

NPC
（一人以
上）

ストーリー外の空間

ストーリー内の空間

ゲームユーザ

ゲームシステム外の空間
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れることや，さらにそこから小説やゲーム，アニメな

どに再編集するなどが行われおり，このゲームも最終

的な出力結果をそのような形で利用することを考えて

いる．図 2は各 Stepにおける世界設定及び場面連鎖の
内容に関して示している．Step.1 世界設定及び場面連
鎖は，GMや PLの操作によって，特定の状態に定まっ
た形となる．Step.2は，Step.1における世界設定及び場
面連鎖が動的に変化し，Step.3では Step.2の変化から，
それらが再び特定の状態に定まる．この時の世界設定

は，次の生成における初期値として利用可能である．

場面連鎖の最終状態はストーリーであり，これを一つ

の作品として楽しむ，あるいは編集し別の作品として

利用すること等を想定する． 
 

 

図 2 世界設定及び場面連鎖 ([4]の図 2より引用) 
 

4.3 物語自動生成ゲームの利用 
4.2.3節でも述べたように，この研究で提案している
ゲームは，その最終結果を一つの作品として，あるい

は作品のもととして利用することを考えている．ゲー

ムユーザから見たゲームとしての楽しさは，GM とし

て見れば，思い付きの骨組みから何らかのストーリー

を得ることが可能であると考えられ，PLとして見れば，
常に変化する物語を体験することが可能である．ある

いはゲームユーザとしてほぼ介入しない場合は，繰り

返し動的に変化する世界設定や生成されるストーリー

から，ある場合におけるシミュレーションを行うこと

ができる． 
また，デジタルゲームとしての利用の一例として，

ゲーミフィケーション[24]が挙げられる．これはある物
事に対して，それを成すための一連の作業に点数を導

入し競い合うなど，ゲームのような形式を加えること

で，作業に対する動機づけを行う方法である．そのよ

うに，“物語を作る”という行為に対して，本稿で提案

するゲームが影響を与えることが考えられる． 

 

5. まとめ 

本稿では，アナログ，デジタルを問わず，また流通

されたものから研究の範囲のものまで，ゲームにおけ

る様々な要素の自動生成について触れた．それらの生

成はサイコロを振って，出た目に応じた表の項目を参

照するような単純なものから，何らかのアルゴリズム

に基づいた構造の決定，登場人物どうしの関係性から

人物の行動を決定するまで，様々な項目に関して，多

様な方法が研究あるいは実現されている．著者らが提

案した物語自動生成ゲームは，TRPG における物語の
生成過程をモデル化し，登場人物，場所，物，時間及

びストーリーの面で自動生成を行う．今後は実例やほ

かの研究などと比較し，あるいは援用しながら，物語

自動生成ゲームの完成を目指したい． 
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クリエイターと消費者の共創に基づく広告映像制作支援システム 
A Commercial Film Production Support System (CFPSS) Based on 

the Co-Creation between Creator and Consumer 
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Abstract 
This article shows the concept of the Commercial Film 

Production Support System (CFPSS), and presents the role 
of CFPSS, creator and consumer firstly. Second the contents 
and their evaluations of generated commercial films based 
on the co-creation between creator and consumer are shown, 
through the viewing experiments with CFPSS. Finally, the 
creative know-hows are extracted based on the results of the 
viewing experiments. 
 

Keywords ―  Commercial Film, Product Support, 
Co-Creation, Creator, Consumer 
 
1. はじめに 

筆者は，クリエイターによる広告映像制作，クリエ

イターとマーケターによる共同制作，さらには，広告

会社と消費者・生活者による共同制作等を，映像修辞

に基づいて支援する情報システム（CFPSS，図 1）を

構築することを目指している[1][2][3][4][5]．情報シス

テムは，映像データベースを具備し，映像修辞処理に

基づき広告映像を検索・生成するデータベースシステ

ムである． 

本稿では，クリエイターと消費者の共創に基づく広

告映像制作支援システムの概念を紹介し，CFPSS，ク

リエイター及び消費者の役割を整理する．そして，視

聴実験を通じて制作された広告映像とその評価につい

て考察し，広告映像の制作ノウハウを抽出する． 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

図 1 広告映像制作支援システム（CFPSS）の概念 

2. CFPSS・クリエイター・消費者の役割 

CFPSSは，クリエイターと消費者との共創により広

告映像を制作するシステムである．CFPSSは，クリエ

イターが用意した商品に関わる様々な映像ショットを

格納し，広告ストーリーや編集技法の大枠（テンプレ

ート）を基に，消費者のキーワードや文章の入力に対

応して，様々な広告映像を制作する．広告ストーリー

の核となるのは，単純な物語原型（「消費者が何らかの

状況に置かれ（消費状況），商品と出会い（商品機能），

商品を受容し（商品受容），効果を感じる（消費効果）．」）

である．CFPSSは，物語原型を基にして，テーマ（広

告コンセプト，演出要素（表現要素：空間的特徴，時

間的特徴，人物的特徴，物的特徴，雰囲気）に関わる

キーワードや文章に合わせて，映像ショットを映像デ

ータベースから抽出し，ストーリーボードに映像ショ

ットを並べ，（必要があれば時間順序を入れ替えて）再

生する． 

クリエイターは，CFPSSが機能するためのシステム

環境を整え，広告映像を制作するための広告ストーリ

ーと編集技法を設定する．例えば，映像データベース

の映像ショットのバリエーションを増やし，映像ショ

ットにインデックスを付加してデータベース化する．

入力されたキーワードを基に検索する際の検索ルール

（フィルター）を設定する．広告ストーリー（提供者

ストーリー型，消費者ストーリー型，イメージ型，全

体型）や編集技法（時系列型，商品機能挿入型，消費

効果挿入型）のショット順序のルールを設定する． 

消費者は，興味を持つキーワードや文章（エピソー

ド，日記，生活シナリオ）を入力し，制作された広告

映像を視聴し，評価する．評価については，広告映像

に対する興味度合，興味を持ったところ，購買意欲度

合，購買意欲がそそられたところ，消費の頻度などを

回答する． 

 

 

広告会社 

広告映像制作支援 
情報システム 

映像データ

ベース 広告映像 
生活シナ
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消費者・

生活者 
クリエ

イター 
検索・生成 
（映像技

法・修辞） キーワ

ード 
生活シ

ナリオ 

映像 
ショット 
技法修辞
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シナリオ分析 
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3. 開発した CFPSS 

現在，映像データベースとして整備したキーワード

の主なものを表 1に示す．商品ジャンルはビールであ

る．映像ショットとして，合計 1,450 種類（消費状況

870，商品機能 290，商品受容 145，消費効果 145）の

ショットを格納している．また，撮影方法として固定

とズーム，ショット時間を 1.5秒と 3秒を備えること

から，映像ショットの合計数は 5,800ショットである． 

CFPSSは，消費者のキーワードや文章の入力に対応

して，広告映像を構成する映像ショットを映像データ

ベースから抽出する．現時点においては，クリエイタ

ーが設定する映像ショットのインデックスの単語群と

消費者が入力するクエリー（キーワードあるいは文章

を形態素解析により分かち書きした単語群）の合致度

合で抽出の優先順位を設定している． 

 

表 1 映像データベースのキーワード 
区分 キーワード 

テーマ・一

言・要約 
旅行，暮らし，自然，孤独，食 

空間的特徴 
家，屋外，風景，海，公園，寺社，青空，

砂浜，緑，芝生，イタリア，ハワイ 

時間的特徴 朝，お盆，成人，夏 

人物特徴 
乾杯，飲む，女，男，白，黒，水着，Ｔ

シャツ，二人，一緒，２０代 

物特徴 ビール，黄色，泡，木，ヤシ 

雰囲気 

笑顔，真剣，明るい，暗い，楽しい，嬉

しい，和やか，穏やか，爽やか，美味し

い，幸せ 

 

4. 視聴実験結果 

ここでは，CFPSSを活用した基本的な視聴実験とし

て，映像データベースのキーワードを消費者が入力し，

それに基づいて広告映像を制作して消費者に提供し，

それらの広告映像を評価する実験を行った． 

①演出技法に関する視聴実験 

演出技法に関わる設定（テーマ・演出要素に関わる

165 種類のキーワード，カメラの固定とズーム）の入

力を基に，それに基づく新規広告映像作品を被験者 6

人（高頻度消費 3人，低頻度消費 3人）に提供し，そ

れに対する評価（興味度合，購買意欲度合）を収集し

た．そして，演出技法の操作に対する効果の分析を行

なった．なお，ショット秒数は 3秒である． 

キーワード・消費頻度別興味度合を図 2に示す．全

体として「爽やか」「青空」「海」の興味度合が高く，

「男」「笑顔」の興味度合が低かった．高頻度消費の被

験者は「暗い」「美味」「お盆」が低頻度消費の被験者

より興味度合が高く，低頻度消費は「食」「白」が高頻

度消費より興味度合が高かった． 

興味度合が高く，高頻度消費者と低頻度消費者の興

味度合の差が異なるキーワード（「美味」：高頻度大・

低頻度小，「海」：高頻度小・低頻度大）のストーリー

ボードを図 3と図 4に示す． 

 

 
図 2 キーワード・消費頻度別興味度合 

 
図 3 キーワード「美味」のストーリーボード 

 
図 4 キーワード「海」のストーリーボード 
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図 5 カメラとショット秒数の最良パターン 

 

図 6 興味・購買意欲要因の件数 

 

②映像修辞（演出技法と編集技法の組み合わせ）に関

する視聴実験 

演出技法に関わる設定（88種類のキーワード，カメ

ラの固定とズーム）と編集技法に関わる設定（2 種類

のショット秒数［1.5 秒，3 秒］）の入力を基に，それ

に基づく新規広告映像作品を被験者 9人（高頻度消費

5 人，低頻度消費 4 人）に提供し，それに対する評価

（興味度合，購買意欲度合）を収集した．また，1 種

類のキーワード入力設定毎にカメラ動きとショット秒

数の最良パターンの映像，最良パターンの映像の理由

（興味を持ったところ，購買意欲がそそられたところ）

を収集した．そして，演出技法と編集技法を組み合わ

せた映像修辞の操作に対する効果の分析を行なった． 

カメラ動きとショット秒数の最良パターンの件数の割

合を図 5に示す．1.5秒のズームによる映像を最良とし

た割合が一番大きく約 40％，次いで，3秒のズームが

約 30％，1.5秒の固定が約 20％，3秒の固定が約 11％

であった． 

興味と購買意欲の理由（自由記述回答）の内容の分

類を行い，最良パターンの映像（カメラ動き，ショッ

ト秒数）と興味・購買意欲要因との関係を集計すると，

1.5秒のズームによる映像は，他のパターンの映像より，

空間的特徴（屋外，海，青空，風景），時間的特徴（夏），

商品特徴（泡），人物特徴（おいしそう，飲む，笑顔），

全体効果（楽しそう）が購買意欲につながる傾向があ

ることが明らかになった． 

最良パターンの映像の興味・購買意欲要因の件数集

計を図 6に示す．「テンポ」「ストーリー」「時間的特徴」

「カメラ動き」は，購買意欲要因より興味要因の件数

が多く，興味を抱く時に注目される．一方，「空間的特

徴」「雰囲気」「周辺物」「人物特徴」「商品特徴」は，

興味要因より購買意欲要因の件数が多く，購買意欲を

持つ時に注目される傾向がある． 

 

5. まとめ 

視聴実験では，被験者に様々なキーワードを入力さ

せ，それらに基づいて制作された広告映像の評価を行

った．商品の消費頻度により興味を持つテーマ（コン

セプト）が異なること，カメラ動きとショット秒数の

最良パターン，興味を抱く時に注目される要因と購買

意欲を持つ時に注目される要因，を分析により明らか

にした．視聴実験を通じて，制作ノウハウを抽出でき

たことは成果であると考える． 

今後は被験者の評価を基に CFPSS が提供する広告

映像を変化させ，クリエイターと被験者のコラボレー

ションにより，被験者の嗜好を取り込み，被験者にと

って共感できるような広告映像を共創するような仕組

みを考えてゆきたいと思う． 

また，今回はビールを商品とした視聴実験を行った

が，他の商品カテゴリーについても網羅的に視聴実験

を進め，より詳細なノウハウを抽出することにも注力

したい． 
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概要 

本研究は、デザイン思考のプログラムの特性を

確認することを通じて、インサイト（創造的瞬間

（石井2009））を促進する手がかりについて考察

を行う。デザイン思考とは、北欧の教育システ

ム、イリノイ大学、スタンフォード大学などが創

造性促進プログラムとして確立しつつある思考法

である。 
スタンフォード大学のそれは、５つのステッ

プ、チーム思考、ビジュアル思考、拡散・収束思

考として特徴づけられる（Brown 2009、廣田

2016、廣田・橫田2016）。本研究ではこれらの特

徴と、インサイト（創造的瞬間）との関係につい

て行った予備的考察を行う。 
 
 
 
1. はじめに 
デザイン思考とは、市場を創造できるエンジニア

を育成することを目的に、スタンフォード大学のメ

カニカルエンジニアリングが体系化したものであ

る。北欧の創造性教育、日本の集団による知識創造

の仕組みに加えて、経営管理、心理学などがベース

になっている。近年、シリコンバレーに拠点を構え

るデザイン・コンサルタント会社の IDEO や、ス

タンフォード大学 d.school、イリノイ工科大学な

どの活動によって注目度が増してきた。我が国でも

デザイン・シンキンの実践と共に、日立製作所、三

菱重工はじめ多くの企業での採用が紹介されている

（日経デザイン 2014、宮澤 2015）海外では、ＩＢ

Ｍ，コカコーラ、Ｐ＆Ｇ，ＳＡＰ、ＧＥヘルスケア

などがデザイン思考を全社的に導入していることは

よく知られている(PDMA annual conference 
2015)。これらの起業の特徴は、グローバル展開を

積極的に進めていること、さらに市場創造に向けて

標準化と適応化を組み合わせていることにある。未

知の地域、顧客においては不透明性が常につきまと

う。彼らは従来の成功例が通用するかどうか判断で

きない状況の中、現地において社内資源、現地資源

を組合せ新たな顧客を創造することを実現する必要

がある。そのような状況において、現地の人々をよ

く理解すること、その理解を行動しながら行うこと

が必要となる。いわゆる試行錯誤である。 
本研究では、デザイン思考のプログラムの特性を

確認することを通じて、創造性を促進する手がかり

について考察を行う。 
 
2. デザイン思考 
■デザイン思考の概要 
スタンフォード大学のデザイン思考プログラムは、

大きく主に機械工学科（メカニカルエンジニアリン

グ）向けに運用されているプログラムと、d.school と
呼ばれる学内の他学部学生も参加するプログラムが

存在する。 
d.school は IDEO の共同創業者の 1 人でもある、デ

ビッド・ケリーらがＳＡＰの共同創業者であるハッ

ソ・プラットナーの資金支援のもと、スタンフォー

ド大学メカニカルエンジニアの教員、スタッフと共

に設立した。現在も IDEO とスタンフォード大学

d.school、メカニカルエンジニアリングは密接な関

係にあり、デザイン思考プログラムを発展させてい

る。d.school の各プログラムは、プロジェクトベー

スで、デザイン思考を具体的な課題発見と解決を通

じて体得していく。例えば、アフリカの飲料水問題

を解決する事業をデザインする、米国小学生の食事

環境をデザインする、新たなコンセプトの病院をデ

ザインする、2025 年のスタンフォード大学をデザイ

ンするなどのテーマに取り組む。d.school で学んだ

学生は学内、そして社会で創造的な活動を行う場合

の共通言語として機能している。シリコンバレーで

は、日常的にデザイン思考をベースにしたワークシ

ョップが開催できるのも、彼等が基本的なスキルと

してデザイン思考を身につけているからである。 
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■デザイン思考が注目される背景 
デザイン思考が注目されている背景には、社会、企

業を取り巻く環境の変化がある。従来の思考、行動

に変わるその変化に対応したイノベーションの必要

性についての高まりがある（経済産業省 2015)。我

が国のビジネス環境は大きく変化している。超高齢

化社会と呼ばれる世界各国が経験したことがない規

模とスピードによって高齢化が進展している。情報

化の進展も急である。高速に大量の情報が社会で共

有される環境は、従来の情報の発信者と受信者の枠

組みに大きな変化をもたらしている。情報化は同時

にグローバル化と連動している。全世界の情報格差

は縮小しそれに伴い事業機会は海外、それは先進国

のみならず発展途上国まで拡大している。このよう

な事業環境の変化は、従来とは異質の課題に直面す

ることになる。課題が明らである場合はまだ良い方

だ。課題すら捉えきれないような状況にも直面する

ことになる。このような状況においては、従来の思

考枠組みでは、課題すら捉えることができない、あ

るいは課題が捉えられても、有効な解決を提示でき

ない状況に陥る可能性がある。このような、不確実、

不透明の中に可能性を見出し、新たなイノベーショ

ンに結びつけるには試行錯誤が伴う。 
 
■インサイト（創造的瞬間）と仮説思考 
経験をもとに仮説を立案し、仮説をデータによって検

証する。市場のニーズを確定し戦略を立案する仮説検

証型の行動を取り入れた経営を「実証主義的経営」と呼

ぶ。実証主義的経営は、市場志向の経営であり、優れ

た行動である。しかし万能ではない。ニーズが多様化し、

環境の不確実性が増す状況においては、実証主義的

経営では捉えきれない市場が生まれてくる（石井 2009)。

その限界の1つとして、石井（2009)は、見えない何かを

見通す力が軽視されることをあげる。新たな市場を切り

開く場面の主体者の経験には、新たな切り口が見えた

瞬間があると言う。そしてそのような、創造的瞬間は「ビ

ジネスインサイト」と呼ばれる（石井 2009）。 

この創造的瞬間は、従来の延長線上とは異なる可能

性を発見する上で重要な役割を果たす。イノベーション

は既存の要素の組合せであり（シュムペーター 1926）、

この組合せの新しさがイノベーションにつながる。組合

せの新しさの実現には、直感が重要な役割を果たすこ

とが近年指摘されている（ダガン2007、石井 2009、水

越2014）。直感には、戦略的直感と専門的直感が存在

する（ダガン 2007）。既知の領域で問題をパターン化し

て処理する時に発揮されるのが、専門的直感である。一

方、未知の領域では従来のパターンにあてはまらない

ため、時間をかけて最適解を長期間かけて探索する。こ

こで発揮されるのが、戦略的直感である。ここでは従来

にない組合せが生まれる可能性が高い（ダガン 2007）。

デザイン思考は戦略的直感を活かす思考法であり、従

来のマーケティング発想は専門的直感を活かす思考法

であると言える。ダガン（2007）は、2つの直感は個々の

人々が有していると指摘する。デザイン思考、マーケテ

ィング発想を組み合わせることにより、人の持つ能力を

引き出すことにつながる。 

 

■5つのステップ 
デザイン思考では、デザイナーではない人々がデ

ザイナーの思考を活用し、日常的に試行錯誤をうま

く行うためのプロセスが示されている。このプロセ

スは図１に示すような５つのステップに区分される。

５つのステップは、エンファサイズ（共感）、ディ

ファイン（課題定義）、アイディエイト（課題解決）、

プロトタイプ（試作）、テスト（検証）である。エン

ファサイズはニーズを発見するステップである。このステ

ップだけでニーズを発見することを負わせないところが、

デザイン思考の特徴でもある。ニーズの発見は、インサ

イトに依存する。つまり事実の中から有益な情報に気づ

き、その情報に顧客ニーズにつながる意味を見出す、

ニーズの解決につながるアイディア、アイディアを実現

する具体的方法を生み出す創造的活動が必要となる。 

デザイン思考は、このようなインサイトは、5つのステッ

プの様々な場面で発生するようにプログラムが設定され

ている。 

例えば、エンファサイズ（共感）のステップでは、現場

での観察（狭義の観察に加えて、聞き取りを行う、体験

することが含まれる）。また、ディファインの場面では、エ

ンファサイズにおいて発見された多様なインサイトから

有線順位づけ、あるいは相互の組合せの中から有望な

ニーズを設定する。ニーズを解決するアイディアを生み

出すアイディエイトのステップでは、効果、実現可能性、

収益性の観点から多様な可能性を探る必要がある。デ

ザイン思考の特徴の一つである、プロトタイプでは、実

際に手元にある素材を組み合わせて現物化を通じた現

実化を行う。最後はプロトタイプを使ったテストである。 

 

 
出所：http://dschool.stanford.edu/ 

 
 

４．デザイン思考とインサイト（創造的

瞬間） 
 
■デザイン思考の構造と考察の枠組み 

デザイン思考は、デザイナーではない人々、例え

ば、ビジネスパーソン、エンジニアなどがデザイナ

ーの思考を活用し、日常的に試行錯誤をうまく行う

ためのプログラムである。そして「早く失敗し早く

学ぶ」ことを通じて、新たな市場の手がかりとなる

顧客を理解する。その手がかりは、活動の中で生ま

れるインサイト（創造的瞬間）にある。先の５つの

ステップにおいて、どの段階でもインサイト（創造

的瞬間）が生まれる可能性がある。従来型のアプロ

ーチと比較すると、インサイトが生まれやすくなる
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と考えられる。 

本研究では、デザイン思考の特性を調査し、実際

に活用することを通じて、以下の4つの思考特徴を抽

出した。 

①ビジュアル思考 

②チーム思考 

③拡散と収束思考 

④対象顧客の選択 

 

次に、この４つの特徴について、その概要を確認

し、インサイト（創造的瞬間）の関係について考察

を行う。 

 

■ビジュアル思考 

ビジュアル思考である。ビジュアル思考とは、表

現、コミュニケーションに視覚的表現を積極的に用

いることである。ここで言う視覚的表現とは5つのス

テップにも含まれるプロトタイプに加え、イラスト、

写真、動画、マインド・マップ、ストリーボードを

指す。ビジュアルは言葉、数字では難しい機能的要

素と感情的要素を同時に表現できる特徴を持ってい

る（ブラウン 2009） 。この特性を活かして試行錯

誤における頭の中にある複雑かつ曖昧な情報の表現

とその共有を促進する。この表現の多様性によって

共有が促進され、インサイト（創造的瞬間）の促進

につながる可能性がある。 

 

■チーム思考 

チーム思考である。デザイン思考ではチームによ

って活動を行う特徴がある。チームの編成は専門の

異なるメンバー、問題発見・解決の能力の異なるメ

ンバーによって編成される。例えば、医学、電気工

学、マーケティングを専門とするメンバーの組合せ

や、調査に関する能力、プロトタイプとして形にす

る能力、全体のとりまとめ能力の組合せによってチ

ームを編成する。同じ現場において同じ事実に直面

しても異なる専門知識や能力を持つメンバーでは、

気づく内容に違いが生まれる。この気づきの多様性

が新たなインサイト（創造的瞬間）の促進につなが

る可能性がある。 

 

■拡散・収束の思考 

一般にビジネスの日常業務は収束的思考が求めら

れる。既知の顧客に対する課題を発見しその解決に

向け具体的製品、サービスとして収束させる。一方、

新規事業、スタートアップでは、潜在顧客の発見と

課題を広く探索する必要がある。また課題の解決に

は従来の延長線上にないアイディアが求められる。

この場合に必要となるのが従来の思考から離れ、多

様な視点を提示する拡散思考である。 

一般にビジネスの日常業務は｢収束思考｣が求めら

れる。特定の顧客の課題を発見しその課題を解決す

る製品、サービスを開発する。課題を特定化しその

解決に向けた１つの具体的製品、サービスとして収

束させる。一方、市場創造を目的とする場合では、

課題の発見することが求められる。同時に新たな課

題の解決には、従来の延長線上にはない新たなアイ

ディアが求められる。この場合に必要となるのが｢拡

散思考｣である。デザイン思考では、場面に応じて、

拡散と収束を切り替えながら新たな課題発見、価値

創造、そして具体的な製品・サービス、事業モデル

への実現に結びつける。意図的に拡散モードを組み

込むことがインサイト（創造的瞬間）の促進につな

がる可能性がある。 

 

■対象顧客の選択 
戦略的直感を導くため、デザイン思考では、取り組む

対象は、エクストリーム・ユーザーである。エクストリーム・

ユーザーとは、既存の製品、サービスが対象としてない、

それらでは充分な満足を提供できない人々を対象とす

る。例えば、経済水準が低い地域や子供や障碍を有す

る人々もそれにあたる。あえて既存の思考枠組みが使

用できない対象を選択することによって。マインド・セット

を引き出し、新たな思考枠組みの創造が生まれ易い状

況をつくり出すのである。）（ダガン 2007 p.4） 
従来のマーケティングアプローチを、顧客満足を

中心としたアプローチとすると、デザイン思考は、

顧客創造型のアプローチとして位置づけられる。顧

客満足型のアプローチの中心は STP を中心とした

行動を展開する。既存の顧客を細分化し、その中か

ら標的顧客（メインストリーム・ユーザー）を選定

し、標的顧客に対する意味のある差を生む出すこと

が求められる。そのため顧客満足型のアプローチは、

ボリュームのある社会の中心的な顧客が対象となる。

デザイン思考では、既存顧客の中でも小規模あるい

は非顧客を対象とするアプローチである。 
顧客満足型のアプローチは、既存の顧客すなわち

見えている顧客に対する方法である。一方、不透明、

不確実性が増した多様な社会においては、既存の顧

客以外にも新たな市場の可能性を探る方法が求めら

れる。その場合の対象選定がインサイト（創造的瞬

間）に促進につながる可能性がある。 
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人はいかにして「歩き出す」ことを了解するのか 
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Abstract 
In this paper, we illustrate how Science Communicator 

(SC) and Visitors (V) agree to start walking together in the 
activity of explanation of the exhibits. It is shown that when 
Vs start walking depends on how the current temporal 
F-formation, which they participate in, is initiated to 
transform by the SC, or how the sequence of utterances is 
organized. We discuss such phenomena as a social 
interaction the most of which consists of body movement 
using analogical ways of thinking of “adjacency pair” and 
“pre-sequence” originally coming from Conversation 
Analysis (CA). 
 
Keywords ― Mobility, F-formation, Social Interaction 
 

1. はじめに 
	 実生活のフィールドにおいては，屋内外で複数人が

共に歩きながら活動を展開することがしばしばある．

例えば，スーパーマーケットでの購買活動，展示物や

建造物の鑑賞活動などである．これらの活動において

は，(1) ある地点に立ち止まって購買や鑑賞などを展開
するフェーズと，(2) ある地点から別の地点に向けて移
動するフェーズが見られる．(1) のフェーズにおいては，
特定の対象物に複数人が共同注意を向けるという空間

陣形1を形成するのが一般的であろう．他方，(2) のフ
ェーズにおいては，(1) で形成していた空間陣形を保っ
たまま移動することは困難であるため，(1) とは異なる
空間陣形を形成しながら移動を達成する[4]． 
	 本発表で焦点を当てたいのは，(1) から (2) へフェ
ーズが転換する場面である．この場面において，特定

の対象物に共同注意を向けることをやめ，次なる地点

に向けて歩き始めることを，人々はいかにして了解し

ているのだろうか．本発表では，日本科学未来館にお

ける展示物解説活動に注目する2．展示物解説は，展示

                                                   
1 F陣形[1][2] (特に，道具的 F陣形[3]) と呼ばれるものである．
詳細は後述する． 
2 本発表で用いる事例は，坊農・須永[5]によってアノテーシ

物を解説する者 (科学コミュニケーター; SC) と，解説
される者 (来館者; V) というカテゴリーの非対称性が
前提とされる活動である．この活動において，SCとV
が，いかにして現在の地点から次の地点に向けての移

動の開始を了解するのかを検討していく． 
 

2. 典型的連鎖: SCに促され移動を開始する 
	 「解説する者―解説される者」というカテゴリーの

非対称性が前提とされる展示物解説活動においては，

解説する者 (本発表では SC) が移動すべきタイミング
が訪れたことを示し，解説される者 (本発表ではV) は，
それに追随して移動の開始を了解すると考えるのが一

般的であろう．この過程についてデータを観察してみ

ると，以下のような連鎖が一般的と推測される． 
 
1. SCがVに，次の展示物への志向／共同注意を (言
語的／身体的に) 促す 

2. SC が示した次の展示物に V が志向／共同注意を
向ける 

3. SCが自ら歩き出すことで，Vに移動を促す 
4. Vが歩き出す 
 
	 4の V が歩き出すということを達成するために，ま
ず，1においてSCが当座の解説や話題に区切りをつけ，
V に対し，次に解説しようとしている展示物への志向
を促す．それに対し，2においてVは，SCが示した展
示物に視線や身体を向けることで応じる．続いて，3
において SC が自ら歩き出すことによって，V に対し
て次の展示物への移動を促す．次節では，事例分析と

して，まず 3.1 節でこの典型的な連鎖をたどる事例を
示す．その上で，3.2 節，3.3 節では典型的な連鎖から
                                                                                  
ョンが施されたデータを元に，アノテーションを適宜加筆修

正したものである． 
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の逸脱事例を示し，その逸脱には，空間陣形の変遷や

語りの構造が関わっている可能性を述べる． 
 

3. 事例分析 
3.1 事例 1: 維持される F陣形に留まる 
	 事例 13 (図 1) では，まず SCが，次の説明対象であ
る模型を指差し，同時に模型への身体的志向を示しな

がら「あれですよ」と発言することで，V1，V24に模

型への志向を促す (06行目，赤字部分)．その後，2歩
横に歩いて移動を開始しながら V1，V2 を向くことに
よって，移動の開始を促す (06行目，青字部分)．それ
に対し，移動の促しに呼応するように，V1とV2がほ
ぼ同時に歩き出す (07行目，青字斜体部分)． 
	 しかし，他の事例を観察してみると，SCが歩き出す
よりも前に歩き出す V がいたり，SC が歩き出したに
もかかわらず，すぐに歩き出さない V がいたりする．
そのような特異的事例と事例 1のような典型的事例5で

                                                   
3 トランスクリプト記号の詳細は以下のとおりである.「(0.0)」
は無音区間の秒数,「(.)」は短い無音区間,「[ ]」は発語の重な
りの開始／終了地点,「言葉::」は音の引き延ばし,「(言葉)」
は聞き取りが確定できない発語を示す．また灰字の行には各

参与者の身体動作が記述される．「+」は SCの動作の変化点，
「*」はV1の動作の変化点，「†」はV2の動作の変化点，「-->」
は同一動作の継続，「#」は図の位置を示す． 
4 事例の中ではVが複数人いる場合，便宜上数字をつけて管
理する．数字には順序には相互行為上の意味はない． 
5 本発表では，展示物解説活動の基底的なカテゴリーに基づ
き，事例 1を典型的事例とみなしている．ただし，必ずしも

は，参与者たちの身体配置によって当座の F陣形[1][2]
がいかに組織されているかということに関係するよう

である． 

 

図 2	 F陣形におけるO空間，P空間，R空間 
([1], p. 235より，イラスト化は[2]による) 

 
	 複数人が対面で会話する時，参与者たちが身体を向

き合わせることによって，F 陣形[1][2]と呼ばれる相互
行為空間が組織される (図 2)．F陣形は，参与者たちの
操作領域が重なりあうO空間，参与者たちが身体を配
置することで外縁的に作られる P 空間，P 空間の外側
にできるバッファ的な R 空間から構成されている[2]．
展示物解説活動における F 陣形は，特定の対象物に複

                                                                                  
典型的事例が優先されていることを意味するわけではない． 

図 1	 事例 1のトランスクリプト 
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数人が共同注意を向けることによる道具的 F陣形[3]と
して組織される場合が多いが，図 2 のような典型的な
F 陣形 (社会的 F 陣形[3]) として組織されている場合
もある．	

	 事例 1においても，SC，V1，V2が F陣形6を組織し

ていることが見て取れる (図 1, #1)．SCがVたちに模
型への志向を促す際も，SCは身体を右に向けているも
のの，立ち位置を変化させないため，それまでの三者

による P空間 (図 1，#1) はさほど変形することなく維
持されている (図 1，#2)．ここでは，当座の F 陣形を
解消することができるタイミングが訪れているように

見えるものの，SCは当座の P空間を保つことで，当座
の陣形の解消を保留している．そのため，Vらは P空
間に留まり，SC より先に歩き出すことはせず，SC の
歩行の促しによって初めて，歩き出すことを了解して

いると考えられる． 

                                                   
6 この陣形は，厳密には通常の F陣形とは異なり，特定の参
与者が異なる立ち位置 (Head position) にあるH陣形 (牧野 
他, 2015) であると思われるが，ひとまず本発表ではそれらの
相違点は議論しない． 

3.2 事例 2: F陣形の解体が移動を投射する 
	 事例 2 (図 3) では，事例 1のような典型的事例とは
異なり，SCが移動の開始を促すのを待たず，Vがいち
早く移動を開始している． 
	 事例 2 (図 3) では，正面の展示台に志向していた SC
が，まず後ろに下がって右側を向き (01行目)，その後
上体を右に捻り，「も一個」と発語し，右手を模型に向

ける (02 行目)．ここで，SC から V1，V2 に対し，右
側 (の模型) への志向が促される．それに呼応し，V1
とV2は，それまで正面の展示台や SCの顔に向けてい
た視線を右側に向ける (02 行目)．その後，SC は模型
を指していた右手を下ろし，V1，V2を向き，「望遠鏡」
と発語しながら，その末尾で模型に向かって歩き出す 
(03行目)．この連鎖において，V1は SCが歩き出した
後に模型に向かって歩き出す (05行目，青字斜体部分) 
のに対し，V2 は，SC の歩き出しを待たず先に歩き始
めている (03行目，青字斜体部分)．02行目で SCが模
型への志向を促したことに対し，V2は，単にその方向
に志向するだけでなく，いち早く歩き出すことによっ

て応じているように見える．ここで，V2がいち早く歩 

図 3	 事例 2のトランスクリプト 
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き出したのはなぜだろうか． 
	 F陣形の変遷に注目すると，SCが後ろに下がること 
で，それまで三者の身体によって組織されていた P空 
間 (図 3，#1) が大きく崩れている (図 3，#2，#3)．そ
の結果，事例 2では一時的に SC，V1，V2が，この順
で一直線上に並ぶような陣形が形成されている (図 2，
#3)．SC が当座の F 陣形を大きく崩すことによって，
SCがこの後にF陣形を再編成しようとしていることが
示唆される．それと同時に，SCによって次の志向先が 
示されることで，その F陣形の再編成は移動先で行わ
れるものである可能性が示唆され，移動を開始すべき

ことがより早いタイミングで V2 に投射され，いち早
く歩き出したと考えられる．さらには，SCが立ち位置
を変更し，V と次の展示物の間に，V が歩くことので
きる広い空間が生まれたことで，SCがVに対して「道
を空けている」と認識された可能性もある． 
 

3.3 事例 3: 移動をためらう 
	 他方，次の展示物に向かって SC が歩き出している
にもかかわらず，V がすぐに追随して歩き出さないこ
ともある．事例 3 (図 4) では，SCが次の志向先となる
展示物を示さないまま，自ら歩き出す (02行目)．ここ
で，Vはすぐに追随して歩き出すのではなく，06行目
になってようやく歩き出す．ここで事例 1や 2と異な

り，V らの歩き出しが大幅に引き延ばされたのは，単
に SC が次の志向先となる展示物を示さなかったため
だけではない．ここでは，SCが展開している語りの構
造と，F 陣形の変遷が，V の歩き出しが引き延ばされ
た原因となっていると考えられる． 
	 SC はこの事例より前から，V に対し，「宇宙」に関
する知識を語り続けている．SCは，それまでの話題を
続ける形で，「もう来年か宇宙ビジネスがどんどん今」

と発語し，「花盛りですからね:」と語りを続けながら，
おもむろに歩き出す．この際，SC が歩き出すことで，
確かに三者の F陣形は大きく変形している (図 4，#2，
#3，#4)．しかし SCは，歩きながら顔をVらに向け続
ける (03行目)．これにより，移動のために F陣形が崩
されているわけでなく，単に SC が立ち位置を変更し
て F陣形を再編成しようとしている，という印象を V
に与えている可能性がある． 
	 実際，SC が V1，V2 からやや離れた位置まで歩き，
Vに対して顔を振り向くような陣形 (図 4，#4) になっ
て初めて，Vたちは歩き出すが (06行目)，Vたちはそ
れまで何も反応を示さないわけではない．V1，V2は，
移動する SCに合わせて視線を追従させ，また V2は，
右足，左足を一歩退き，右足を右にずらす (02，03 行
目) ことにより，自らの立ち位置を微調整している．
これらの振る舞いは，SCが移動を開始したことに追従

図 4	 事例 3のトランスクリプト 
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しているというより，SCが F陣形を再編成しているこ
とに追従している，と見ることができるだろう． 
 

4. 議論 
4.1 「お膳立て」としての先行連鎖 
	 2節で述べた 1〜4の相互行為連鎖は，会話における
隣接ペア adjacency pair [7]，およびそれに先立つ先行連
鎖 pre-sequence [8]のアナロジーで捉えられる．先行連
鎖とは，依頼や提案など (隣接ペア第一成分) と，その
応答 (隣接ペア第二成分) による本連鎖に先立って，そ
の事前条件が満たされているかどうかを確かめる連鎖

である．本発表で扱っている相互行為連鎖を，先行連

鎖と本連鎖のアナロジーで捉えると，以下のようにな

る． 
 
1. SCがVに，次の展示物への志向／共同注意を (言
語的／身体的に) 促す ＜先行連鎖第一成分＞ 

2. SC が示した次の展示物に V が志向／共同注意を
向ける ＜先行連鎖第二成分＞ 

3. SC が自ら歩き出すことで，V に移動を促す ＜本

連鎖第一成分＞ 
4. Vが歩き出す ＜本連鎖第二成分＞ 
 
	 ただし，ここで SCが Vに次の展示物への志向を促
すことは，典型的な会話の先行連鎖とは異なり，事前

条件を「確かめる」というより，榎本・伝[9]が提案し
たような，事前条件を「整える」，つまり「お膳立て」

のための行為と言う方が正確であろう．事例 3 におい
て，SCが次の展示物への志向を促さないままに歩き始
めた時，V たちはすぐに歩き出すことはしなかった．
これは，V たちが歩き出すための事前条件が整えられ
ていなかった，つまり，V たちに次の移動先が共有さ
れていなかったためであろう． 
	 本発表で照準している事例は，全てが言語的な発話

連鎖によるものではなく，一部が身体動作によって構

成される連鎖である．特にVによる 2や 4の振る舞い
は，身体的志向や歩行開始という動作によるものであ

る．言語的な発話連鎖における隣接ペアにおいては，

例えば質問―応答の連鎖のように，第一成分の後には

第二成分の出現が強く期待されるという規範性が存在

する．それに対し，身体動作同士の隣接関係について

は，必ずしも明示的な規範性があるとは言えないかも

しれない．しかし，SC が示した次の展示物に V が志
向しなかったり，SC の歩き出しに V が応じなかった

りした場合，それらの反応の不在は有標化されるであ

ろう．すなわち，このような身体動作を含んだ相互行

為連鎖にも，言語的な隣接ペアに類似した，ある種の

規範が働いていると見ることができる． 
 

4.2 進行性の優先 
	 事例 2 のような逸脱事例は，6 節で述べた連鎖構造
の一般形に対し，以下のようなオプションが採られた

ものとして記述できるであろう． 
 
1. SCがVに，次の展示物への志向／共同注意を (言
語的／身体的に) 促す 

2'. 1で，Vに移動のタイミングがいち早く投射された
場合，Vは SCの歩き出しを待たずに歩き出す 

(3. SCが自ら歩き出すことで，Vに移動を促す) 
(4. Vが歩き出す) 
※	 3, 4は省略されている 
 
	 事例 2 では，SC が V に次の展示物への志向を促し
たことにより，同時に，次の展示物へ移動すべきタイ

ミングが訪れたことも投射されたため，V はいち早く
歩き始めている．ここでは，V が相互行為の進行性
progressivity を優先した振る舞いを選択していると捉
えることができる．言語的な発話連鎖においても，先

行連鎖第一成分の発話 (e.g. 誘いの前置き) によって
本連鎖第一成分の内容 (e.g. 誘い) が投射された場合，
先行連鎖第二成分 (e.g. 誘いの前置きに対する応答) 
だけでなく，続けて本連鎖第二成分 (e.g. 誘いの受諾
／拒否) を産出することがあるであろう．次の展示物
に移動すべきことが投射された時，SCが移動を促す前
にVが自ら歩き始めれば，いち早く次の展示物解説活
動に移行することができる．このようにしてVは，展
示物解説活動が進行性を損なわずに展開することに貢

献しているとも言えるだろう． 
	

5. おわりに 
	 最後に，展示物解説活動というフィールドの特性に

鑑み，本発表で示してきた分析や考察が，フィールド

の当事者たちにとっていかなる意味を持つか，検討し

ておこう．日本科学未来館での SC による展示物解説
活動は，文字通り，科学コミュニケーション活動の一

環として行われている．そのため，フィールドへの還

元可能性を考えるならば，SCによる解説行為の巧拙を
問題にすることも求められるだろう[10]．SC の解説行
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動を相互行為分析によって明らかにする試みも進めら

れてきたが[10][6][11]，本発表の内容が貢献できること
があるとすれば，科学コミュニケーションとしての展

示物解説活動の「やり方」について，その多様な「あ

り方」を示すことである． 
	 本発表で分析対象とした現象は，いかにして SC が
次の展示物に向かって歩き出すタイミングをVに示し，
V がそれに応じて歩き出すかという，科学コミュニケ
ーションという活動においてはかなり原初的なやりと

りである．しかし，そのような些細なやりとりにおい

てさえも，事例 1〜3で示してきたような，各 SC間で
の，あるいは個別場面間での多様性が見られる．そこ

では，例えば事例 1 のような，相互行為的に典型的と
思われるやり方だけが，科学コミュニケーション活動

に相応しいやり方とは限らない．事例 2では，SCが歩
き出しを促すのに先立ってVが歩き始めているが，こ
のことは結果的に，活動の進行性を維持することにつ

ながっている．SCの一連の動作がいち早く移動開始を
投射したことは，SC自身の意図するところではなかっ
たかもしれないが，そのような SCの振る舞いが Vの 
(些細ではあるが) 主体的な追随を引き出しているとも
言える．あるいは事例 3では，SCが次の展示物への志
向を明示的に促すことなく歩き始めたため，V が歩き
出すタイミングが引き延ばされていた．ここで SCは，
それまでの話題を引き延ばしながら歩き出すという，

ある種のねじれを伴う振る舞いを見せている．これに

より，V が歩き出すべきタイミングを一意に特定する
というより，V が任意のタイミングで歩き出すことが
可能になるように，時間幅を設けているようにも見え

る．少なくとも現時点では，これらのやり方のどれが

優れていて，どれが劣っているのかを議論することは

できない．むしろ，これらの事例の多様性を示すこと

の意義は，いかに SC が展示物解説の多様なやり方を
持っているかを例証することにあると考えられる． 
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Abstract 
This research aims to verify whether 

video-mediated co-eating experiences 
between elderly parents and their 
independent children improve parents’ 
Quality of Life (QOL) in terms of sense of 
satisfaction and happiness. We conducted 
co-eating communication experiments for a 
2-month-long period in which two sets of 
parents and their children pairs participated. 
Observing the recoded video, we found that 
communication during eating is organized to 
have two communication modes. One is local 
mode where each family independently 
engages in some actions for taking meal and 
the other is tele-conversation mode where 
both families talk over network. Case studies 
show that topics about their foods given by 
participants work as mode transition cues, 
and suggest that participants regard 
tele-conversation mode as dominant even if 
they chat locally and leave table temporarily 
in local mode.   
 
Keywords ―  co-eating communication, diet 
meal communication, video-mediated 
communication 

 

1. はじめに 

我が国では近年核家族化が進み，親族のみの世

帯のうち 84.6％が核家族である [1]．また共働き

世帯も増加傾向にあり，平成 26 年の調査によれ

ば 1077 万世帯にも及んでおり[2]，特に若年夫婦

は帰宅後に家事や子供の世話に追われるなど，忙

しい毎日を余儀なくされている人も増えている．

離れて暮らす高齢の親は，そうした子供たちの生

活に障らないよう，用事があるとき以外は自分か

らの連絡を遠慮しがちになる．こうした状況が定

常化した場合，高齢者の孤立が懸念される． 

そこで，高齢者のコミュニケーション支援を目

指して，  ICT (Information communication 

technology)  技術を利用した取組みがある．たと

えば，離れて住む親子が 5年にわたって，テレビ

電話によりコミュニケーションを交わした事例に

おいては，テレビ電話の継続利用が楽しく有益な

会話の場を生成し，心理的距離の接近や介護予防

などに効果があると報告されている [3]． 

これまでに筆者らは，VMC (Video-mediated 

Communication)システムを利用した共食会話の

事例を微視的に分析し，VMC においても方向情

報が保たれ，音声遅延がない場合には，共食会話

が的確にサポートされることを報告した[4]．こう

した結果から，我々は高齢者のコミュニケーショ

ン機会の一つの手段として，離れて住む子供家族

との食事場面を VMC により共有する会話（遠隔

共食会話）を提案している[5]． 

食事はもともと「いただきます」から「ごちそ

うさま」まで，座るという制約の下での活動であ

るため，モニターに対峙する遠隔コミュニケーシ

ョンに適した状態であると考えられる．ここで

VMC による食事環境においては，通常の一つの

食卓で共食する場合と違って，親側も子側も共に

同じ空間にいる家族と食事や会話に従事しながら，

通信中の家族ともコミュニケーションをすること

になる．これは VMC を利用した共食の特有の現

象であると考えられる．分析のため我々は，実際

に離れて暮らす高齢の親とその子供家族に遠隔共

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS09-2

195



食会話を依頼し，会話中の様子を映像に収録して

もらった．そこで本稿では，映像観察から親子が

VMC を利用した遠隔共食会話をいかに達成する

のか，事例的に検討する．特に，親子がそれぞれ

同じ空間にいる家族と食事や会話をする状況と，

通信先の家族と会話をする状況を行き来する中で，

食事行為や食卓の共有がどのように関わっている

かに着目し，遠隔共食の利点を見出すことを目的

とする． 

 

2. 方法 

2.1 実施期間と協力者 

2015年 8 月から 11 月までの間の 2か月間にお

いて関東在住の 2組の親子を協力者に遠隔共食を

行った．協力者の 1 組は 71 歳の母（ID:A1）と

44 歳の娘（ID:A2）である．A1 は夫と二人暮ら

しで手芸を得意とする専業主婦である．日常的に

は愛犬の世話や自家菜園を楽しんでおり，1 か月

に 1 度は都内で A2 や孫と食事をする機会を作っ

ている．娘の A2 は中学の息子と 2 人暮らしで，

日中は仕事に就いている．離れて住む両親のこと

は常に気にかけているが，現在は元気に暮らして

いる様子を見守っている状況である． 

もう 1 組は 76 歳の父（ID:B1）と 46 歳の娘

（ID:B2）である．B1 は妻と 2 人暮らしである．

長年自営業を営んできたが，現在はボランティア

活動やシルバー人材による仕事で地域に貢献して

いる．ときおり訪ねてくる 3人の娘や孫たちと一

緒に過ごすことが何よりの楽しみである．娘の B2

は夫，2 人の息子との 4 人暮らしである．アルバ

イトと主婦業に大忙しだが，両親の健康について

は気遣っている．協力者らは 2組とも親子関係は

良好である．  

2.2 調査方法 

使用機器とアプリケーション：遠隔共食はイン

ターネット回線を利用した．通信機器は親子両世

帯に Apple 社製の iPad Air Wi-Fi モデル

（240mm✕169.5mm）を配布し，通信の際のア

プリケーションはApple社が開発したビデオ電話

FaceTime[6]を使用することとした．iPadは軽量

でコンパクトなため，設置場所が選びやすいこと，

FaceTimeは iPadの起動から接続まで，操作のス

テップ数が少ないため，高齢者にとって負担が少

ないと判断した． 

期間中，遠隔共食を少なくとも 1 週間に 1 度の

ペースで行うよう依頼した結果，Aの親子で 7 回，

Bの親子で 6 回の遠隔共食が行なわれた．そのう

ち，A,B組ともに 3 回をビデオ収録してもらった．

食事が日常通りに進むよう実験者の介入を控え，

協力者らにビデオカメラを託し撮影を依頼した

（但し A1 の最終回のみカメラの設置は実験者に

よる）． 

なお，本調査は東京電機大学ヒト生命倫理委員

会が定めるガイドラインに沿って行い，協力者に

はビデオカメラで収録した映像や静止画を学会誌

などに掲載する同意を得た．協力者には謝礼金を

支払った． 

 

3. 遠隔共食会話における二つのモード 

実空間においての共食は，家族全員が同じ空間

に食卓を共有し会話をする（図 1）．一方，遠隔共

食会話においては，ローカルの家族内で皿の受け

渡しや，独立の話題でコミュニティを形成する状

態と，iPadに映る相手の家族と話をする状態（図

2）が観察できた．すなわち VMCシステムを挟む 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 実空間における共食イメージ 

 

 

 

 

 

 

図 2 VMCを利用した共食イメージ 

家族全員が実空間で食卓を共有し会話

ローカルの家族で

食卓を共有し会話
ローカルの家族で

食卓を共有し会話

遠隔会話
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親子間の共食においては，ローカルの家族で相互

行為を達成するモード（ローカルモード），遠隔地

の家族と相互行為を達成するモード（遠隔モード）

という二つのモードの存在が明らかになった． 

そこで本研究では，ローカルモードと遠隔モー

ドが時間的に変化する中で，人がどのように遠隔

共食会話を達成しているのかについて事例を検討

する．事例検討において，参与者らの食事行為が

ローカルモードと遠隔モードの切替えに影響する

様子を短い時間単位で観察する．また食卓がロー

カルの家族を超えて，遠隔地の家族間を繋ぐこと

に貢献している現象を，各家族内における文脈を

考慮した長い時間単位で観察する．これにより食

事が VMC にどのように関わり，遠隔共食がいか

なるコミュニケーションを提供しているのかを検

討する． 

 

4. 事例検討 

 4.1 料理への言及がモードの移行になる事例 

 親子それぞれの家族の食卓に並ぶ料理が，しば

しばローカルモード，あるいは遠隔モードの表示

材料として使われる様子が観察できた．たとえば，

Facetime が繋がり会話を開始する冒頭において，

相手のメニューを尋ねたり，自分の料理の食材に

ついて説明をすることが，遠隔モードの導入とし

て機能していた．また会話が途切れた場合，目の

前の食卓を話題にすることが，遠隔モードの継続

表示として機能していた． 

一方で，遠隔モードにあっても，ローカルの家

族内で卓上の料理に言及があると，それがローカ

ルモードのきっかけになり，遠隔モードからロー

カルモードへ移行するシーンが観察された．事例

1 は，父母と娘が遠隔モードで会話しているシー

ンである．最近ニュースになっている，“孫による

祖父母殺傷事件”について話していたが，母親が

夫に，（おかずの）おくらにはお醤油が必要である，

と言及したことをきっかけに，遠隔の親子がそれ

ぞれローカルモードに遷移するシーンである． 

図 3において，親子は 12分 40 秒付近まで，殺

人事件の動機について推測を巡らしている（図 3-

①）．ここでトピックが一段落し，母も娘も食事を

口に運び咀嚼をしている．咀嚼中の約 6 秒の間（図

3-②），親子の間に発話は無いが，娘は遠隔モード

を継続するつもりで，「（事件を起こした孫と祖父

母が）近くに住んでたのかな」と発話した（図 3-

③）．しかしほぼ同時に母は夫に「おくら」「おく

ら醤油いるんだわ」と目の前の食卓のおかずにつ

いて話を開始している．その様子を見た娘は，「近

くに住んでたのかな」に対する応答を求めること

なく，食事を続けた．母が食卓のおくらについて

言及したことが，双方がローカルモードへ移行す

るきっかけになったものと推測される． 

これは，ローカルモードと遠隔モードが存在す

る遠隔共食会話において，前述のように料理への

言及が明示的なモード表示として利用される場合

もあれば，ローカルな食卓事情がモード移行のリ

ソースになりうることを示している． 

 4.2 モードの遷移がうまくいかない事例 

 しかしながら，親子間でモードの表示や認識の

タイミングにずれが生じると，モードの移行がう

まくいかない場合がある．例えば，一旦，遠隔モ

ードを試み親に話しかけたつもりでも，親からの

父

母

娘

かわい

すぎ

う

ん

かわいさ

余って

…

うん そう

がみがみ

言ったのかな

近くに

住んでたのかな：

おくら

おくらお醤油

いるんだわ

12:37 12:38 12:39 12:40 12:41 12:4312:42 12:44 12:45 12:46 12:47 12:48 12:49

図3. 料理への言及がモードの移行になる事例

① ② ③
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応答の前にローカルの家族内で会話が開始された

場合には，試みた遠隔モードを中断することがあ

る．この場合，親からすると応答しようとするタ

イミングには，娘はローカルモードを表示してい

ることになり，遠隔モードへの移行は成立しない． 

 図 4の事例は，こうしたモードの移行がうまく

いかなかった例である．まず事例の始め 16 分 27

秒付近で，親側の食卓で夫が妻に（近いうちに）

カレーが食べたいと言っている．それとほぼ同時

に娘が両親に向け，「そういえばさ」と息子（長男）

の文化祭が今週あるという話題（後述より）を出

そうと試みている（図 4-①）．妻は夫の「カレー 

カレー食いたい カレー」に「うん」と応答して

から娘の方に振り向くが，そのとき娘側の家では，

孫（娘の次男）が娘に「これでちょっと飲んでみ

て」とみそ汁の汁椀を差し出している．次男はこ

の事例より 5分ほど前に，娘からみそ汁にもう少

し味噌を足すように頼まれており，娘が両親に「そ

ういえばさ」と話しかけた直後（16分 28 秒付近）

で，味噌を調合したみそ汁を汁椀に入れ，娘に差

し出したのである．娘は次男の声掛けに対し，16

分 29 秒付近で汁椀に視線を移し受け取っている

（図 4-②）．娘の「そういえばさ」に反応した母

は「うん」「辛いの食べよ」と父とのローカルモー

ドを継続しながら娘の方へ向き，遠隔モードへの

準備をしている．しかしこの時は娘と孫の間で汁

椀の受け渡しの最中であり，さらに父が「カレー」

と再度発話を繰り返したため，ローカルモードに

戻り，父に対し「カレー食べよ」と応答した．そ

の様子を見ていなかった娘は，次男から汁椀を受

け取りながら 16分 30 秒付近で「今週」と遠隔モ

ードでの会話を継続しようと試みるが，母の「カ

レー食べよ」の発話で，長男の文化祭の話はやめ

ている．その後，16 分 35 秒付近で，娘はみそ汁

味見をし孫に「なんでこんな薄い，なんでだろう」

と言い，母は父に「私餃子食べたくているの今」

と言い，両者は遠隔モードに移行しなかった（図

4-③）．この事例はそれぞれのローカルの家族との

相互行為に従事しながら遠隔地の家族とコミュニ

ケーションするという 2つのモードを行き来する

VMCならではのトラブル例である．しかし，トラ

ブルは即座に修正されることはなかった．このこ

とから親子は VMC において，ローカルな食事事

情が，遠隔モードを遮ることを許容していると考

えられる．食事を続けるうちにいずれ遠隔モード

に戻ることを，暗黙に了解し合っていると推測さ

れる．今週行われる長男の文化祭の話題は，25 秒

後に再度娘から提示された．さらに2分30秒後に，

父が娘に対し孫の姿が映らない理由を娘に尋ねて

いる．これは，背後で孫が何らかの活動に従事し

ていることが，父の観察対象になっており，娘宅

のローカルモードに関心を向けるきっかけになっ

ていたと推測される．娘は父に，孫が味噌を足し

てくれている状況を告げ，娘側の食卓事情が親子

間で共有されたと考えられる． 

遠隔共食会話においては，2 つのモードを行き

来しながら繋がり合うという前提条件が，モード

移行に関するある程度のトラブルを許容していた．

さらにモード移行のトラブルは，相手のローカル

空間や食事事情に関心を向ける効果をもたらして

いると考えられた． 
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図4. モードの移行がうまくいかない事例
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4.3  食卓が親子のモードを繋ぐ事例 

会話を目的とした遠隔のコミュニケーションで

は，会話者が自分の都合で退席したり，共に生活

する家族が会話に配慮し映ることを控えたりする

場合がある．しかし，今回の遠隔共食会話は，も

ともとローカルの家族によって営まれる食卓を繋

いでいることから，遠隔地の家族にとって，相手

の家族が途中から画面上に加わったり，ちょっと

した用事で食卓を離れることは自然な活動として

扱われていた． 

図 5に示す事例では，娘宅で孫が食卓に途中か

ら加わり，親宅では食卓の都合で母が離席する行

為が，自然に行われている様子が観察された． 

食事シーンは夕食である．親の食卓はいつもの

ように父と母が，娘宅では，長男が勉強中で娘と

次男の二人が食卓についている．事例は食事開始

から 20 分ほど過ぎたころで，父が今後テレビで

放映されるラグビーや大学駅伝などの話をしたり，

娘が先日もらった煮物が美味しかったなどの話で

盛り上がっている．そこで魚を食べていた父が箸

を留め，母に小骨を置く小皿を出してくれと要求

した（図 5-①）．そこで，母は娘と煮物の会話を

継続しながら皿をとりに画面から消える（図 5-

②）．母は，会話は遠隔モード，活動はローカルモ

ードという二重のモードを同時にこなしている．

このように理由を告げることなく席を離れること

が可能なのは，卓上での活動が画面を離れること

も許容しているためと考えられる．食卓というシ

チュエーションが会話とは別の活動を生み出して

いること，しかし画面から消えてもすぐに戻るこ

とが想定できるため，トラブルとして扱われない

ものと考えられる． 

母が小皿を父に渡して席に戻ると同時に，娘宅

の食卓に，勉強していた長男が加わった．長男が

食事を始めたことに気づいた母は，嬉しそうに微

笑み（図 5-③）長男が画面に映っていることを，

父に知らせる．父は食べるのをやめて持っていた

箸を置き，長男に「今日は部活はないのか？」と

話しかけた（図 5-④）．長男が途中から加わるこ

とが，ローカルの空間だけでなく，遠隔通信にお

いても断りなく可能であるのは，食卓が家族の集

まる共有スペースであり，食卓につけば会話に参

加することが前提であるためと考えられた．VMC

システムが食卓というリアルな生活の場を繋いで

いるため，ローカルな活動を許容して遠隔地の家

族を繋ぐことに貢献していると考えられる． 

 

5.考察 

 本研究は，離れて住む親子の食卓を映像で繋ぎ，

映像共食における食事が VMC にどのように関わ

り，いかなるコミュニケーションを提供している

のか事例的に検討した．まず映像共食会話におい

ては，ローカルの家族で食卓を囲むことで生成さ

れるローカルモードと，遠隔地の家族と繋がる遠

隔モードが存在することが分かった．親子はその

モードをうまく移行しながら遠隔共食を進めてい

た．目の前におかれた料理はモード開始のきっか

けの役を果たしたり，モード移行を引き起こす要

① 父が母に小皿を要求（ 20分53秒）

図5. 食卓がモードの移行を繋ぐ事例

② 母が小皿をとりに行く（ 21分19秒）

③ 勉強を終えた孫が加わる（ 21分41秒）

④ 父が孫に話しかける（ 21分53秒）
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因にもなっていた．また，2 つのモードを行き来

しながら繋がり合うという前提条件が，モード移

行で生じるある程度のトラブルを許容していた．

トラブルの要因が話題として取り上げられること

は，相手のローカル空間や食事事情に関心を向け

る事象になりうるとも考えられた．これは普段，

離れて暮らす親子にとって，相手のリアルな生活

を垣間見る機会でもあり，両者の生活空間に挟み

込まれた VMC システムがなせる役割とも言える

であろう．さらにそうしたリアルな生活空間であ

る食卓を繋ぐことは，遠隔のコミュニケーション

がローカルの家族の出入りをも許容する場を形成

していた． 

食卓は自然と家族が集まり，家族の相互行為が

達成される場である． VMCシステムの食卓への

介入は，二つのコミュニケーションモードを生成

していた．その状況において，料理は話題提供を

もたらし，ローカルでの相互行為を許容する材料

となり，食卓は相手のリアルな生活を観察する機

会を提供しながら，親子の会話を繋いでいた． 

我々は先行研究において，協力者が記入した毎

日の生活記録と定期的なインタビュー会話を分析

しており，親にとって子供家族との遠隔共食が，

実際の対面共食と同様に楽しいイベントとして位

置づけられていること，夫婦間の会話に新しい話

題を提供していることを示した[5]．今回，新たに

食事中の人の行動を事例分析することで，VMC

システムが親子の食事コミュニケーションにうま

く機能していることが示された．これは，遠隔共

食会話が高齢者のコミュニケーション支援の一つ

として貢献することを示唆するものである． 

 

6.まとめ 

 本稿において，VMCシステムを利用した親子の

遠隔共食会話の映像から，共食中の人の行動を事

例的に検討した．その結果，VMCシステムは親子

の食事の場にローカルモードと遠隔モードを形成

し，親子は二つのモードを行き来しながらコミュ

ニケーションを継続していた．本研究により，

VMC システムは互いに離れて住む親子に対し，

相手のリアルな生活を伝えるとともに，共食コミ

ュニケーションを楽しむ時間を提供したと推測で

きる． 

 今後はさらに，事例検討を重ね，高齢者のコミ

ュニケーション支援としての遠隔共食コミュニケ

ーションの意義を明らかにしていくことが必要で

あろう． 
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Abstract
In this paper, we investigate how the instructor instructs

Jiu-jitsu techniques with demonstrating bodily interaction
with a partner. The instructor cleverly embeds, in his
utterances and gestures to students, several cues to the
partner, who has not been informed, in advance, of
how to act, thereby effectively giving the demonstration
without disrupting the description. We discuss how this
kind of multiplicity of interaction is related to open-
communication.
Keywords — instruction, demonstration, bod-
ily interaction, multiplicity of interaction, open-
communication

1. ͡Ίʹ
ຊڀݚͰɺΈٕ֨ܥಆٕͷҰͭͰ͋Δॊ

ज़1ͷٕज़ࢦಋ໘ΛऔΓ্͛ɺࢦಋऀ͕ࣗݾͱ

ύʔτφʔͷମΛͯͬɺ߈ͷٕज़Λڭत͢

ΔΓํΛੳ͢Δɻࢣڭࢦಋऀ͕ੜె࿅श

ੜʹٕࣝΛڭत͢Δ࣮ફΛͭͿ͞ʹ؍ɾه

ड़͢Δ͜ͱɺֶशՊֶͷॏཁͳ՝Ͱ͋Δͱͱ

ʹɺ੍త໘ͷ૬ߦޓҝੳʹͱͬͯڵຯ

ɺ֨ಆٕ͍͓ͯʹऀޙͰ͋ΔɻͱΓΘ͚ྫࣄ͍ਂ

ମత૬ߦޓҝ͕த৺తͳׂΛՌͨ͢ͱ͍͏

ʹ͓͍ͯɺۙͷಈͷຉྲྀ (ͨͱ͑ Streeck,
Goodwin, & LeBaron, 2014)ͱ߹க͢Δɻ͔͠͠ɺ
ମత૬ߦޓҝͷڭत໘Λࣗવੜىσʔλʹͮج

ଟ͘ͳ͍ɻڀݚੳͨ͠ʹࡉৄ͍ͯ

Ԭాɾ༄ொ (2008)ϘΫγϯάͷεύʔϦϯά
໘ʹ͓͍ͯɺରઓதͷબखʹίʔν͕ࣔࢦΛग़

͠ɺબख͕ͦΕʹԠ͑Δ͞·Λඍࢹతʹੳͯ͠

͍Δɻࢦಋ͞Ε͍ͯΔબखରઓ૬खͱରቂͯ͠

͍ΔͨΊɺίʔνͱͷؒʹతͳ૬ߦޓҝͷ

ͳ͍͕ɺίʔνͷࣔࢦͷ༰Λࣗͱରઓ૬ख

1 ॊज़ʢJiu-jitsuʣɺకΊٕɾؔઅٕΛओମͱ͢ΔΈٕܥ
֨ಆٕͷҰͭͰ͋Δɻجຊٕज़ͱͯ͠ϓϩͷ૯߹֨ಆՈ
ͨͪʹऔΓೖΒΕ͍ͯΔ͕ɺΈٕओମͰ҆શੑ͕ߴ
͘ɺ·ͬͨ͘ͷૉਓ͔ΒͰΊΒΕΔϋʔυϧͷ͞
͔Βɺ֨ಆՈҎ֎ͷҰൠͷਓʑͷؒʹ·͍ͬͯΔɻ

ͷମͷಈ͖ͷจ຺ʹຒΊࠐΜͰਖ਼͘͠ཧղ͠ɺ

ͦͷཧղΛରઓதͷಈ͖Ͱදࣔ͢Δɻॊज़ͷε

ύʔϦϯά໘Ͱɺࢦಋऀ্͔ऀڃΒಉ༷ͷ

ͱऀࣔࢦΛड͚Δ͜ͱ͋Δ͕ɺ͜ͷΑ͏ͳࣔࢦ

ඃ͕ऀࣔࢦର໘͠ͳ͍૬ߦޓҝ໘ࣔڭ

໘ͷయܕͱ͑ݴͳ͍ɻ

ҰํɺOkada (2013)ɺίʔν͕ϘΫαʔʹҰର
ҰͰٕज़ࢦಋ͍ͯ͠Δ໘ΛऔΓ্͍͛ͯΔɻҰ

ରҰͷର໘໘Ͱɺίʔνͷࣔࢦͷߏ͠

͠มԽ͠ɺͦͷ͜ͱ͔ͳΒͣ͜͠ͱͰࠂ

͞Εͳ͍ɻඃऀࣔࢦͱ͖ʹίʔνͷࣔࢦͷ

มԽʹ͔ͮؾͳ͍͜ͱ͕͋Δ͕ɺίʔνମΛ

ऀࣔࢦղΛमਖ਼͠Α͏ͱ͠ɺඃޡͯͬʹΈ

ͦΕʹै͢Δɻ͜ͷΑ͏ͳաఔͰͷϚϧνϞʔ

μϧͳݯࢿͷར༻ͱٕʹؔ͢Δઐతͳࣝͷ

ॏཁੑ͕ڧௐ͞Ε͍ͯΔɻ

͜ΕΒͷ͕ڀݚҰରҰͷڭत໘Ͱ͋Δͷʹର

ͯ͠ɺKeevallik (2010, 2013)ɺμϯεࣨڭͰͷΧο
ϓϧμϯεʢLindy Hopʣͷࢦಋͱ͍͏ɺࣨڭஊ
त໘ΛऔΓ্͍͛ͯΔɻͦ͜ڭଟਓͷͨࣅʹ

Ͱɺ2ࢣߨਓ͕ϖΞΛΜͰμϯεΛ࣮ԋ͠ͳ
͕Βɺͨͱ͑ੜెͨͪͷѱ͍ಈ͖Λਖ਼͍͠ಈ͖

ͱରൺͭͭ͠આ໌͢Δɻ͜ͷΑ͏ͳ໘Ͱͨࢣߨ

ͪ͜ͱͱମͷݯࢿΛͱʹར༻ͯ͠ɺଞऀ

ͷମΛҾ༻͍ͯ͠Δɻ

ຊڀݚͰऔΓ্͛Δ໘ɺKeevallik (2010, 2013)
ͷμϯεڭत໘ʹ͍ͯࣅΔɻॊज़ͷςΫχοΫ

࿅शɺύʔτφʔʹͯ͠ྗڠΒ͍ͳ͕Βࢦಋ

ऀ͕ͦͷֶͿٕज़ʹ͍ͭͯઆ໌͠ɺͦΕΛ࿅श

ੜಉͰϖΞΛΜͰ෮࿅श͢Δɺͱ͍͏ࣜܗ

ͰਐΉɻࢦಋऀʹΑΔઆ໌ͷϑΣʔζͰɺࢦಋऀ

ͱύʔτφʔ͕ಈ͖Λ࣮ԋ͠ɺ·ΘΓͰ͍ͯݟΔ

࿅शੜͨͪʹͦΕΛఏࣔ͠ͳ͕Βઆ໌͢Δɻ͜͜

Ͱɺࢦಋऀͱύʔτφʔͷؒͷମత૬ߦޓҝ

Λ࿅शੜͨͪͷ؟લͰͤݟΔ͜ͱͰɺࢦಋऀ͔Β

࿅शੜͨͪͷڭत͕ߦͳΘΕ͍ͯΔɻ͜Εɺ

ອ࠽ϥδΦ൪ͳͲʹ͓͚ΔΦʔϓϯίϛϡχ

έʔγϣϯʹ͍ͯࣅΔɻԬຊɾେఉɾӿຊɾ൧ా (2008)
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ɺ૬ํͱͷ૬ߦޓҝΛ٬؍ͷ؟લͰߦͳ͏͜ͱ

ͰɺؒతʹൃΛ٬؍ʹѼͯΔΦʔϓϯίϛϡ

χέʔγϣϯͱͯ͠ອ࠽ΛҐஔ͚ͮɺࢹઢ

ͱ͍ͬͨମత͕͜ݯࢿͷΑ͏ͳίϛϡχέʔγϣ

ϯͷೋॏੑΛ͍ͯ͑ࢧΔ͜ͱΛ࣮ূతʹࣔͨ͠ɻ

͔͠͠ɺຊڀݚͷ໘ʹɺ͜ΕΒͷઌڀݚߦ

ͱҟͳΔ͋Δɻ

1. ύʔτφʔࢦಋऀͰͳ͘ɺ࿅शੜͷத͔
ΒͦͷͰ໊͞ࢦΕɺͦΕΏ͑ࢦಋ༰Λࣄ

લʹΒ͞Ε͍ͯͳ͍ʢ(Keevallik, 2010, 2013)
ͱͷҧ͍ʣɻ

2. ύʔτφʔͱͷମత૬ߦޓҝΛ؟લͰࣔ͠
ͭͭɺࢦಋऀ࿅शੜͨͪͱతʹձత

૬ߦޓҝΛߦͳ͍ͬͯΔʢ(Ԭຊଞ, 2008)ͱͷ
ҧ͍ʣɻ

͜ͷΑ͏ͳঢ়گͰɺࢦಋऀɺ࿅शੜͨͪʹѼ

ͷൃৼΓͷதʹɺύʔτφʔ͕͍ݾࣗͨͯ

·Ͳ͏ಈ͖͔͘அ͢ΔͨΊͷख͕͔ΓΛຒΊ

ҝͷจ຺ٕߦޓΈɺύʔτφʔମత૬ࠐ

ʹؔ͢ΔઐతͳࣝΛͦͯ͠ۦͷख͕͔ΓΛ

ಡΈऔΔɻҎԼɺ͜͏͍ͬͨڭतͷΓํΛྫࣄ

ੳΛ௨ͯ͡͏͍ͯ͜ݟɻ

2. σʔλ
ऩ 20161݄23ɻ7ޙޕ͔Β9ޙޕ
·Ͱͷ1ؒɻ

ऩॴ චऀ͕ࣗ௨͍ͬͯΔઍ༿ࢢݝࢢ

ͷॊज़ಓɻϚϯγϣϯͷҰࣨʹδϣΠϯτϚοτ

Λෑ͍ͯ࿅शॴ͕ઃӦ͞ΕΔʢਤ1ʣɻ

Ճऀ ಋऀ1ਓʢ40લʣͱ࿅शੜ6ਓʢ20ࢦ
લʙ50લʣɻͯ͢உੑɻ࿅शੜͷ͏ͪ1
ਓ͕ςΫχοΫ࿅शʹύʔτφʔͱ໊ͯ͠͞ࢦ

Εͨɻ͜ͷ࿅शੜͦͷͷՃऀͷதͰͬͱ

ॊज़ྺ͕͘ɺٕ͕༏Ε͍ͯͨɻ

ऩ༰ ҎԼ͔Βߏ͞ΕΔ௨ৗͷ࿅शϝχϡʔ

1. ४උӡಈɾૅج࿅शʢ30ʣ
2. ςΫχοΫ࿅शʢ30ʣ
3. εύʔϦϯάʢ30ʣ

४උӡಈ͓ʹετϨον͔Βߏ͞Εɺૅج

࿅शͰɺ͑ࠐΈ͔ͦ͜ΒͷಀΕํɺମͷ

ೖΕସ͑ํͳͲͷجຊతͳಈ͖Λ෮࿅श͢Δɻ

ςΫχοΫ࿅शͰɺͦͷͷςʔϚΛࢦಋऀ͕

ܾΊͯɺͦΕʹؔΘΔٕज़Λύʔτφʔͱ࣮ԋ͠

ͳ͕Βઆ໌͠ɺ࿅शੜͨͪʹ෮࿅शͤ͞Δ2ɻε

2 ͳ͓ɺύʔτφʔݸʑͷٕज़ͷ࣮ԋ͕ऴΘΔͱɺͦͷ
ɺ࿅शੜͨͪʹࠞͬͯ͡෮࿅शʹՃ͢Δɻ

ਤ 1 ಓͷ෩ܠ

ύʔϦϯάͰɺͦͷֶΜٕͩज़ؚΊɺͦΕ

·Ͱʹशಘٕͨ͠ज़Λ࣮ઓࣜܗͷରઓͷதͰࣗ༝

Δɻ͢شൃʹ

ऩثػ
• ΞΫγϣϯΧϝϥGoPro Hero3+ʢ2ʣʢ1920×

1080, 60fpsʣͰө૾Λऩͨ͠ɻ1ɺ෦
ͷ۱ʹ٭Λઃஔ͠ɺͦͷ্ʹݻఆͨ͠ʢਤ

1ͷө૾ͦͷΧϝϥ͔Βͷͷʣɻ͏1
ɺ෦ͷԞଆͷนʹԊͬͯઃஔ͞Ε͍ͯΔ

όϨʔͷόʔͷதԝۙʹΞλονϝϯτΛ

ఆͨ͠ɻݻͯͬ

• ICϨίʔμʔSony ICD-SX1000ʢϦχΞPCM,
44.1kHz/16bitʣΛɺ1ͷGoProͷଆͷนۙ
ʹ͋ΔΧʔςϯϨʔϧ͔ΒϗϧμʔʹೖΕͯ

Δͯ͠ɺ෦ͷதԝ෦ʹ͍ۙҐஔ͔ΒԻ

Λऩͨ͠ɻ

ੳର ςΫχοΫ࿅शͷ಄෦ɻࢦಋऀ͕ɺ

ύεΨʔυ͠Α͏ͱ͢Δ૬खΛ͙ಈ͖Λύʔτ

φʔͱ࣮ԋ͠ͳ͕Βઆ໌͢Δ໘ɻύεΨʔυͱ

ɺচʹ৸ͨঢ়ଶͷରઓ૬ख͕྆٭Ͱ߈Ίखͷਐ

ࠐͰɺମͷԣʹճΓگΛϒϩοΫ͍ͯ͠Δঢ়ߦ

ΉͳͲɺ૬खͷ྆٭ͷ੍ݖޚͷൣғ֎ʹਐग़͢Δ

ٕज़Λ͢ࢦɻकΓखɺԣʹճΓࠐ·Εͳ͍Α͏

͔ͣ͢͞ରԠ͠ͳ͚ΕͳΒͣɺͦͷରԠͷํ

͕͜ͷͷςʔϚͰ͋ͬͨɻ

3. ੳ
3.1 Ѽͯઌͷೋॏੑ
அย1ςΫχοΫ࿅श։15ඵޙͷ໘Ͱ͋

Δ3ɻ͜ͷஅยͷલʹɺࢦಋऀʮ·:ύεΨʔυ
૬ख͕͖ͯͯ͠:(1.2)·ͦΜͱ͖ͷࣗͷ(.)ମͷ

3 େจͷIͷߦʹࢦಋऀͷൃ͕هड़͞Εɺʮ()ʯ
ແԻ۠ؒͷඵɺʮ(.)ʯ͍ແԻ۠ؒɺʮݴ༿:ʯ
ԻͷҾ͖৳͠ɺʮ=ʯൃͷີணɺʮ(( ))ʯهΛࣔ
͢ɻখจͷi, pͷߦʹͦΕͧΕࢦಋऀɾύʔτφʔͷ
ମಈه͕࡞ड़͞Εɺʮ*ʯࢦಋऀͷɺʮ+ʯύʔτφʔ
ͷಈ࡞ͷมԽɺʮ-->ʯಉҰಈ࡞ͷܧଓΛࣔ͢ɻͳ͓ɺ
ʮ#ʯਤͷҐஔΛࣔ͢ɻ
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(a) (b) (c) (d)

ਤ 2 அย1தͷମಈ࡞

͍ํ͍ͬͯ͏͔ ʯͱൃ͠ɺ͜ͷͷํ͑ߟ(0.1)
ςʔϚ͕ύεΨʔυͷ͗ํͰ͋Δ͜ͱΛ࿅शੜ

ͨͪʹΒͤΔɻͱಉʹɺ͜ ͷൃʹΑͬͯύʔ

τφʔɺ͕ࣗ͜ͷޙύεΨʔυΛֻ͚Δ

͖Ͱ͋Δ͜ͱΛཧղ͢Δɻ

ʲஅย1ʳ((ମಈ࡞ਤ2))
01 I: ͏:Μͱ:*(0.1)ɹɹɹɹɹɹ͡Ό#*͜͏(.) #
i: ɹ ɹɹ *ӈखΛPͷإͷલʹग़͢->*ࠨʹ͢->
p: Iͷਖ਼໘ʹཱ͍ͬͯΔ--------------------->
ਤ ɹ ɹɹ ɹɹɹɹɹɹɹɹ #aɹɹ #b

02 I: *ͳ+ΜͰ͍͍ΜͰ͢ɹ *͚Ͳͯ͘͠ΔͰ͠ΐ#=
i: *ӈखΛPͷإͷલʹ͢->*ࠨʹ͢--------->
p: -->+Iͷ྆٭ΛͨͨΈͳ͕Βࠨଆ໘ʹग़Δ----->
ਤ ɹ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹ#c

03 I: =Ͱͯ͠+*#͖ͯ:(0.2)
i: ɹɹɹ <-खΛPͷӈකԼʹஔ͘ࠨ*
p: ---->+੩͢ࢭΔ-------------->
ਤ ɹɹɹ #d

Ͱɺ·ͣʮ͏:Μͱ:(0.1)͡Όʯͱߦಋऀ01ࢦ
ͷલʹಥإཎΈͳ͕ΒɺӈखΛύʔτφʔͷ͍ݴ

͖ग़͠ʢਤ2 (a)ʣɺͦͷखΛࠨʹ͢ʢਤ2 (b)ʣɻ͜
Εɺ࿅शੜͨͪʹରͯ͠ʮύεΨʔυʯΛৼ

ΓͰ͍ࣔͯ͠Δͱಉʹɺύʔτφʔʹରͯࣗ͠

ͷࠨଆʹύεΨʔυ͢ΔΑ͏ଅ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹ

ࢦΔɻύʔτφʔͦΕʹԠ͢ΔΑ͏ʹɺ͑ݟ

ಋऀͷࠨଆ໘ʹग़Δʢ02ߦʣʢਤ2 (c)ʣɻ͜͜Ͱɺ
ͷ಄ͰʮͰʯͱ͍͏ϚʔΧʔΛߦಋऀ03ࢦ
༻͍ͯɺઆ໌͕ͷஈ֊ʹೖͬͨ͜ͱΛࣔ͢ɻύʔ

τφʔɺࣗͷਐग़ΛࢭΊΔಈ࡞Λࢦಋऀ͕

ʹઆ໌͢Δͱ͍͏͜ͱΛ༧͠ظɺʮͰʯͷޙͰΈ

͔ͣΒ੩͢ࢭΔʢਤ2 (d)ʣɻࢦಋऀ੩ͨ͠ࢭύʔ
τφʔͷӈකԼʹࠨखΛܰ͘ఴ͑ɺύʔτφʔͷ

ਐग़Λ੍ܗͨ͠ࢭΛ࡞Δɻ

ಋऀͷൃৼΓ࿅शੜͨͪʹର͢Δઆࢦ

໌Λߏ͍ͯ͠Δͱಉʹɺύʔτφʔ͕ख͕͔

Γͱͯ͠ར༻Ͱ͖ΔݯࢿʢӈखΛࠨʹ͢ৼΓ

ʮͰʯͱ͍͏ϚʔΧʣ͕ົʹຒΊࠐ·Ε͍ͯ

Δɻ͜ͷΑ͏ʹɺࢦಋऀͷൃৼΓೋॏͷ

ѼͯઌΛ͍ͬͯΔɻ͜ΕʹΑͬͯɺύʔτφʔ

ͷࣔࢦͷͨΊʹઆ໌Λ్தͰࢭΊΔͱ͍ͬ

ଶʹ͓͍ͪΔ͜ͱͳ͘ɺࣗવͳྲྀΕͷதͰࣄͨ

ମత૬ߦޓҝΛޮՌతʹఏࣔͰ͖͍ͯΔɻ

Ұํɺύʔτφʔͷಈ͖ົͰ͋Δɻઌड़͠

ͨΑ͏ʹɺ͜ͷύʔτφʔΛΊͨ࿅शੜɺ

͜ͷͷՃऀͷதͰͬͱॊज़ྺ͕͘ɺٕ

͕༏Ε͍ͯΔɻՃ͑ͯɺ͜ͷछͷύεΨʔυ

ͦΕΛࢭΊΔಈ͖جຊٕज़Ͱ͋Γɺૅج࿅शͰ

Α͘औΓ্͛ΒΕΔɻ͜ΕΒͷ͜ͱ͕ɺඞͣ͠

໌ࣔతͰͳ͍ख͕͔Γ͔Βɺظ͞ΕΔಈ͖Λ

ಡΈऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨཁҼͱ͑ߟΒΕΔɻͬͱ

ڭत໘ͷ࣮ԋͱͯ͜͠ΕΒͷಈ͖Λߦͳ͏

͜ͱɺରઓͷதͰ͜ΕΒͷٕज़Λ͢ۦΔ͜ͱ

ͱҟͳΔ໘͋Δɻͨͱ͑ɺ03ߦͰύʔτ
φʔύεΨʔυͷಈ͖ΛΈ͔ͣΒࢭΊͯɺࢦಋ

ऀͷͷઆ໌Λ͍ͬͯΔʢରઓͷதͰ͋Εɺ

͜ͷ··ԣํͰ͑ࠐΈʹ͍͘ͱ͜ΖͰ͋Δʣɻ

·ͨɺճΓࠐΉࡍʹͬͱ಄ͷ΄͏·Ͱ͘ߦʢஅ

ย2ΛরʣͷͰͳ͘ɺ͜ͷҐஔͰࢭ·͍ͬͯΔ
͜ͱɺύʔτφʔ͕ͨΜʹॊज़ͷٕज़Λମಘ͠

͍ͯΔ͚ͩͰͳ͘ɺ͜͜ͰͷڭतͷҙਤΛΑ͘ཧ

ղ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ

3.2 จ຺ʹґଘͨ͠ख͕͔Γ
அย2அย1ͷଓ͖Ͱ͋Δɻࢦಋऀͷͷઆ໌

Λͬͯ੩ͨ͠ࢭ··ͷύʔτφʔͷମΛૢ࡞

͠ɺࢦಋऀ04–06ߦͰʮͪΖΜ͜͏͍͏;͏
ʹͱ͔Ͱ (0.8)ͬͯ (.)Ͱ͖Δ͏͍͍ͪΜͰ͢
͚Ͳʯͱ͍ݴͳ͕Βɺ૬खͷӈݞʹࣗͷӈΛ

Ҿֻ͚ͬͯମΛճ͠ɺ૬खͷਖ਼໘ʹΔɻύʔτ

φʔ͜ͷؒɺࢦಋऀʹࣗͷମΛίϯτϩʔ

ϧ͍ͤͯ͞Δɻ

ʲஅย2ʳ((ମಈ࡞ਤ3))
04 I: *+ͪΖΜ͜͏͍͏;͏ʹͱ͔Ͱ(0.8)
i: *PͷӈݞʹӈΛҾֻ͚ͬͯମΛճ͢->
p: +Iʹίϯτϩʔϧͤ͞Δ----------->

05 I: ͬͯ(.)Ͱ͖Δ*͏͍͍ͪΜͰ͢=
i: ------------->*Pͷਖ਼໘ʹΔ-->
p: ----------------------------->

06 I: =+͚*Ͳ
i: -->*ӈΛԼΖ͢--->
p: <-͢֎खΛ଼͔Βࠨ+

07 I: *+(0.4)ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ#
i: *ӈखΛPͷ΄͏ʹಥ͖ग़͢--->
p: <-ΊΔࢭखΛԼΖ͔͚ͯ͠ࠨ+
ਤ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ#a
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(a) (b) (c) (d)

ਤ 3 அย2தͷମಈ࡞

08 I: *ͪΐͬ ͱɹɹɹɹɹ͋#+͍͕ͯਂΊʹ=
i: *ӈखΛํ্ࠨʹ͢->
p: <-खΛIͷӈකʹஔ͘ࠨ+<-------------------
ਤ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ#b

09 I: =+ೖ*͖ͬͯͯ=
i: *྆खͰPͷࠊͱݞΛࢭΊΔ->
p: +Iͷ಄ͷ͋ͨΓ·ͰճΓࠐΉ-->

10 I: =ͪΐͬ ͱͳ͔ͳ͔Λ#+ར͔͢ͷ͕
i: ---------------------------->
p: ------------------>+੩͢ࢭΔ->
ਤ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ#c

11 I: (0.4)*(0.3)
i: ---->*ӈखͰPͷӈݞΛܰͨͨ͘͘->
p: ------------------------------>

12 I: Ήͣ#*͔͍͠ͳ+:ͬͯ=
i: ---->*ӈखΛPͷӈ্ʹҠಈ͢Δ----->
p: ------------>+Iʹίϯτϩʔϧͤ͞Δ->
ਤ ɹɹ#d

13 I: =͍͏*ͱ͖
i: <-खΛPͷӈᡧʹҠಈ͢Δࠨ*<---
p: --------------------------->

ͷϚʔΧʔʮ͚ͲʯͰٯಋऀͷ͜ͷൃࢦ

ऴΘ͓ͬͯΓʢ06ߦʣɺ͜Ε·Ͱઆ໌͖ͯͨ͠
༰ͱରൺ͞ΕΔ༰͕͜Ε͔Βઆ໌͞ΕΔ͜

ͱ͕ࣹ͞Ε͍ͯΔɻͦͷલʹࢦಋऀʮͰ

͖Δ͏͍͍ͪʯʢ05ߦʣͱରൺͷϚʔΧʮʯ
Λ༻͍͓ͯΓɺରൺతͳঢ়͕گಋೖ͞ΕΔ͜ͱ

ेʹ༧ଌՄʹͳ͍ͬͯΔɻલઅͰड़ͨΑ͏

ʹɺஅย1ͰͷύεΨʔυͷ߈جຊٕज़ʹଐ
͢Δ෦ྨͰ͋ΓɺϝΠϯͷςʔϚʹࢸΔલஔ͖ͱ

ͯ͠Ґஔ͚ͮΔ͜ͱ͕ՄͰ͋Δɻ04ʙ06ߦͷ
Ԡ͍ͯ͠Δɻݺ͜ͷ͜ͱͱߏಋऀͷൃͷࢦ

ಋऀ૬खࢦɺʮ͚ͲʯΛൃ͢Δͱಉʹɺࡍ࣮

ͷӈݞʹ͔͔͍ͬͯͨӈΛϚοτʹԼΖ͠ɺ

ͷ࣮ԋʹඋ͑Δɻύʔτφʔ΄΅ಉʹɺύε

Ψʔυͷࡍʹ૬खͷ٭Λԡ͑͞ΔͨΊʹ௫ΜͰ͍

ͨӈ଼ʢͷҥʣ͔ΒࠨखΛ֎͠ɺͷ࣮ԋʹ

උ͍͑ͯΔɻ

͔͠͠ɺ͜ͷஈ֊Ͱɺʹઆ໌͞ΕΔঢ়͕گ

ͲͷΑ͏ͳͷ͔·ͰύʔτφʔʹΘ͔Βͳ

͍ɻͦͷ͜ͱΛදࣔ͢Δ͔ͷΑ͏ʹɺࢦಋऀͷ٭

͔Β͍ͬͨΜΕͨύʔτφʔͷࠨख͏Ұ

ΊΒΕɺҰॠɺͰ͞ࢭͷ΄͏ʹԼ͕Γ͔͚ͯ٭

·Α͏ʢ07ߦʣɻ΄΅ಉʹɺࢦಋऀӈखΛ

ύʔτφʔͷ΄͏ʹಥ͖ग़͠ʢ07ߦʣʢਤ3 (a)ʣɺ
ʮͪΐͬͱʯͱ͍ݴͳ͕ΒͦͷखΛํ্ࠨʹ͢

ʢ08ߦલʣʢਤ3 (b)ʣɻ͜ͷखΛ͢ํɺஅ
ย1ͷ01, ͨ͠ͱ͖ΑΓ্ʹࠨͰӈखΛߦ02
ํɺ಄دΓͰ͋Δɻ͜ͷҧ͍ύεΨʔυͰճΓ

Δɻ͜ͷ͑ݟʹΉҐஔͷҧ͍Λ͍ࣔͯ͠ΔΑ͏ࠐ

ͰύʔτφʔࠨखΛ૬खͷӈකʹ͓͖ɺύ

εΨʔυͷಈ͖ΛΊΔ͕ʢ08ߦʣɺͲͷҐஔ
·ͰճΓࠐΉ͔ཧղ͍͔ͯͨ͠Ͳ͏͔ఆ͔Ͱ

ͳ͍ɻ͔͠͠ɺࢦಋऀ͕ʮ͍͕͋ͯਂΊʹʯͱଓ

͚ͨͱ͜ΖͰʢ08ߦޙʣɺઌ΄ͲΑΓਂ͘ճ
ΓࠐΉ͜ͱ͕ٻΊΒΕ͍ͯΔͱཧղ͢Δʹͨͬࢸ

ͱࢥΘΕΔɻ࣮ࡍɺࢦಋऀ͕ʮೖ͖ͬͯͯʯͱଓ

͚Δؒʹɺύʔτφʔ૬खͷ಄ͷ͋ͨΓΛࢦ

ͯ͠ճΓࠐΈΊΔʢ09ߦʣɻ
ઌ΄ͲΑΓਂ͍ύʔτφʔͷ͜ͷύεΨʔυʹ

ରͯ͠ɺࢦಋऀ૬खͷਐग़Λ྆खͰࢭΊΔಈ͖

Λগ͠ૣΊʹΊͳ͕Βɺʮͪΐͬͱͳ͔ͳ͔

Λར͔͢ͷ͕ʯͱઆ໌Λଓ͚Δʢ10ߦʣɻ͜
ͷઆ໌ͷ్தʮΛʯͷͰɺύʔτφʔ૬

खͷ಄ͷ͋ͨΓ·ͰճΓࠐΈऴ͑ͨͨΊɺΈ͔ͣ

Β੩͠ࢭɺࢦಋऀͷઆ໌ͷଓ͖Λͭʢਤ3 (c)ʣɻ
͜͜Ͱɺύʔτφʔͷಈ͖ڭतͱ͍͏׆ಈʹ

ಋऀ0.7ඵͷʮؒʯΛ͓ࢦΔɻ͜͜Ͱ͍ͯ͠ࢤ
͘ʢ11ߦʣɻ͜ͷʮؒʯͷ్தͰࢦಋऀύʔτ
φʔͷӈ্ʹஔ͍͍ͯͨӈखΛ͠ɺӈݞΛܰ

͘ϙϯͱୟ͘ʢ11–12ߦʣʢਤ3 (d)ʣɻ͜ͷಈ͖
ॊज़ͷٕज़Ͱͳ͍ɻ͢ͳΘͪɺ࿅शੜͨͪʹఏ

ࣔ͢Δ͜ͱΛҙਤͨ͠ͷͰͳ͘ɺύʔτφʔ

ʹ͔͡ʹѼͯΒΕͨͷͱݟͳͤΔɻͨͩ͠ɺ͜

Εύʔτφʔͷͷಈ͖Λͨࣔ͠ࢦͷͱ

͍͏ΑΓɺ࣮ԋ͕Ұஈམ͠ɺͷஈ֊ʹਐΉ͜ͱ

Λ߹ਤ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹ͑ݟΔɻࢦಋऀɺ10ߦ
Ͱύʔτφʔ͕੩ͨ͠ࢭʢਤ3 (c)ʣͨ͋ޙΓ͔
ΒࢹઢΛखલଆͷ࿅शੜͨͪʹҠ͍͕ͯͨ͠ɺ12
৮Εͨʢਤ3ʹݞͰύʔτφʔͷӈߦ (d)ʣޙ
͔ΒࢹઢΛύʔτφʔʹ͍ͯ͠Δɻ͜ͷࢹઢͷ

Ҡಈઆ໌ͷஈ֊ͷҠߦΛද͍ࣔͯ͠ΔΑ͏ʹݟ
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(a) (b) (c) (d)

ਤ 4 அย3தͷମಈ࡞

͑Δɻ࣮ࡍɺࢦಋऀࠨखͷҐஔΛͦΕ·Ͱͱ

ม͑ɺͷ࣮ԋͱҠΔʢ13ߦʣ4ɻ

2ͰΓɺύʔτφʔͷಈ͖ͷख͕͔ྫࣄ
Γɺࢦಋऀ͔Β࿅शੜͨͪͷઆ໌ͷதʹຒΊ

ৼΓͨࣅʹࠩ͠ࢦ1ͷྫࣄΕ͍ͯΔɻ·ࠐ
ͷڥքΛࣔ͢ϚʔΧʔͱҟͳΓɺ͜͜Ͱͷख

͕͔ΓɺʢൃৼΓʹΑΔʣରൺߏɺҰ

ൠతͳޠʢʮਂΊʯʣͷҙຯΛɺจ຺ʹґଘͯ͠ཧ

ղ͢Δඞཁͷ͋ΔͷͰ͋ͬͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺࢦ

ಋऀ͔Βύʔτφʔʹ༩͑ΒΕΔख͕͔Γɺද

ͱͳ͖͢ಈ͖͕ҰରҰʹରԠͨ͠ͷͱ͍͏ݱ

ΑΓɺͨͿΜʹจ຺ʹґଘͨ͠ͷͰ͋Δɻ

3.3 తͳࣔࢦ
அย2ʹɺࢦಋऀ͕ύʔτφʔʹ͔͡ʹѼͯͨ
ͱࢥΘΕΔৼΓ͕͋ͬͨɻ͔͠͠ɺͦΕύʔ

τφʔͷಈ͖Λͨࣔ͠ࢦͷͱ͑ݴͳ͔ͬ

ͨɻ͜ ͷͷςΫχοΫ࿅शͰɺࢦಋऀ͕࣮ԋΛத

அͯ͠ύʔτφʔʹࣔ͢ࢦΔ͜ͱগͳ͔ͬ

ͨɻ͔͠͠ɺతͳ͕ࣔࢦ·ͬͨ͘ͳ͔ͬͨΘ

͚Ͱͳ͍ɻஅย3ͦͷΑ͏ͳྫࣄͰ͋Δɻ

ʲஅย3ʳ((ମಈ࡞ਤ4))
01 I: *+ͨͱ͑(.)͜͏=
i: *ӈखͰPͷۗࠨɺࠨखͰӈᡧΛҾ͖ͤدΔ------->
p: +ӈखΛIͷࣖࠨԣɺࠨ खΛӈࠊʹஔ͖ɺ͑ࠐΉ->

02 I: =*དྷͨͱ+͖ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ #
i: *ӈखͰPͷࠨΛ͍͘͢ɺҾ͖ͤدΔ->
p: <-खΛPͷӈෲʹҠಈ͢Δࠨ+<------
ਤ ɹɹɹ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ #a

03 I: (0.2)*(0.3)+(0.3)ɹɹɹɹɹɹɹ#
i: <-කΛԡ͠Լ͛ΔࠨᡧͰPͷࠨ*
p: ---------->+্ମΛޙΖʹԼ͛Δ->
ਤ ɹɹɹɹɹɹɹ#b

04 I: *(0.2)
i: <-ͷؒʹೖΕΔ٭ΛPͷ྆٭ࠨ*
p: ------------------------->

05 I: +((খͰ))#*͏গ͠
i: <-ΉࠐΛਂࠩ͘͠ࠨ*<------------
p: +੩͢ࢭΔ----------------------->
ਤ ɹɹɹ ɹ#c

4 ΛೖΕͯɺ٭ࠨͷؒʹࣗͷ٭ɺ૬खͷ྆ޙಋऀ͜ͷࢦ
૬खͷ٭ࠨΛҾ͖ͤدͳ͕ΒකΛ͔ͭͤɺͦͷ٭Λ྆٭
ͰڬΈࠐΜͰϋʔϑΨʔυʹҠ͢ߦΔɻϋʔϑΨʔυͱ
ɺԼଆͷਓͷย্͕٭ଆͷਓͷ྆٭ͷؒʹ͋Γɺ͏
ยํͷ٭ͱͰ૬खͷย٭ΛڬΈࠐΜͰɺਐग़Λ͍Ͱ͍
Δঢ়ଶΛ͢ࢦɻ

06 I: +(0.5) #(0.1)
i: --------------------->
p: <-කͱ্ମΛલʹग़͢ࠨ+
ਤ #d

அย3அย2ͷ16ඵޙͷ໘Ͱ͋Δɻࢦಋऀ
͜ͷؒɺύεΨʔυ͕ਂ͘ೖ͖ͬͯͯͰͤ

ͳ͘ͳΓɺϋʔϑΨʔυͳͲʹͪ͜ࠐ͏ͱ͠

ͨঢ়گͰɺʮࢮʹମʯʹͳΒͳ͍͜ͱ͕ॏཁͩͱɺ

͜ͷͷςʔϚͷ֩৺෦ʹ৮ΕΔɻͦͷޙɺʮࢮ

ʹମʯͷҙຯΛઆ໌ͩ͢͠ͷ͕͜ͷஅยͰ͋Δɻ

ಋऀʮͨͱ͑ࢦͰߦ02–01 (.)͜͏དྷͨͱ
͖ʯͱ͍ݴͳ͕Βɺύʔτφʔʹ͑ࠐΈͷମ

Λ࡞ΒͤɺύʔτφʔͷମΛΈ͔ͣΒͷମʹ

Ҿ͖ͤدΔʢਤ4 (a)ʣɻͦͷޙɺ1ඵͷʮؒʯΛ࡞
Γɺͦͷؒʹύʔτφʔͷࠨකʹ͕͍͋ͯͬͯͨ

ʣʢਤ4ߦΛԡ͠Լ͛ʢ03٭ࠨᡧͰ૬खͷࠨ (b)ʣɺ
Ͱ͖ۭͨؒΛར༻ͯ͠ɺ٭ࠨΛͨͨΜͰ૬खͷ྆

ʣɻύʔτφʔߦͷؒʹೖΕΑ͏ͱ͢Δʢ04٭
ࠨಋऀͷ͜ͷಈ͖ʹ߹Θͤͯɺԡ͠Լ͛ΒΕͨࢦ

ʣߦΖʹԼ͛Δʢ03–04ޙͰͳ͘ɺ্ମ͚ͩ٭
ʢਤ4 (b)ʣɻ͜ͷ໘Ͱࢦಋऀ͕࡞Γ͔ͨͬͨͷ
ϋʔϑΨʔυͷମͰ͋ΔɻͦͷͨΊʹɺύʔ

τφʔͷ྆٭ͷؒʹࢦಋऀͷකཪ͋ͨΓ·Ͱೖͬ

͍ͯͳ͚ΕͳΒͳ͍ɻ͔͠͠ɺύʔτφʔ͕ޙ

ΖʹԼ͕ͬͯ੩ͨ͠ࢭͷͦΕΑΓগ͠ԕ͍Ґ

ஔͰ͋ͬͨʢ05ߦʣʢਤ4 (c)ʣɻ͜Εʹରͯ͠ɺ
ಋऀύʔτφʔʹʮ͏গ͠ʯͱখͰ͞͞ࢦ

͘ɻஅยతͳൃͰ͋Δ͕ɺࢦಋऀ͕ϋʔϑ

ΨʔυΛ࡞Ζ͏ͱ͍ͯ͠Δ͜ͱʹ͍ͨͮؾύʔτ

φʔɺ͜ͷൃ͕ʮ͏গ͠ʢ͍ۙͮͯʣʯΛҙ

ຯ͢Δͱཧղͨ͠ͱࢥΘΕΔɻ࣮ࡍɺύʔτφʔ

͍ͬͨΜԼ͛ΒΕͨࠨකͱ্ମΛલʹग़͠ɺࢦ

ಋऀʹϋʔϑΨʔυͷମΛ࡞ΒͤΔʢ06ߦʣ
ʢਤ4 (d)ʣɻ
͜͜Ͱͷࢦಋऀͷ05ߦͷൃ͕ɺ·ΘΓʹ͍

Δ࿅शੜͨͪʹͰͳ͘ɺύʔτφʔ͚ͩʹѼͯ

ΒΕͨͷͰ͋Δ͜ͱ໌നͰ͋ΔɻͦΕ͜ͷ

ൃ͕࿅शੜͨͪʹฉ͖औΕͳ͍͔͠Εͳ͍

খͰൃͤΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͔ΒΘ͔Δɻ͜ͷൃ

ͷޙɺࢦಋऀͷઆ໌0.6ඵͷ͍ؒͬͯΔʢ06
ಋऀࢦͱҟͳΓɺ͜͜Ͱྫࣄʣɻ͜Ε·Ͱͷߦ
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ɺ࿅शੜͨͪͷઆ໌ͷྲྀΕΛதஅ͠ɺύʔτ

φʔʹࣔࢦΛૹ͍ͬͯΔɻ͜ͷΑ͏ͳࢦ

͕ࣔඞཁͩͬͨͷͲ͏ͯͩ͠Ζ͏͔ɻ

࡞ΈͷମΛࠐͰύʔτφʔʹ͑ߦ02–01
Βͤͨޙɺ03ߦͰࢦಋऀͦΕΛԡ͠ͷ͚Α͏
ͱ͢Δ͕ɺ͜͜Ͱ྆ऀͷؒʹେ͖ͳۭؒΛ࡞Δ͜

ͱकΓखʢࢦಋऀʣଆʹͱͬͯ·͍͜͠ͱͰ͋

Γɺڭत໘ʹͨ͠ࢤύʔτφʔ͕ͦͷঢ়گΛ

େ̇ ˙͛ ˙͞ Ͱͳ͍ɻ͔͠͠ɺٞࢥͱͯ͠ෆͨͬ࡞ʹ
ͦ͜Ͱੜͨ͡ڑϋʔϑΨʔυΛ࡞Ζ͏ͱͯ͠

ಋऀʹͱͬͯԕ͗ͨ͢5ɻͲͪΒͷϛεͱࢦ͍ͨ

ͳ͍͕ɺ͜ͷᴥᴪΛຒΊΔͨΊʹɺ͋Δҙຯɺ͑ݴ

༗ඪͳखଓ͖͕ඞཁʹͳͬͨͷͱࢥΘΕΔɻ

4. ٞ
Ҏ্͖ͨͯݟΑ͏ʹɺॊज़ͷٕज़ࢦಋ໘ʹ͓

͚ΔɺࣗݾͱύʔτφʔͷମΛࢦͨͬಋऀͷ

तɺҎԼͷΑ͏ͳΓํΛऔ͍ͬͯͨɻڭ

• ಋऀɺ࿅शੜͨͪͷઆ໌ͱύʔτφʔࢦ
ͷࣔࢦΛ͍͚ΔͷͰͳ͘ɺલऀͷத

ͰɺઆܗΉͱ͍͏ࠐͷख͕͔ΓΛຒΊऀޙʹ

໌ͷྲྀΕΛࢭΊΔ͜ͱͳ͘ɺମత૬ߦޓҝ

ΛޮՌతʹఏࣔ͢Δɻ

• ͜ΕΒͷख͕͔Γɺදݱͱͳ͖͢ಈ͖͕
ҰରҰʹରԠ͍ͯ͠Δͱ͍͏ΑΓɺରൺߏ

ҰൠతͳޠͷҙຯΛจ຺ʹґଘͯ͠ཧղ͢

Δඞཁ͕͋ΔͷͰ͋Δɻ

• ಋऀͷҙਤͱύʔτφʔͷղऍͱͷؒʹᴥࢦ
ᴪ͕ੜͨ͡߹ɺతͳ͕ࣔࢦ༻͍ΒΕ

Δ͜ͱ͋Δʢ͕ɺͦΕ΄ͲසൟͰͳ͍ʣɻ

ύʔτφʔࢦಋऀ͔Β҉ࣔ͞Εͨख͕͔Γ

Λɺମత૬ߦޓҝͷจ຺ٕʹؔ͢Δઐత

ͳࣝΛͯ͠ۦಡΈऔ͍ͬͯͨɻ͜ͷಓͷς

ΫχοΫ࿅शͰɺͦͷՃ͍ͯ͠Δ࿅शੜͷ

தͰͬͱ͘ਂ͕ݧܦɺٕ͕༏Εͨऀ͕ύʔ

τφʔͱ໊ͯ͠͞ࢦΕΔɻͦΕΏ͑ɺଟ͘ͷ߹ɺ

͢Δɻ͠ػ͘·तͷΓํ͕͏ڭͷΑ͏ͳه্

͔͠ɺͨ͘͝·ʹɺݧܦ๛͔ͳਓ͕ͯܽ͢੮͠

͍ͯͯɺগ͠ྼΔਓ͕ύʔτφʔͱ໊ͯ͠͞ࢦΕ

Δ͜ͱ͕͋Δɻ࿅शੜͱͯ͠ಉ͡ʹ͍ͨචऀͷ

ҹͰɺͦͷΑ͏ͳͱ͖ʹɺύʔτφʔͷ

͕ࣔࢦଟ͘ͳ͍ͬͯΔΑ͏ʹ͡ײΔɻ

1અͰड़ͨΑ͏ʹɺຊڀݚͰऔΓ্͛ͨ໘
Ԭຊଞ (2008)ͷΦʔϓϯίϛϡχέʔγϣϯʹࣅ
͍ͯΔɻࢦಋऀύʔτφʔͱମత૬ߦޓҝΛ

ͳ͍ɺͦΕΛ࿅शੜͨͪʹఏࣔ͢Δ͜ͱͰؒߦ

తʹମͷಈ͖Λڭत͢Δʢਤ5ࠨʣɻͱಉʹɺ
5 ͜Ε͘Β͍૬ख͕ԕ͔͟ΕɺΨʔυϙδγϣϯʢԼଆ
ͷਓͷ྆٭ͷؒʹ্ଆͷਓͷମΛڬΜͩঢ়ଶʣʹ͠
ͨΓɺ͏ͭ෬ͤʹͳͬͯ٭ʹλοΫϧʹ͍ͬͨΓͨ͠΄͏
͕ࣗવͰ͋Δɻ

練習生たち

指導者 パートナー

直接：指導者・パートナー間相互行為 
間接：身体の動きを練習生たちに提示

練習生たち

指導者 パートナー

直接：指導者・練習生間相互行為 
間接：動きの指示をパートナーに暗示

ਤ 5 ૬ߦޓҝͷଟॏੑ

ҝߦޓಋऀͱ࿅शੜͨͪͱͷؒͷతͳ૬ࢦ

ଘ͢ࡏΔɻͦ͜Ͱɺࢦಋऀͷ͜ͱৼΓʹ

ΑΔઆ໌͕࿅शੜͨͪʹରͯ͠ͳ͞Εɺͦͷதʹ

ύʔτφʔͷಈ͖ͷࣔ͞҉͕ࣔࢦΕΔʢਤ5ӈʣɻ
ҝɺؒߦޓຯਂ͍͜ͱʹɺ͜ΕΒ2ͭͷ૬ڵ
తʹަ͜ىʹޓΔͱ͔͍͏ͷͰͳ͘ɺલऀ

ମͰɺऀޙձͰͱ͍͏ܗͰಉʹੜ͡Δɻ͢

ͳΘͪɺࢦಋऀ2ͭͷ૬ߦޓҝʹಉʹ༩͠
ͭͭɺͦΕͧΕ͕Φʔϓϯίϛϡχέʔγϣϯͷ

ࠓΛͱΔͱ͍͏ଟॏੑΛ͍ࣔͯ͠ΔͷͰ͋Δɻܗ

ݟҝ໘Λଞʹߦޓɺ͜ͷΑ͏ͳλΠϓͷ૬ޙ

͚ͭɺൺֱ͍͖͍ͯͨ͠ɻ

ँࣙ

σʔλऩʹ͍͍ͨͩͨྗڠɺീलथද͡Ίɺ
ετϥΠϓϧࢢಓͷΈͳ͞·ʹ͠ँײ·͢ɻຊߘͷ
༰ɺ͍͔ͭ͘ͷػձͰͷσʔληογϣϯൃڀݚ
දʹ͍͍ͯͮج·͢ɻLorenza MondadaɺOskar Lindwallɺ
ڼࡕͷ֤ࢯΛ͡ΊɺίϝϯτΛ͍͍ͨͩͨͯ͢
ͷํʑʹ͠ँײ·͢ɻ

ݙจߟ

Keevallik, L. (2010). Bodily quoting in dance correction. Re-
search on Language and Social Interaction, 43, 401–426.

Keevallik, L. (2013). The interdependence of bodily demonstra-
tions and clausal syntax. Research on Language and Social
Interaction, 46, 1–21.

Okada, M. (2013). Embodied interactional competence in box-
ing practice: Coparticipants’ joint accomplishment of a teach-
ing and learning activity. Language & Communication, 33,
390–403.

ԬాΈ͞Λɾ༄ொஐ (2008). ΠϯετϥΫγϣϯͷ
৫Խ—ϚϧνϞμϦςΟͱʮڞಉҙʯͷ؍͔Β—.
ʰࣾձޠݴՊֶ ,ɦ 11 (1), 139–150.
Ԭຊխɾେఉਅਓɾӿຊඒ߳ɾ൧ాਔ (2008). ରܕ
ରͷϚ࠽ອ͚ͨʹஙߏΤʔδΣϯτϞσϧࣔڭ
ϧνϞʔμϧੳ. ʰͱใ ,ɦ 20, 526–539.

Streeck, J., Goodwin, C., & LeBaron, C. (Eds.) (2014). Em-
bodied interaction: Language and body in the material world.
New York: Cambridge University Press.

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS09-3

206



Ԑాͷʹ͓͚Δํͱํͷଈڵతௐɿ
Թઘ౯ࡇΓͷ͔ྫࣄΒ
Improvisational Adjustments

between Performers in Sarutahiko’s Dance:
A Case Study of Nozawa Onsen Yuzawajinja-Reisai

Ԭ ৎത†ɼ ‡ɼӿຊ߁ ඒ߳†

Takehiro Teraoka, Yasuharu Den, Mika Enomoto
† ౦ژՊେֶɼ‡ ઍ༿େֶ

Tokyo University of Technology, Chiba University
†{teraokatkhr, menomoto}@stf.teu.ac.jp, ‡ den@chiba-u.jp

Abstract
In this study, we investigated performers’ improvi-

sational adjustments in Sarutahiko’s dance, which is

one of the Kagura dances performed at the Nozawa

Onsen Yuzawajinja-Reisai. During a session, the ac-

tor of Sarutahiko performs four kinds of dances, and

the instrument players play hayashi (festival music)

on Japanese flutes and a drum. The hayashi contains

a particular phrase called Kaeshi, in which the players

adjust their musical performances with each other at

the beginning and the actor adjusts his dance with the

music at the end. We analyzed the tempo of Kaeshi,

and the other musical parts, and the timing of dances

in 7 sessions, and found i) that the players’ impro-

visational adjustment was accoumplished by sharing

the beats during the last long tone just before Kaeshi

and ii) that the actor’s adjustment with players was

loosely achieved depending on situations.

Keywords — improvisational adjustment,

Sarutahiko’s dance, instrumental performance

1. ͡Ίʹ
ଞऀͱߦಈͷλΠϛϯάΛ߹ΘͤΔػձৗ

ͷதͰසൟʹ͋Δɽྫ͑ɼҰൠతͳձͰɼ

͠खͷൃ͕ऴΘΔλΠϛϯάʹ߹Θͤͯฉ͖

ख͕͠ΊΔɽ͞Βʹɼฉ͖खࢹઢᰐ͖Ͱ

Ԡ͢ΔൃͷλΠϛϯάʹ߹Θ͓ͤͯΓɼ

͜ͷΑ͏ͳ༩ऀؒ૬࡞ޓ༻ʹΑͬͯձͷ͕

Γཱ͍ͬͯΔ [1, 2, 3]ɽձͷΑ͏ʹޠݴΛओͱ

͢Δ׆ಈ͚ͩͰͳ͘ɼݸʑͷମతߦҝΛ͍ޓʹ

ಈଞʹ༷ʑ͋ΔɽClark׆ಉڞௐͤ͞Δڠ [4]

ϫϧπΛགྷͬͨΓɼΧψʔΛ૨͍ͩΓɼϐΞϊೋ

ॏΛԋͨ͠Γɼ࿀ͨ͠Γ͢ΔೋਓΛ͍ͯ͛ڍ

ΔɽຊจԽͰ͍͑ɼਆָɾాָɾɾՎبͱ

ͱᅥࢠͷڠ͕ਓʑʹΑͬͯड͚͕ܧΕ͍ͯΔɽ

ʹಈΛޭͤ͞ΔͨΊʹɼ୯׆༗ڞ͍ͨͬ͏͜

ҰఆͷഥࢠͷܕΛମಘ͢Δ͚ͩͰͳ͘ɼଞऀ

ͷൃ͢ΔඇޠݴใΛ͠ɼࣗݾͷૢ͢࡞Δָ

Ͱڀݚௐͤ͞ͳ͚ΕͳΒͳ͍ɽຊڠମΛث

ɼԹઘ౯ࡇΓͷਆָΛରʹɼԻഥ

ௐ͞ΕΔ͔ޓਓؒͰ͍͔ʹ૬ݸ͕࡞ମಈࢠ

ʹযΛ͋ͯΔɽ

Թઘ౯ࡇΓ [5, 6]ɼ౬ᖒਆࣾྫࡇͷҰ෦

ͱͯ͠9݄8ͷʹຖߦΘΕɼͦͷ༝དྷށߐ

ͷத͔ظΒظޙͷؒͱ͞Ε͍ͯΔɽੲ͔Β͜

ͷྱࡇ౯࿈Εͱ͍ΘΕɼଜਓʹͱͬͯ৴ڼ

తࣄߦͪΖΜେ͖ͳָޘͷػձʹͳ͍ͬͯ

ͨɽࡏݱɼ͜ͷࡇΓͷ૯ݩకΊͱࣥߦ

ͱߨʢ42ࡀ͕த৺ͱͳͬͨ3ֶ͔Β

ͳΔஉੑ৫ʣ͕ͦΕͧΕ୲͓ͬͯΓɼՐࡇΓͰ

༗໊ͳಓਆࡇΓͱಉ༷ʹԹઘଜͷڞಉମʹ

ͱͬͯେͳࣄߦͷҰͭͰ͋Δɽ

౯ࡇΓɼ·ͣेԦಊલͰࢠࢰ͕·Γɼ

͓࿅Γͷ౯࡞͕ྻߦΒΕΔɽ੍౯Λઌ಄ʹ

ฎ౯ɾ༄౯ɾՖ౯ͳͲ͕Րޚ౯ɾԐాࡗ

Λ౮ͯ͠ʑͱྻΛ࡞Γɼ౬ᖒਆࣾʹ͚ͯେ౬

௨Γʢଜͷத৺֗ʣΛਐΉɽಓதͷཁॴཁॴͰɼ

Ԑాͷʢਤ1ʣΛ͡ΊɼࢠࢰɼेՎઋ

͕ߦΘΕɼౕ౯Λͬͨࢠࢰ͕ڙࢠͷ߹ؒ

ʹ౯ͷୟ͖߹͍Λ͏ߦɽͦͯ͠ɼԐాͷ໋

ͷ࿈ೄΛͬͯਆͷ௨Δಓډ౬ᖒਆࣾௗʹޙ࠷

Λ։͚Δɽଓ͍ͯࢠࢰͷႲͷಓத͕ࣾ·Ͱ্

Γɼޙ࠷ʹഈͰࢠࢰͷຊ͕ߦΘΕͯࡇΓ

ນΛด͡Δ [5]ɽ

ຊڀݚͰɼ͜ͷ౬ᖒਆࣾྫࡇʹ͓͚ΔԐా

ͷΛੳ͢ΔɽԐాͷɼେ౬௨Γͷཁॴ

ཁॴʢेԦಊલɼେ౮Լɼେ౬લɼ౬ᖒਆࣾௗ

ԼʣʹுΒΕͨ࿈ೄΛΔ͜ͱʢγϝΩϦʣډ

Λతͱ͍ͯ͠Δɽ࿈ೄΛுͬͨॴਆͷདྷྟ

͞ΕΔਆͳॴͱΈͳ͞Ε͓ͯΓɼ͜ͷγϝΩ

ϦʹΑͬͯਆ͕௨Δಓ͕Γ։͔ΕΔɽ౯ࡇΓ

Ͱେ౬௨Γͷ4ՕॴͰ1ճͣͭɼཌͷྫࡇͰ
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ਤ 1 Ԑాͷʢ࿈ೄͷखલ͕ํɼԞ͕ํʣ

౬ᖒਆࣾௗډԼͰ1ճͷΈͰ͕ߦΘΕΔɽԐా

ͷΛ͏ߦഥํࢠଜʹॅΉೋे͔Βे

·ͰͷएऀͰ͋ΓɼʹҾ͖͍ͩܧ߹ָ

อଘձͷԐాݟޙਓͱͳͬͯޙਐͷࢦಋΛ͏ߦɽ

ഥํࢠɼఱۡͷ໘Λ͚ͯԐా໋Λ͏ԋ

ऀͱథଠޑͷऀ͔Βߏ͞Ε͓ͯΓɼຊڀݚ

ͰલऀΛํʢ·͍͔ͨʣɼऀޙΛํʢ͔ͳͰ

͔ͨʣͱݺͿɽਤ1ͷΑ͏ʹɼํ࿈ೄͷखલ

Ͱ͍ɼํ࿈ೄͷํޙͰᅥࢠΛͰΔɽᅥ

ܾ·͍ͬͯΔ͕ɼຖճؒతܕͷટͷࢠ

ʹҰఆͰͳ͘ɼΉ͠Ζҟͳ͍ͬͯΔɽͦΕʹؔ

ΘΒͣɼʮฦ͠ʯͱݺΕΔᅥࢠͷ۠Γͷ։

͕థͱଠޑͰ߹͏ɽ͞Βʹɼ͜ͷฦ͠ɼͷಛ

ఆͷՕॴͰੜ͡Δ͜ͱ͕ଟ͘ɼํͱํͷؒͰ

Կ͔͠Βͷௐ͕ߦΘΕ͍ͯΔͱ͑ߟΒΕΔɽ

ͦ͜ͰຊڀݚͰɼ͜ͷΑ͏ͳҰகΛՄʹͯ͠

͍ΔଈڵతௐΛಛఆ͢Δ͜ͱΛతͱ͢Δɽ

2. Ԑాͷഥํࢠ
2.1 ํ
ํ4ਓ͓Γɼ౯ࡇΓͷ4Օॴʹରͯͦ͠Ε

ͧΕ͏ॴ͕1ਓܾͣͭ·͍ͬͯΔɽ౬ᖒਆࣾ

ௗډԼͷํͷΈɼཌͷྫࡇ౬ᖒਆࣾௗډԼ

ͰΛ͏ߦɽԐా໋Λԋ͡Δࡍɼํ಄ʹχ

ϫτϦ͕ͬͨדΛඃΓɼఱۡͷ໘Λ͚ͯɼന

ଋͷ্ʹ͍ਞӋ৫ΛணͯΛ͏ߦɽ࠷ॳख

ʣɼଓ͍ΛͪʢʹʣɼͰ͍ʢख

ͯʹͪସ͑ʢʣɼͦͯ͠ࠨखʹՐͷ͍ͭ

ͨদ໌ΛͪɼৼΓճ͠ͳ͕Β࿈ೄͷલ·Ͱਐ

Ήʢদ໌ʣɽޙ࠷ʹɼ࿈ೄΛদ໌Ͱ೩ͨ͠

ͰஅͪͬͯΛऴ͑Δʹޙ [5]ɽ

2.2 ํ
ํɼథ͕4ਓɼଠ3͕ޑਓͷ7ܭਓͰߏ͞

Ε͍ͯΔɽᅥࢠΛͰΔࡍɼథલޙೋྻͰ4ਓ

͕ಉʹਧ͖ɼલྻࠨʹҐஔ͢Δऀ͕ᅥࢠͷ

ͷટʹਐΉࡍͷ߹ਤΛग़͢ऀشࢦͷׂΛ݉Ͷ

͍ͯΔɽҰํɼଠޑ3ਓͷ͏ͪͷ1ਓ͕ୟ͖ɼ2ճ

ͷʮฦ͠ʯ͝ͱʹଧͪख͕ॱʹೖΕସΘΔɽฦ͠

ͱɼಉ͡ᅥࢠΛ܁Γฦ͢ࡍʹ۠Γͱͯ͠Ͱ

ΒΕΔϑϨʔζͷ͜ͱͰ͋Δɽͨͩ͠ɼฦ͠ͷ

Λୟ͖ͳ͕Βଧͪख͕ೖΕସΘΔͨΊɼޑଠʹޙ

ᅥ͕ࢠதஅ͢Δ͜ͱͳ͍ɽ·ͨɼଧͪख͕థͷ

ऀͱ͓ࢹ͍ޓઢΛ߹ΘͤͯͰΔ͜ͱͳ͘1ɼ

ํΛݟΔͷγϝΩϦͷࡍͷΈͰ͋Δɽ

3. ฉ͖औΓௐࠪ
3.1 ֓ཁ
ຊڀݚͷੳΛ͏ߦલʹɼߨͷࣄܦہ༝

ͰԐాͷͷऀݧܦΛհͯ͠Β͍ɼΠϯλ

ϏϡʔΛ2ճ࣮ͨ͠ࢪɽ1ճɼ20166݄4ʹ

Թઘଜͷ॓ധࢪઃʹָͯอଘձԐాݟޙ

ਓʢํऀݧܦʣͷํʹɼํͱํ͕ҙࣝͯ͠

߹ΘͤΔՕॴʹ͍ͭͯਘͶͨɽ2ճɼཌͷ6

݄5ʹผͷӨʢಓਆࡇΓʹؔΘΔۀ࡞ͷ

ӨʣͷࡍʹલԐాݟޙਓʢํऀݧܦʣͷํʑ

ʹํಉʢథͱଠޑͷऀʣ͕ҙࣝͯ͠߹Θͤ

ΔՕॴํͷ࿅शʹ͍ͭͯਘͶͨɽ

3.2 ௐࠪͷ݁Ռ
ΠϯλϏϡʔͷ݁ՌɼԐాͷͰํಉ

ʢଠޑͱథͷऀʣ͕ҙࣝͯ͠ԋΛ߹ΘͤΔՕ

ॴɼ۠ΓͷϑϨʔζͱͯ͠ͰΒΕΔฦ͠ͷ

ΈͰ͋Δ͜ͱ͕͔ͬͨɽҰํɼํ͕ํʹ߹

ΘͤΔͱ͜Ζޙ࠷ͷγϝΩϦ͚ͩͰ͋Γɼ·ͨ

ͱͷΘͤΔՕॴख߹ʹࢠํ͕ᅥʹٯ

·ΓΛฦ͠ʹ߹ΘͤΔ2ՕॴͷΈͰ͋Δ͜ͱ͕

͔ͬͨɽ͢ͳΘͪɼฦ͠ͷՕॴͷΈҙࣝతʹ߹

Θ͍ͤͯΔͱ͍͑Δɽͦ͜ͰҎԼͰɼฦ͠Λத

৺ʹํ͓Αͼํͷௐʹ͍ͭͯੳ͢Δɽ

4. ੳ1ɿଠޑͱథͷؒͷௐ
1ճͷʹ͔͔ΔؒຖճҟͳΔɽͦͷҰํ

ͰɼᅥࢠͰͰΒΕΔథͷટͱଠޑͷഥࢠશ

ͯಉ͡Ͱ͋ΔͨΊɼᅥࢠฦ֤͠ճͰςϯϙ͕

ҟͳ͍ͬͯΔՄੑ͕͋Δɽͦ͜Ͱɼᅥࢠͱฦ͠

ͷςϯϙΛੳ͠ɼͦͷมԽʹ͖ͮجଠޑͱథͷ

ऀؒͰߦΘΕ͍ͯΔௐΛಛఆ͢Δɽ

1 ଧͪखʹΑͬͯథͷऀشࢦΛݟΔ͜ͱ͕͋Δ͕ɼథ͕
ଠޑΛݟΔ͜ͱͳ͍ɽ
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ද 1 ੳࢿྉ

 ॴ
2013/09/08 20:28:53 - 20:48:32 ेԦಊલ
2014/09/08 21:13:57 - 21:33:38 ेԦಊલ
2015/09/08 19:59:21 - 20:17:22 ेԦಊલ

20:44:05 - 21:01:40 େ౮Լ
21:28:08 - 21:46:05 େ౬લ
22:20:48 - 22:39:38 ౬ᖒਆࣾௗډԼ

2015/09/09 13:29:23 - 13:44:50 ౬ᖒਆࣾௗډԼ

ਤ 2 ͱᅥࢠͷߏ

4.1 ੳࢿྉ
ද1ɼ2013͔Β2015·Ͱͷ౯ࡇΓʢ9݄

8ʣͳΒͼʹ2015ͷ౬ᖒਆࣾྫࡇʢ9݄9ʣͷ

Өσʔλ͔ΒɼԐాͷʹؔͯ͠ൈਮͨ͠ө

૾σʔλͷৄࡉʢɼ։ɾऴྃؒɼॴʣͰ

͋Δɽͨͩ͠ɼ2013ͱ2014ेԦಊલͷΈɼ

2015౬ᖒਆࣾྫࡇΛؚΊͨશͯͷॴʢेԦ

ಊલɼେ౮Լɼେ౬લɼ౬ᖒਆࣾௗډԼʣͰऩ

͞ΕͨσʔλΛ༻͍Δɽө૾ಉҰ໘Λҟͳ

ΔΞϯάϧ͔ΒෳͷσδλϧϏσΦΧϝϥͰ

Ө͓ͯ͠ΓɼखಈͰಉͨ͠ظө૾ͱԻΛऍ࡞

ιϑτELANʹऔΓࠐΜͰੳͨ͠ɽ

ͳ͓ɼํ͕ʹݱΕ͔ͯΒγϝΩϦ·Ͱͷ

ؒʹɼํᅥࢠΛ7ʙ8ճ܁Γฦ͢ɽશମͷ։

ͱᅥࢠΛ܁Γฦ͢ࡍʹฦ͕͠ೖΔͨΊɼ1ճ

ͷʹ͓͚Δͱᅥࢠͷߏਤ2ͷΑ͏ʹͳΔɽ

ํฦ͠0͔Β·ͬͯᅥ7ࢠ͘͠Ճతͳ

ᅥ8ࢠͰऴΘΔɽᅥࢠͷଠޑҰఆͷִؒͰഥࢠ

ऑͷ͍ͭͨ8ଧ͔ڧޑΕΔ͕ɼฦ͠ͷଠ·ࠁ͕

ΒͳΔɽ

4.2 ํ๏
ଠޑͷԻΛͱʹଧͷλΠϛϯάΛΞϊςʔ

γϣϯ͠ɼଧͱଧؒͷؒΛநग़ͨ͠ɽੳࢿ

ྉͷ֤ᅥؒ۠ࢠͱฦ͠ͷଧͱଧؒͷฏؒۉ

Λ༻͍ͯ1ؒ͋ͨΓͷഥΛ͢ܭΔ͜ͱͰɼ

ςϯϙΛbpm (beats per minute)ͰٻΊͨɽ

ਤ3ɼଠޑʹؔͯ͠ɼฦ͠෦ͱᅥࢠ෦ͷ

ഥࢠͷؔΛॎʹฒͯൺֱͨ͠ͷͰ͋Δɽ1

ճͷฦ͠ͷ͞ɼҰఆͷִؒͰഥࢠΛଧͭᅥࢠ

ͷ6ഥʹ૬͍ͯ͠ΔɽͦͷͨΊɼฦ͠ͷςϯ

ϙʹؔͯ͠ɼநग़ͨؒ͠Λ6ഥʹ૬͢Δ

ͱͯͨ͠͠ܭɽ·ͨɼॴʹΑͬͯɼᅥ7ࢠͷ

ͱಉࢠᅥޑฦ͠ͷટΛథ͕ͰΔ͕ɼଠʹޙ

ਤ 3 ฦ͠ͱᅥࢠʹ͓͚Δഥࢠͷҧ͍

͡ഥࢠΛଧͪଓ͚2ɼͦͷޙ·ͨᅥࢠʹΔ͜ͱ

͕͋ͬͨɽᅥࢠͱฦ͠ͷςϯϙΛٻΊΔࡍɼ͜ͷ

෦আ֎ͨ͠ɽ

4.3 ݁Ռ
4.3.1 ᅥࢠͱฦ͠ͷςϯϙ
ද2ᅥؒ۠ࢠͷςϯϙͰ͋Δɽ·ͣेԦಊલ

ʹண͢Δͱɼ2013͔Β2015ͷᅥ1ࢠॱʹ

122.5bpmɼ123.9bpmɼ118.8bpmͰ͋Δͷʹରͯ͠ɼ

ᅥ7ࢠͦΕͧΕ123.7bpmɼ126.0bpmɼ123.2bpmͱ

ͳ͓ͬͯΓɼςϯϙ͕ͲΕ͘ͳ͍ͬͯͨɽ·ͨɼ

2015ͷेԦಊલ͔ΒௗډԼ-ன·Ͱͷ5Օॴʹؔ

ͯ͠ɼᅥ1ࢠͱᅥ7ࢠΛेԦಊલ͔ΒௗډԼ-ன

·ͰͦΕͧΕൺֱ͢Δͱɼ૯ͯ͘͡ͳ͍ͬͯͨɽ

ද 3ฦ۠ؒ͠ͷςϯϙͰ͋Δɽ2013͔Β

2015ͷेԦಊલͰฦ͠ 0͕ॱʹ 121.3bpmɼ

121.9bpmɼ115.3bpm͕ͩͬͨɼฦ͠ 6ͦΕͧΕ

114.0bpmɼ112.4bpmɼ111.4bpmͰ͋ΓɼͲΕς

ϯϙ͕͘ͳ͍ͬͯͨɽಉ༷ʹ2015ͷ5Օॴʹͭ

͍ͯɼฦ͠0ΑΓฦ͠6ͷ΄͏͕͍ͣΕͷॴͰ

͘ͳ͍ͬͯͨɽ

4.3.2 ฦ͠ʹ͓͚ΔథͱଠޑͷҰக
ฦ͠ʹ͓͚Δథͱଠޑͷग़͕ͩ͠Ұக͍ͯ͠

Δ͔Ͳ͏͔Λɼͯ͢ͷॴͷͯ͢ͷฦ͠ʢܭ

ݸʣͰௐͨͱ͜ΖɼҰக͍ͯ͠ͳ͍ͷ1ݸ49

ʢ2015ௗډԼ-ͷฦ͠4ʣ͚ͩͰɼଞશͯҰக

͍ͯͨ͠ɽௐͷख͕͔ΓΛ୳ΔͨΊɼฦ͠ʹೖ

Δલͷథͷટʹணͨ͠ͱ͜Ζɼᅥࢠͷޙ࠷

ͷԻ͕͘৳͞Ε͍ͯͨɽͦ͜Ͱɼ͜ͷథͷ࠷

ޑͷԻͷ৳͠Ί͔Βฦ͠ʹೖΔ·Ͱͷଠޙ

ͷଧΛௐͨͱ͜Ζɼథͱଠ͕ޑҰக͍ͯ͠ͳ

͔ͬͨ1ճΛআ͍ͯɼશͯ8ഥͰฦ͠ʹೖ͍ͬͯͨɽ

4.4 ߟ
ͷ։ͱൺͯऴ൫Ͱɼᅥࢠςϯϙ͕

͘ͳ͍ͬͯͨͷʹରͯ͠ɼฦ͠ٯʹςϯϙ͕

͘ͳ͍ͬͯͨɽଠޑͷԻᅥࢠͷং൫খ͍͞

2 γϝΩϦલͷͨΊฦ͠Λճආ͓ͯ͠Γɼʮฦ͠ͳ͠ʯͱ
ΕΔɽݺ
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ද 2 Ԑాͷͷᅥؒ۠ࢠʹ͓͚Δςϯϙ(bpm)

2013 2014 2015
ेԦಊલ ेԦಊલ ेԦಊલ େ౮Լ େ౬લ ௗډԼ- ௗډԼ-ன

ᅥ1ࢠɹ 122.5 123.9 118.8 120.8 119.2 118.7 114.8
ᅥ2ࢠɹ 123.5 123.9 120.0 121.3 117.6 119.1 111.5
ᅥ3ࢠɹ 123.0 120.8 122.2 123.8 121.5 121.6 114.4
ᅥ4ࢠɹ 121.9 120.7 121.4 123.4 121.4 120.4 114.6
ᅥ5ࢠɹ 121.9 120.9 121.3 124.8 120.5 123.1 120.2
ᅥ6ࢠɹ 121.0 121.0 121.9 123.4 122.7 122.1 120.0
ᅥ7ࢠɹ 123.7 126.0 123.2 123.2 124.8 121.2 121.7

ද 3 Ԑాͷͷฦ۠ؒ͠ʹ͓͚Δςϯϙ(bpm)

2013 2014 2015
ेԦಊલ ेԦಊલ ेԦಊલ େ౮Լ େ౬લ ௗډԼ- ௗډԼ-ன

ฦ͠0ɹ 121.3 121.9 115.3 120.0 115.1 121.4 120.8
ฦ͠1ɹ 121.3 115.4 121.8 113.5 116.5 108.7 112.4
ฦ͠2ɹ 119.8 114.5 123.8 111.2 120.6 110.3 109.2
ฦ͠3ɹ 118.7 115.3 112.7 119.7 114.1 115.9 110.3
ฦ͠4ɹ 118.0 114.4 113.7 120.4 110.2 122.8 107.3
ฦ͠5ɹ 114.2 110.3 110.5 116.7 115.7 116.3 116.3
ฦ͠6ɹ 114.0 112.4 111.4 114.3 113.0 115.7 114.7

͕ɼऴ൫Ͱେ͖ͳԻͰୟ͔Ε͍ͯΔͨΊɼςϯ

ϙ͕͘ͳͬͯ͠·͏͖Β͍͕͋Δɽଠޑͷଧͪ

खԻͷڧऑʹؔΘΒͣɼํͷϖʔεΛཚ͞ͳ

͍Α͏ʹഥࢠΛҰఆͷִؒͰࠁΉඞཁ͕͋Δɽͦ

͜Ͱɼᅥࢠͷςϯϙ͕ऴ൫Ͱ͍ͱͨ͡ײ߹ɼ

ฦ͠ͰςϯϙΛ͢Α͏ʹҙ͍ࣝͯ͠Δͱ͑ߟΒ

ΕΔɽͦͷͨΊɼͷऴ൫Ͱ͘ͳͬͨᅥࢠʹ

ରͯ͠ɼฦ͠ͷςϯϙΛΑΓͯ͘͠͠·͍ɼ݁

Ռతʹɼͷ։ͱൺͯฦ͠ͱᅥࢠͷςϯϙ

ͷ૬ରతͳ͕ࠩେ͖͘ͳͬͯ͠·͏ɽेԦಊͰߦ

ΘΕͨա3ڈؒɼͳΒͼʹɼ2015ʹߦΘΕͨ5

Օॴʹ͍ͭͯಉ͕͋͡Δ͜ͱ͔Βɼͷऴ൫

Ͱฦ͠ͱᅥࢠͷςϯϙͷ͕ࠩݦஶʹͳΔ͜ͱ͕ɼ

௨త͔ͭڞతͳಛͱ͍͑Δɽ

͜ͷΑ͏ͳςϯϙͷมԽʹؔΘΒͣɼฦ͠ͷ

։ଠޑͱథͰͽͬͨΓͱҰக͍ͯͨ͠ɽ͜

Εɼฦ͠લͷథͷޙ࠷ͷԻΛ৳͍ͯ͠Δؒ

ʹଠ8͕ޑഥୟ͘ɼͱ͍͏نଇΛڞ༗͢Δ͜ͱͰ

Մʹͳ͍ͬͯΔͱ͑ߟΒΕΔɽද2ͷΑ͏ʹᅥࢠ

ͷςϯϙຖճҟͳΔͨΊɼͦͷͷςϯϙʹ

߹Θͤͯɼ͓ʹథͷऀ͕ଈڵతʹௐ͍ͯ͠

ΔͱࢥΘΕΔɽ͜ͷథͷௐʹͯ͠ଠ͕ޑҧ͏

ଧͰฦ͠ʹೖΔͱɼฦ͠ͷ։͕Ұக͠ͳ͘

ͳΔɽ࣮ࡍʹɼ།Ұฦ͠ͷ։͕Ұக͠ͳ͔ͬ

ͨ2015ௗډԼ-ͷฦ͠4ͷલΛΈΔͱɼథ͕Ի

Λ৳͠Ίͯ8ഥޙʹథฦ͠ʹೖ͕ͬͨɼଠ

Ͱฦޑೖ͍ͬͯͨɽͦͷͨΊథͱଠʹޙ9ഥޑ

͠ͷ։͕ͣΕͯ͠·ͬͨͱ͑ߟΒΕΔɽ

Ҏ্ΑΓɼํฦ͠લͷԻͷ৳͠ʹର͠

ͯഥࢠΛڞ༗͢Δ͜ͱͰɼςϯϙมԽʹؔΘΒͣɼ

ฦ͠ͷೖΓΛଈڵతʹௐ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔ͬ

ͨʢਤ4ʣɽ

ਤ 4 ฦ͠ͷೖΓʹ͓͚Δథͱଠޑͷௐ

5. ੳ2: ํͱํͷؒͷௐ
खɼɼͷ3ͭɼ։ʹԐా໋

͕྆खΛ߹Θͤͯഥख͢Δɽ͜ͷഥखɼͷ۠

ΓͱΈͳ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ͜ͷ۠Γͷഥखͷ

͏ͪɼखͱͰɼഥखͷ·Γ͕ํͷ

ฦ͠ͱҰக͢Δ͜ͱ͕ଟ͍ͨΊɼ͜͜Ͱͦͷ

ੳ͢Δɽ͍ͯͭʹ

5.1 ੳࢿྉ
ੳ1ͱಉ͡Ͱ͋Δɽ

5.2 ํ๏
ํͷͷө૾Λͱʹഥखͷ४උ (prepara-

tion)ͱετϩʔΫ(stroke)ΛΞϊςʔγϣϯ͠ɼଠ

Λௐͨɽ४උɼԐాͱͷؒతؔࢠͷഥޑ

໋͕྆खΛࠊʢਤ5ͷࠨʣ͔Βਖ਼໘·Ͱಈ͔͠

ͯ߹ঠ͢Δʢਤ5ͷӈʣ·Ͱͷಈ͖Λ͢ࢦɽ͜ͷഥ

खͷ४උ۠ؒʹɼฦ͠ͷଠ8ޑଧͷ͏ͪͷԿଧ

͔ΒԿଧ·Ͱؚ͕·ΕΔ͔Λௐͨɽ

5.3 ݁Ռ
खͱʹ͓͚Δഥखͷ४උ۠ؒʹฦ͠ͷ

ଠޑͷԿଧ͔ΒԿଧ·Ͱؚ͕·ΕΔ͔Λද4

ʹ·ͱΊͨɽखͷഥखશͯฦ͠1ͷؒʹߦ
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ද 4 ํͷഥखͷ४උ۠ؒͱଠޑͷଧͷؔ

2013 2014 2015
ेԦಊલ ेԦಊલ ेԦಊલ େ౮Լ େ౬લ ௗډԼ- ௗډԼ-ன

ख
ଧ8 - ଧ5 - ଧ8 ଧ6 - ଧ8 ଧ5 - ଧ8 ଧ5 - ଧ8 ଧ5 - ଧ8 ଧ5 - ଧ8

ʢฦ͠1ʣ- ʢฦ͠1ʣ ʢฦ͠1ʣ ʢฦ͠1ʣ ʢฦ͠1ʣ ʢฦ͠1ʣ ʢฦ͠1ʣ

 ᅥ4ࢠ
ଧ5 - ଧ8 ଧ4 - ଧ5

ᅥ4ࢠ
ଧ5 - ଧ8

ᅥ4ࢠ
ଧ5 - ଧ8

ʢฦ͠3ʣ ʢฦ͠3ʣ ʢฦ͠3ʣ ʢฦ͠3ʣ

ਤ 5 Ԑా໋ͷʮഥखʯʢ͕ࠨ४උ։ɼӈ͕

४උऴྃʣ

ΘΕ͍ͯͨɽ·ͨɼ2013ͷेԦಊલΛআ͍ͯɼ

͍ͣΕଧ8ʢฦ͠ͷޙ࠷ʣͰऴΘ͍ͬͯͨɽ2014

ͱ2015ͷेԦಊલͲͪΒɼฦ͠ͷഥ͕ࢠ

·ͰਐΜͩޙʹഥखͷ४උ͕·Γଧ8·Ͱ

ଓ͘ɽ͢ͳΘͪɼฦ͠ͷଧ5͋Δ͍ଧ6͔Βಈ͖

ग़ͯ͠ޙ࠷ͷഥࢠͱ߹ঠͷλΠϛϯά͕Ұகͯ͠

͍ͨɽ2015ͷेԦಊલҎ߱ɼഥखͷ४උ͕͍

ͣΕଧ5͔Β·Γଧ8ͰऴΘ͍ͬͯͨɼௗډԼ-

ͱௗډԼ-ன͕ಉ͡ํͰ͋Δͱ͍͏Ҏ֎શ

ͯํ͕ҟͳΔ͜ͱΛ౿·͑Δͱɼ4ਓத3ਓͷ

ํͰखͷഥखͷ४උͷλΠϛϯά͕ಉ͡Ͱ͋

Δͱ͍͑Δɽͳ͓ɼ2013ͷेԦಊલฦ͠ͷऴ

ΘΓͷഥࢠʢଧ8ʣͱಉʹഥखͷ४උ͕։͠ɼ

ऴྃฦ͠ޙʹ৯͍ࠐΜͰ͍ͨɽ

͜Εʹରͯ͠ɼͰɼഥख͕ฦ͠ͱҰக͠

͍ͯΔͷ4Օॴ͚ͩͰ͋ͬͨɽͦΕҎ֎ͷ3Օॴ

Ͱᅥࢠதʹ͕·͍ͬͯͨɽ·ͨɼഥखͱ

ฦ͕͠Ұக͍ͯ͠Δ4Օॴͷ͏ͪɼ3Օॴʢ2014

ेԦಊલɼ2015େ౬લɼ2015ௗډԼ-னʣɼ

खͱಉ༷ʹฦ͠ͷଧ5͔Βଧ8ʹ͔͚ͯഥख

ͷ४උΛ͍ͯͨ͠ɽΔ1Օॴʢ2015ेԦಊલʣ

ɼଧ4Ͱ։ͨ͠ഥखͷ४උΛଧ5Ͱऴྃ͢Δͱ

͍͏͔ͤͬͪͳͷͰ͋ͬͨɽ

Ҏ্ΑΓɼखͱͷ։ʹํͷഥख

ɼݪଇͱͯ͠ɼ४උͷ։Λฦ͠ͷதؒʹɼ४

උͷऴྃʢ߹ঠʣΛฦ͠ͷඌʹͦΕͧΕҰக͞

͍ͤͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨʢਤ6ʣɽ

ਤ 6 ํͷഥखͱํͷฦ͠ͷؔ

5.4 ߟ
खͷഥखͷ४උ΄ͱΜͲ͕ଧ5͔Βଧ8Ͱ

ΘΕ͓ͯΓɼಛʹऴྃ΄ͱΜͲ͕ଧ8ʹͳͬߦ

͍ͯͨɽ͜ͷ͜ͱ͔Βɼํ߹ঠΛฦ͠ͷඌ

ʹ߹ΘͤΑ͏ͱͯ͠ɼฦ͠ͷத͔ؒΒಈ͖ग़ͯ͠

͍Δͱ͍͑Δɽ͜ͷഥखखͷ։ʹߦΘ

ΕΔಈ࡞Ͱ͋Γɼํͷ࠷ॳͷಈ࡞Ͱ͋ΔɽͦΕ

ҎલɼํʹΑͬͯᅥ͕ࢠͰΒΕ͍ͯΔؒɼ

ํ྆खΛࠊʹཱ͚͍ͭͯͯ͠Δɽͦͷޙͷฦ

͠ͰഥखʹೖΔ͜ͱΛ͑ߟΔͱɼ͜ͷ࠷ॳͷഥख

ͷਐߦঢ়گͷӨڹΛड͚ͣɼํͷੑݸ

ͷॴʹΑͬͯೖΓͷλΠϛϯάʹҟͳΓ͕ੜ͡

Δ͜ͱ͑ߟ͍ɽͦͷͨΊɼද4ͷ2013ͷेԦ

ಊલ͚ͩഥखͷ։ͷλΠϛϯά͕ҟͳΔͷɼ

ํͷϛεͳͲͰͳ͘ɼ2014Ҏ߱ͱҟͳΔ

ΘΕ͍ͯͨͱղऍ͢Δͷ͕ࣗવͰ͋Δɽུ͕ํ

ҰํɼͰɼखͱಉ͘͡߹ঠΛฦ͠ͷ

ऴΘΓʹҰகͤ͞Δͷ͕ݪଇͰ͋Δ͕ɼͷਐߦ

ঢ়گʹΑͬͯඞͣͦ͠͏͠ͳͯ͘Α͍ͷͩ

ͱ͑ߟΒΕΔɽ2013ͷेԦಊલΛ͡Ί2015

ͷେ౮ԼͱௗډԼ-Ͱɼฦ͠Ͱͳ͘ɼͦͷ

ͷ్தͰഥखʹೖ͍ͬͯΔɽ͜Εɼࢠͷᅥޙ

ΛΊΔ४උ͕ɼຊདྷͷҰகͰ͋Δฦ͠3·

ͰʹऴΘΒͳ͔͔ͬͨΒͰ͋Δɽͷ಄෦ɼ

Λৌ͝ͱࠊͷࠨଆʹࠩͨ͠ޙɼഥखΛ͍ߦɼৌ

͔ΒΛൈ͘ಈ͔࡞ΒͳΔɽ͜ͷࠊʹΛࠩ͢ಈ

ք͕ࢹ͠ʹͳΔɽԐా໋ͷ໘͕͠࡞

ѱ্͍ʹඃ͍ͬͯΔדͷଆ໘͕͍ͨΊɼํ

΄ͱΜͲ֎͕͍ͯ͑ݟͳ͍ɽ·ͨനଋͷ্ʹӋ

৫Λవ͍ͬͯΔͨΊɼख୳ΓͰӋ৫ͷ͔ܺؒΒ

Λ௨ͯ͠ࠊʹࠩ͢ඞཁ͕͋Δɽ͜ͷΑ͏ʹࢹੑ

ͱཧతͳ͔ΒɼΛࠩ͢ಈ͕࡞߹ʹΑͬ
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ͯؒΛཁ͢Δ͜ͱ͕͋Δɽ͜ͷͨΊɼഥखͷ

։͕ฦ͠ʹؒʹ߹Θͣɼͦͷޙͷᅥࢠʹ৯͍ࠐ

ΜͰ͠·ͬͨͱ͑ߟΒΕΔɽ࣮ ɼ2013ͷेԦʹࡍ

ಊલͰɼΛࠩ͢ಈ30.4ʹ࡞ඵ͔͔͍ͬͯͨɽ

ͨͩ͠ɼ2015ͷେ౮ԼͱௗډԼ-ʹؔͯ͠

ɼΛࠩ͢ಈ࡞ʹ͔͔ͬͨؒ྆ํͱ15ඵ

ఔͩͬͨɽ͜Εಛஈ͍Θ͚Ͱͳ͍ʢͨͱ

͑ഥखͱฦ͕͠Ұக͍ͯ͠Δ2014ेԦಊલͰ

12ඵʣɽ·ͨɼͦΕ·Ͱͷʹཱࣦͬͨഊ

ͳ͔ͬͨɽ͜ͷ͜ͱ͔Βɼ୯७ʹͦΕҎલͷͷ

ਐߦͷϖʔε͕͘ɼʹೖΔલʹฦ͠3Λա

͗ͯ͠·ͬͨͷͱࢥΘΕΔɽಛʹɼௗډԼ-

౬ᖒਆࣾͷೖΓޱʹ͋ΔௗډͷԼͰͨ͏ߦΊɼଞ

ͷॴΑΓεϖʔε͕͔໌͘ڱΓ҉͍ɽੴ֊

ஈʹΑΔஈࠩ͋ΔͨΊɼ৻ॏʹͬͨ݁Ռɼ

ΛਐΊΔϖʔε͕ଞͷॴΑΓΊʹͳͬͨͱ

ΒΕΔɽ͑ߟ

Ҏ্ΑΓɼํ͕ํͱλΠϛϯάΛௐ͢Δ

ඞཁ͕͋Δͷɼखͱͷഥखޙͷ߹ঠͷ

෦Ͱ͋Δɽੳ1Ͱࣔͨ͠Α͏ʹฦ͠ᅥࢠͷ

ςϯϙ͕ҰఆͰͳ͍͜ͱΛ౿·͑ΔͱɼͰ

ͷਐߦঢ়گͷӨڹΛड͚Δ͜ͱ͕͋ΔͨΊɼ

ํແཧʹํʹ߹ΘͤΑ͏ͱ͠ͳ͍ɽ͜ͷΑ

͏ʹɼํʹΑΔௐঢ়گʹґଘͨ͠؇͔ͳ

ͷͰ͋Δɽ

6. ·ͱΊ
ੳ1ͱੳ2ΑΓɼԐాͷʹ͓͍ͯଈڵత

ͳௐ͕ɼํಉʢథͱଠޑʣʹΑΔํͷฦ

͠ͷೖΓͷҰகͱɼํͷ߹ঠͱํͷฦ͠ͷҰ

கͱ͍͏ܗͰߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱ͕͔ͬͨɽͷ

ऴ൫ʹͳΔͱᅥࢠͱฦ͠ςϯϙ͕ҟͳͬͯ͘Δ

ͷʹؔΘΒͣɼલऀͰɼฦ͠લʹథ͕ԻΛ

৳ؒ͢ʹഥࢠΛํͰڞ༗͢Δ͜ͱͰɼฦ͠

ͷग़ͩ͠ΛҰக͍ͤͯͨ͞ɽҰํɼऀޙͰɼ

ํ͕ͷ։ʹ͏ߦഥखͷ߹ঠΛฦ͠ͷඌʹ

߹ΘͤΔ͜ͱΛݪଇͱ͢Δ͕ɼத൫ͷͰɼ͜

ͷௐͱԋͷਐߦঢ়͕گ߹க͢Δ߹ʹݶ

ΒΕɼલऀʹରͯ͠ऀޙ؇͔ͳௐͱ͍͑Δɽ

͜ΕΒͷௐʹ͍ͭͯɼ2013ʙ2015ͷेԦ

ಊલͰɼํͷௐ͕ͲͷͰ֬Ͱ͖ͨ

͕ɼํͱํؒͷௐʹؔͯ͠2014͔֬͠

Ͱ͖ͳ͔ͬͨɽ·ͨɼ2015ͷेԦಓલʙௗډ

Լ-ன·Ͱͷ5ՕॴͰɼํͷௐ͕શͯͷ

ॴͰ֬Ͱ͖ɼํͱํؒͷௐʹؔͯ͠2

ՕॴͰ֬͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɽ

͜ͷΑ͏ʹɼํͷฦ͠ʹؔ͢Δௐͱɼ

ํͱํͷؒͷΊͷௐɼԐాͷͷ௨

త͔ͭڞతͳಛͱΈΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽͨͩ

͠ɼऀޙͷ؇͔ͳௐʹؔͯ͠ɼ·ͩྫࣄ

͕গͳ͍ͨΊɼ2013ͱ2014ͷੳࢿྉΛ૿

্ͨ͠Ͱ͞Βʹݕ౼͢Δඞཁ͕͋Δɽ

ँࣙ ௐࠪʹ͍͍͍ͯͩͨ͝ྗڠΔྺͷᖒɾ
ָอଘձɾԐాഥํࢠɾߨͷํʑʹ͠ँײ·͢ɽ
ଠޑͷΞϊςʔγϣϯʹڀݚޠࠃཱࠃॴͷੴຊ༞Ұ
ɼՊڀݚɽຊ͢·͠ँײͯ͠هΛಘ·ͨ͠ɽྗڠͷࢯ
ಉମʪ৺ମʫͷڞΛ௨ͨ͡ࢧΓͷࡇ൫(B)ʮجඅݚ
ूஂֶशϝΧχζϜͷղ໌ʯʢ2015ʙ2017ɼදɿ
ӿຊඒ߳ɼڀݚ՝൪߸ɿ15H02715ʣͷิॿΛड͚ͯ
͍·͢ɽ
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ඈͼೖΓͰڠಇ׆ಈʹՃ͢Δ
ʙԹઘಓਆࡇΓؒͷྫࣄΑΓʙ

Unplanned participation into collaborative activities:
Case studies from 3-year fieldwork of Nozawa-onsen Dosojin festival

ӿຊ ඒ߳†ɼ ‡߁

Mika Enomoto, Yasuharu Den
† ౦ژՊେֶେֶϝσΟΞֶ෦ɼ‡ ઍ༿େֶจֶ෦

Sclool of Media Science, Tokyo University of Technology, Faculty of Letters, Chiba University

menomoto@stf.teu.ac.jp

Abstract
In this paper, we investigate how necessary condi-

tions for actions are fulfilled by the participants who

participate in a collaborative activity that has not

been planned in advance. These necessary conditions

are: the participants i) have concern about the event

at hand; ii) are aware of what to help with; iii) stand

at a nearby site of the event; and iv) have an abil-

ity to help. In some cases, the participants’ concern

and awareness are evoked by an utterance explicitly

asking some support. In other cases, only partici-

pants who have concern about the event, or the cog-

nitive states of other participants being involved, and

thereby find what to do can take part in the activity.

Keywords — Unplaned participation, concern,

awareness, collaborative activities

1. ͡Ίʹ
ຊڀݚͷతɺ༧Ί୭͕ԿΛ͢Δ͔ܾ·ͬͯ

͍ͳ͍ঢ়گͰɺͦͷͰ܁Γ͛ΒΕΔڠಇ׆ಈ

ʹͲ͏͢ΕՃͰ͖Δͷ͔Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ

Ͱ͋Δɻڠಇ׆ಈͱɺ2ਓҎ্ͷ༩ऀ͕ಉʹ

1ͭͷ͢ࣄैʹۀ࡞Δ͜ͱΛ͢ࢦɻӿຊɾ (2016)

Ͱڠಇ׆ಈʹՃ͢ΔͨΊͷඞཁ݅ͱͯ͠Ҏ

Լͷ4ͭΛͨ͛ڍɻ

1. Կ͕ҝ͞ΕΑ͏ͱ͍ͯ͠Δ͔ʹؔ৺Λ͚ͯ
͍Δ

2. खॿ͚ͷඞཁͳՕॴ͕͋Δ͜ͱʹ͍ͯͮؾ
͍Δ

3. ͦͷ׆ಈʹՃͰ͖ΔҐஔʹ͍Δ
4. खॿ͚Λ͢Δྗ(ٕࣝ)͕͋Δ

ͨͱ͑ɺϒϧʔγʔτΛ͛Δͱ͍͏ڠಇ׆

ಈʹՃ͢ΔͨΊʹɺ·ͣଞऀ͕ϒϧʔγʔτ

Λ͛Α͏ͱ͍ͯ͠Δ͜ͱʹؔ৺Λ͍͚ͯͳ

͚ΕͳΒͳ͍ɻͦͯ͠ɺͦͷ׆ಈΛୡ͢Δͨ

Ίʹ୭͔͕γʔτͷҰ෦Λͬͯͬͨํ͕ޮ

తͰ͋Δ͜ͱʹ͔ͮؾͶͳΒͳ͍ɻ͔͠ɺ

ͪΐ͏ͲखΛࠩ͠ग़ͤγʔτʹಧ͘Ґஔʹ͍Δ

͜ͱॏཁͰ͋Δɻͦͷ্ɺͲ͜ΛͲ͏ҾͬுΕ

γʔτΛ͛ΒΕΔ͔ͱ͍ͬͨࣝखͰγʔ

τΛҾͬுΔͱ͍͏ٕΛͪ߹Θ͍ͤͯͳ͚Ε

ͳΒͳ͍ɻ

͜ΕΒମߦҝߦͷલఏ݅ (Allen, 1983;

Litman & Allen, 1987)ͱؔ࿈͍ͯ͠Δɻӿຊɾ

(2015)ɺऀشࢦʹΑΔʮྩࢦʯͷࣄલ͕݅ฉ

͖खͨͪͷߦҝߦͷલఏ͔݅Βߏ͞ΕΔ͜

ͱΛࣔͨ͠ɻͦ͜ͰɺΈΜͳͰΛҾͨ͘Ίͷ

ʮྩࢦʯͷࣄલ݅ͱͯ͠ҎԼͷ4͕ͭ͋Δ͜ͱΛ

ࣔͨ͠ɻ

ฉ͖ख(ͨͪ)ͷࣝ ฉ͖ख(ͨͪ)͕ߦҝΛ͢ߦ

ΔࣝΛ༗͢Δ(ྫɿͷҾ͖ख(ͨͪ)͕ӡൖ

ํ๏ɾҠಈํΛ͍ͬͯΔ)

ฉ͖ख(ͨͪ)ͷඋ ฉ͖ख(ͨͪ)ͷମ͕ߦҝΛ

͢ߦΔͨΊͷஔʹͳ͍ͬͯΔ(ྫɿͷҾ

͖ख(ͨͪ)͕ӡൖ͕ՄͳҐஔʹ͍͍ͭͯΔ)

ͷঢ়ଶࣄ ҝͷߦ͕ͦͷࣄҝʹؔ༩͢Δߦ

ઌ͕ཆੜ͞ࢬదͳঢ়ଶʹ͋Δ(ྫɿͷʹߦ

Ε͍ͯΔ)

ͷঢ়ଶ ߦҝͷߦΕΔ͕ͦͷ͞ߦҝ͕ߦ

ʹదͳঢ়ଶʹ͋Δ(ྫɿਐํߦʹো͕

ͳ͍)

Ճ͢ΔͨΊͷඞཁ݅4ʮखॿ͚ಈ׆ಇڠ

Λ͢Δྗ͕͋Δʯʮྩࢦʯͷࣄલ݅ฉ͖ख
(ͨͪ)ͷࣝͰ͋Δ͠ɺඞཁ݅3ʮͦͷ׆ಈʹ

ՃͰ͖ΔҐஔʹ͍Δʯࣄલ݅ฉ͖ख(ͨͪ)ͷ
උʹ͍͠ɻʮྩࢦʯͷ߹ʹɺ͜ΕΒͷલఏ
͕͍݅ͬͯͳ͍߹ɺ͘ૣ͍͕ͪऀشࢦฉ͖

ख(ͨͪ)ʹͯࣔ͜͠ࢦΕΛຬ͍ͨͯ͘͠ɻ

͔͠͠ɺ͍͕ऀشࢦͳ͍߹ʹɺͦͷʹ͍

Δऀ͕ͨͪࣗΒڠಇ׆ಈͷඞཁ݅Λຬ͍ͨͯ͠

͔ͶͳΒͳ͍ɻ͜ͷɺʹͳΔͷ͕ڠಇ׆

ಈͷඞཁ݅1ʮԿ͕ҝ͞ΕΑ͏ͱ͍ͯ͠Δ͔ʹ

ؔ৺Λ͍͚ͯΔʯඞཁ݅2ʮखॿ͚ͷඞཁ
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ද 1 ಓਆࡇΓͷࢧ໘ͷऩ༰ͱطऩؒ

໊ࣄߦ ಈ༰׆ ظ ऩؒط ऩط
γʔτચ͍ ϒϧʔγʔτͷআ 6্݄० 17ؒ (3) 2014, 2015, 2016
࠾ਆମെޚ ಓਆ૾ͷെ࠾ 7݄த० 17ؒ (3) 2014, 2015, 2016
΅ग़͠ ྉͷऩूࡐࣾ 9݄Լ० 29ؒ (3) 2013, 2014, 2015
࠾ਆെޚ ࠾െࡐྉͷࡐࣾ 10݄த० 238ؒ (4) 2012, 2013, 2014, 2015
ਆཬҾ͖ޚ ਆӡൖޚ 1݄13 158ؒ (4) 2012, 2013, 2014, 2015
ࣾΈ ࣾӦ 1݄14 214ؒ (4) 2012, 2013, 2014, 2015
ಓਆࡇΓ ্౩ࣜɾࡇΓ 1݄15 178ؒ (4) 2012, 2013, 2014, 2015
γʔτย͚ ಓਆͷϒϧʔγʔτ্͛ 4্݄० 11ؒ (2) 2014, 2015

ͳՕॴ͕͋Δ͜ͱʹ͍͍ͯͮؾΔʯͰ͋Δɻشࢦ
ऀ͕͍Δ߹͕ͦऀشࢦͷ׆ಈʹؔ৺Λ͚͞

ͤͨΓɺௐ͕ඞཁͳۀ࡞༰Λࢦఠͨ͠Γ͢Δ

ͨΊɺ͜ΕΒͷ݅લܠԽ͠ͳ͔ͬͨɻैདྷͷ

ըཱҊͷΈͰɺؔ৺Λ͍ͬͯΔ͜ͱܭ

Կ͕ඞཁ͔Λൃ͢ݟΔՕॴཱ͍ͯͯ͠વͷ

લఏͱͯ͠͞ٴݴΕͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺͷલͰ

͜ࠓΘΔʹɺܞʹۀ࡞ʑͱҠΓมΘ͍ͬͯ͘ࠁ

͜ͰԿ͕ߦΘΕΑ͏ͱ͍ͯ͠Δ͔ʹؔ৺Λ͚ɺ

ͦͷதͰ͕ࣗͲͷύʔτΛड͚ͯྑ͍ͷ͔

ͱ͕ඞཁʹͳΔɻͮ͘͜ؾʹ

ຊڀݚͰɺ༧Ί୭͕ԿΛ͢Δ͔͖·͍ͬͯͳ

͍Α͏ͳঢ়ߦ͍͓ͯʹگҝऀ͕ͨͪڠಇ׆ಈʹ

Ճ͢ΔͨΊʹɼલड़ͷඞཁ͕݅ͲͷΑ͏ʹຬͨ

͞Ε͍͔ͯ͘Λੳ͢Δɻ

2. ੳࢿྉ
2.1 ऩॴ
ݝԼߴҪ܊Թઘଜ

2.2 ऩର
ԹઘͰ1݄ʹߦΘΕΔಓਆࡇΓͷࢧΛ

୲͏ɺʮߨʯͱ͍͏͑42ࡀʹͭΒͳΔ3ֶ

ͷूஂͷ૬࡞ޓ༻Λऩରͱͨ͠ɻߨͰ

ɺຖ4230ࡀ ໊ऑͷूஂ͕ࡇΓͷத৺తͳࣥ

Λ୲͏ʮੈਓʯͱͳΓɺͦΕΑΓԼͷूஂߦ

ʮݟश͍ʯͱͯ͠ੈਓΛख͏ɻ·ͨɺੈ

ਓΛऴ্͑ͨͷूஂओͩͬͨࣄߦͷΈʮݟޙ

ਓʯͱͯ͠ੈਓΛิ͢ࠤΔɻਤ1ʹ͜ͷࣜਤ

Λࣔ͢ɻ

ྫ͑ɺલʮߨʯ2013ʹ͑42ࡀΛ

Ή͔͑ͨሞ༑ձΛච಄ʹɺͦͷ41ࡀͰ͋ͬͨ

ᠳձɺ40ࡀͰ͋ͬͨᗅ৺ձ͔Βฤ͞Ε͍ͯͨɻ

2013ሞ༑ձ͕ੈਓɺᠳձɾᗅ৺ձݟ

श͍ͱͯ͠Ճ͍ͯͨ͠ɻ2014 ʹɺᠳձ

͕ੈਓͱͳΓɺᗅ৺ձݟश͍ɺሞ༑ձݟޙ

ਓͱͯ͠Ճͨ͠ɻ2015ʹɺᗅ৺ձ͕ੈ

ਓͱͳΓɺሞ༑ձɾᠳձݟޙਓͱͯ͠Ճ͠

ͨɻ·ͨɺݱʮߨʯͷ࠷άϧʔϓͰ͋Δ

ྭᠳձ͕Ҿ͖͗ܧͷͨΊݟश͍ͱͯ͠Ճͨ͠ɻ

郷愛会
牡丹会
月光会

煌心会
成翔会
寶友会

前前「三夜講」

前「三夜講」

後見人

世話人

本見習い 世話人
本見習い

2014年度
後見人

本見習い
世話人

後見人

世話人

保存会

正・副委員長

25�����

顧問

�	��

見習い

2013年度

励翔会 本見習い

2015年度

現「三夜講」

真心会
世話人
本見習い

2016年度

保存会

正・副委員長

顧問

光駿会 見習い

2012年度

ਤ 1 ʮߨʯࣜਤ

2016ʮߨʯશମ͕ೖΕସΘΓɺྭᠳձ

͕ච಄ͱͳΓɺͦͷԼͷ2ֶ͕৽ͨʹՃΘΔɻ

ʮߨʯ֤ूஂͷදऀ2໊ʢಓਆҕһɾ

෭ҕһʣͷ6໊อଘձͱͯ͠ͷʮߨʯͷ

కΊͰ͋Δᖒݩಋʹ͋ͨΔɻ͜ΕʹՃ͑ɺ૯ࢦ

͔Βސͱ͍͏৬ͷऀ໊͕ɺࣾӦͷࢦ

ಋʹՃΘΔɻސҎ֎ͷอଘձ3ຖʹೖΕସΘ

ΔɻओͨΔࣄߦʹ25ࡀͷஉੑՃ͢Δɻ

2.3 ऩํ๏
චऀΒΛؚΉɺ࠷େ૯9໊1͕֤ࣗσδλϧ

ϏσΦΧϝϥΛखͪͰରΛ͍ͳ͕ΒӨɻ

ಉҰ໘ΛผΞϯάϧ͔ΒӨͨ͠߹ɺ࠷ॳ

ʹखഥࢠΛೖΕɺऩͦޙͷใ͔Βಉͨ͠ظɻ

2.4 ੳ༰
ऩରͰ͋Δ໊ࣄߦͱطऩؒΛද1ʹࣔ

͢ɻࠓճ͜ͷதͰɺ৬ʹΑΔ͕ࣄ༧Ίܾ·ͬ

͓ͯΒͣ2ɺखͷۭ͍͍ͯΔऀ͕ਵ͏ߦͱ͍ͬͨ

ண͢Δɻʹۀ࡞

3. ੳ
ಈ͕ੜ͡Δʹ͋ͨΓɺͷ2ͭͷύλʔϯ׆ಇڠ

༩͍ͯ͠ͳ͔ͬʹಈ׆ΒΕΔɻ1ͭԿ͑ߟ͕

ͷେ͖͞ʹԠͯ͡ऩਓΛௐ͍ͯ͠Δɻࣄߦ1
2ಓਆҕһɺ෭ҕһɺ૯ׅɺ෭૯ׅɺಓ۩ɺೄɺܻɺ

΅ɺӡൖɺࣄہͱ͍ͬͨ৬͕͋Γશһ͕Ͳ͔͜ʹଐ͠
͍ͯΔɻओͩͬͨۀ࡞৬͝ͱʹ༧ΊׂΓৼΒΕ͓ͯΓɺ
୭͕ԿΛ͢Δ͔ܾ·͍ͬͯΔɻ
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活動なし 活動あり

Non-
participants

Participants

ਤ 2 ಈܕ༩

活動あり 活動あり

Prior	
participants

Posterior	
participants

New
participantNon-

participant

ਤ 3 ฤೖܕ༩

ͨਓʑ(non-participants)͕͋Δ׆ಈΛ։͢Δ߹

Ͱ͋Δ(ਤ2)ɻ͜ΕΛʮಈܕ༩ʯͱݺͿɻ͏1

ͭ͢Ͱʹ׆ಈΛ͍ͯ͠Δਓʑ(prior participants)

Βผͷਓ͔ޙʹ (new participant) ͕ՃΘΓ༩ऀ

͕֦େ͢Δ (posterior participants) ߹Ͱ͋Δ (ਤ

3)ɻ͜ΕΛʮฤೖܕ༩ʯͱݺͿɻҎԼɺ͜ͷ2ͭ

ͷ༩ύλʔϯ͝ͱʹ͍͔ʹͯ͠༩ऀ͕ͨͪڠ

ಇ׆ಈʹೖ͍͍ͬͯͬͯΔ͔Λੳ͢Δɻ

3.1 ಈܕ༩ʹ͓͚Δ༩ͷํ
ಈΛ։͢׆ͳ͔ͬͨਓʑ͕͋Δ͍ͯͬߦಈΛ׆

ΔྫΛͯݟΈΑ͏ɻ

3.1.1 ։ͷݺͼ͔͚͕͋Δ߹
·ͣɺ׆ಈ։Λݺͼ͔͚Δൃ͕͋Δ߹Λ

ΈΔɻྫ1 (ਤ4)ɺ20161݄1310ࠒͷग़

དྷࣄͰ͋Δɻ͜ͷͷੈਓ࠷ߨऴͷ

ᗅ৺ձͰ͋Γɺݟޙਓ͕ሞ༑ձɾᠳձͰ͋Δɻ·

ͷྭᠳձ͕͍ͭߨश͍ͱͯ͠ͷݟͨ

͍ͯΔɻ͜ͷؒଳɺࡇΓձͱͳΔಓਆ

ͷ࠷ऴඋ͕ߦΘΕΔɻޚʹޙޕਆͷཬӪ͖ɺ

ཌࣾӦͱࡇΓࢧͷ࠷ऴ্͛ͱͳΔ࡞

४උΛ͍͔ࡉΔɻͦͷલʹɺॾʑͷ͍ͯ͑߇͕ۀ

ऴ͓͔͑ͯͳ͚ΕͳΒͳ͍ɻ͜ͷ໘ɺಓ

ਆͷ֤෦ॴͷඋ͕΄΅ऴΘΓɺޙ࠷ʹಓ۩ς

ϯτΛͤ͞ΕऴΘΓͱ͍͏ؒଳͰ͋Δɻ

ಓ۩ςϯτͱ14ͷࣾӦͷͨΊͷಓ۩Λ

͠·͓ͬͯͨ͘ΊͷςϯτͰ͋Δɻઇ͕ςϯτ

ʹਧ͖ࠐ·ͳ͍Α͏ʹ͢ΔͨΊɺपғఱҪ͕ϒ

ϧʔγʔτͰ෴ΘΕΔɻجຊతʹɺಓ۩ͷਓʑ

͕༻ҙ͖͢ͷͰ͋Δ͕ɺଞͷۀ࡞Λऴ͑ͨਓ

ୡ͜ΕΛख͍ͬͯΔɻपғͷϒϧʔγʔτΛ

ுΓऴΘΓɺ෩ͰΊ͘Εͳ͍Α͏γʔτͷʹઇ

Λ͔͚͓ͯ͘ͱ͍͏͕ۀ࡞ऴΘΖ͏ͱ͍ͯ͠Δɻ

ྫ1Ͱɺಓ۩ͷʮͦͨ͠Βख:ۭ͍ͨਓͪΐͬ

ͱ͋ͷϐϯΫ3ʯ(1)ʮେࠜ(.)ுͬͪΌ͏͔Βʯ(5)

ͱ͍͏ൃΛػܖͱͯ͠ɺςϯτͷࠜʹϒϧʔ

γʔτΛ͔Ϳͤͯݻఆ͢Δͱ͍͏ڠಇ׆ಈ͕։

͞ΕΔɻ͜ͷൃɺखॿ͚ͷඞཁ͕͋ΔՕॴ

Λࣔ͢ࠂΔͱಉʹɺपғͷؔ৺ΛूΊΔͷͰ

͋Δɻಛʹ୭ʹԿΛ͠Ζͱ͍ͯࣔ͠ࢦΔΘ͚Ͱ

ͳ͍͕ɺʮઇΑ͚ͷͨΊʹςϯτͷࠜʹϒ

ϧʔγʔτΛ͔͚͓ͯ͘ͷͩʯͱ͍͏͕ࣝ͋

Εɺ͜ͷൃʹΑͬͯಓ۩͕ͲΜͳۀ࡞Λ։

͠Α͏ͱ͍ͯ͠Δͷ͔͔Δɻ1, 5ͷൃ྆

ํͱେ͖ͳுΓͷ͋ΔԻͰൃ͞Ε͓ͯΓɺ͜

Ε͕पғʹ͍Δʮखͷۭ͍ͨਓʯશһʹ͚ͨ

ͷͰ͋Δ͜ͱ͕σβΠϯ͞Ε͍ͯΔɻ

ᗅ৺ձಓ۩ςϯτͷதʹೖΖ͏ͱ͍ͯͨ͠

͕ɺ1ͷൃͷʮͦͨ͠ΒʯΛฉ͍ͯಓ۩ͷํ

಄ΛৼΓ͚ɺͦͷ··Λͯ͠ಓ۩ͷͱ

͚͚ͭۦΔ(2)ɻಉ͡ੈਓͷಓ۩ͱಓ۩ͱ

͍͏͜ͱͰɺ͜ͷಓ۩࠷ಓ۩Λิ͢ࠤ

ཱ͖ʹ͋Δ্ɺલʹ͜ͷϐϯΫͷϒϧʔγʔ

τΛΜͰ͍ͨͷͰɺஔ͖ॴ༻్Ѳͯ͠

͍Δɻ͜͏͍͕͍ͬͨ݅ͬͯͨͨΊɺ1ͷൃ

ͷ࠷தʹਅͬઌʹಓ۩ͷݩ͚͚ͭۦΔ͜ͱ͕

Ͱ͖ͨͷͩͱ͑ߟΒΕΔɻ

ଓ͍ͯϒϧʔγʔτʹखΛ͔͚Δͷ͕ᠳձͷ

2ਓͰ͋Δɻ1ਓܻɺ͏1 ਓ৬ෆ໌ (

ᠳձx)Ͱ͋Δ͕ಓ۩Ͱͳ͍ɻ͜ͷ2ਓ͛

ΒΕΑ͏ͱ͍ͯ͠Δγʔτͷલʹ͍ͯɺԿۀ࡞

Λ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨɻ5ͷൃͷʮେࠜʯ·Ͱฉ͍

ͯɺಓ۩ͷําΈدΓ(6, 7)ɺϒϧʔγʔτΛ

,ΔͷΛख͏(11͛ 14)ɻಓ۩Ͱͳ͍ͨΊɺ

1ͷൃ͚ͩͰ͜Ε͔ΒԿ͕ߦΘΕΔ͔༧ଌͰ

͖ͳ͔ͬͨͱΈ͑Δɻ͔͠͠ɺʮେࠜʯͱ͍͏୯

Δ͜ͱ͍ͯͩ͛͠ͱಓ۩͕ϒϧʔγʔτΛޠ

͔ΒɺςϯτͷࠜʹϒϧʔγʔτΛ͔Ϳͤͯݻ

ఆ͢ΔͷΛखͬͯ΄͍͠ͷͩͱ͔ͬͨͷͩΖ

͏ɻʮखͷۭ͍͍ͯͨʯ2ਓલʹาΈͰΔ(ਤ5ը

໘ӈଆͷ2ਓ)ɻ

·ͨɺᗅ৺ձ૯ׅ1ͷൃதʹςϯτ͔Β

ಓ۩ͷํճΓࠐΜͰ͍͖ (4)ɺݟश͍Ͱ͋Δ

ྭᠳձͷಓ۩ςϯτͷཪଆ͔ΒΓग़ͯ͘Δ

(8) (ਤ5ը໘ࠨଆͷ2ਓ)ɻݟश͍ಉ͡৬ʹ͋

ΔੈਓͱৗʹߦಈΛڞʹ͓ͯ͠Γɺ͜ͷਓ·

3ϒϧʔγʔτ͍ݹͷ࠶ར༻͞ΕɺͦͷԚΕͨ
Γ۩߹ʹԠͯ͡ϐϯΫϒϧʔԫ৭ͱ͍ͬͨϦϘϯ͕͚
ΒΕ͍ͯΔɻதͰϐϯΫ৽ (ಉ༷)Ͱେ͖ͳγʔτͰ͋
Δ͜ͱΛදࣔ͢Δɻ

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS09-5

215



1771.0 1776.0 1781.0 1786.0 1791.0 1796.0 1801.0 1806.0 1810.0

ᗅಓ۩
ൃ

ಈ࡞

ᗅಓ۩ ಈ࡞

ᗅ૯ׅ ಈ࡞

x ಈ࡞

ܻ ಈ࡞

ྭಓ۩ ಈ࡞

ྭx ಈ࡞

ྭy ಈ࡞

z ಈ࡞

ྭz ಈ࡞

ᗅw ಈ࡞

1: ͦͨ͠Βख:ۭ͍ͨ
ਓͪΐͬͱ͋ͷϐϯΫ

2: ಓ۩ͷݩ
͚͚ͭۦΔ

3: ϒϧʔγʔτΛ͛Δ

4: ಓ۩ͷํճΓࠐΉ

5: େࠜ (.)ுͬͪΌ͏͔Β

6: ϒϧʔγʔτ
ʹۙͮ͘
7: ϒϧʔγʔτ
ʹۙͮ͘
8: ಓ۩ͷํ
Δ͚͚ͭۦ

9: ϒϧʔγʔτΛ͛ΔͷΛख͏

10: ϒϧʔγʔτ
ʹۙͮ͘

11: ϒϧʔγʔτΛ͛ΔͷΛख͏

12: ϒϧʔγʔτΛ͛ΔͷΛख͏

13: ϒϧʔ
γʔτʹۙͮ͘

14: ϒϧʔγʔτΛ͛ΔͷΛख͏

15: ϒϧʔγʔτΛ͛ΔͷΛख͏

16: ϒϧʔγʔτΛ͛ΔͷΛख͏

17: ϒϧʔγʔτΛ͛Δ
ਓʑͷޙΖΛपΔ

18: ϒϧʔ
γʔτʹۙͮ͘

19: ϒϧʔγʔτΛ
ΔͷΛख͏͛

20: ϒϧʔ
γʔτʹۙͮ͘

21: ϒϧʔγʔτΛ
ΔͷΛख͏͛

22: ϒϧʔ
γʔτʹۙͮ͘

23: ϒϧʔγʔτΛ
ΔͷΛख͏͛

24: ϒϧʔγʔτΛࠜ
ʹ͔ͿͤΑ͏ͱ͢Δ

ਤ 4 ྫ1ɿಈܕ༩(ݺͼ͔͚ͷ͋Δ߹)

���
���

���
���

���
	�

���
���

�
�
��

�
�x

ਤ 5 ಓ۩ͷݺͼ͔͚Ͱϒϧʔγʔτʹू·Δ

ਓʑ

ͨಓ۩Λ࠷ิ͢ࠤཱ͖ʹ͋Δɻ͓ͦΒ͘

ςϯτͷཪͰઇΛγʔτͷʹ͔͚Δͱ͍͏ۀ࡞

Λ͍ͯͨ͠Ͱ͋Ζ͏͕ɺൃͷ༰Λཧղ͢Δ

൱ͦͪΒʹ͍͚͚ͯͭۦΔɻ૯ׅॳಈૣ͍

͕ɺϒϧʔγʔτͷۙ͘དྷͨʹ͢Ͱʹօ͕

ϒϧʔγʔτΛ͛ΔͷΛख͍ͬͯͯɺҰॠ᪳

͢Δɻ͕ɺ࠶ɺϒϧʔγʔτʹ͖ۙͮ(18)ɺ

Εͯ͜ͷۀ࡞ʹՃΘΔ͜ͱʹͳΔ(19)ɻ

ॳಈΕΔ͕ɺᗅ৺ձಓ۩ͷਅޙΖʹ͍ͨ

ྭᠳձxҰาલʹ౿Έग़͠(10)ɺᠳձ2ਓͱ΄

΅ಉ͡λΠϛϯάͰγʔτʹखΛ͔͚͍ͯΔ(12)ɻ

গ͠Εͯɺผͷྭᠳձyςϯτ͔ΒճΓࠐ

ΜͰ͖ͯγʔτʹ͖ۙͮ(13)ɺख͏(16)ɻ͜ͷྭ

ᠳձͷ2ਓ͕׆ಈʹखΛग़͢λΠϛϯά͕ઌͷ4

ਓΑΓগ͠Ε͍ͯΔͷɺԿ͕ߦΘΕΑ͏ͱ͠

͍ͯΔͷ͔Ұ͔ͯݟΒಈ͘ͱ͍͏ؒΛڬΜͰ͍

Δ͔ΒͷΑ͏ʹ͑ࢥΔɻ·ͩಓ۩ςϯτͷܗ

ΛΒͳ͍ྭᠳձɺઌͯ͠ϒϧʔγʔτΛ

͛ʹ͍͘ͷͰͳ͘ɺ͢Ͱʹ͛Α͏ͱ͍ͯ͠Δ

ਓʑͷखॿ͚Λ͢ΔܗͰ׆ಈʹೖ͍͍ͬͯͬͯΔɻ

͜ͷΑ͏ʹݺͼ͔͚͕͋Δ߹ɺͦͷൃΛܖ

ಈʹؔ৺Λ׆ΘΕΔߦपғͷऀ͜Ε͔Βʹػ

͚ΒΕΔͱಉʹɺͲͷΑ͏ͳखॿ͚͕ඞཁ͔ʹ

۩ྭᠳձಓ۩ͱ͕Ͱ͖Δɻᗅ৺ձಓͮ͘͜ؾ

ͷΑ͏ʹɺ։͞ΕΑ͏ͱ͢Δ׆ಈͷʹ͍ͳ

͚Εɺ͚͚ͭۦΔ͜ͱͰҐஔͷ͕݅ΫϦΞʔ

͞ΕΔɻ·ͨɺͨ·ͨ·ۙ͘ʹ͍ͨͱ͍͏ऀ

༩͍͢͠ɻͦͯ͠ɺԿΛ͍͍ͨߦͷ͔ʹ͖ͮؾ

͏Δࣝͷ͋Δऀ͔Β༩͍ͯ͘͠ͱ͍͑Δɻ

3.1.2 ։ͷݺͼ͔͚͕ͳ͍߹
ͼ͔͚͕ͳ͍߹ΛΈΔɻݺಈ։ͷ׆ɺࠓ

ྫ2 (ਤ6)ɺ20139݄2916ࠒͷग़དྷࣄͰ

͋ΔɻߨॳͰɺሞ༑ձ͕ੈਓɺᠳձ

ࣄߦՃ͍ͯ͠Δɻᗅ৺ձ͜ͷश͍ͱͯ͠ݟ͕

ʹՃ͍ͯ͠ͳ͍ɻே͔Βʮ΅ग़͠ʯ4͕ߦΘ

Ε͍͕ͯͨɺͦΕ͕ૣ͘ऴΘͬͨͨΊɺຊདྷ10

݄த०ʹߦΘΕΔܻࡐͷെ͔ޙޕ͕࠾ΒߦΘΕ

ͨɻͰെͬͯӡΜͰ͖ͨࡐΛׂܻ5Ͱτϥο

Ϋ͔ΒԼΖ͍ͯ͠Δ໘Ͱ͋ΔɻಥൃతʹߦΘΕ

ͯͬ·Ͱ͋Γɺಛʹ৬ʹΑ͕ܾͬͯͪۀ࡞ͨ

͍ΔΘ͚Ͱͳ͘खͷۭ͍ͨਓ͕ू·͍ͬͯΔɻ

ྫ2ͰɺᠳձzΫϨʔϯͰΓԼ͛ΒΕͨ

ͷΛखͰԡ͑ͯ͞ɺ͋·Γৼಈ͠ͳ͍Α͏ิࠤ

͍ͯ͠Δ(1)ɻᠳձҕһಉ͡ՕॴΛԡ͑͞Δ

͕(2) (ਤ7)ɺՙͷ্Ͱӡૹऀۀͷਓ͕খ͍͞

ΛखͰՙ͔ΒԼΖͦ͏ͱ͍ͯ͠Δ (3)ͷʹͮؾ

͖ɺՙ͖ۙͮ (4)ͦͷۀ࡞Λख͏ (9) (ਤ8)ɻ

͜ͷಈ͖Λͨ͠ሞ༑ձxՙ͖ۙͮ(5)͜Ε

Λख͏ (11)ɻಉ༷ʹɺᠳձ΅ՙʹۙ

4ࣾͷࡐྉͱͯ͠ΘΕΔখࢬͷଋΛ͔Βͬͯ͘Δ
ͱ͍͏ۀ࡞

5ීஈલͷறंͰ͋Δɻ
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4213.0 4218.0 4223.0 4228.0 4233.0 4238.0 4243.0 4248.0

z ಈ࡞

ҕһ ಈ࡞

ऀۀ ಈ࡞

ሞx ಈ࡞

x ಈ࡞

ӡൖ ಈ࡞

΅ ಈ࡞

1: ͷΛԡ͑͞Δ

2: ͷΛ
ԡ͑͞Δ

3: খ͍͞Λՙ͔ΒԼΖ
ͦ͏ͱ͢Δ

4: ՙ
ۙͮ͘

5: ՙʹ
ۙͮ͘

6:  zΛ
ख͓͏ͱ͢Δ

7: ՙʹۙͮ͘

8: ՙʹۙ
ͮ͘

9: খ͍͞ΛखͰ͓Ζ͢

10: ՙʹ
ۙͮ͘

11: খ͍͞ΛखͰ͓Ζ͢

12: খ͍͞Λ͓Ζ͢ͷΛख͏

13: τϏΛ
ஔ͘

14: খ͍͞ͷ
ํҠಈ 15: খ͍͞Λ͓Ζ͢ͷΛख͏

16: খ͍͞
ʹۙͮ͘ 17: খ͍͞Λ͓Ζ͢ͷΛख͏

ਤ 6 ྫ2ɿಈܕ༩(ݺͼ͔͚ͷͳ͍߹)

���z ���
��


	���

ਤ 7 ಈͷલ׆

���
��	

���x

���

�	

���
���

ਤ 8 ΛखͰԼΖ͢׆ಈͷ։

͖ͮ (8)͜ΕʹՃ͢Δ (12)ɻᠳձxᠳձҕ

һ͕ՙʹۙͮ͘ಈ͖ʹͭΒΕ͔ͨͷΑ͏ʹલ

ʹग़Δ͕ɺͲ͜Λख͏͔ఆ·Βͣ࠷ॳΫϨʔϯ

ͰԼΖ͍ͯ͠ΔͷํମΛ͚Δ(6)ɻ͔͠͠ɺ

খ͞ͳΛԼΖͦ͏ͱ͍ͯ͠Δͷʹ͖ͮؾɺՙ

ʹۙͮ͘(10)ɺ͢Ͱʹ3ਓ͕͜ͷʹऔΓ͍ͯ

͓Γεϖʔε͕ͳ͍ɻ͜ͷ͕ՙ͔ΒҾ͖ͣΓ

ग़͞Εͨஈ֊Ͱɺ࠶͜ͷʹ͖ۙͮ(14)Α͏

͘ӡͼԼΖ͢ʹۀ࡞Ճ͢Δ(15) (ਤ9)ɻᠳձӡ

ൖɺՙʹ͕ۙͮ͘(7)ɺτϏΛखʹ͍ͯͨ͠

ͨΊ͜ΕΛஔ͖(13)ɺ͕ՙ͔Βग़͖ͯͨͷΛ

Β͖ͬͯۙͮ(16)ɺӡͿͷΛख͍ͬͯΔ(17)ɻܭݟ

͜ͷ׆ಈ͕։͞ΕΔલɺਤ7Λͯݟ͔Δ

�	�

��

���x

�	�
���

�	�
��

�	��

ਤ 9 ΛखͰԼΖ͢׆ಈͷՃ

Α͏ʹɺपғͷਓʑՙ͔Βେ͖ͳΛԼΖ͢

ͱ͍͏ۀ࡞ʹؔ৺Λ͍͚ͯΔɻͱ͜Ζ͕ɺಛʹ

खॿ͚ͷඞཁͳՕॴ͕ͳ͍ɻͦͷதͰɺӡૹऀۀ

ͷਓ͕খ͍͞ํͷʹखΛ͔͚ͯɺՙͷํޙ

ԡ͠ग़ͦ͏ͱ͢ΔɻͳΒɺड͚औΔਓ͕ؒඞཁ

ʹͳΔɻ͜Εʹ͍ͪૣ͍ͨͮ͘ؾᠳձҕһ͕

ՙͦͯͬߦͷ׆ಈΛ։͢Δɻ͜ΕΛͯݟप

ғͷਓʑ͕ʑͱಈ͖ग़͢ɻ͜ͷΑ͏ʹ׆ಈ։

ͷݺͼ͔͚͕ͳ͍߹ɺͦ͜ࠓͰԿ͕ඞཁͳͷ

͔ʹࣗΒͮ͘ؾඞཁ͕͋Δɻ·ͨɺΛӡͿͨΊ

ʹʹ͢ΔҐஔҠಈ͢Δඞཁ͕͋Δɻͦ͠

ͯɺ͋Δఔখ͞ͳखͰӡൖ͢Δ͜ͱ͕·

ΕΔͱ͍͏ߨಠࣗͷੑࢦʹؔ͢Δࣝඞ

ཁͰ͋Δɻᠳձ͜ͷɺߨͷۀ࡞ॳͰ

͋Γʹର͢Δ͠ํ΄ͱΜͲΒͳ͔ͬͨ

ͣͰ͋Δɻͨͩ͠ɺͰͷܻࡐെۄʹ࠾Γ͞

ΕͨΛϩʔϓͰӡΜͩΓɺ֑͔ΒखͰԼΖͨ͠

Γͱ͍͏ۀ࡞Λ௨ͯ͡ɺʮͦͷ͙Β͍खͰӡʯ

ͱ͍͏͍ݴճ͠ͳͲ͔Βɺ͜ͷੑࢦΛֶΜͩՄ

ੑ͍ߴɻ·ͨɺᠳձҕһ͜ͷͷલ

·Ͱ7ܻؒࡐͷെ࠾Λ͖ͨͯͬߦ͜ΓͰ͋

ΔɻߨͰΫϨʔϯΛ͏ΑΓखͰΛѻ͏

ΛଞऀΑΓΑͬ͘ੑࢦΕΔͱ͍͏·͕ํ

͍ͯͨͨΊɺॳಈͷૣ͞ʹͭͳ͕ͬͨͱ͍͑Δɻ
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2201.0 2206.0 2211.0 2216.0 2221.0 2224.0

ද ൃ

Ұಉ ൃ

ҕһ ൃ

ᗅಓ۩ ൃ

1: ͤʔͷ

2: Αʔ
͞ 3: স

4: ͤʔͷ

5: Α͍͞

6: ͤʔͷ

7: (༞հ)

8: ͍

9: લதʹͬͱޕ
(ྗೖΕͱ͍ͯ)
ΒΘͳ͍ͱཬӪ͖
ԶΒউ͔ͭΒͳ

10: স

11: ͪΐͬͱ
ͬͯΖ

12: खۭ
͍ͯΔ:?

13: ͍

14: ͍͢·ͤΜ (.)
खۭ͍ͯΔਓͪΐͬͱ
͜Εಈ͔͍ͨ͠ΜͰ

2224.0 2229.0 2234.0 2239.0 2244.0 2247.0

Ұಉ ൃ

ҕһ ൃ

ᗅಓ۩Β
ൃ

ಈ࡞

ᗅҕһ ൃ

ᗅಓ۩ ಈ࡞

Ұಉ ಈ࡞

15: खͬͯ
ͩ͘͞:͍

16: ͍ 17: ͭ͘ʹΛӡͿҐஔࡐࢿ

18: ͜Ε:
ͬͪ͜ʹ

19: ͪΐͬͱ
ձ͚ͩ͡Ό
ແཧͩͬͨΜͰ͢

20: Αͬ͠Ό
͍͍͔͋

21: ͓ʔ͍

22: ԼଆͷγʔτΛ
ҾͬுͬͯΒ͍͍ͨ

23: Լଆ

24: (͋͠͠)γʔτҾͬ
ுͬͯΔͭԼଆ

25: ͍

ਤ 10 ྫ3ɿฤೖܕ༩(ݺͼ͔͚ͷ͋Δ߹)

3.2 ฤೖܕ༩ʹ͓͚Δ༩ͷํ
ಈʹ్த͔Βผͷ׆ΘΕ͍ͯΔߦʹ͢Ͱࠓ

ਓ͕ೖΔλΠϓͷʮฤೖܕ༩ʯͷํΛΈΔɻ

3.2.1 ฤೖͷݺͼ͔͚͕͋Δ߹
ྫ3 (ਤ10)20151݄13ޕલ8ࠒͷσʔλ

Ͱ͋Δɻੈਓ͕ᠳձɺݟश͍͕ᗅ৺ձͰ͋Δɻ

·ͨ͜ͷ25ࡀͷձՃ͍ͯ͠Δɻ

͜ͷྫͰɺࣾӦʹར༻͞ΕΔʮ೩͑ʯʮ౾

͕ΒʯͳͲͷࡐࢿΛϒϧʔγʔτͰ͘ΔΜͩͷ

ΛҠಈͤ͞Α͏ͱ͍ͯ͠Δɻ͜ͷۀ࡞ҕһͷ

ͱʹͳ͍ͬͯΔɻ͜͏ߦ͕ࡀͷԼɺ25ࣔࢦ

ྫ3ͷ໘ᠳձҕһ͕೩͑ͷҠಈઌΛ

ࣔ͠ɺձͰҠಈͤ͞Α͏ͱޙͨࣔ͠ࢦͷग़དྷ

Ͱ͋Δɻձද͕ʮͤʔͷʯͱΛ͔͚(1)ɺࣄ

ձҰಉʮΑʔ͞ʯͱࡐࢿΛԡ͕͢(2)ɺશ͘

ಈ͔ͳ͍ɻ͜ͷͨΊ3Ͱস͍͕͍ͯͬ͜ىΔɻ͜ͷ

ͷ25ࡀྫͱൺਓ͕ఔͷे໊ʹ

ͳ͍ͬͯΔ͍ͤͰ͋Δɻଓ͚ͯ͏Ұʮͤʔͷʯ

(4)ʮΑ͍͞ʯ(5)ͱΔ͕ಈ͔ͣɺͷʮͤʔͷʯ

(6)ͱ͍͏දͷֻ͚ʹҰಉಈ͜͏ͱ͠ͳ͍ɻ͜

ΕΛΈͨᠳձҕһձදʹ͔ͯͬɺ

ʮ(༞հ)ʯ(7)ʮޕલதʹͬͱ(ྗೖΕͱ͍ͯ)Β

Θͳ͍ͱཬӪ͖ԶΒউ͔ͭΒͳ6ʯ(9)ͱஊΛ͍

͍ɺʮͪΐͬͱͬͯΖʯͱۀ࡞ΛࢭΊΔ(11)ɻ

ͪΐ͏Ͳಓ۩ςϯτͷҠಈΛऴ͑ͯଆΛ௨Γ͔

͔ͬͨᗅ৺ձಓ۩Βʹ͍͔ᠳձҕһ ʮ͕ख

ʹޙޕ6 ᠳձͱࡀ42 ਆӪ͖ޚձͷࡀ25
Β͏ͱ͍͓ࣗͨͪͯͯͬΘΕΔɻ͜͜ͰྗΛߦ૪͕ڝ
૪ʹউͭͱ͍͏ҙຯͰ͋Ζ͏ɻڝ͕

ۭ͍ͯΔ:?ʯͱਜͶ(12)ɺʮ͍ʯͱ͍͏ฦ͕ࣄฦͬ

ͯ͘Δͱ (13)ɺपғʹେͰʮ͍͢·ͤΜ(.)खۭ

͍ͯΔਓͪΐͬͱ͜Εಈ͔͍ͨ͠ΜͰʯͱݺͼ͔͚

Δ (14)ɻ12ͱ14ͷൃͰਓख͕Γͳ͍͜ͱɺԿ

Λखͬͯ΄͍͠ͷ͔͕͔Δɻᗅ৺ձಓ۩Β

ͦ͜ͰߦΘΕ͍ͯΔ׆ಈʹؔ৺Λ͚ɺखॿ͚

ͷඞཁͳՕॴΛΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͢Δͱɺᗅ৺

ձಓ۩Βे໊͕ࡐࢿΛӡͿҐஔ৽ͨʹՃΘ

Δɻ͞Βʹʮ͜Ε:ͬͪ͜ʹʯͱԿΛ͢Δͷ͔͕ࣔ

͞Ε(18)ɺͦͷཧ༝ʮͪΐͬͱձ͚ͩ͡Όແཧ

ͩͬͨΜͰ͢ʯ·Ͱ໌ࣔ͞ΕΔ(19)ɻ͜ ΕʹΑͬͯɺ

༩ऀ(priorͷࡏݱ participants)͚ͩͰྗෆͰ

͋Δ͜ͱɺΑΓେ͖ͳूஂ (posterior participants)

ʹ֦େ͢Δඞཁ͕͋Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳΔɻ͜Ε

ʹɺᗅ৺ձҕһ͕͞ΒʹʮԼଆͷγʔτΛҾͬ

ுͬͯΒ͍͍ͨʯͱ͚ͭՃ͑Δ(22)ɻͦͷ݁Ռɺ

શମͰ20໊Λ͑Δେ෦ୂͱͳΓɺᠳձҕһ

ʮΑͬ͠Ό͍͍͔͋ʯͱશһ߸ྩΛ͔͚Δ(20)ɻ

ͼݺՃ͢Δ͜ͱΛʹಈ׆ͱ͍ͯ͠Δ͏͓ߦࠓ

͔͚Δൃ͕͋Δ߹ɺͦΕΛػܖʹؔ৺ඞཁ

ՕॴΛΓɺ৽ͨͳߦҝऀ͕εϜʔζʹͦͷ׆ಈ

ɺޙՃͨ͠Ճ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͞Βʹɺʹ

ԿΛͲ͏͢Δ͔·Ͱࣔ͞ࢦΕΔ͜ͱͰɺԿΛ͠Α

͏ͱͯ͠Կʹ͍͍᪴ͯͨͷ͔ࣄલʹΒͳ͘ͱ

్தՃ͕ՄʹͳΔͷͰ͋Δɻ

3.2.2 ฤೖͷݺͼ͔͚͕ͳ͍߹
Ͱྫ3ͷΑ͏ͳฤೖͷݺͼ͔͚͕ͳ͘ɺ͔ޙ

ΒՃ͢Δߦҝऀ͕ͨͪࣗΒઌͯ͠ೖ͍ͬͯ͘

߹Ͳ͏͍͏Γํ͕͞ΕΔͷͩΖ͏͔ɻ
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1811.0 1816.0 1821.0 1825.0

ᗅಓ۩ ಈ࡞

ྭҕһ ಈ࡞

y ಈ࡞

z ಈ࡞

ӡൖ ಈ࡞

1: γʔτ͕಄
෦ʹҾ͔͔ͬΔ 2: ҰॠྗΛൈ͘

3: ϒϧʔγʔτʹۙͮ͘

4: ϒϧʔγʔτʹۙͮ͘

5: ϒϧʔγʔτͷҰΛ্ͪ͛Δ

6: ϒϧʔγʔτʹۙͮ͘

7: Ҿ͔͔͍ͬͬͯΔՕॴΛΛ֎ͦ͏ͱ͢Δ

8: γʔτͷҰΛखͰ্ͪ͛Δ

9: γʔτͷҰΛ্ͪ͛Δ

10: ςϯτ಄෦ۙͮ͘

ਤ 11 ྫ4ɿฤೖܕ༩(ݺͼ͔͚ͷͳ͍߹1)

���
	�


���
��


ਤ 12 ͢؍Δਓʑ

���

��

�	�
���

�	�y

�	�z

ਤ 13 खॿ͚ʹ͍͘ਓʑ

ྫ4 (ਤ11)ྫ1ͷޙͷग़དྷࣄͰ͋ΔɻօͰ

͛ͨϒϧʔγʔτΛςϯτͷࠜʹ͔͚Α͏ͱ͠

͍ͯΔɻਤ12ςϯτਖ਼໘ʹ͔ͯͬӈଆͷө૾

Ͱ͋Δɻᗅ৺ձಓ۩͕1ਓͰϒϧʔγʔτΛ

ͪɺςϯτͷ಄෦Λ͑ͤ͞Α͏ͱ͍ͯ͠Δɻ

ಓ۩ͷޙΖʹݟश͍ͷྭᠳձͷҕһ͕͜ΕΛ

Δᠳձ5͢؍ʹࠨΔɻ·ͨɺਤͷ͍ͯݟ

ਓ͕͍ࣸͬͯΔɻ

ಓ۩͕γʔτΛҾͬுΔ಄෦ʹҾ͔͔ͬͬ

ͯ͠·͏(1)ɻ͜͜Ͱಓ۩அ೦ͨ͠Α͏ʹҰॠ

ྗΛൈ͘(2)ɻ͢Δͱɺഎޙʹ͍ͨྭᠳձҕһ͕

͔ʹ͍ۙͮͯ(3)ɺಓ۩ͷ͔ྡࠨΒγʔτΛ

্ͪ͛Δ(5)ɻ͍ͨͯ͠؍ᠳձͷ͏ͪͷ2ਓ

ϒϧʔγʔτʹ͖ۙͮ(4, 6)ɺγʔτΛ্ͪ͛

Δ(8, 9)ɻਤ13͕ͦͷͷө૾Ͱ͋Δɻ͜ΕʹྗΛ

ಘ͔ͨɺᗅ৺ձಓ۩·ͨδϟϯϓͯ͠Ҿ͔ͬ

͔͍ͬͯΔՕॴΛඞࢮͰ֎ͦ͏ͱ͍ͯ͠Δ(7)ɻͦ

ΕͰதʑ֎Εͳ͍ͷͰɺഎͷ͍ߴᠳձӡൖ

͕ճΓࠐΜͰ͖ͯ͜ΕΛॿ͚Α͏ͱ͢Δ(10)ɻ

ྫ5 (ਤ14)ಉ͡ͷςϯτਖ਼໘ʹࠨ͔ͯͬଆ

Ͱ͋Δɻͪ͜Β಄෦͕ӽͤͣʹɺᗅ৺ձw͕

ு͍ͬͯΔͱ(1)ɺᠳձw͕͍ۙͮͯ(2)͜ΕΛؤ

ख͏(3)ɻͦΕͰ͑ͳ͍ͷ͕ͩɺ͙͢ਅޙΖ

ʹ͍ͨᗅ৺ձ΅͕ͬ͢ͱखΛ৳ͯ͠ϒϧʔ

γʔτΛ͑ͤ͞Δ(4) (ਤ15)ɻ

ྫ4, 5͔Β͔ΔΑ͏ʹɺجຊతʹઌʹ༩

͍ͯ͠Δߦҝऀ (prior participants) ͚ͩͰਓख

Γ͍ͯΔɻ͔͠͠ɺͦͷ׆ಈʹ༩͍ͯ͠ͳ͍

ऀͦͷ׆ಈʹؔ৺Λ͍͚ͯΔɻͦͯ͠ɺԿ͔

τϥϒϧ͕ൃੜͯ͠खॿ͚ͷඞཁͳՕॴ͕৽ͨʹ

ൃੜ͢Δͱɺ͙͢ʹ͍ۙͮͯखग़͠Λ͢Δ͜ͱͰ

৽ͨͳूஂ(posterior participants)͕ੜ͡ΔͷͰ͋

Δɻ͜ͷɺྭᠳձҕһᠳձz, y, wͱɺͦ

ͷޙ·͕ͩղܾͰ͖ͳͯ͘खग़͠Λ͢Δᠳ

ձӡൖᗅ৺ձ΅ͱ͍͏2ஈ͑ߏʹͳͬͯ

͍Δͷ͕໘ന͍ɻ࠷ॳʹد͚ۦΔਓਓखΛ૿

͢͜ͱͰΛղܾ͠Α͏ͱ͠ɺͦΕͰղܾͰ

͖ͳ͍ͱ͍͏ࣄଶΛট͍͍ͯΔɻ͜ͷɺೋͷ

ͰΑΓΛղܾͰ͖ͦ͏ͳ (͜ͷ߹എͷߴ

͍)ਓ͕ؒೖͬͯ͘ΔͷͰ͋Δɻ

4. ٞ
ຊڀݚͰɺ༧Ί୭͕ԿΛ͢Δ͔ܾ·͍ͬͯͳ

͍ঢ়گͰɺ׆ಈ͕৽ͨʹ·Δ߹ͷಈܕ༩

ͷํͱߦʹطΘΕ͍ͯΔ׆ಈʹΕͯՃ͢Δ

ฤೖܕ༩ͷํΛΈͨɻڠಇ׆ಈʹՃ͢Δͨ

Ίͷඞཁ͕݅ͲͷΑ͏ʹཱ͢Δ͔ҎԼʹ·ͱ

ΊΔɻ

༩ͷ͍ܕ༩ɾฤೖܕಈͷؔ৺ɺಈ׆

ͣΕͰݺͼ͔͚ͷ͋Δ߹ʹɺݺͼ͔͚Λܖ

ͱͯ͠ੜ͍ͯͨ͡ɻྫ1ྫ3ʹΈΒΕΔʮखͷػ

ۭ͍͍ͯΔਓʯͱ͍͏ݺͼ͔͚͕యܕͰ͋Γɺ͜

ͷൃʹΑͬͯߦҝऀͨͪͷؔ৺͕ͳ͍ঢ়ଶ͔Β

͋Δঢ়ଶมԽ͢ΔɻҰํɺݺͼ͔͚ͷͳ͍߹

ɺಈܕ༩ɾฤೖܕ༩ͷͲͪΒͰͰ࠷ॳ

͔Βߦҝऀ͕ߦࠓΘΕ͍ͯΔۀ࡞ΛݟकΓͳ͕Β

ؔ৺ΛΑ͍ͤͯΔͱ͍͏ঢ়ଶ͕ଘ͍ͯ͠ࡏΔ (ྫ

2, 4, 5)ɻͭ·Γɺݺͼ͔͚͕ͳ͍߹ߦҝऀͨ

͕ͪࣗؔ৺ͷ͋Δঢ়ଶʹ͋Δɻ

ͼ͔͚ͷ͋Δ߹ͦͷݺɺ͍ͯͭʹ͖ͮؾ
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1812.0 1817.0 1822.0 1827.0 1832.0 1836.0

ᗅw ಈ࡞

w ಈ࡞

ᗅ΅ ಈ࡞

1: ϒϧʔγʔτΛ಄෦Λ͑ͤ͞Α͏ͱ͢Δ

2: ςϯτʹۙͮ͘ 3: ςϯτ಄෦Λ͑ͤ͞ΔͷΛख͏

4: ςϯτ಄෦Λӽ͑ͤ͞ΔͷΛख͏

ਤ 14 ྫ5ɿฤೖܕ༩(ݺͼ͔͚ͷͳ͍߹2)

���
���

ਤ 15 എͷ͍ߴਓ͕ॿ͚Δ

Ε͍ͯΔɻྫ͞ٴݴͲΜͳखॿ͚͕ඞཁ͔͕ʹޙ

1Ͱɺʮ͋ͷϐϯΫ (ͷҹͷ͍ͭͨϒϧʔγʔτ

Ͱ)ʯʮେࠜ(.)ுͬͪΌ͏ʯɺྫ3Ͱʮͪΐͬͱ͜

Εಈ͔͍ͨ͠ΜͰʯʮ͜Ε:ͬͪ͜ʹʯͱߦҝऀͨ

తʹࣔ͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷൃޠݴಈ͕׆͏ߦ͕ͪ

Λػܖͱͯ͠ɺͪͨऀߦखॿ͚ͷඞཁͳՕॴ

ͼ͔͚͕ͳ͍߹ɺݺͱ͕Ͱ͖Δɻͮ͘͜ؾʹ

ඞͮ͘ؾʹҝߦҝऀ͕ͨͪࣗ͜Ε͔Βඞཁͳߦ

ཁ͕͋Δɻಈܕͷྫ2Ͱɺ·ͣ࠷ॳͷ1ਓ͕খ

͞ͳΛखͰԼΖ͢ͷΛख͏͜ͱʹ͖ͮؾಈ͖

ͩ͢ɻ͜ͷಈ͖Λͨݟपғͷਓ͕ɺʑʹಉ͡

͜ͱʹ͖ͮؾಈ͖ग़͍ͯ͠Δɻޙଓͷਓʑଞऀ

ͷ͖ͮؾͷ͖ͮؾ ,སߴ) 2010)ͱ͑ݴΔ͔͠

Εͳ͍ɻฤೖܕͷྫ4, 5Ͱςϯτͷ಄෦ʹϒ

ϧʔγʔτ͕ͻ͔ͬΔͱಉʹपғͷਓʑ͕ͮؾ

͍͙ͯ͢ʹಈ͍͍ͯΔɻ͑ݴʹٯɺखॿ͚ͷඞ

ཁͳՕॴʹ͚ͮؾͳ͔ͬͨਓ૬มΘΒͣपลͰ

ཱͪଓ͚͓ͯΓɺ׆ಈʹ༩Ͱ͖ͳ͍ͷͰ͋Δɻ

Ґஔɺͯ͢ͷߦ͍͓ͯʹྫࣄҝऀͨͪ

Ճ͢Δ͜ͱʹͳΔ׆ಈ͕ੜ͡Δॴ·Ͱาͷͱ

͜Ζʹ͍Δɻݺͼ͔͚ͷͳ͍߹ɺඞཁͳखॿ

ʹ͍ͨͱ͍͏͜ͱͰ͋ڑಘΔ΄Ͳͷ͖ͮؾʹ͚

Γɺඞવతʹۙ͘ʹ͍Δ͜ͱʹͳΔɻݺͼ͔͚ͷ

͋Δ߹ɺԕ͘·ͰਓΛݺͼʹ͍͘ͱ͍͏͜ͱ

ݪཧతʹՄͰ͋Ζ͏͕ɺपғʹ͍Δਓ͕༏

ઌ͞ΕΔɻ͋Δ͍ɺपғʹਓ͕͍ΔʹͷΈݺ

ͼ͔͚͕ൃ͞ΕΔͱ͑ߟΒΕΔɻ

ྗɺجຊతʹཁ͞ΕΔͷ͕ྗࣄͰ͋Δ

͜ͱ͔Βखॿ͚͢Δྗ୭ʹͰ͋Δ͜ͱ͕ଟ

͍ɻྫ1ͷΑ͏ʹʮ͋ͷϐϯΫʯʮେࠜ(.)ுͬͪΌ

͏ʯͱ͍͏ޠݴతදݱͰԿΛཁ͞Ε͍ͯΔ͔ؾ

ͮ͘ʹଟগͷ͕ࣝඞཁͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳ

߹ɺࣝͷແ͍ऀࣝͷ͋Δऀ͕ͨͪ͠Α͏ͱ

͍ͯ͠Δ͜ͱΛͻͱ·͔ͣͯ͠؍ΒՃ͠ͳ͍

ͱ͍͚ͳ͍ͨΊɺॳಈʹ͕ࠩͰΔɻ·ͨྫ5ͷΑ

͏ʹഎͷ͍ߴͱ͍ͬͨݸਓಛੑʹಛԽͯ͠Ͱ͖Δ

͜ͱͷ߹ɺͦͷಛੑΛ͍ͬͯΔਓ͕׆ಈʹ

Ճ͢Δ͜ͱ͕༏ઌ͞ΕΔͩΖ͏ɻ

͜ͷΑ͏ʹͯ͘ݟΔͱɺྩࢦͱ͍͏ߦޠݴҝ(ӿ

ຊɾ, 2015)ߦҝऀ͕ͨͪڠಇ׆ಈʹ༩͢Δͨ

ΊͷΓํͷҰ෦Ͱ͋Δ͜ͱ͕͔Δɻଞʹɺ

ҝऀ͕ͨͪࣗࣗߦҝΛཁ͢Δൃͳ͠ʹɺߦ

Β׆͖ͮؾಈʹೖ͍ͬͯ͘ͱ͍͏Γํ͕͋Δɻ

ॳʹ͜Ε͔Β࠷ͣ·ɺʹ͢͜ىಈΛҾ͖׆ಇڠ

͞ΕΔ͖׆ಈʹؔ৺Λ͚ɺͲͷΑ͏ͳखॿ

͚͕ඞཁ͔ʹ͍͍ͯͮؾΔඞཁ͕͋Δɻؔ৺ؾ

߹ΒͷൃͰಘΒΕͳ͍Α͏ͳ͔ऀྩࢦ͕͖ͮ

ʹɺ͍ۙҐஔʹ͍ͯखॿ͚͢Δྗ͕͋ͬͯ

༩ʹಈ׆༩Ͱ͖ͳ͍͜ͱΛؑΈΕɺʹಈ׆

͢ΔͨΊʹؔ৺͕·ͣ͋Γɺʹखॿ͚ͷඞཁ

ͳՕॴʹͮ͘ؾͱ͍͏εςοϓ͕ॏཁͰ͋Δɻଞ

ऀͷ͖ͮؾͷ͖ͮؾ༩ͷػܖʹͳΔ͜ͱ͔

Βɺؔ৺ۀ࡞ͷਐߦঢ়ଶ͚ͩͰͳ͘׆ಈʹ༩

͠͏Δଞऀͷঢ়ଶʹٴͿͱ͑ߟΒΕΔɻ

ँࣙ ௐࠪʹ͍͍͍ͯͩͨ͝ྗڠΔྺͷᖒɾ
อଘձɾߨͷํʑʹ͠ँײ·͢ɻຊڀݚɺՊݚඅ
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　１.はじめに

　　本稿は ,沖縄本島北方の離島 ,伊是名島伊是名

集落において , 集落の民家に住む人びとの語りか

ら , 伊是名の民家にそなわる空間の特徴を抽出し ,

彼らの認識を方向づける空間図式を議論しようとす

るものである .特に本稿では ,沖縄 ,伊是名の民家

の最も基本的な伝統的空間構成とされる一番座 ,二

番座 ,と雨端に注目して探究を進めている .

　この研究は ,集落における生活の経験の表現を写

真日記と写真 KJ 法により構造化して原型的な空間

図式を抽出しようとする試み（篠崎・藤井ら 2015）

ほかの延長にある . 筆者らは , フィールドにおけ

る経験の表現から空間図式を抽出し表現する試み

と ,その方法の検証を繰り返し ,フィールドに存す

る豊かさを如何に研究室に持ち込み ,発見的なプロ

セスで探究するかを議論している .実験的手法によ

りターゲットを絞った結果を得るのではなく ,無駄

は多くても , 何か仮定するありそうなことがらを ,

手探りで見つけようとする , 野外科学 1) 的な探究

姿勢を大切にしている .

　このような探究の仕方は ,建築の設計者である筆

者の経験から述べれば ,よい ,未だ見ぬ建築空間を

デザインする探究の仕方と ,とても似たプロセスで

ある .それは創造的であり発見的である .

聞き取り調査から描きだされる伊是名の民家の空間図式

（民家の一番座・二番座と雨端に注目した住空間の特徴）
Exploring Spatial Schema and the Characteristics of Folk House in Izena 

Village, Okinawa through the Interviews to the residents 
（A Study of Characteristics of Folk House Dwelling Spaces focusing on 

Ichiban-za, Niban-za, and Amahaji.）
篠崎　健一†，藤井 晴行‡

Kenichi Shinozaki, Haruyuki Fujii
†日本大学，‡東京工業大学

Nihon University, Tokyo Institute of Technology
shinozaki.kenichi@nihon-u.ac.jp

Abstract
This paper aims to discuss the characteristics of spaces and 
spatial schema extracted from traditional folk house and the 
life lived in it, in Izena village, Okinawa, Japan. The study 
focuses on the spaces called “Ichiban-za”, ”Niban-za”, and 
”Amahaji”, which are important components of the traditional 
folk house, and plays essential role in the ordinary life of the 
residents.  
The process of collecting narratives of the residents and of 
experiencing the life in the village are discussed in detail.
Through the analysis of 12 narratives (out of 20 narratives 
collected through the dialogs with the residents), the authors 
found the characteristics of the space such as “expansion 
of space territory of Ichiban-za: a schema of a concéntric 
circle”, “homogeneity of Ichiban-za and Niban-za”, “inherent 
characteristics of Niban-za, and its space continuity out to the 
front yard of the house” , “change of characteristics of borders 
of the house” .   

Keywords ― Spatial Schema, Narrative, Embodiment, 
Experience, Characteristics of Space, Folk House, Izena

言葉・生活行為・空間構成

　集落や民家は ,常に動きのなかにあり ,生活は変

化する .伝統的な生活の仕方や空間の構成は ,時代

を経ても変化しない ,あるいはかたちを変えて継承

されるものごととや ,時代に従い変化するものごと

がある .

　筆者らは ,生活者の語る言葉から ,なんらかの方

法で ,言葉 ,生活 ,空間構成の関係から抽出される

であろう原型的な身体的空間図式を探究することに

よって ,空間の認識の身体的原型性に迫ることがで

きないかと考えている .

図 1 伊是名の地理・集落風景
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２. 空間の認識・研究の方法

　生活者の ,さまざまなレベル ,内容や強度の空間

認識を語りとして取りだしたい .そこで ,

1) 多様な語りを集める

2) 語りを解釈する者の生活の身体的経験を高める

3) 語りの分析（解釈・考察）の仕方を工夫する

ことが大切であると考えた .

　1) 多様な語りは , 会話の志向を限定せずさまざ

まな語りを導くよう , 意図的な操作や誘導を排除

することから得られる . このため , 語りの採取は ,

生活者が実際に生活する民家でおこなうことにこだ

わった . 生活の邪魔をしないよう配慮しながらも ,

生活の場というリアルなフィールドに身を置くこと

で ,眼前の空間やものごとが語りを深め ,ディテー

　1.2. 民家の一般的特徴・伊是名

　沖縄 , 伊是名の民家は , 珊瑚やコンクリートブ

ロック積みの囲繞（敷地囲いなどと呼ぶ）に囲ま

れ ,主屋 ,付属屋 ,外部空間とともにその生活があ

る .木造の柱と梁による開放的な家のつくりで ,雨

端と呼ばれる奥行き半間ほどの軒下空間が ,強い日

差しや雨を遮りながら通風を確保する .座敷は南面

し ,東から一番座 ,二番座と呼ばれ ,北側の私的な

空間に対し表の空間とされ , 接客や家族の集まり ,

先祖を祀るなどの生活行為がおこなわれる .かつて

は , 座敷のある主屋と竃のある炊事場が別の棟で

あったとも言われている .伊是名島は ,沖縄の伝統

的な生活と ,信仰や歴史のつくる特別な空間性が残

る ,場所自体に身体的感覚のある興味深いフィール

ドである .

ルを明らかにし , 語りを発展させることを目論ん

だ . 同時に , 語り手の生活についての , 筆者らの

理解を助けると考えた .さらに ,生活の経験の獲得

と語りの採取を ,同時進行させることで ,両者のイ

ンタラクションを期待できると考えた . 

　2) 語りの解釈は , 聞き手であり解釈する者の身

体的な生活の経験に依存する .このため ,筆者らは

1 年半にわたり継続的に伊是名集落を訪れ , さまざ

まな仕方で集落の生活を経験してきた .

　異なる主題をもつ調査 ,研究を並行して進めるこ

とや ,祭りのように大勢の村の人びとと体験を共有

すること ,語りの採取や日常の生活で人びとと対面

して話すこと ,一人で集落空間を散歩したり ,集落

や民家について考えたりすることなどで ,生活の経

験を積み重ねようとした .表 1に 1年半の伊是名訪

問の履歴を示した .

　3) 語りの分析の工夫は , 語りは ,聞き取る者の

解釈なしに理解されないことを ,研究者自身が意識

し ,語り手の言葉があらわす何かや ,語りの中にあ

るかもしれないもの ,聞き手の理解が及ばないゆえ

に未知かもしれないものごとを ,如何に獲得するか

の方法を工夫することである .

　韓国の現代文学作品のテキスト分析から , 韓屋

の空間構成と住生活の特徴を論じた研究（金・高

田 ,2015）は , 作品に表現されたテキストを丁寧に

解釈しているが ,その根拠を明示し解釈のみちすじ

を明らかにすることによって ,解釈の再現性を担保

して , 対象に対する理解の共有することを可能と

している .

　本研究においても ,このように何らかの明示的な

プロセスを経ることで ,議論を深められないかと考

える .

1) 2014.9.15.-18.
2) 2014.11.1.-4.  
3) 2014.12.23.-26.   
4) 2015.3.16.  
5) 2015.8.6.-11.
6) 2015.9.15.-18.   
7) 2015.10.9.-12.   
8) 2016.3.17.-23.  

 

図２ 伊是名の民家の実例

表１　伊是名集落におけるフィールド調査履歴

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS09-6

222



３. 語りと経験の身体性

3.1. さまざまな語りを集める

　民家での語りの採取の例を図 3に示す .図は ,実

際に調査した民家（A 家）の様子である . 様々な語

りの採取の場面をひとつの図面の上に描き ,あわせ

て採取した語り（部分）も記した .

　台所の床の変化を説明する (a), 外部空間と関係

する生活の様子を語る (b), 台所の火の神（ヒヌカ

ン）について語る (c), 南の庭でかつてのヒンプン

の位置を説明してくれた (d). 三番座の開口部を指

しながら , そこでの生活の様子を説明する (e), 一

番座へ移動し , 縁側や雨端について語る (f). 一番

座と二番座の間で,二つの座敷での生活を語り(g),

裏座にあった暖をとるジュールという火鉢の大きさ

を手で示す (h). 裏の豚小屋の建設経緯を語る (i),

そして台所で長い間立ち話をして ,過去の生活を回

想しての心情を語る(j),というように,座敷に座っ

たややフォーマルな語りとともに ,民家の内外の空

間を移動しながら ,生活と一体となった多様な語り

を聞かせてくれた .

図３ 民家での語りの採取の様子
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ある豊年祭にも参加させてもらうことができた .

　ウンナーと呼ばれる豊年祭は ,毎年 ,米の収穫の

あとに催される .綱引きは祭りの一部で ,その年の

稲藁を集落総出で大きな縄に結って行われる .綱引

きは ,東（アガリ・アガリンドウ）と西（イリ・イ

リンドウ）の対戦で ,集落の神の宿る場所や ,その

年慶事のあった家を廻り練り歩くムラガーイという

行事を行った後に ,公民館の前で行われる .祭りの

準備から行動をともにし , 当日のすべての行事に

イリンドウのメンバーとして参加した .（図 4 のウ

 3.2. 集落の生活の身体的経験の向上

　図 4は ,筆者らの具体的な生活の経験の断片を示

したものである .

　再生された古民家に投宿し ,自炊し ,集落の人び

とと交流した .集落を歩き廻りひたすら民家と集落

空間を見て歩き ,民家の実測調査をし ,生活者の語

りを採取した .年度末には毎年 ,報告会と懇親会を

催し ,毎回 ,予想を超える村の人びとの反応があっ

た . その経緯から , 集落の最も大切な伝統行事で

いひゃじゅーて ★　　 3 調査

事実 二番目に れた民家（ 家）. の の二番座

の に お の がされ る.二番座・一

番座の 間 の上の には の が

られ るが しにな る. を の

間 に くされたと . 経験 の （ くな

た ）が る を け れたら だ と （

家）と考 調査に し くださ た.

漁船での渡り　　 4 調査

事実 るフ ーが の で 行 とな

り の伊 へ り を り で に

り た. れ は な したが たまた

ま一 にな た伊是名の子 た は で ー に

じ た. 経験 しさ.大らかさ.な くるな

さ（な とかなるさ）. の とは フ ーの

を が な と た.

懇親会翌朝の朝食　　 4 調査

事実 の の で まだ 民 の 上で

た に くお さ の なたかが 一

の きれな の ー ー ー（ 特の

子）を し れ 行 くださ た. 経験

りがたく 伊是名 ー に ただ た.

のお には と りがた で り 集落の

と る空間で た.

梅干しの差し入れ・診療所　　 1 調査

事実 の を くれたお さ が

体調を し で た 生調査 のために し

を し れ くれた. で の を した に を

見 け くれた. 経験 の との語りに

に れ ーで に れ （ 家な ） と

か聞 た. の 生のおか で の には

と しかな と かり の との に

ィーが た.

てらじゃな ★　　 3 調査

事実 語りを聞きに と と言

か なしをし くださる . に . 経験

らじ な と 伊是名で採れる し を

た . れが きになる . の は 二番座が

雨端を経 へと連続し と住 が 雨

端 の空間で と 空間の特徴を く ら

し る .

懇親会　　 4 調査

事実 に続き り だ. か

さは 上だ た.様 な を聞く とができた.

がさ さと き を り けるな 同じ を

有 るための に る 分けが 言の にでき

る様子が見られた. 経験 お くださ し

か た れは行かなき と た（ 家）な と言

くださ た. な と なさ がか だと

た な と 方 らした.

集落を歩き回る　　 1 調査

事実 の５ の集落を き り を き め

た.民家一 一 を し 民家の構

料と た基礎的な空間 を 集した. 経験 実 に

集落を くと 文献な に だ の民家の特徴を理

るが れ 上にさまざまな 変 一見 に

見 る民家 の を認めた. れで か

る の とが るのではな か と考 ながらなお く.

ときわでの語り　　 3 調査

事実 とき は 調査の にお になる民 で

る. 民家で 語り 聞く とができた.とき

は ル と のが る に

伊是名で一番 な家だ た（ 家）と . しく

が雨 とと に られ二 の で 雨端

がなか たと . 経験 は 家の外 を一 に

見ながら語りを聞 ると で る.

報告会　　 4 調査

事実 で た とをお ら した.大

が集ま くれた. に し 調査民家の

名 を 表し たが から の家か

し な家を るから大 さ と

が上がり を からさまにし 表し

た. 経験 はり大らかな が と の家の な

じを けた. なさ を な りで じ ー

と ルを けたが が なされた.

図４a 集落の生活の身体的経験１
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ンナーの経験の断片に☆︎印をつけた .）

　いひゃじゅーてとは ,お茶と茶菓子で ,誰彼を問

わず訪問者を歓待する慣習であり心である .伊是名

島で広く行われていたが ,今は伊是名集落に特徴的

な生活の経験になりつつある .民家の二番座の縁側

に ,茶盆が常に置かれ ,通りかかった人が自由に縁

側に腰掛けてお茶をいただける .家によっては ,雨

端に椅子が用意されている .調査に伺うと ,一通り

のすべきことが終わって ,この縁側や二番座でもて

なしを受けることが多い . このような伊是名の民

家に特徴的な空間の体験は , 集落の経験を深める . 

その時の語りもまた大切である . （図 4 のいひゃ

じゅーての経験の断片に★印をつけた .）

　三線に合わせて唄い踊った .気象条件や船舶機材

の故障で予定通り島に渡れないことも何度も経験し

た . 村役場の人びとや郷土資料館 , 集落の大工さ

んらにも話を聞かせてもらい ,伊是名島を活性化さ

せようとする NPO の話も聞いた .

　これらの経験が ,どのように研究者らの認識を深

め ,広げ ,そのことが本研究の目的に沿って ,どの

神アシャギでの踊り ☆　　 調査

事実 の 導で集落の の る をめ り の

りを る. 経験 の 地に とは

れな と 識を たが とらは と

に境界を く. との生活が れらの空間

とと に る とを実 る.一方で 大 な な

とし のかと き 空き ルの

が に かれ され ると 生活の ルな

見た.

見守る村の長老（高齢者）たち ☆　第5回調査
事実 し れ るが 大きな の に （

）た のための が られ る. に集ま

り りを し で る で る. 経験 の と

の を大 に る様子が じられる. と同じ

に 同じ を 有しながら に る 参

の 方の分 がなされ ると じた. らかく

し かりとした との生活の が ると じる.

拡大する報告会　　第8回調査
事実 の調査で 家の を る に の

（一番座と二番座の境）の （ ）を の

を （ ー ー ー る）（ 家）と の

の語りを た. の さ と 認し る様

子. 経験 ・ には 歴 の さ ら

参 し くださり と で らの活

が認 され き る に じる. から ざ

ざ さ が くださ た方（ 家） る.

銘苅家殿内の祠 ☆　　 調査

事実 （ ・ ド ）の ー で

の大 な 空き地の さな家の な しかし

の に を る. 経験 の での

体験をき かけとし また 調査 の ド

成 ー同行で 資料 の方と一 になり の さ

な の な のは 家の家の がなくな

の に を ると かる.

東廻りと西廻りの出会い ☆　　 調査

事実 ー の きの に と

の な が る. を から落と .

経験 だ.落 で 上がる. れを

る文 り 集落の と れ ととなる.

る を同じく るため の分け方は に

じ 変化 ると . らは な の分け方が

され るのではな かと し たが で

はなか た.

仏壇を取りだす　　 調査

事実 民家の を 住民と一 に きながら 座に る

と の に たる が され る とに

た. 経験 を したら の を が 外

風 が る と （ 家）. が二 たので

の が二 取られ る（ 家）. の な

とは の文献に 研究に 見た とがな .

地区ごとに綱を結う ☆　　 調査

事実 とに が る.大きな の を

し ３ 一 で を . から め

き に 民 で との成 を 大きく

に る. 経験 を ３ は で る

３ は経験 な で と を住 分け

方の 導をしながら をし た. を経 り

が され くと じた.

民家への訪問・二番座の空間 ★☆　　 調査　　
事実 民家は を る.お （ ・ ール）

（おに り な ） 子 のお 子な

が だ に され は れらを く.民家の

住民 が り れ 民家の で り一 を

らし を き ら . 経験 民家の住民は

二番座の を け を る. は 地

の に二番座の に が 心を り りの を

広 る.

爆風で家が傾き壊れる　　 調査

事実 の に 2 が 落の の方に落

の の 風で家が1 た . 風で が

なくな たので 家を した（ 家）. れをき

かけに が に き られ た と 言 れ

る. 経験 料の変化は 一般的に 的な

料の の と言 れたり るが と 実的な

が にな たと とが かる.

図４b 集落の生活の身体的経験２
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ような因果関係をもつかを定量的に証明することは

難しい .しかしながら ,このような語りの採取と生

活の経験の積み重ねは ,相乗的な効果を発揮するこ

ともわかった . 第 8 回の調査の途中で , 佇まいの

よい民家に遭遇した . 石垣は , 伝統的な姿のまま ,

よく手入れされ ,家屋も伝統的な形式を残し ,ほと

んど改造されていない .丁寧に住み続けられてきた

さまが感じられ ,大きな付属屋とともに ,しっかり

その場に建っていた .

　民家を訪ねてみると ,民家の主人は ,ウンナーで

中心となって三線をひき唄っていた方だった .先方

も我々のことを知っていた . そのようなことから ,

すぐに実測調査への協力が得られ ,たくさんの語り

も聞かせていただいた .家は見立ての通り ,伝統的

な形式を最もよく残す民家で貴重な事例（W 家）を

加えることができた .これは 1軒の民家の追加に過

ぎないが ,追加に至るプロセスは ,伊是名での生活

の経験の積み重ねがあればこそのことである .

４. 行為と空間構成の関係が導く事実（空

間の特徴）

4.1. 語りの基礎資料と分析

調査の実施

　前述の経過を経て , 伊是名集落 158 民家のうち

26 民家の調査（実測調査 , 観察調査 , 語りの採取）

を ,2014 年 12 月（第３回）,2015 年 10 月（第７

回）,2016 年３月（第８回）に行った . このうち伝

統的な民家で語りを採取できたのは , 第 3 回 12 民

家,第7回6民家,第8回4民家の計20民家である.

　本章では , このうち第 3 回調査で採取した 12 民

家の語りを分析した結果を述べる .

語りのデータと基礎資料の作成

　民家で語りを記録したビデオデータを ,まず逐次

文字起こししてテキストとして抽出した .次に ,改

めてビデオをよく見ながらこのテキストを単文に切

り分けた . 単文に切り分けたのは , できる限り解

釈を排除できるようにと考えたからである .チャン

トやパラグラフといった文の集合が意味をもつばか

りでなく ,集合を構成する個々の要素にも意味があ

ると考えた .

　解釈を避け ,テキストを自動分析するツールを利

用して機械的に解析することは可能だが ,本研究が

扱うような個別性が強く量の少ないデータの分析に

は ,大量のデータを機械的に分析し数字のもたらす

意味を探る手法は不向きである .実際にこのような

方法で解析を試みたが ,本研究の方法とはならない

と判断した .

　一方 ,逐次文字起こししたテキストは ,語り手が

生活する民家で採取したため ,語り手 ,聞き手双方

の眼前に語りの対象となる空間が存在する .このた

め ,語りに指示代名詞が多く ,また地域独特の言い

回しも多い .このことから ,逐次文字起こししたテ

キストのみを頼りに語りを分析するのは難しいと判

断した .

　そこで ,テキストを単文に切り分ける際に ,誰も

が最低限の文意を理解するよう ,必要な言葉を補う

こととした .補う言葉は ,テキストに既に使用され

ている（その文の前後の文に現れる）言葉や , ビ

デオの映像から誰もが明らかに理解する言葉とし

た .建築の言葉を用いることで内容がはっきりする

なら , それらの言葉を用いた . これらの作業によ

り , 逐次文字起こししたテキストを , 分析可能な ,

単文からなる基礎資料として整理した .

4.2. 語りにおける行為と空間構成

　基礎資料は ,1500 あまりの単文からなる .異なる

民家の語りを集めて一括りの基礎資料として扱うこ

とについては ,沖縄伊是名島の民家 ,集落における

共通した住まい方と変化の傾向がある（大久保ら

2015）という前提に立ち ,これを可と考えた .

一番座と二番座・雨端

　基礎資料の文総数が多く ,民家の全体を俯瞰して

空間の特徴を導き出すことは容易でない .計算機に

よる自動分析に頼れないことは既に述べた .

　そこで本稿では ,まず一番座と二番座 ,雨端を中

心とした分析と考察をおこなうこととした .先に理

解したように ,一番座 ,二番座 ,雨端は ,沖縄 ,伊

是名の民家の伝統的な空間であるだけでなく ,筆者

らの集落における生活の経験から民家の生活の大切

な場所であることを実感するからである .基礎資料

からの文の選出は文の内容を解釈しておこなった .

4.3. 語りが導く民家の空間の特徴

　これらの分析と考察を経て ,以下の伊是名の民家

の空間の特徴を抽出した .この空間の特徴を ,住民

の語り (部分 )とともに表２に整理した .また空間

の特徴を解釈し ,第一筆者が図式的に描いたものを

図 5に示した .

1) 一番座の領域拡大（同心円状の広がり）

　一番座は , 民家の最も大切にされる空間であ

る .しかし ,日常生活のために幾つかの特徴的な改
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一番座二番座

雨端

外の境界

地

雨端

外

二番座
一番座 一番座二番座

a. 一番座の領域拡大
（同心円状の広がり）

b. 一番座二番座の同質性 c. 二番座の固有性・外への連続性 d. 境界の変化

表２ 伊是名の民家に見られる空間の特徴

図５ 伊是名の民家に見られる空間の特徴の図示
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変も共通して行われる .例えば ,縁側を一番座の延

長として物置や物干しとして利用したり , 縁側や

雨端を取り込み新たな室内空間をつくるなどであ

る .布団などを収納する収納場所をつくるような改

造もよく見られた .

　一番座の領域が ,一番座を中心とした同心円状の

空間の広がりとして ,南東方向へ拡大されていると

捉えることができるだろう .この領域拡大は ,民家

の構造の補強や開口部の改変（アルミサッシュの設

置）などとともに行われることが多い .

2) 一番座・二番座の同質性

　一番座は ,床の間があり客人をもてなす ,二番座

は仏壇を祀る ,というように ,二つの座敷は性質を

異にする .しかし ,普段は就寝のために両座敷とも

使われたり ,家族が大勢集まる時は二つの部屋を連

続してひとつの空間として使う .一番座 ,二番座だ

けに欄間があり ,天井が張られている ,また天井が

高い ,もともと畳敷きであるなど建築のつくりかた

における同質性がある .

3) 二番座の固有性と外への連続性

　二番座は ,仏壇を祀り ,死者を横たえるなど ,生

活の核のような行為とともにある .民家の中心的な

位置にあり ,改変が最も少ない室である .二番座の

変わらない性質を固有性という言葉で表現した .

　一方で ,いひゃじゅーての設えや人を迎え縁側で

もてなす行為（図 4）,お彼岸やヒヌカンの拝みは ,

二番座から外（庭・集落 ,その外）へと空間が広が

るさまを感じさせる .ウンナーのムラガーイの民家

訪問（図 4）は , 規模の大きい , いひゃじゅーての

ようにも捉えられる .二番座の前は玄関のない伝統

的な民家においては出入りの場所でもある .

　このように ,二番座は家の核のように重要な空間

であると同時に ,家が集落の空間や人びとにつなが

る接点として重要な役割を担っていると捉えられそ

うだ .

4) 境界の変化

　最後に , 民家の境界の変化を特徴としてあげた

い .伝統的な民家は ,開放的なつくりで ,開口部に

は雨戸が設えられるだけだった .絶対的な境界があ

るというより , 屋根の庇や柱 , 雨端の空間 , 縁側 ,

雨戸 ,障子 ,欄間などの多層の空間や設えで ,民家

の内外は柔らかく隔てられていた .

　現在では ,多くの民家で ,まず家の南面にアルミ

サッシュを入れて ,民家の内と外をしっかり区切る

ようにしている .さらに ,1) で述べたように ,屋根

や庇の構造体の補強のために ,雨端の先端にコンク

リートブロックや鉄筋コンクリートの壁や柱を設置

するというように ,新たな強い境界を構築するさま

が多く見られる .総じて ,境界は ,より単純で強い

ラインで描かれる ,効率的なあらわれとなりつつあ

ると理解される .

５. まとめ

　フィールドにおける生活の経験から ,生活者の語

りを通して得られる民家の空間の特徴を抽出しよう

とするプロセスを議論し ,プロセスから導かれた民

家の空間の特徴を示した .
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Abstract
The objective of this study is to construct the con-

structive methodology of finding the spatial schema

that influences the experience of space through the

interaction with the real space and that with the ex-

pression of the experience. For the expression, we

propose to make a group of photo diaries composed

of a photograph and its captions and to organize the

photo diaries by KJ method. This paper explains the

methodology from a theoretical point of view and de-

scribes the current findings from the on-going studies.

Keywords — Spatial Schema, Photo Diary,

Constructive Methodology, First-Person In-

vestigation

1. はじめに
空間の理解を方向づける心的な構造を指す空間図式

という概念に基づき，伝統的民家や現代建築，集落や
都市など，実際に住まわれている空間の構成と住まい
方の関係の持続と変容から居住者による空間の認識の
仕方を捉える方法とそれを表現する言語をつくろうと
している．空間の認識の仕方，建築や都市などにおけ
る実体的な空間構成，具体的な使い方の間の関係をか
らだに紐づけられた基本的（primitive）な空間図式の
組み合わせとして表現し，それらについて合理的に議
論するための基盤を構築することを目指している．
本研究は写真日記を用いて空間図式を構成する方法

を構成的に構築しつつある．本稿は，研究の構成的方
法論，空間図式という概念，本研究の構成的方法の核
となる写真日記の作成と構造化について説明し，この
過程でこれまでに得られているものごとや気づきにつ
いて報告して考察する．

2. 構成的研究方法
経験を捨象しない主観的な観察や解釈を根拠とし

て，それらの関係から合意によって導き出せる知見か

ら空間図式のありようや性質を探ろうというのが，研
究の方針である．
空間図式は場所を経験したり場所や空間図式を具

現化したものごとの外部表現（設計図，スケッチ，図
式図など）を理解したりするときにそれらを方向づけ
る．また，建築や家具などによって実際の場所を創出
したり場所または空間図式を具現化したものごとの外
部表現を作成したりすることによって顕在化される．
顕在化された空間図式はその後の場所の経験や図式図
の理解を方向づける．
このような図式循環 [1]の概念を利用し，筆者ら [2,

3, 4] は，場所を経験すること，場所の経験を写真日
記によって表現すること，つくりためた写真日記を構
造化すること，これらの方法を考案することなどを構
成的に繰り返すことによって空間図式を顕在化すると
いう探究を進めてきている．場所を経験することは空
間図式を復号化することであり，写真日記を作成する
ことは場所の経験を記号化することである．例えば，
篠崎，藤井ら [2] は，空間の知覚や認識における身体
的な原型（prototype）を，私たちの身体による空間
の経験を通して明らかにすることを目的とし，実在の
フィールド（滋賀県高島市針江地区）において実際に
生活することを通して見いだされるものごとの断片を
写真と言語によって表現し，それらの断片を組織化す
ることによって，空間図式を明らかにすることを試み
ている．これらの研究を含む本研究の探究プロセスを
TWIN FNS ループ（図 1）として表現する．
TWIN FNS ループ [5] はものごとを創造するプロ

セスを実体的なものごとを生成するプロセスと実体に
関わるものごとを表現するプロセスに注目して構成的
ループ [6] を拡張するものである．TWIN FNS ルー
プは焦点化（Scripting, C3）を共有する二種類の構成
的ループからなる．二種類の構成的ループはそれぞれ
異なる種類の実体とインタラクションする．実際に経
験する実体とのインタラクション（Interaction, C√

2）
と経験や思考内容の表現に用いる実体とのインタラク
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ション（C ′√
2
）である．実際の場所で何かを実際に行

うこと（C1），例えば，そこで生活すること，誰かと
会話すること，風景を楽しむこと，その場でスケッチ
をすること，被写体や構図を意識して撮影することは
前者のインタラクション（C√

2）を起こす．これらの
インタラクションから空間構成や空間図式を見いだし
（C2），空間の経験を方向づけ（C3），さらなる空間
の経験を行う（C1）あるいは経験を表現する（C ′

1）と
いう構成的ループが形成される．一方，表現をするこ
と（C ′

1），例えば，写真日記を作成すること，写真日
記を構造化すること，空間図式を図示すること，記憶
や記録に基づいて空間構成を図示することなどは後者
のインタラクション（C ′√

2
）を起こす．これらのイン

タラクションから空間図式を見いだしたり解釈したり
し（C ′

2），空間図式を構想し（C3），さらなる表現を
行う（C ′

1）あるいは構想した空間図式をもって実際に
空間を経験を行う（C1）という構成的ループが形成さ
れる．
私たちは，これまでに，滋賀県高島市針江地区，沖

縄県伊是名村，北海道函館市，都内・首都圏各所，ス
イス連邦ベルン市，ラオス人民民主共和国ゲオ・パ
トゥ村，シンガポールなどで TWIN FNS ループを駆
動して，空間図式を探究している．

Analysis (C2)
Generation (C1)

Physical
Layer

Interaction (C√2)

Analysis (C'2)

Generation (C'1)

Substance

Representation
Interaction (C'√2)

Future Noema

Current Noema

Conceptual
Layer

Nc

Nf
Scripting (C3)

図 1 経験と表現の Twin FNS Loop

3. 空間図式
空間図式（spatial schema）は空間的な関係の知覚

や認識を方向づける心的な構造であり，空間という概
念と図式という概念を合成した概念である．
図式（schema，スキーマ）はものごとに意味や秩序

を与える枠組みである．私たちは環境や身体の実体的
な状態から，図式を通して，特定の情報を取り出し，
自分に意味があるものごとを知覚するとともに，図

式を知覚経験にもとづいて逐次形成する [1] ．哲学的
には「ある現象の理論的説明を方向づけるために用い
られる予備的な概念構成の枠組みや形式 [7]」である．
私たちは，物質的な状態や出来事を「あるがまま」に
知覚するのではなく，それらが放つあらゆる情報の中
から特定の情報を，図式に基づいて，取り入れ，自分
と環境との間に自分にとって意味のある関係を知覚す
る [1] ．また，図式は知覚経験によって変化する心的
構造であり，ある瞬間の図式はその瞬間までの知覚経
験にもとづいて逐次形成される [1] ．図式を視覚的に
図解したものを図式図（schematic diagram）とよぶ．
空間（space）は，自分と環境との間に関係を見いだ

し，自分が生きている世界に意味や秩序を与えるひと
つの概念である．私たちは自分が居る場所をそこにあ
るさまざまな対象との空間的な関係によって知覚し，
自分を定位し，自分と環境との間に動的な均衡をつく
る [9]．哲学的には「時間とともにそこでものごとが
生起する基本形式 [7] 」であり，物理学的には「物質
が存在し，諸現象が生起する場 [8] 」である．辞書的
な意味では「物がなく，あいているところ [8] 」であ
るが，日常的には，建築や家具などに実体的な要素に
紐づけられる（grounded）物質的な場であったり，個
人の意識の及ぶ範囲，社会的な場所，神聖な領域など
のように精神的な場であったりする．
空間は，感覚や運動など，環境と身体との物質的な

実体としてのインタラクション（身体的経験）を通し
て認識される．環境と自分の身体からなる実体レベ
ルの物質的構造は，空間図式を通して，空間的な関係
として理解される．空間図式は実体レベルでのインタ
ラクションにおける知覚，感覚，運動などの具体的な
経験に基づいて形成，維持，更新される．創起は現前
のものごとを実現させたい思い描いているものごと
に変える方法や手段を構想するプロセスである．法則
性，類型などに関する知や図式や心象に基づいて，現
在の情況を好ましい未来の情況に変える方法が探索さ
れる．
空間図式には基本的な空間図式と複合的な空間図式

があると仮定する．基本的空間図式（primitive spatial

schema）は身体的経験に直接的に紐づけられて形成さ
れるアプリオリ（a priori）な空間図式であり，他の空
間図式の組み合わせによって表現することができない
空間図式である．複合的空間図式（composite spatial

schema）は文化的な経験や個人的な経験に依拠して形
成されるアポステリオリ（a posteriori）な空間図式で
あり，基本的空間図式や複合的空間図式の組み合わせ
によって構成される空間図式である．空間図式は空間
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の実体的構成と空間の身体的経験を結びつける．空間
を物質的実体として客観的に扱うことと主観的・恣意
的に意味づけされた存在として扱うこととを橋渡しす
る．複合的空間図式によって表現される空間に関する
概念を基本的空間図式によって表現される身体的なも
のごとに接地する媒体である．身体的経験によって意
味づけられる運動感覚的イメージ・スキーマと基本レ
ベルの概念 [10, 11]が，この橋渡しにとって，重要な
役割を担うと直感している．
運動感覚的イメージ・スキーマ（kinaesthetic image-

schemas）は，概念から独立して，経験の実体的な構
造の側面と直接的に結びつけられる「直接的に有意
味」な図式であり，すべての人間に共通するものであ
る．ここで，イメージ・スキーマは，個々の対象にか
かわる具体的な表象を生み出す心的構造である．ちな
みに，イメージは，具体的な経験に基づいて形成され
る心象表象の一種であり，わたしたちが外部世界の対
象を把握することを媒介するものである．基本レベル
（basic level）は人間が身体を通して外的環境と直接的
に相互作用する経験のレベルである．私たちの経験は，
基本レベルにおいては概念に先行し，かつ，概念から
独立して構造化されている．ものごとの概念構造に関
する私たちの認識は，基本レベルに属する概念と基本
レベルを中間レベルとして上位に汎化および下位に特
化することによって構造化される概念の階層構造であ
る．基本レベルの概念は身体的な経験を通して物質的
実体と直接的に対応づけられる．概念構造には，基本
レベルにおいて，現実世界の身体的経験による制約が
加えられる．既に存在する概念は私たちが経験するも
のごとをさらに構造化しうるが，基本的な経験の構造
はそのような既存の概念による構造化にかかわらず存
在する．運動感覚的イメージ・スキーマは基本レベル
の認識に通底する抽象的な構造であると考えられる．
運動感覚的イメージ・スキーマを基本的空間図式に

据える空間図式体系を構築することにより，空間に関
する議論において，空間の一人称的な意味を物質的な
世界の身体的経験に紐づけて扱うことが可能になる．

4. 写真日記
写真日記（photo diary）はある場所を経験して知っ

たり気づいたりするものごとを写真とことばによって
表現する媒体である [12] ．絵日記が絵とことばによっ
て経験したものごとを表現するように，写真日記は写
真とことばによって経験したものごとを表現する．写
真日記は自分自身の場所の経験とその場所の事実とが
どのように関わっているのかを意識することを促す．

4.1 写真日記の構成
写真日記作成の基本は，ものごとを経験したり何か

に気づいたりしたときに，それらに意識を向け，それ
らと関わりをもつものごとを写真に撮るとともにこと
ばで表現することである．
写真はそれを撮影する瞬間におけるその場所の実体

的な構造を視覚的に表現する．ことばでは表現できな
いものごとを視覚的に記録したり，撮影者が意識して
いないものごとを意識しているものごとと一緒に記録
したりする．ことばは視覚的に表現されているものご
とのうち注目しているものごとや視覚的には表現で
きないものごとを表現する．ことばによる表現は，経
験している場所に関する事実の記述（事実記述），事
実や経験に関連づけられる自分の解釈の記述（解釈
記述），自分が経験しているものごとの記述（経験記
述），表札，撮影情報からなる．
何かを経験するとき，私たちは単一のものごとを感

じているのではなく，いくつものものごとを重ね合わ
せて認識する．写真日記の写真とことばはこのよう
な経験におけるものごとの輻輳性を反映する．これら
のものごとは，写真日記の構造化の過程で顕在化され
ることによって思いがけない発想や発見のきっかけと
なる．

写真（Photograph） 斯々然々なることを記録しよ
うと意図をもって撮影した写真が写真日記の構成要素
のひとつである．何かを知ったり何かに気づいたりし
たときに注目しているものごとや記録したいあるいは
記録すべきであると感じるものごとを写真撮影する．
自分が何を被写体にしようとしているのかを自覚して
撮影することが不可欠である．意識していないものご
とも一緒に撮影される．ことばで表現されるものごと
は語彙や文法に制約される．また，そのときの関心に
影響される．ことばだけではこのような制約や関心に
よって捨象されるものごとを写真がそこに写された潜
在的情報として保持する．

事実記述（description of facts, DF） 事実記述は
作成者が意識を向けているものごとを自分以外の人が
写真日記の写真から自分と同じように読み取れる事実
として「客観的」に表現する文章である．写真に撮影
されているものごとに直接言及し，後述の解釈記述と
経験記述を撮影されている実体的な事実に接地させ
る．場所の経験や直感的な解釈を実証することを視野
に入れて事実に結びつける役割を事実記述は担う．
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図 2 写真日記の例（写真）

解釈記述（description of interpretation, DI） 解
釈記述は，場所を経験している自分が，現前の注目し
ているものごと（事実記述の内容）や自分の経験（経
験記述の内容）に関連して，あるいは，現前の事実と
経験とを結びつけるものごととして，考えたものご
と，気づいたものごと，連想したものごと，想像した
ものごと，妄想したものごとなどを表現する文章であ
る．解釈記述は経験記述の内容と事実記述の内容を結
びつけると自分が思うものごとを自覚的して言語表現
することを促す．

経験記述（description of experience, DE） 経験
記述は場所における自分が経験しているものごと（例
えば，行為，情動，観想などの内容）やその場所につ
いて写真を撮影したり写真日記を作成したりしよう
と意図するに至った経緯を自分自身にとっての「主観
的」な事実として表現する文章である．いわゆる「客
観的」な事実の表現であるか否かは問わないが，自分
の経験に忠実である必要がある．

表札（nameplate） 表札は写真と三種類の記述に
よって表現しようとしているものごとを端的に表現す
る文である．

撮影情報（photographic information） 撮影日時，
撮影場所，必要に応じて，撮影機材，焦点距離，シャッ
タスピード，絞りなどを記録する．

4.2 写真日記の構造化
ひとつひとつの写真日記はある場所ある時間におけ

るある経験を表現する．ある意図で揃えたひとまとま

光と陰影が空間の奥行，広がり，境界をつくる． [20151009HF, 銘苅家住宅]

○事実記述
母家の二番座の真正面にひんぷんがある．ひんぷんと母家の間には庭がある．照明を点灯していない

二番座は，天空光に照らされて明るい庭とは相対的に，暗い．しかし，暗闇というわけではない．二

番座から見える外の景色は建物の構成要素，すなわち，左側の遣戸，右側の雨戸，縁側，軒によって

長方形に切り取られている．床と軒下は外の光を反射して仄明るい．

○解釈記述
景色を切り取る額縁の構成要素は屋外の光を反射して屋内に導き入れ，陰影をつくっている．対称で

はない左右の陰影の襞は前後方向に単調ではない奥行感を生み出している．また，仄暗い反射光と共

存する両脇の陰影は，左右方向に空間の広がりを生み出している．一方，仄明るい，軒下と縁側や畳

の反射光が上下の空間の境界を明確にしている．正面に見えるひんぷんは視線を帰着させるアイ・ス

トップとして働いている．ひんぷんはその外側の景色を見せない．同様に，内側の様子を外側に見せ

ない．

○経験記述
自分は切り取られた景色が放つ光に照らされた空間に居て，庭に正対して座っている．二番座が日常

生活において中心的な役割を担う室だとしたら，二番座から見る景色は日常生活にとって大切な景色

であると仮定している．二番座とひんぷんに挟まれた空間と二番座の空間が相互に他方に広がり合う

ようにして融合し，明暗や開放感／閉鎖間の段階的な差異をもつ，ひとつの大きな空間をつくってい

る．自分の領域は屋内でも屋外でもあるという感覚が生まれる．二番座と庭とが融合するように見え

るということが日常生活にとって大切な景色であるということだろうか．

図 3 写真日記の例（ことば）

りの写真日記を個々の写真日記が表現するものごとた
ちが全体でひとつの物語をつくるように構造化する．

階層構造の生成 木構造の生成を KJ法の要領で行な
う．写真によって表現された実体的なものごとの視覚
的な関連性や，ことば（事実記述，解釈記述，経験記
述，表札）によって表現されたものごとの概念的な関
連性を手がかりとして，何らかの関連性を見いだせる
写真日記たちをグルーピングする．グループには，必
ず，グループに属する各写真日記が表現するものごと
をまとめるものごとを端的に表現する表札をつける．
直感的にグルーピングしたくなるときは，直感的にグ
ルーピングされる写真日記たちを関連づけると思われ
るものごとに意識を向け，それを表札に表現する．写
真日記をグルーピングするとの同じ要領で，写真日記
とグループのグルーピングやグループとグループをグ
ルーピングを，全ての写真日記とグループが包摂され
る最上位のグループがつくられるまで逐次繰り返す．
このようにして写真日記が構造化され，写真日記全体
が表現する物語の骨格ができあがる．個々の写真日記
はいずれかのグループに属し，個々のグループはいず
れかのグループに含まれるという階層構造である．
構造化において大切なことは部分的なものごとに

よってつくられる全体を紡ぐ何かに気づくことであ
る．個々の写真日記に表現されているものごとの関連
性を考えつつ，ボトム・アップでグルーピングしてい
くことが肝要であり，写真日記やグループをトップ・
ダウンで分類したり整理したりするようなグルーピン
グは行わないように注意する．複数の写真日記を組み
合わせて初めて浮き彫りになるものごともある．トッ
プ・ダウンの分類や整理は予めわかっている観点で行
われるので，固定観念や先入観を超えた未知のものご
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とに気づく機会を失ってしまう可能性がある．
写真日記を作成したり構造化したりする際の省察に

おいて，複数の写真日記の組み合わせの中に写真を撮
影するときには意識していなかったものごと（事実）
が撮影されていることに，偶然，気づくことがある．
この気づきがさらなる発見や発想の契機となる場撮影
時にはその重要性に気づいていなかったのだが，いく
つかの写真日記を同時に見ているうちに実は重要なも
のごとであるということに気づくのである．
対立するものごとをグルーピングする場合，それら

のものごとの論理積や論理和を機械的にとるグループ
にするのではなく，対立を昇華する新たなものごとを
発想するように観方や解釈を臨機応変に創出するよう
にこころがける．

階層構造の検証と修正 生成された階層構造において
各々のグループの表札がそのグループに属するグルー
プの表札や写真日記の記述と表札の内容を捨象せずに
反映していることを確認し，階層構造の網羅性を検証
する．
1. 最下位層のグループの表札に注目し，当該グルー

プに属する写真日記の記述内容に表札から捨象さ
れているものごとがある場合，その内容を表札に
反映させるべく，以下を行う．

1a 注目している最下位層グループとは異なるいずれ
かの最下位層グループの表札が反映させるべき内
容に言及している場合，当該内容はそこで拾遺さ
れているとみなす．このとき，それぞれの表札は，
新たな気づきがなければ，そのままとする．あれ
ば，その気づきを加味した表札に更新する．また，
所与の階層構造において，ある記述内容を捨象さ
れた写真日記がその記述内容を拾遺している最下
位層グループにも属するように構造を改変する．
すなわち，グループの包含関係によって生成され
た階層構造は，扱っている内容のうえでは，木構
造からセミラティス構造に変容する．

1b 捨象されているものごとを拾遺する最下位層グ
ループがない場合，記述内容が捨象されている写
真日記をメンバーとする最下位層グループを新た
に作成し，当該内容をその表札に記す．この際，
これらの写真日記の記述内容がもともと属してい
た最下位層グループの表札の内容を維持するため
にも不可欠である場合，当該写真日記は新たな最
下位層グループと所与の最下位層グループの両方
に属するように構造を改変する．ここでも，セミ
ラティス構造が形成される．

2. 上記１と同様に，最下位層以外のそれぞれのグルー
プの表札がそのグループに属する下位のグループ
の表札の内容を捨象せずに反映していることを確
認し，捨象されているものごとがある場合，

2a 捨象されている内容を拾遺するとみなせるグルー
プが他にあれば上記 1aと同様にし，

2b そのようなグループがなければ，新たなグループ
を作成し，当該内容をその表札に記すなど，上記
1bと同様にする．

3. 表札から捨象されているものごとがなくなるまで，
上記 1,2を続ける．

上記の手続を行うことによって，構造全体がちぐは
ぐになり，すべての写真日記の記述内容からひとつの
物語を組み立てることが困難になった場合，所与の階
層構造を解体し，構造化をしなおすことも視野に入れ
ておく．
空間図式を顕在化するためのフィールド調査におい

ては，撮影時に，撮影者の空間図式が影響し，それが
撮影された写真，事実記述，解釈記述，経験記述，表
札に，陽に（自覚的に），陰に（無自覚的に），反映さ
れる．写真日記の構造化においては，陰に反映された
空間図式が顕在化されることがあり，これが新たな空
間図式の発見や発明の契機となる．このように，空間
図式は，空間図式を探究する構成的ループの中で，既
知のものごとと新たなものごとを包摂するように，あ
るいは，既知のものごとと新たなものごとの矛盾を昇
華するように更新される．

5. 写真日記を用いた空間図式の構成例
滋賀県高島市針江地区，沖縄県伊是名村において，

生活の体験（C1, C√
2)，写真日記の作成と構造化（C ′

1,

C ′√
2
) を通して構成している空間図式の例を示す．運

動感覚的イメージ・スキーマを基本的空間図式とし，
経験した空間の空間図式を複合的空間図式として構成
している．写真日記の構造化の際に作成した表札と空
間図式の図式図を合わせて示す．「表札」の右にある記
号はグループの IDを示す．A, B, C,..の順にグループ
が上位になる．
空間の経験それ自体を表現する空間図式と空間の認

識の自覚を表現する空間図式とに分類して示す．

5.1 空間の経験に関する空間図式
空間の経験それ自体を表現する空間図式を示す．空

間の実体的な構成やに対応する空間図式である．空間
を経験する者がどこにいるかは明示していない．
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表札（針江C03） 　何気ない，普段の生活に直結し
た，美しさや機能性や愛着やライブ感はお互いに作用
し合っている．
「ライブ感」とは、音がライブであるデッドである

というように，反射によって返って来るもののあるな
しによって場の性質が異なったり変わったりすること
でもある．「生きた」反応があるということは，中心
から周縁に向けて放射した何かに対応するように周縁
から中心に何かが放射される空間図式として解釈す
る．図 4は表札の本体に対応する空間図式の図式図で
ある．

中心 周縁

反射

＜反射＞

図 4 C03 Schema Reflection.

表札（針江 B03） 　水の自然な流れを利用すると
段々のリズムが生まれる（補足：水は重力によって上
から下に流れる．棚田の段々も，川端の壺池や端池の
段々も，水に関係している．）

部分

リズム（全体）

部分を連結する経路

図 5 B03 Schema - Rythm.

表札（針江 C02） 　普通の性質をもつものごとに
よって，時間や空間やものの見方が重なり合う（補足：
観察している人間がいる）．

A B

連結

図 6 C02 Schema.

表札（針江B04） 　異種のものごとが結節する空間
に，人は，居心地の良さや，美しさや，畏れを感じる．

A B

結節点

図 7 B04 Schema.

表札（伊是名 E02） 二つの不連続な要素が同質性や
異質性などの関係によって対を形成するとき，それら
を連結する軸と分離する境界（旧：面）が同時に生ま
れる．同質性（共通性）が強いとき，二つの要素は，
類似関係（類似）が優位となり，一体のものとしてと
らえられる．異質性が強いとき，対比関係が優位とな
り，軸に勾配が生じる．勾配の緩急によって，境界が
強くなったり弱くなったりする．

＜連結＞ ＜連結＞

(a) 同質という連結概念 (b) 異質という連結概念

図 8 E02(Izena) Analogy and Contrast.

表札（伊是名 F01） いくつかの要素が部分となり，
ひとつの全体を形成するとき，全体としての構造を通
して，要素のあいだの共通性が浮かび上がる．
部分たちから全体ができると部分の共通性が見えて

くる.

部分
全体

共通性をもつという連結

図 9 F01(Izena) Schema.

表札（伊是名 E01） 性質が段階的に異なる空間を同
心円状に重ね，上部を部分的に覆って陰になる空間を
つくることによって，入れ子状の境界が形成され，外
部から護られていると感じる．

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS09-7

234



A A'

中心

周縁

A A'

弱い境界

強い境界

図 10 E01(Izena) Emergence of Nested Bor-

ders.

5.2 空間の認識に関する空間図式
写真日記の構造化の過程で，自分たちが空間を認識

する心的なプロセスに言及する表札が現れてくる．空
間構成に関する情報の論理和や論理積を無自覚に採
用することを忌避しているため，上位のグループをグ
ルーピングするときに，対立するものごとを昇華する
ためにメタ認知的な視点が用いられることになったの
ではないかと感じている．

表札（針江B09） 　自分がそこにいる空間を鑑賞の
対象として見ている．
実体としてはそこに居るとわかっているのだが，心

的にはそこに居ないと感じている．この空間図式（図
11）は実体として知覚していることと概念的に認識し
ていることの二重性を示している．

自己 他者

図 11 B09 Schema

表札（針江B11） 　水を大切にする意識が行為に結
びついているからこそ，水がつくる美しい空間が維持
されている．
針江の民家に滞在している間に地域の人々が水をい

かに大切にしているのかを教えてもらったり感じたり
した．そこのことによって水のある風景を観る姿勢が
変化している．図 12はそのことを空間図式の図式図
として表現している．

意味の伝聞

無自覚的観測 意味を意識した観測

自己 自己

他者

図 12 B11 Schema.

表札（針江 B01） 　川端の空間が美意識と生活意
識の上に成り立ち，人々の愛着が感じられると感じら
れる．使い易く配置したものが，意図していない美し
さを呈しているように見える（補足：美意識は建築的
要素が良い塩梅で配置されていることである．生活意
識の現われは道具が良い塩梅で配置されていることで
ある）．
川端を使うという経験をすることによって，川端を

傍観する姿勢が川端に没入する姿勢に変容し，川端の
機能を実感するとともにその機能に結びついた美を発
見する．傍観しているときには日用品が無造作に配置
されていると思われたが，それらが使い易い位置にあ
ることを実感し，その機能に根ざした配置に美しさを
見るようになる．

使う

傍観 機能の実感

自分

川端

機能美の発見

図 13 B01 Schema.

表札（針江C02） 　何気ない，普段の生活に直結し
た，美しさや機能性や愛着やライブ感はお互いに作用
し合っている（補足：機能性があるから美しく感じる．
美しく感じるから愛着を感じる．愛着を感じるからラ
イブ感を持つ）．
構造化と検証の過程で表札（針江 C02）に，美しさ，

愛着を感じたり，ライブ感を覚えたりする理由を補足
した．
傍観者としてものごとを認知するという観方が，空

間の経験を通じて，そこに没入して認知する観方に変
化することを空間図式によって表現すると図 12を改
良して図 14のように図示する．観測対象の外側から
観測する自己が，経験を通して，観察対象を自己の内

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS09-7

235



部にあるものとして観測する自己に変化するというも
のごとを空間図式として表現している．

経験

外部観測

内部観測

自己 自己

他者

図 14 Attitude Transition Schema.

観方の変化の図式図（図 14）に知覚されている空間
構成の図式図を加えると図 15のように表現できる．

自己

経験

外部観測 内部観測

自己

他者

図 15 C03N Schema.

自分たちが空間を認識する心的なプロセスについて
言及するときに，自分と空間との心的な関係が浮き彫
りになった．他所者としてその空間を経験していると
感じているとき，気持ちの上では，その空間の内部に
自分はおらず，また，自分の内部にもその空間はない．
一方，その空間に馴染みを感じてくると，自分が確か
にそこにいるという気分になってきたり，その空間を
自分なりに理解することで自分の内部にあると感じら
れるようになってきたりする．これらの認識の仕方を，
それぞれ，外部観測と内部観測とみなし，以下のよう
な空間図式によって表現している．

観測

＜外部観測＞

自己 他者

図 16 B09 Schema - External Observation .

外部観測では自己の周縁範囲と他者の周縁範囲が重
ならない．内部観測では他者を自己の周縁範囲の中に
取り込んでいる．

観測

＜内部観測＞

自己
他者

図 17 Internal Observation .

6. まとめ
空間図式の概念に基づき，居住空間の構成と住まい

方の関係の持続と変容から居住者による空間の認識の
仕方を捉える方法とそれを表現する言語を構築して，
空間の認識の仕方，居住空間の実体的な構成，具体的
な使い方の間の関係などについて合理的に議論するた
めの基盤の構築を視野に入れ，写真日記を用いて空間
図式を構成する方法を提案し，その構成的方法によっ
てこれまでに得られている空間図式や気づきについて
報告・考察した．
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Abstract 
This paper provides a scheme of value co-creation by 

runners and audience on Kanazawa city marathon 2015. We 

analyze cognitive state of runners and audience during the 

marathon race to clarify how they make a sense of unity as a 

value. The research method is a case study. Quantitative 

research and analysis method are adopted. As an academic 

contribution, this paper provides a synthetic perspective of 

social cognitive science and knowledge management. As a 

practical contribution, we provide factors of excitement 

which contributes to success of a marathon race as a base 

theory. 
 
Keywords ―  Value Co-creation, Sense of Unity, 

Sympathy, Knowledge Management 

 

1. はじめに 

  本稿は，市民マラソンにおける走者と観客の価値共

創の構造を明らかにする．市民マラソンにおける「盛

り上がり」が走者と観客の応援による一体感でもたら

される価値共創であることを示す．研究手法としては，

事例研究を採用し，分析手法として定量的手法を採用

する．学術的には，知識科学的観点から見た社会的認

知研究における事例研究の提示として貢献する．実務

的には，市民マラソン大会の成功要因としての一体感

による「盛り上がり」が形成される 1つの要因を示す．

それにより，今後のマラソン大会でどのような施策を

打つと効果があるかの基礎理論とする． 

 

2. 学術的な背景 

 学術的な背景としては，知識科学（知識経営を含む），

認知科学，社会心理学に基づいた研究となる．知識科

学は，文脈の中での相互作用を強調している．特に，

知識創造理論においては，文脈（意味）を共有する次

元（状況）は「場」と呼ばれ，知識を創造し，共有し，

利用する．「場」は物理的，仮想的，精神的な空間であ

り，それらの組み合わせである[1]．マラソン大会を「場」

と見做し，走者と観客，ボランティア，主催者等すべ

てを場における主体ととらえ，特に走者と観客の相互

作用による一体感という価値共創の成り立ちに関して

検討を行う．知識科学は，理論的・学術的貢献に加え，

実務的な貢献も重要な目的とするため，市民マラソン

への実務的な貢献を含む理論的考察の基礎理論として

採用する． 

 認知科学は「心の動きを内側から解明しようとする

科学（http://www.jcss.gr.jp/about/）」であり，言語や

頭の中のメンタルモデル（外界の現実を説明するため

の内的な（頭の中の）概念モデル）を研究対象にする．

そのため，走者と観客の相互作用における一体感の醸

成に関しては，両者の思いを考察するという意味で認

知科学的な側面の検討も含まれる． 

マラソンという状況における，走者と観客の関係は，

1対 1，集団の中の多対多，あるいは 1対多の認知とな

る．構成的相互作用においては，共同作業における主

作業者と従作業者の役割を論じ，問題解決にあたって

共同作業がよりよい解を見つけることを示唆している

[2] ．この三宅の理論は，1対 1の個人を対象にしてお

り，集団における多対多，あるいは 1 対多の認知特性

を対象にはしていないが，主体と多様な事物の協調作

業で現場を理解するアプローチは 80 年代以降に展開

をしている[3]． 

社会心理学における社会的相互作用は，相互作用に

社会的意味づけが入ったものである．自己と他者のや

り取りがあり，やり取りの時間を共有し，相互作用の

他者の行為への反応として自己の行為を変化させると

いう通常の相互作用に加え，主体が状況に意味を持た

せ，それを他者が意味を解釈し，反応する事象である．

知識科学においては，マラソン大会は「場」であり，

走者と観客の相互作用による価値共創を考える．これ

はすなわち，社会的相互作用の関係と同じであると看
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做すことができる． 

 本研究においては状況的認知を適用することはない．

状況的認知とは認知科学における社会的要因の研究の

中で，「認知する人（認知者）」，「認知するもの（対象

物）」，「認知がなされた状況」のうち，状況に着目した

ものであり「認知における環境，社会文化的要因，文

脈の役割を重視するもの」[4][5] である．認知過程は

外界との相互作用で起きるものであり，人の内面の知

識・推論機構を想定しない．事例においては人と人と

の相互作用による一体感を取り上げ，主体は状況に意

味を持たせる作用を行うが，相互作用は観客である他

者と行い，マラソン大会という状況との相互作用を見

ているわけではない．  

市民マラソンを考察するにあたっては，観客におけ

る「自己移入」(Sympathy)」の考慮を要する．「自己

移入」(Sympathy)」は，他者と心を共にすることであ

り，”a vicarious emotional reaction based on the 

apprehension of another’s emotional state or 

situation, which involves feelings of sorrow or 

concern for the other”[6] とあるように，他人の立場に

身を置くことである．これは，観客の心理状態を説明

するための要素となる．少なくとも観客側の盛り上が

りの要因の 1 つが走者に対する観客の「自己移入」に

よるものではないか，という仮定を提示する．また，

事例で後述するように，自己実現を目的としてマラソ

ンに参加する走者も多い．そのため，マズローの欲求

段階における検討も含まれてくる．第 2 回大阪マラソ

ンにおいては，都市型市民マラソンにおける新しい価

値は「成熟時代における」「挑戦」することの楽しみで

あるとしている[7]．これはマズローの欲求段階を念頭

においている． 

 本稿は，市民マラソンにおける一体感の醸成による

「盛り上がり」という価値共創を，知識科学を理論ベ

ースとし，認知科学，社会心理学背景から考察し，要

因を見出すものである．そのような研究は，これまで

あまり見受けられないため，これにより学術的貢献を

行う．また，結果を今後のマラソン大会のためにフィ

ードバックすることによる実務的な貢献も行う． 

 

3. 事例 

本論文は 2015年 11月 15日（日）に実施された「金

沢マラソン 2015」を事例とする．「金沢マラソン 2015」

は，金沢市で行われる初めての本格的なシティマラソ

ンである．主催は金沢マラソン組織委員会（石川県，

金沢市，北國新聞社，石川陸上競技協会，金沢市陸上

競技協会）である．出走者約 12,000人，完走率 97％，

ボランティア約 6,000人，沿道観客は，約 20万人の大

規模な大会であり，成功事例である．金沢市は 2015

年 3 月に北陸新幹線が開通し，その効果もあって街全

体が新幹線バブルに沸き立つ中，当大会は開催された．

大会の目的には観光振興も含まれるため観光を兼ねた

市民ランナーが多く参加する．一方，日本陸連公認コ

ース，日本陸連公認大会であり国内大会として正式記

録も認定されるため，陸連登録競技者も 824名，招待

選手も 8名参加する．制限時間が 7時間と長かったこ

ともあり，第 1回大会ながら 97%という非常に高い完

走率を記録した．表 1に参加者内訳を示す．  

 

表 1 参加者内訳 

走者種別 人数 

国内からの出走者 11819人 

海外からの出走者 963人 

招待選手 8人 

 

4. 調査の概要 

当調査はアンケート調査を実施し，統計処理による

定量的手法で分析を行う．市の組織委員会が大学と連

携し，大会運営改善のためのアンケート調査を走者お

よび観客に対して各々行った． 

実際のアンケート調査は，金沢工業大学 経営情報学

科の学生が中心となって実施した．観客への調査はマ

ラソン実施日の 2015 年 11月 15日に，市内の沿道と

ゴール会場で行った．調査回答人数は 516人である．

調査ツールは iPad 上にアンケート用アプリケーショ

ンを導入し，その場で入力してゆく方法と，アンケー

ト用紙への直接記入による 2 つを併用した．日本人走

者へのアンケートは，マラソン実施後，全参加者へメ

ールで依頼した．各々の回答率は以下の表 2 のとおり

である．今回の分析は，国民文化の影響を除くために

日本人走者を対象に実施する． 

 

表 2 アンケート調査概要 

回答者種別 回答人数（回答率） 方法 

沿道観客 516人 対面記入 

国内からの出走者 5159人（43.7%） メール 

 

5. 分析 
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5.1. 走者と観客の属性 

走者の属性に関しては，アンケート回答者 5159 人

中，男性は 4052人（79%），女性は 1107人（21%），

年齢層は 40歳台が最も多いという結果になった（図 1

参照）．走者の職業は会社員が最も多く（図 2），マラ

ソンの出走経験は，初回走者も 23.4%いるものの，6

回以上が 44%という高い比率を示している（図 3）． 

 

図 1 走者の年齢層 

 

図 2 走者の職業 

 

図 3 マラソン出場回数 

 

観客の属性に関しては，アンケート回答者 516人中，

男性は 267 人（52%），女性は 249 人（48%），年齢

層は40歳台が最も多いという結果になった（図4参照）． 

 観客の職業は会社員が最も多い（図 5）．走者との関

係は「家族・親戚」が最も多く，次いで「無関係」が

23%となっている．「走者を知っている」観客が 4分の

3 を越え，「家族・親戚」「友人」「同僚」「知人」の順

で並び，「知っている」程度が「高い」から「低い」方

へと，きれいな順序で並ぶという結果となっている．

（図 6）．沿道観客は，約 20 万人であるため，無作為

に回答者を抽出はしたが，最前線で応援をしている観

客は，走者の関係者が多いことがわかる． 

 

 

図 4 観客の年齢層 

 

図 5 観客の職業 

 

図 6 走者との関係 

5.2. 回答結果 

 走者に対するアンケート調査の回答結果を示す．走

者のマラソンを始めた動機は，1 位の健康目的に次い

で，自己変革・精神力向上が 27%と，自己実現目的が

高い割合を示している（図7）．盛り上がりに関しては，

97%が盛り上がりを「大変感じた」「感じた」と答えて

おり，高い割合となっている（図 8）．要素別の満足度
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指数（図 9）によると，「沿道の応援」に対する満足度

が際立って高かった．逆に給水・給食，会場アクセス，

トイレ配置等は満足度が低いが，これに関しては考察

で述べる． 

 観客においては，マラソンを見るのが好きな理由の

1 位に「努力・苦しみに耐える姿」が 27%で上がり，

「人生に見立てた共感」も 12%で少なくない回答率と

なっている（図 10）．応援の盛り上がりに関しては，「大

変盛り上がっていた」「盛り上がっていた」の合計が

90%と高く，応援の盛り上がりを示している（図 11）． 

 

図 7 マラソンを始めた動機（走者） 

 

図 8 金沢市の盛り上がり（走者） 

 

図 9 要素別満足度比率（走者） 

 

図 10 マラソンを見るのが好きな理由（観客） 

 

図 11 応援の盛り上がり（観客） 

 

6. 考察 

 この「盛り上がり」の要因を分析するために，走者

の回答に対して，満足度項目で判別分析を行った（図

12）．その結果，金沢マラソン 2015 の目的（「競技」

と「観光による地域振興」）を明確に反映し，走者は競

技度と満足度によって 4つの特性グループ（クラスタ）

に分類された（図 12）．このクラスタごとの判別分析

重点項目を調べたところ，いずれのクラスタにおいて

も，「沿道の応援」が最も寄与しているという結果にな

り（表 3），図 9のクロス集計の結果「沿道の応援に対

する満足度が際立って高い」と一致した． 

表 4 にクラスごとの特徴と，そのクラスタに属する

回答者のコメントを抜粋したものを提示する．また，

図 13に「給水・給食サービスの満足度」，図 14に「応

援に対する満足度」に対する走者クラスタごとの回答

結果を示す． 

クラスタ 1 は，観光も競技も重視する走者のクラス

タであり，いわば金沢マラソンに対する思い入れが強

く，期待値も高いクラスタである．コメントを見ると，

図 9 で不満足が高かった給水・給食サービス，トイレ

配置や，会場アクセスへの建設的意見が多い．クラス

タ 2 は，観光重視のクラスタであり，4 つのクラスタ

の中でも最も平均タイムが悪いクラスタである．コメ
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ントには，給水・給食サービス（エイド）に対するも

のが多い．後半走者が多いクラスタであるため，エイ

ドが後半走者にいきわたらなかったという事情を反映

している．図 13の「給水・給食サービスの満足度」に

よると，クラスタ 1およびクラスタ 2のこれらのサー

ビスに対する満足度が低く，クラスタ 3および 4と大

きく異なっている． 

クラスタ 3 は，市民ランナークラスタであり，タイ

ムも 2 番目によい．成績の良いクラスタであるため，

エイドも十分に残っており，給水・給食サービスに対

しては満足度が高い．応援に対して満足したというコ

メントが多く，雰囲気も楽しめている．クラスタ 4は，

競技ランナーのクラスタである．コメントには，沿道

応援に対する満足したというコメントが多く，また「金

沢市内の盛り上がり」の点数が高い．他のマラソン大

会との比較における意見を述べているコメントもあり，

他との比較においても応援が良かったとする回答者が

多くみられた．競技ランナーは大会における雰囲気を

重視している傾向があることがわかる．応援に対する

満足度（図 14）もクラスタ 3および 4は，クラスタ 1

や 2に比較して，高い満足度となっている． 

 以上のように，成績のよいアスリートは，盛り上が

りや雰囲気，応援を重視する傾向があり，マズローの

欲求段階を反映した結果となっている．なお，盛り上

がりが，参加満足度，差別化要因（他大会との比較に

おける善し悪し）のどちらに影響するかという点に関

しては，コレスポンデンス分析より差別化要因に影響

すると出ている． 

以上より，走者は，沿道の応援に満足し，盛り上が

りを感じ，観客も盛り上がりを感じていることから，

走者と観客の間には社会的相互作用が発生していると

思われる．走者と観客の相互作用は，成績の良いクラ

スタ 3および 4で，より強く表れている．これは，満

足度の判別重点項目（表 3）におけるクラスタ 3 およ

びクラスタ 4 の点数の低さ（低い方が満足度が高い），

および図 14の「応援に対する満足度（走者）」のクラ

スタ 3およびクラスタ 4の満足度の高さからも，うか

がうことができる． 

一方，沿道観客に対するアンケート結果で，「マラソ

ンが好きな理由」に，「努力・苦しみに耐える姿に共感」

「人生に見立てた共感」が多いことから（図 10），観

客の走者への自己移入が発生していると推測される．

この推測を裏付ける別のデータとして，沿道最前線で

応援をしている観客は，走者の関係者（家族・親戚，

友人等）が多い（図 6）ことも挙げられる． 

走者と観客の社会的相互作用，および観客の自己移

入の双方の結果より，走者と観客の間には，応援によ

る一体感が生みだされており，それが盛り上がりの 1

つの要因ではないかと思われる． 

 

図 12 走者のクラスタ 

 

表 3 満足度の判別分析重点項目（走者） 

 

クラスタ番号 ⇒ ２ 

観光 

１ 

両方 

３ 

市民 

４ 

競技 

全 体

平均 

コース 1.62 2.05 1.17 1.49 1.51 

給水・給食サービス 2.71 2.61 1.19 1.30 1.84 

救護体制 1.89 2.07 1.36 1.78 1.72 

トイレの配置 2.35 2.64 1.63 1.98 2.07 

参加費 1.99 2.36 1.47 1.96 1.87 

大会案内・広報 1.69 2.17 1.20 1.79 1.63 

沿道などの応援 1.12 1.39 1.01 1.07 1.11 

観光情報・サービス 1.82 2.32 1.34 1.96 1.78 

会場アクセス 1.88 2.91 1.53 2.72 2.15 

スタッフの対応 1.42 1.86 1.06 1.41 1.37 

金沢市内の盛り上がり 1.29 1.77 1.10 1.34 1.31 

金沢市石川県の魅力 1.66 2.22 1.19 1.69 1.60 

判別分析による重点項目:  

1: 大変満足した  2: 満足した 3: あまり満足しなかった  

4: 満足しなかった       ※点数が高いほうが悪い  

赤は2.5以上（悪い項目）   青は1.5未満（良い項目） 

 

タイム悪い タイム良い 
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表 4 クラスタの特徴（走者） 

クラスタ 特徴 コメントから抜粋 

１ 

観光&競技

（735名） 

観光も競技も充実

させたい，期待値が

高いクラスタ 

会場アクセス，給水・給食サ

ービス，トイレの配置の満足

度が低い． 

２ 

観光重視 

（1419名） 

観光重視クラスタ

であり４つのクラ

スタの中で今回の

タイムが最も悪い． 

給水・給食サービス（エイド）

に対して満足度が最も低い．

後半走者が多いクラスタで，

エイドが後半にいきわたらな

かった． 

３ 

市民ランナ 

（1586名） 

満足度が高い，成績

も 2番目に良い 

「沿道などでの応援に満足し

た」が高得点．良い成績が出

て，エイドや雰囲気も楽しん

でいる． 

４ 

競技ランナ 

（1419名） 

競技者クラスタ 

沿道などでの応援には満足

し，金沢市内の盛り上がりの

点数が高く，競技者は雰囲気

を重視する傾向があると思わ

れる． 

 

 

図 13 給水・給食サービス満足度（走者） 

 

 

図 14 応援に対する満足度（走者） 

 

7. 結論 

  考察結果より，走者は，出場目的と成績によって 4

つのクラスタに分類され，クラスタごとに満足度が異

なることがわかった．成績のよいアスリートほど，盛

り上がりや雰囲気，応援などの精神面を重視する傾向

がある．市民ランナークラスタや競技ランナークラス

タに対しては，走者に対する観客の「自己移入」も生

じており，走者の走りと観客の応援による相互作用に

よる一体感が見受けられた．これらクラスタは応援に

対する満足度も高く，盛り上がりの 1 つの要因である

と思われる． 

マラソンの走者と観客の関係は，1 対 1 でありなが

ら，集団の中の多対多，あるいは 1対多の認知となる．

走者という集団と観客が，マラソン大会という場にお

いて，文脈を共有し，完走するという共通の思いを持

った結果の盛り上がりであったと思われる．アンケー

トの自由回答記述欄においても「沿道の応援が途切れ

ることなく続いていてよかった」等の記述があり，市

民を巻き込んだ一体感のある大会であったことが成功

要因の 1 つとなっている．市民マラソンは走者が完走

し，満足を得るだけではなく，観客や市民，市全体を

巻き込んだ価値創造が成功要因であると結論づける．

また，盛り上がりは，成功要因であると同時に，差別

化要因としてより寄与をしていることが結果としてわ

かった． 

クラスタごとに満足度や求めるものが異なってくる

ため，すべての走者を満足させる対策や，クラスタご

との要望への対応を検討することが今後の課題となっ

てくる． 

 

8. おわりに 

本稿では，市民マラソンにおける価値共創の構造を，

金沢マラソンの事例を用い分析した．結果，盛り上が

りの 1 つの要因を走者と観客の相互作用による一体感

によるものと結論づけた．盛り上がりは，走者と観客

が，マラソン大会という場において，文脈を共有し，

完走するという共通の思いを持った結果であることが

わかった． 

学術的には，知識科学的観点から見た社会的認知研

究の事例研究の提示として貢献した．本稿の結論は，

金沢市にフィードバックし，市民マラソン大会の成功

要因，および他のマラソン大会と比較しての差別化要

因として，一体感による「盛り上がり」が重要である

ことを示した．また，この結果より沿道応援をスター

1
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トからゴールまで途切れなく並べることを主催者側に

提案した．それにより，金沢マラソン大会 2016 の盛

り上がりを醸成する施策に対する基礎理論を提示する

ことになり，実務的にも貢献した．   

本稿は，他の研究と同様，事例におけるデータの制

約がある．そのため，継続的に今後の金沢マラソンで

検証をする必要があり，将来的に別プロジェクト事例

でも検証をする必要がある．また，走者と観客の相互

作用に関しては，さらなる研究をすることが望ましい． 
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「他者の認知の利用」に関する生態学的考察 
An Ecological Consideration on “Exploitation of Other’s Cognition” 
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Katsuya Takanashi 
†京都大学 

Kyoto University  
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Abstract 

This article considers ecological values of 
“exploitation of other’s cognition”. Exploitation of 
other’s cognition consists of conjunction of two 
hypothetical propositions and is motivated 
ecologically by cognitive stances for relevance. 
Inferring other’s cognitive states has the advantage 
of enabling the observer to obtain valuable 
environmental information that would not be able to 
be reached without such inference. Optimization of 
exploitation of other’s cognition requires some kinds 
of meta-learning.  
 
Keywords ― Exploitation of other’s cognition, Ecology, 
Abduction, Cognitive stances for relevance 

  
1. 本稿の目指すところ 

フィールド調査では，人々が環境内のさまざまな情

報を手がかりとして自身の行動を選択しているさまが

明らかになってくる（Hutchins(1996)，澤田(2001)，
村越(2001)など）．逆に言えば，人々が日常生活の中で

自発的に行っている環境情報の利用の実態については

フィールド調査によって始めて明らかにされる側面が

大きい．特にヒトの環境適応の特徴は「環境のインタ

ーフェースとしての他者」の利用のウェイトの大きさ

と複雑さにあると考えられる．しかし，自身の行動を

決定するためのリソースとしての「他者」の役割を包

括的に調査する試みは少ない1． 
もちろん，コミュニケーションは他者が自己の行動

選択に影響する典型的な現象であり，コミュニケーシ

ョンを対象としたフィールド調査も盛んになりつつあ

る（榎本・伝(2015)，高梨(2015a)など）．しかし，リ

ソースとしての他者の役割はコミュニケーションだけ

には限られない． 
他方，フィールドにおける人々の多様な実践につい

て個別事例を収集するだけでは，有意義な認知科学的

知見は得られにくいため，こうした実践知を比較し一

般化するための何らかの定式化の方法も求められる． 
                                                  
1 これは「社会的認知」の一形態であると考えることもでき
そうだが，社会心理学における関連研究については寡聞にし
て聞かない． 

そこで，本稿では，ある個体の環境適応行動におけ

るリソースとしての他者の役割について，コミュニケ

ーションに視野を限定せずに検討するため，「他者の認

知の利用」（高梨 2010）という現象を軸とし，そこに

見られる推論パターンの特徴を解明することを試みる． 
 
2. 環境のインターフェースとしての他者 

生態学 ecology は生物とその環境との相互作用に関

する学問であり，環境には物理的環境と生物的環境と

いう 2 つの異なる要素がある（Mackenzie et al, 1998）．
言い換えれば，主体は環境と直接関わる（図 1 の上下

の白色矢印）だけでなく，他者を介して環境を関わる

場合もある（黒・灰色矢印）．ある主体が他者を介して

環境と関わる場合，この他者は「環境のインターフェ

ースとしての他者」であるといえる2．なお，本稿では，

この「他者」を同種に限定せず，異種の行動やそこか

ら生まれる情報が用いられている場合についても連続

的に考える． 
 

 
図 1 環境のインターフェースとしての他者 

 
ヒトをはじめとしたいくつかの種にとって，他者が

「環境のインターフェース」として利用される典型的

な状況はコミュニケーションである．しかし，コミュ

                                                  
2 「環境のインターフェースとしての他者」には「他者の認
知の利用」（下向きの黒色矢印）と「他者の行為の利用」（環
境への「二段階の働きかけ」）（上向きの灰色矢印）の両側面
があるが，本稿では主に前者について考察する． 
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ニケーションの受信者となる主体の立場から見れば，

送信者から送られる信号やメッセージは，環境内に存

在し，自らの行動のために利用できるさまざまな形態

の情報のうちのたかだかひとつの形態にすぎないとも

いえる．そこで，受信者の側に立ち，コミュニケーシ

ョンが他の情報利用活動とどのような連続性をもって

いるかという視点からの考察を進めてみる． 
例えば，「ある主体が道路が凍結しているのを見て，

滑らないように注意を払う」という場合，この主体は

環境内の対象や特徴から，自身の環境適応にとって必

要な行為の可能性を見出しているといえる．こうした

場合を「直接認知」と呼ぶことにする．次に，「ある主

体B が別の主体A から『通りのこの辺は滑りやすい

よ』という『警告』を受け，滑らないように注意を払

う」ということもある．この場合，B はA によるおそ

らく意図的な言語行為によって自分の行動の仕方を変

えており，典型的な「コミュニケーション」であると

いえる（Sperber&Wilson, 1995）．これらの比較から

わかることは，一方では，自分自身が環境内に情報を

見出す場合と他者からのコミュニケーションを通じて

情報を得る場合とで，同様の情報が得られる場合があ

るが，他方では，直接認知とコミュニケーションとで

はその情報源が異なっている，ということである． 
ただし，コミュニケーションと直接認知の相違点を，

前者では他者が情報源であるという点のみに求めるの

は誤りであろう．たとえば，「『ある主体A が道路が凍

結しているのを見て，滑らないように注意を払いなが

ら歩いている』のに別の主体B が気づき，B も滑ら

ないように注意を払う」というケースもありうる．こ

のケースは，（「（Ａが）滑らないように注意を払いなが

ら歩く」という）観察可能な現象に基づいてB 自身の

次の行為を選択するという点では「直接認知」と共通

しており，同時に，こうした観察特徴がまさに「他者」

による環境認知に基づくものであるという点では「コ

ミュニケーション」とも連続的な現象だということが

できる．このように，「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

的に獲得し，自身の行動選択に利用すること」を，本

稿では「他者の認知の利用」と呼ぶ（高梨2010，2012）．
その他にも，「駅のフォームへ駆け上がる人を見て，電

車の到着が近いことを知る」という場合や「前を走る

車のブレーキランプが点灯したのを見て，自分もブレ

ーキを踏む」という場合なども，他者の認知の利用の

例であるといえる．他者の環境との関わり方に基づい

て自らの行為を選択するという現象は，対人援助行動

（高梨 2015b）やサッカーのような対人スポーツ（高

梨・関根 2010）などにも関わる，環境適応上重要なも

のであると考えられる． 
ここで理論的に重要なのは，コミュニケーションの

必須要件となっていた伝達意図の存在が「他者の認知

の利用」では問われないということと，「他者の認知の

利用」では，伝達意図の有無にかかわらず，結果とし

て他者の振る舞いから何らかの有意義な情報を得るこ

とができている，ということである．ここから，ある

主体が他者を利用して環境を認知する方法はコミュニ

ケーションだけには限られないことが分かる． 
 
3. 他者の利用 

 他者の認知の利用はより広範な「他者の利用」の中

の一形態であると考えられる．そこで，他者の認知の

利用の特徴について考える手がかりとして，ここでは

他者の認知の利用以外の他者の利用の例についても概

観しておく．  
 
3.1 他者の存在や行動自体の利用 

 生物種間には捕食や競争，寄生などのさまざまな形

態の相互作用が見られるが，その中に共生という形態

がある．共生とは，異なる生物種同士がともに生活す

ることを通じて利益を得ることであり，双方が利益を

得る相利共生や一方のみが利益を得る片利共生などの

下位区分がある（日本生態学会 2004）． 
 一方の主体の行動を他方が利用し，後者には利益が

あるが前者には特に利害が発生しないという点では，

他者の認知の利用も片利共生と共通している3．ただし，

片利共生の典型例として生態学で挙げられるのは，甲

虫，ハエ，ハチなどなどの昆虫にくっついて移動する

ダニなどのように，単に移動するためだけにある種が

別の種にくっつく「便乗 phoresy」や，木の洞に住み

着く鳥などのように，ある生物が別の生物を住処とし

て生活する「着生 inquilinism」などが多い（Wikipedia
「片利共生」）．これらは自身の認知というよりも行為

の側面に関わるものであり（図 1 の上向き矢印），また，

他者の「認知」を利用しているとも言いがたい． 
 
3.2 他者の行動結果の利用 

 片利共生の例としては，林床で獲物を襲うグンタイ

                                                  
3 これに対して，コミュニケーションでは通常，受信者だけ
でなく，送信者にも何らかの利益があると考えられる． 
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アリの後をつけるアリドリの例も挙げられる（Burnie, 
2001）．グンタイアリのコロニーが林床上を移動すると，

さまざまな昆虫がそこから飛んで逃げるため，グンタ

イアリの後をつけていたアリドリは林床から飛びだし

た昆虫を捕えることができる．人間が畑を起こしてい

ると地中から掘り起こされる虫などを目当てに鳥が近

寄ってくるというのも同様の現象である．これらが便

乗や着生と異なるのは，他個体の行動や存在自体を利

用しているのではなく，その行動の結果が焦点となっ

ているという点で，他者の行動と自己の行動との間の

関係が間接的だという点である．しかし，「グンタイア

リの移動」から「昆虫が飛んで逃げる」ことを予測し

ている必要は必ずしもなく，実際に「昆虫が飛んで逃

げる」のだけを認知したとしても同様に行動すること

が可能であると考えられる． 
 
3.3 他者の行動情報の利用 

古来人間は，自然の風物を農耕や狩猟等の生業の目

安として利用してきており，こうした民俗的知識をま

とめたものに「自然暦」がある（川口 1972）．これら

の中には，「田打ち桜」や「コブシの花が咲くと鰯が漁

れる」「カッコウが鳴くから大豆を蒔かねばならぬ」な

どのように，観察可能な自然界の変化を徴候として農

作業や漁などを行う時期の手がかりにするという形式

のものが多い．ただし，これらの現象では，「桜」「コ

ブシ」や「カッコウ」は単に気候機構の変化に反応し

ているだけであり，これを他者の「認知」というのは

適切ではないかもしれない． 
季節というタイムスパンで反復的に見られる現象に

対して，「地面の足跡を見て近くに熊がいるかもしれな

いと警戒する」場合や「漁師が海面近くの鳥の群れを

手掛かりに魚群の位置を予測する」場合などのように

より短いタイムスパンでのものもある．前者について

は，Peirce のいう「指標記号 index」の典型例ともい

えるが，熊が歩けば足跡が残るというのは熊の「認知」

とは特に関わらないものであるのに対して，後者の場

合には，鳥の群れが魚群を「認知」しているといえる

だろう．この相違をどのような意味でどの程度重要視

すべきかという点については第 4 節で検討する． 
 逆に，他者の認知の利用が種間の相互作用において

慣習化している場合もある（「他種」の認知の利用）．

例えば，原猿類のワオキツネザルとベローシファカは，

どちらも捕食者の種類（猛禽類，大型肉食獣）ごとに

区別された警戒音をもっており，これを用いてコミュ

ニケーションを行っているといえる．しかし，これら

の種は互いに他種の個体が発した警戒音の情報も利用

している（小田 1999）．  
 
3.4 他者の行動の意図の推測 

従来の学習理論が，学習する個人の経験を前提とし

ていたのに対し，Bandura(1977)は学習が他の個体の

行動を観察するだけで成り立つという「社会的学習」

を実証した．その核心になるのが「モデリング」であ

る．モデリングは，注意，保持，運動再生という過程

を通じて行われる観察学習である．このように，少な

くとも人間は他者の行動を観察することから自身の行

う行動を学習することができる． 
模倣において学習されるのは他者が行ったのと同じ

（種類の）行動であるのに対して，他者の認知の利用

では，観察主体は観察される他者の行動とは異なる（類

似している必要すらない）行動を選択する．その意味

で，他者の認知の利用のすべてが模倣であるわけでは

もちろんない．しかし，模倣に関わる認知能力はより

一般的な他者の認知の利用を可能にするものである可

能性が高い． 
Tomasello(1999)は，模倣と関連した現象を次のよう

に下位区分している． 
 
・刺激強調 stimulus enhancement：他個体がいじっ

ている物体に興味を引かれ，単独で個体学習をする． 
・エミュレーション emulation：他者が生み出した環

境内での状態変化という外的事象に焦点を当てた学

習だが，同種の者の行動や行動ストラテジーに注目

したものではない． 
・ 模倣学習 imitative learning：モデルとなる他者の

行動や行動ストラテジーを，そのものと同じゴール

を持って再現する． 
 

Tomasello(1999)によれば，このうちの模倣学習のみ

は人間に固有のものであるが，それは，模倣学習には，

発達の過程を通じて，自己を意図を持った主体として

経験することと，自己を（同種の）他者と同一視する

こととを組み合わせることによって，「他者を意図（心

的領域）を持った主体として理解する」ようになると

いう，他種とは異なる人間の社会的認知能力が必要と

されるためであると考えられるためである．模倣学習

により，教え込みや模倣学習を通じての累進的な文化

継承が可能になる（ラチェット効果）． 
 模倣学習の場合と同様，他者の認知の利用において

も，「他者の行動にはその原因となった他者の認知が存

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS09-9

246



在する」という観察者の理解が必要である．しかし，

次節で詳細に検討するように，他者の認知の利用にお

いて観察者にとって直接的に価値を持つのは他者の行

動自体や，その原因となった他者の認知ではなく，他

者の認知の対象となった事態の方である． 
 
3.5 他者の伝達意図の認知 

 関連性理論（Sperber&Wilson, 1995）によれば，コ

ミュニケーションとは他者の伝達意図を認知すること

を通じて他者からの情報（意図）を理解するプロセス

である．伝達意図はこのようなメタ的な意図であると

いう点で特権的な形態であるともいえるが，反面で，

当該の他者が意図をもって行いうるさまざまな行動が

のうちの一つに過ぎないともいえる（注 6 参照）．その

意味では，コミュニケーションは他者の認知の利用の

中の一特殊形態であると考えることもできる． 
 
4. 定式化と比較 
 
4.1 推論形式の定式化 

 他者の認知の利用は，「主体B が他の主体A の観察

可能なふるまいなど（＝Q）からA の認知状態につい

ての情報（＝X）を獲得することを通じて，環境につい

ての情報（＝P）を間接的に獲得し，自身の行動（＝R）

に利用すること」であると定式化できる．この定式化

を用いるならば，前節で概観した，ある主体の行動選

択における「他者の利用」の方法のうち，1 の「他者

の存在や行動自体の利用」ではQ とX がなく，2 の「他

者の行動結果の利用」ではX がなく，P とQ の時間的

順序関係が逆であり4，3 の「他者の行動情報の利用」

ではX がない場合もある，ということが分かる．そう

すると，この定式化におけるP，Q，R，X をすべて含

むのは 4 の「他者の行動の原因の推測」のみとなる5．

そこで，以下では，問題を次のように 2 つに分けて考

察する． 
 
・P，Q，R の間にはどのような関係があるか？ 
・X を推測することの生態学的価値は何か？ 

  
4.2 2つの仮言命題の結合による推論 

他者の認知の利用は，自身の行動R を含む実践知P
→R と背景知識（その場で推論されたものでもよい）P
                                                  
4 ただし，P とQ の順序関係の違いはさほど本質的な問題で
はないという考え方もできるかもしれない．この点をどのよ
うに理解すべきかについては今後の課題としたい． 
5 なお，コミュニケーションに相当する 5 の「他者の伝達意
図の認知」については，上述のように，他者の認知の利用の
一形態であるとも考えられるため，本節では取り上げない． 

→Q という二つの仮言命題を結びつけることによって，

観察されたQから行動Rを導き出すものであると考え

られる．ここでP→R における後件R は自身が何らか

の行為を「すべき」であるという点を述べた当為命題

であるため，これは実践的推論である．「前の車のブレ

ーキランプが点灯したのを見て，障害物が落ちている

かもしれないと考え，自分もスピードを落とす」とい

う例を用いて示すならば， 
 
背景知識：（人は一般に）障害物があるならば（P）
ブレーキを踏む（Q） 

実践知：障害物があるならば（P）スピードを落と

すべきである（R） 
 
他者の認知の利用について最も特徴的なのは，この

推論がQ→P→R の順に進む，という点である．ここで

まず重要なのは，一見そのように見えるとしても，観

察された事象Q から直接R を導けるわけではなく，2
つの仮言命題の共通項P を経由しなければならないと

考える必要がある，という点である．もし「カッコウ

が鳴いた（Q）」としてもそれが明らかに何らかのエラ

ーであることが分かっているならば（つまり実際には

「初夏になった（P）」のでないと考える根拠があるな

らば），「大豆を蒔く（R）」を行わないのが適切であろ

う．理論的に重要なのは，ここにはある種の跳躍があ

るという点である．つまり，P に到達してみなければ

有用なR に至るものであるかが判断できないはずであ

るにもかかわらず，無数にありうる観察可能な現象の

中から特定のQ に注意を向け，P を探求する推論を始

めることが可能なのはなぜか，という点が解明されな

ければならない． 
まずP→R について先に考えるならば，これが演繹

的推論であるという点は関連性理論で定式化された発

話理解の構造と同じである．関連性理論では，聞き手

による発話理解は発話によってもたらされた情報を聞

き手自身が持っていた背景知識と組み合わせることに

よって，聞き手にとって有意味な何らかの想定を導く

次のような演繹的推論として定式化される（例は高梨

(2015c)より）． 
 
聞き手の実践知：雨が降ってきたら（P），すぐに洗

濯物を取り込まなければならない（R） 
＋ 話し手の発話：「雨が降ってきたよ」（P） 
→ 聞き手の推論結果：洗濯物を取り込まなきゃ（R） 

 
一方，背景知識P→Q に対して，後件Q から前件P
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を推測するQ→Pはアブダクションである．米盛(1981)
はパースのいうアブダクションの構造を次のように定

式化している（記号は本稿に合わせて変えている）．  
 
・驚くべき事実Q が観察される， 
・しかしもしP が真であれば，Q は当然の帰結であ

る， 
・よって，P が真であると考えるべき理由がある 

 
観察可能なQ は直接観察することの困難なP の「徴

候」（＝指標記号 index）であるといえるが6，この推論

はアブダクションである以上，他者の認知の利用の過

程において，観察されたQ からP を推論することに必

然性はなく，また常にP が真であるという保証もない．

従って，それにもかかわらず，なぜ人がこのような推

論を開始する傾向にあるのかという点の解明が肝要と

なる．もちろん，Q が「驚くべき事実」であるという

点は重要である．つまり，もしQ が観察者にとって認

知的に顕著なものならば，観察者の注意がQに捕捉（岩

崎 2011）されるのは自然である．しかし，Q に注目す

る動機がこのように自明だとしても，そこからP をア

ブダクション的に推測する理由にはならない．まして

や，「西の山に雲がかかると（P）翌日は雨になる（Q）」

といった知識の場合，「西の山に雲がかかる」自体はそ

れ自体で注意の捕捉を引き起こすような顕著な事象で

あるとは言いにくく，むしろ観察者は能動的にこの観

察を行っていると考える必要がある． 
 
4.3 関連性の認知原理による説明 

上記の定式化のように，他者の認知の利用において

は，1. 観察可能なQ の顕著さ，2. 自身の行為R の有

用さ，3. P→R という実践知の習慣化，4. P→Q という

背景知識の獲得，という少なくとも 4 つのモメントが

含まれているため，これらの間の関係性を明らかにす

る必要がある． 
関連性理論の第 2 版の後記では，「関連性の認知原理」

                                                  
6 この点を応用するならば，関連性理論において，話し手か
らもたらされた情報から有用な想定を導く推論は演繹的推論
であったとしても，「関連性の伝達原理」で述べられている
「（発話などの）意図明示的刺激はそれ自身の最適な関連性に
ついての推定を伝達する」という点は実際にはアブダクショ
ンであると考えられる．すなわち，意図明示的刺激からこの
情報に到達するための推論は次のような形式のアブダクショ
ンが習慣化したものであると考えなければならない． 
＊関連性の伝達原理（アブダクション版）： 
・話し手から意図明示的刺激を向けられる， 
・しかしもし当該の情報に（聞き手にとっての）最適な関
連性があるならば，意図明示的刺激を向けられるのは当
然である， 

・よって，この情報に最適な関連性があると考えるべき理
由がある 

として「人間の認知は関連性を最大化するように適応

してきた」が新たに明示的に導入されている．これは，

人間は自分にとって価値のある刺激に注意を向け，そ

こから価値のある情報を引き出すように進化してきた

ということを意味している．しかし，この原理はこの

ままでは何も言っていないに等しいと考えられるため，

本稿で用いてきた他者の認知の利用に関する定式化を

題材として，その具体的な内実を埋めようとしてみる

ならば，上記の 4 つのモメントの間には，次のような

R からの「逆算」に基づく優先順位があるのではない

かと考えられる． 
 

【関連性への認知的構え】 
1. 行動R が有用であるならば，R 自体やR の条件

となるP，P→R という実践知に関するリストを事

前に準備しておくことや，P を発見できる確率を

高めておくことも有用である． 
2. P が常に直接的に発見できるものでないならば，

Pの徴候として利用できるQに気づくことも動機

づけられる． 
 
例えば，潜在的にあれ，ある主体にとって行う価値

のある行動Rのリストを事前にある程度もっていると

考えることができるならば，Q はR のための機会が到

来したことを知らせるトリガーになっているだけでよ

い．上述の自然暦の例を用いるならば，「カッコウが鳴

くから大豆を蒔かねばならぬ」は， 
 
実践知：初夏（しかも特定の気象的条件）になった

ら（P）大豆を蒔かなければならない（R） 
背景知識：初夏（特定の気象的条件）になると（P）
カッコウが鳴く（Q） 

 
に分解できるが，当該の主体が「大豆を蒔かなければ

ならない」という行動計画とその条件である「初夏（特

定の気象的条件）」に関する実践知を事前に有している

からこそ，「カッコウが鳴く」をトリガーとして利用で

きるようになるのだと考えられる．当然のことながら，

「カッコウが鳴いた」のを偶然聞き，その機会に何か

をしようと思い立ち，たまたま思いついたのが「大豆

を蒔く」ことだったわけではない．その意味で，この

場合の推論は創発的なものとは言えず，むしろ上記の

ような背景知識や実践知に支えられた習慣化したもの

であるという点が重要である． 
 他方で，他者の認知の利用の事例の中には，顕著な

Q からP を推測し，P が自身にとって価値のある行動
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R の契機となること自体が新たに発見される，という

ように，より一回性が強いケースもある．例えば，「駅

のフォームに駆け上がる人を見て，電車の到着が近い

ことを知り，自分も走り出す」という事例では，観察

者の注意はQ に相当する「駅のフォームに駆け上がる

人」に捕捉されることがまずは重要だと考えるのが自

然であろう．そして，「駅のフォームに駆け上がる」理

由として「到着しかけている電車に乗ること」を推測

するのは，必ずしも困難な推論ではないかもしれない

が，こうした知識を無限にストックしておくとしたら

きりがない．しかし，「電車が到着しかけている」とい

うP に相当する推測情報は，R に相当する「1 本でも

早い電車に乗る」ことや「次の電車の到着をなるべく

早く知る」ことが有用な行為として潜在的にであれ志

向されているのでなければその価値を発揮しないだろ

う．その意味では，一見より創発的であるように見え

る事例においても，「関連性への認知的構え」が不要な

わけではない． 
注意研究との関連でいえば，カッコウの例では「大

豆を蒔く」べき時期を知るという内発的注意としての

側面が強く，「駅のフォームに駆け上がる人」の例では

この他者行動自体が外発的な注意を引き起こしている

というように対照的に見えるかもしれないが，関連性

の認知原理の観点から言えば，「自身にとっての関連性

を最大化する」という方向での認知的バイアスに基づ

くものであるという点は共通であると考えられる． 
 
4.4 他者の認知を推測することの価値 

4.2 と 4.3 では，他者の認知の利用の推論過程に含ま

れているP，Q，R の間に関係について考察し，行為主

体にとって最も直接的に価値のあるR からの逆算に基

づいて，R に到達する可能性のあるP やQ を探求する

というバイアス化された認知的志向ないし習慣が形成

されているという可能性に到達した．この点を踏まえ，

ここでは，観察された事象Q からP へのアブダクショ

ン推論において他者の認知X を経由すること（P→（X）
→Q）の意義について検討する． 
まず，Q からX を推測する「能力」については，人

間には「他者を意図（心的領域）を持った主体として

理解する」という能力があるというTomasello(1999)
の主張（第 3 節）によってある程度説明されていると

いえるだろう．さらに，より微視的に考えるならば，

他者の認知の利用が可能になるのは，他者の身体動作

がアフォーダンスを用いて環境のある側面と「機能特

定的」に関わることによって生み出されているためで

あると考えることもできる（高梨 2015b）． 
しかし，こうした能力が存在するであろうことはも

ちろん否定できないものの，これらの説明はあくまで，

実際に生起した他者の認知の利用のエピソードにおけ

る個々の推論がなぜ可能であったかのメカニズムを事

後的に説明するものでしかない．言い換えれば，他者

の行動の意図を推測する能力は他者の認知の利用の必

要条件の一つではあるが，他者の認知の利用を生態学

的に「動機づける」ものであるわけではない．4.2 節で

述べたように，本稿が解明すべきであると考える問い

は，他者の認知の利用という認知過程において，Q か

らX への推論を動機づけている要因は何かという点な

のであって，この推論ができるメカニズムではない．

そこで，ここでも同様に，関連性の認知原理という着

想を参照し，この点を次のように説明できるのではな

いかと考えることにする． 
 
【関連性への認知的構え（続き）】 
3. 他者の認知X を経由することによって，X を経由

しなければP に到達できないはずのQ をも，P に

ついての徴候として利用できるようになる． 
 
 他者の認知X を推測することの重要性をこのように

強調しすぎる点については，次のような反論もありう

るかもしれない．つまり，3.3 節の例を用いるならば，

「地面の足跡を見て近くに熊がいるかもしれないと警

戒する」という，熊の認知が介在していないケースと

「漁師が海面近くの鳥の群れを手掛かりに魚群の位置

を予測する」という，鳥の群れの認知が介在している

場合とを区別する必要があるか，ということである． 
 この点について，道路の凍結の例を再度用いて検討

してみよう．例えば，「『ある主体A が滑らないように

注意を払いながら歩いている』のを別の主体B が見て，

道路が凍結しているのに気づき，B も滑らないように

注意を払う」という事例（＝α）においては，「注意を

払いながら歩いている」というのは他者の「意図」に

ついての推測であるといえそうだが，「『ある主体A が
滑って転んだ』のを別の主体B が見て，道路が凍結し

ているのに気づき，B 自身は滑らないように注意を払

う」というケース（＝β）においては，B が推測する

のは「A が転んだ」ことの「意図」ではもちろんなく，

その物理的な原因に過ぎない．つまり，αにおいては

Qから他者の認知Xを経由してPへという推論が行わ

れているのに対して，βではQ からその物理的原因P
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が直接推論されている．しかし，αとβのいずれにお

いてもB が自身の行動のために獲得した情報「道路が

凍結している」は同じである．であるならば，ここで

のαとβをことさらに区別する必要があるのか，とい

う疑問も生じる． 
 この点については，本稿でも，あくまで事後的な視

点からならばαとβの価値には大差はないと考える．

しかし，重要なのは，もし観察者B がβの因果推論し

かできないならば，B は「A が滑らないように注意を

払いながら歩いている」という観察（Q）から自身に

とっての有意味な情報「道路が凍結している」（P）を

得ることはそもそもできなかったはずだと考えなけれ

ばならない，という点である．これが上記の「関連性

への認知的構え」の 3 の「X を経由することによって，

X を経由しなければ P に到達できないはずの Q をも，

P についての徴候として利用できるようになる」とい

うことの生態学的価値である．他者の認知の利用が生

態学的に価値を持つのはこれがより複雑な推論プロセ

スだからではなく，あくまでこの推論を行わなければ

到達できない情報に価値があるからである． 
Reed(1996)は，ある動物種が環境における自身にと

って重要なアフォーダンス群を利用することへと向け

た動機づけの集合を進化させていくことを「価値を求

める努力 effort after values」，そうしたアフォーダン

ス群を利用するために，それらを特定することに資す

る「情報」の検索へ向けた動機づけの集合をも進化さ

せていくことを「意味を求める努力 effort after 
meaning」と呼び，動物主体の環境との関わりの二重

性を指摘している7．そして，「情報」については，「情

報についての情報」というものを論理的には無限に考

えることができるという点からいえば，主体の環境探

索は多層的ないし多段の認知過程であると考えられる．

上記の「関連性への認知的構え」の 1～3 は，Sperber& 
Wilson(1995)では具体的な内実が与えられていたとは

いいがたい関連性の認知原理の一端を解明するもので

あると同時に，こうした主体の環境探索の多段性を明

示化するものともなっている． 
 
5. 課題：他者の認知の利用の最適化 

4.2 節では，「P に到達してみなければ有用なR に至

                                                  
7 さらに言えば，群棲環境 populated environment では，社
会集団内で生活する動物が互いに近接していることによって，
より広範な動機づけ形成の経験をもつことが可能となる
（Reed,1996）．その意味で，群棲環境は他者の認知の利用の
可能性を本来的に高めるものであるといえる． 

るものであるかが判断できないはずであるにもかかわ

らず，無数にありうる観察可能な現象の中から特定の

Q に注意を向け，P を探求する推論を始めることが可

能なのはなぜか」という問いを掲げた．このうち，「な

ぜ可能か」という点については，4.3 節において，その

推論メカニズムだけでなく，推論の動機づけについて

も考察してきた．しかし，現実的な環境適応において

は，可能性だけでなく，認知コストについても考慮し

なければならない． 
人間の大人であっても他者の認知の利用の頻度や巧

拙には個人差があると考えられる．シャーロック・ホ

ームズはアブダクションの達人であり，助手のワトソ

ンが気づけない多くのことをさまざま徴候から推測し

ていく（Sebeok,1980）．このように，アブダクション

という推論には得手不得手のような個人差が大きいと

考えられる．逆に言えば，そこには学習可能性がある．

この学習可能性によって，偶有的な機会をより効果的

に利用できるようになる余地が生まれる． 
 3.4 節で概観した模倣などの社会的学習とは異なり，

他者の認知の利用においては，観察された行動自体を

学習するのではなく，これを「情報として利用する方

法」を学ぶ必要がある．ただし，知識や情報自体を学

ぶこととは異なり，知識や情報を「どのように利用す

べきか」を学ぶことは難しい．われわれは共在する他

者のすべての行動を観察しているわけではもちろんな

く，また観察された行動をすべて自身の次の行動に利

用するわけでもないため，いつ，どのような他者行動

を観察し，観察から推論された情報をいつ，どのよう

に行為に用いるのかを学習する必要もある．学習の方

法を学ぶという意味で，これは学習についての学習，

すなわち「メタ学習」を伴うものである． 
Bateson(1972)は，一般的な意味での学習である「反

応が一つに定まる定まり方の変化」のことを「学習 I」
と呼んでいる．他者の認知の利用においても，背景知

識P→Q や実践知P→R を習得すること自体は学習 I
に属すると考えられ，ある意味ではこれは「やればで

きる」ことである．これに対し，Bateson は「学習 I
の進行プロセス上の変化」である「学習 II」というも

のも想定している．他者の認知の利用に関していうな

らば，「関連性への認知的構え」を身につけることや，

この構えに基づき，実際にどのような状況で，どのよ

うな種類の他者の認知の利用を実行するのが適切かの

判断を習得することは学習 IIに相当するのではないか

と考えられる．しかし，学習 II がより機械的な学習 I
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よりも高度なものであるのと同様，また，注意を環境

内のどこに，いつ向けるべきかに関する最適な制御が

困難であるのと同様（高梨 2015a，2016），いつ，ど

のような他者の認知の利用に従事すべきかを学習する

ことや，またその認知メカニズムを解明することは非

常に難しい課題である． 
フィールド調査は人々が現実世界において自発的に

行っている他者の認知の利用のエピソードを収集した

り，その実践の個々の状況内での生態学的価値を記述

したりするのに適したアプローチであるため8，本稿で

提案した他者の認知の利用に関する定式化を活用して，

フィールド調査で得られた事例を比較検討していくこ

とがますます求められる． 
 
【アンケート】他者の認知の利用の事例収集 

次の 2 点について，ご意見や情報をお持ちの方は著

者（takanasi@sap.ist.i.kyoto-u.ac.jp）までお寄せいた

だけますと幸いです．ご協力をお願いいたします． 
 
1. 他者の認知の利用という現象について今後さらに

検討していく上で，今回の発表で抜けている理論的

視点や重要研究はどのようなものか？ 
2. 今回の発表の趣旨に照らして，今後考慮すべき他者

の認知の利用の事例にどのようなものがあるか？ 
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Abstract 
The Internet abounds with diverse pieces of information 

and misinformation on how people in Japan lead their daily 

lives, which are distributed, shared, copied and edited 

through such SNS media as Twitter, Facebook, Instagram 

and YouTube. All of these attract attention of people 

overseas and possibly lure them into visiting Japan. Such 

flow of information, on the other hand, may help make the 

world “flat” in such a way that in the globalized touristic 

world today, you are surrounded with such brand shops as 

Louis Vuitton, Gucci, Coach, Swarovski etc. at the airports 

or in the middle of the downtown areas wherever you go and 

you start to feel that there is nothing new under the sun. A 

touristic visit starts with some knowledge about and interest 

in the destination and the experience of being there will help 

you notice various minor things in life, which later might 

turn into a cherished memory of your lifetime. How proper 

use of ICT might help those touristic experiences is the 

central topic of this organized session, and we will discuss 

some of the important issues in multilingual hospitality 

communication from the point of view of cognitive science. 
 
Keywords ― hospitality communication, touristic 

resource development, multilingual hospitality 

communication, cognitive science 

 

0. はじめに 

  Twitter, Facebook, Instagram, YouTubeなどインターネ

ット上の各種SNSによりさまざまな発信者による多様

な情報が無限に拡散することを通じて、日本人にとっ

ての「日常」が日本に来た経験のない外国人の興味・

関心を引き付ける一方で、「均一化した世界」における

日常が際限なく広がることで「日本らしさ」・「地域ら

しさ」を示すわかりやすい指標が失われ、地域固有の

「歴史と文化」をどのように次世代や非地域居住者に

伝えていくのか、共有・固有の生活習慣・歴史・文物・

価値観・世界観をどのように多言語で表現するかが課

題となっている。 

本オーガナイズド・セッションでは、観光資源開発・

インバウンド観光客対応などにおいて、ICTをどのよ

うに活用するか、旅行前の期待・旅行中の気づき・旅

行後の記憶（思い出）に満足をもたらすための ICT活

用による期待・気づき・記憶モデルの提案を基に、非

日常の経験としての旅の魅力を損なわずに国内外の観

光客に情報提供する仕組みについて様々な技術的可能

性を検討する一方、多言語ホスピタリティー・コミュ

ニケーションのあり方を模索しつつ、観光開発の認知

科学を再検討するきっかけとしたい。 

 

1. 研究背景と先行研究 

(1) 観光心理学：観光心理学では観光旅行を時間的経

過に即して実施前・実施中・実施後の 3ステージに分

類する考え方がある（佐々木土師二 (2007), pp.38-39）。

観光のモチベーションの１つは新奇性欲求であるとい

う研究もある（Lee, T. & Crompton, R, E.  (1990)）。し

かし、これらの研究は観光を盛り上げる未知の要素を

創造し観光の魅力をアピールする技術、また、次につ

ながる期待を作る技術に関する理論的検討を含まない。 

(2) 観光情報とアプリケーション：2012年 11月の情

報処理学会誌では「観光情報学」が特集されている。

PC使用の事前事後情報を扱うポータルサイトにとど

まらず、スマートフォンやタブレットを使用したナビ、

ゲームを入れ込んだ仕組み、避難所情報、多言語対応

など、使用シーンは特に現地使用中心に広がりを見せ

ている。しかし、既に 660余存在するご当地アプリは、

無料であってもインストール数は必ずしも多くない。 

(3) TAG CLOUD：TAG CLOUDは、FP7の枠組みの

中で推進されている RFIDタグを利用した観光案内シ

ステム開発プロジェクトである。現在欧州の 3箇所（ス

ペインのアルハンブラ宮殿・英国の Barber Institute of 

Fine Arts・ノルウェイの Trøndelag）で実証実験が行わ

れている。（http://www.tagcloudproject.eu）しかし、クラ

ウドを前提とすると、高額な 3G/LTEのローミングを

嫌う外国人旅行者には使い勝手が悪い。また、自然遺
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産のような場所では 3G/LTEの接続が無いことが多い

ため使えないという問題もある。 

(4) 伊藤・平松ほかが実施してきた研究の成果：2006

年 7月、宇都宮大学伊藤篤・中央大学平松裕子ほかは

「楽しい修学旅行研究会」（http://joyful-shu-gaku.com）

を設立し、学習効果のあるモバイルアプリを利用した

修学旅行のありかたを検討してきた1。2014年に宇都宮

大学と中央大学で総務省の SCOPE委託研究「観光客の

満足度向上のための情報提供技術の研究開発」を受託

し、フェーズ 1として BLE（Bluetooth Low Energy）ビ

ーコンとスマホを組み合わせた観光案内の実現可能性

を検証した。日光駅から神橋（東照宮エリアの入り口）

までに 25個のビーコンを 100m間隔で設置し、90%以

上の確率でビーコンを検出できることを確認し、観光

案内の実現可能性を示すことができた2。また、インタ

ーネットで情報を多く持っていると予想される若年層

及び外国人観光客について、実際には情報不足である

ことが調査より明らかになった。2015年度は SCOPE

のフェーズ 2としてクイズラリー機能を実装し、未完

成な部分を完成させたいという欲求や緊張が記憶を持

続させる点を利用し、未知の部分に注目させることに

より旅行の興味を引く Zeigarnik Effectの有効性の調査

を行った。クイズラリーを行った箇所に関して記憶が

詳細にあるという傾向が既に表れている。英語版を作

成し外国人旅行者にアンケートを実施した結果、昨年

度の若年層の回答との類似傾向が多く見られ、両者を

同時にターゲットとできる見込みである。 

 

2. 多言語コミュニケーションの齟齬 

駅にもホテルにも銀行にも公共の場所に日本語に加

えて英語・中国語・韓国語など外国語・多国語による

表示・案内が増えているが、よく見ると目先の表現だ

け日本語から英語に置き換えようとして意味が通じな

くなっている場合もある。例えば、「地球環境保護のた

めにトイレットペーパーは使い切ってから次のロール

をご使用ください」という趣旨と思われる英文が 

“Please use up toilet rolls to protect earth.” となっている

と指示内容も目的も見当はずれで、意味不明・了解不

能となってしまう。 

駅名・地名については日本人であっても地域住民で

                                                   
1 詳細についてはHiramatsu et. al. (2014)・Ito (2013)・

Hiramatsu et. al. (2012)・平松裕子ほか (2010)を参照。 
2 詳細については Ito et. al. (2015) ・平松裕子ほか 

(2015/9)・平松裕子ほか (2015/3)・伊藤ほか (2015)を参照。 

ないと漢字の読み方や実際の発音が理解できない場合

もあるが、ローマ字表記に関しては長い複合的な名称

を一つの綴りで表現して可読性を失っている例も多い。

例えば、西早稲田を Nishi-Waseda 、本郷三丁目を

Hongo San-Chomeと表記すれば、まだしもヘボン式表

記に従って発音できるであろうが、Nishiwaseda や

Hongosanchome と表記することによって一目で形態素

解析を行うことができず、ヘボン式表記に従っても発

音に支障が生じる。新大阪を Shinosakaと表記しては多

くの日本人は篠坂かと思って判読不能であろう。一方、

新神戸駅をNew Kobe Stationのように表記しては一般

的な日本人とのコミュニケーションに齟齬が生じる。 

2000年前後の北カリフォルニアのファーストフード

店の一部では、カウンターをはさんで顧客は英語表示

のタッチパネルを操作して注文し、従業員はスペイン

語表示のタッチパネルを操作して受注・調理をする光

景が広く見られた。電子化したデータを媒介とすれば、

端末ではそれぞれのユーザの使いやすい言語で表示す

るような処理も可能となり、場面によって有効となる

であろう。ローマ字表記の地名を瞬時に判読できない

日本人も多いので、日本人とのコミュニケーションの

ためにはローマ字表記と日本語表記の併記が便利であ

り、ある時期に首都圏の書店で市販されていた二か国

語表記地図を見かけなくなったのは残念である。3
 

首都圏では 2004 年前後から地下鉄をはじめとする

鉄道各社・各路線にアルファベットと数字を割り当て

る仕組みが導入され、各地域に広がっているが、これ

は上記のような地名・駅名のアルファベット綴りに関

する様々な問題点をあり程度まで迂回することを可能

とし、現地の交通事情が不案内な外国人旅行客と現地

の事情に慣れ親しみすぎている地域住民との円滑なコ

ミュニケーションにとって極めて有効な対応策である。 

 

3. 非定型多言語コミュニケーション 

駅構内・車内の表示や通常運行時の音声アナウンス

等の各国語対応は日本国内の主要鉄道路線・空港・観

光地・商業地などを中心に充実しつつある。こうした

                                                   
3 地名の英語表記については国土交通省国土地理院 (2015) 

が公開されているが、わかりやすい方針かどうかは疑問であ

る。地図の多言語化については現在政府関係の多数のガイド

ラインが公表されている。また、オンライン地図の多言語化

についてもいくつかのプロジェクトが見られる。国土交通省 

(2009)・総務省 (2013)など参照。一方で移民・多文化共生政

策に反対する日本国民の会 (2014) のような多言語化によっ

て案内が見にくくなるという見解にも一定の合理性がある。 
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定型的な案内は基本的な情報を文書で整理して用意す

れば音声案内も読み上げや録音などで対応できる。平

常時の航空便の機内案内など、マニュアルに基づいて

簡単な外国語の文を読み上げるだけであれば、CEFR

（言語の評価・学習・教育におけるヨーロッパ共通参

照枠組み）4で A2 または A1 レベルであっても若干の

訓練・練習によって対応可能である。ところが、緊急

時の機内案内や乗客誘導にはこれよりはるかに高度な

言語運用能力が求められる5。このため、観光客・旅行

客を主たる対象とした外国語による案内は，天候や事

故などでスケジュールが乱れたときの非定型の案内が

不十分であることが世界的にも一般的である。人身事

故などでダイヤが乱れたときの鉄道の車内放送・駅構

内放送でも，日本語と同じとまでは言わないまでも，

必要最低限の情報を外国語で伝えようとする努力はま

れである。首都圏を中心とする車内電子サイネージに

よる案内でも、不通・回復などの状況報告は見られる

ようになってきたが、迂回経路案内までは見られない。 

1995 年 1 月 17 日の阪神・淡路大震災・2011 年 3 月

11日東日本大震災・2016年（平成 28年）4月 14日以

降の熊本地震などの例を挙げるまでもなく、地震・台

風・局地的豪雨・土砂崩れ・堤防決壊などの自然災害

は日本での生活につきものである。日本語非母語話者

に対する平常時・緊急時の情報提供には、個人ならび

に地域コミュニティーの支援を前提として「やさしい

日本語」6などのアプローチが地方自治体を中心に広ま

っている7。一方で、広域的な緊急時には母語コミュニ

ティーの協力を前提として、多言語での情報発信を模

索する動きもある8。観光情報の多言語での提供に当た

っては、観光資源としての魅力だけではなく、潜在的・

顕在的な危険や災害時の一般的な対処方法なども含め

た包括的な情報提供を用意する必要がある9。 

 

4. 場に依存した情報提供：地図が現地だ 

ハヤカワ (1985) はアルフレッド・コージブスキーの

提唱する一般意味論の流れを汲み、「地図は現地でない」

                                                   
4 Council of Europe (2001) 参照。 
5 非常時の状況説明を的確に外国語で行うためには、CEFR

でB2またはC1レベルに至っている必要があると思われる。 
6 弘前大学人文学部社会言語学研究室 減災のための「やさし

い日本語」 
7 横浜市 やさしい日本語での情報発信について 
8 日本中国語学会『多言語・情報弱者対応災害支援リンク集』 
9 佐藤京子 (2015/9/27)・佐藤京子・内海玲那(2016/3/13) な

ど参照。 

というテーゼを有名にしたが、認知的活動主体である

人間にとっては主観的価値を接地する「地図」がすな

わち「現地」であるともいえる。その意味で、グルメ

マップ・ショッピングマップ・観光スポットマップな

ど、さまざまな地図をどのように編成するかはホスピ

タリティー・コミュニケーションのツールとして重要

な観光開発上の課題である。 

観光案内図は行政も含めていろいろな団体が作成し

ているが、訪問者の視点を忘れた地図はおおむね意味

不明となりがちである。地図には雑多な情報を掲載し

がちであるが、一人の旅行者が必要とする情報はその

うちの限られた側面であることが多い。それぞれの旅

行者がどのような種類の情報を必要とするか多様であ

るため、印刷媒体での地図では一つに集約する必要が

生じるが、電子媒体の場合には複数のレヤーに分けて

情報を格納して、利用者の要求と必要に応じて不要な

情報を秘匿・遮蔽することが可能となる。 

2016年 7月にアメリカから導入され始めた Pokémon 

Go が世界的な現象を巻き起こしているが、「地図が現

地である」という認知的観点からも観光開発資源とし

て重要な示唆を持つ。Augmented Reality は  Not 

Apparently Real な隠れた情報を位置情報に基づいて

Apparently Real に顕現化させる ICT技術だとすると、

観光資源開発にふさわしいテクノロジーであるといえ

る。 

 

5. 「伝統文化」と youtubers 

観光に際しては建築物・食事・文物を見学し、経

験するだけでなく、その背後の歴史も知りたくなる。

しかし、「日本文化」が何を指すかは日本語学習者に

向けて「日本文化」と称する授業を担ってきた日本

語教育関係者の間でも時期によって理解や定義づけ

が大きく異なり、個人によって極端に意見が分かれ

る10。1970 年代までの「日本文化」・「日本事情」は

華道・茶道・和服の着付け・日本の古典文学などが

中心であり、1980年代以降は日本の産業界の発展や

ビジネス習慣の紹介なども含まれるようになり、

1990 年代以降にはそのようなステレオタイプ的な

「日本文化」観への反省から個人の認識としての「異

文化」理解への志向性が強まり、近年では「クール

ジャパン」への反発から日本文化の伝統と歴史性へ

                                                   
10 Department of Defense. Department of the Army. Office 

of the Deputy Chief of Staff for Operations. U.S. Army 

Audiovisual Center.  (1957) 
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の回帰も見られる11。 

これとある意味で対極にあるのがいわゆる youtubers

による vlogなどの情報発信である。従来の政府関係機

関・旅行業者団体などの観光案内のほかに近年ではイ

ンターネットを活用した個人の情報発信も観光旅行の

動向に大きな影響を与えることから、いわゆるyoutuber

などの情報発信12にも着目する必要がある。2016 年 7

月の時点では、日本に一定の期間在住して観光地を巡

り飲食店を訪問するタイプの情報発信、旅行者として

東京・大阪・そのほかの都市の飲食店を巡るタイプの

情報発信のほかに、日本でいろいろな店を回って買い

物をしてきた成果物を一点ずつ紹介するタイプの情報

発信が目に付く。Japan Haul などと称するこうしたビ

デオ13では、地方観光拠点での土産物などよりも、スタ

ジオジブリや秋葉原など特定の興味・関心を持つ人が

集う場所でのマニア向けの商品やおまけなどに関心が

集まるような印象である。こうした情報発信者の情報

発信動機が何であるか、必ずしも金銭的なメリットと

も思えない場合もあり、観光開発資源としての活用に

は難しい側面もあるが、官公庁旅行業界ではアプロー

チできない個人にダイレクトに影響することから積極

的な活用を検討すべきであると考えられる。 

インターネット上には韓国から日本に到着するとわ

き目も降らずに神田明神に赴くという海外からの「聖

地巡礼者」も報告されている14。台湾からの旅行者が江

ノ電に乗るのは鉄道会社間のタイアップの影響と効果

もあるが、基本は「聖地巡礼」の一つの現れである。

現在各地方自治体に設置されているフィルムコミッシ

ョン15の中には特定の外国関係者とのつながりを生か

し、その国の映画関係者にロケーションとして国内の

特定地域を紹介し、その映画を現地で見た観客が日本

を訪問してそのロケーション地を訪問するという流れ

もできている。 

 

                                                   
11 内海玲那 (2016/07/02)・内海玲那 (2016/07)など参照。 
12 一例としてAmazingPhil, (2015/4/22)・・MissNosebleed 

(2016/2/22) など参照。 
13 一例として catguts (2015/6/9) ・Chanwon (2015/12/21)・

CutiePieMarzia (2016/4/7)・ItsIzzy, (2016/1/24)・PJTheKick 

(2016/3/24)・Merete loves Japan (2015/10/27)・

MissNosebleed (2016/3/11) など参照。 
14 カイカイ反応通信 (2015/12/28)・マイナビ（2015/10/22）・

アニメツーリズム, (2016)・著者不詳（2015/10/23）など参照。 
15 神戸フィルムオフィスは「2000年 9月 13日の設立以来

15年間で約 2,300本の映像作品を支援」してきた、としてい

る。（神戸フィルムオフィス (2015/9)） 

5. 国際会議開催による地域振興 

日本政府観光局（JNTO）は、世界 14 都市に海外事

務所を持ち、日本へのインバウンド・ツーリズム（外

国人の訪日旅行）のプロモーションやマーケティング

を行っている。JNTOによると 2015年の国際会議開催

件数について日本は 355件で世界第 7位であり、JNTO

は国際会議開催に向けて (1) 主催者向けセミナーの開

催 (2) 「国際会議誘致マニュアル」の提供 (3) 開催都

市選定の支援 (4) 立候補書類作成の支援 (5) PR 用画

像・映像の提供 (6) 海外キーパーソン招請 (7) 「国際

会議マニュアル」の提供 (8) 寄附金募集の支援などを

行っている16。一方、国土交通省観光庁も「MICEの開

催・誘致の推進」を進めている17。ここでいう MICE と

は「企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研

修旅行（インセンティブ旅行）（Incentive Travel）、国際

機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展

示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字

のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネス

イベントなどの総称」18である。2015年 8月 19日に日

本政府観光局（JNTO）はコンベンション推進機関から

推薦された候補者から井佐原均豊橋技術科学大学 情

報メディア基盤センター教授ほか 7 名を「MICE 誘致

アンバサダー」として認定した19。国内・国際的な学術

活動に関わる研究者にとって、研究会合の開催を観光

開発の観点から見直すことも求められている。 
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Abstract 
We have been developing sightseeing application in Nikko 

to increase visitors to Nikko by receiving fund of Strategic 
Information and Communications R & D Promotion 
Programme (SCOPE).  This article presents the result of 
evaluation of possibility of aware of notification from BLE 
beacon on sightseeing application.  We firstly mention the 
design of our application and then we discuss the possibility 
of aware of notification from BLE beacon on sightseeing 
application. The result of experiment in 2015 shows that the 
rate of being aware beacon is under 25%, so that we 
performed an experiment to measure possibility to be aware 
of notification from a beacon by wearable device in 2016.  
As the result of that experiment, if we use wearable device 
such as Apple Watch, the possibility to be aware notification 
from beacon is about 85%. It is clear that wearable deice will 
the one of the most important device for delivering 
information from a beacon and we have to consider 
appropriate use of such devices. 
 
Keywords � Sightseeing Application, BLE Beacon, 
Location Based Service, Wearable Device 
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Zeigarnik effectを利用した記憶に残る情報提供技術の提案 

-学習効果を中心に- 
Proposal of a Technology to Provide a Memorable Information using 

Zeigarnik Effect  

-Focusing on learning effect - 
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Abstract 
We, Utsunomiya University and Chuo University, has been  

research in Nikko to develop sightseeing application to 

increase the number of visitors from 2014 to 2017 as a part 

of the Strategic Information and Communications R & D 

Promotion Programme (SCOPE).  In this application, we 

proposed a technology to provide a memorable information 

using Zeigarnic Effect. 

To evaluate this technology, we performed a trial to 

evaluate this technology focusing on learning effects.  

Students from Utsunomiya University, Chuo University, and 

Utsunomiya Techinical High School used the [Nikko Kamen 

Nav] application. 

This application does not use Wi-Fi, but uses Bluetooth 

Low Energy (BLE) beacon that is usually used indoors.  

But in this research, twenty-two BLE beacons were placed 

outside along roadsides in Nikko.  Tourists and students on 

school trips were able to receive travel information during 

walking when they pass a beacon.  In this case, the 

application provided quizzes according to a signal from 

beacon to induce the Zeigarnik effect.  As the result of the 

trial, we proved the effect of Zeigarnic Effect to emphasize 

memory of visited palce.   
 
Keywords ― Smartphone, BLE Beacon, World Heritage 

Site, School Trip , Zeigarnik Effect 

 

1. はじめに 

ご当地アプリは様々に開発・実用化が行われてきた

が,観光客にとって必ずしも観光情報を集める有効な

手段として認識されていない問題がある.必ずしも情

報を観光客のニーズに合わせて提供できていないのが

主要な要因である.2014年より,中央大学経済学部は宇

都宮大学工学部とともに,総務省「戦略的情報通信研究

開発推進事業(SCOPE)：地域 ICT振興型研究開発」を受

託し,「観光客の満足度向上のための情報提供技術の研

究開発」を進めてきた.本研究開発は日本の世界遺産を

有する「日光」の観光活性化を目的とし,その手段とし

てスマートフォンの先進的な技術の利用や,観光心理

学を用いた観光客へ魅力的な情報が提供を目指してい

る.単に便利なだけでなく,どのような情報が観光客を

惹きつけるのか.調査に基づきアプリの開発及び改善

を行っている. 

日光では一般観光客に加え,修学旅行など学習目的

の来訪も多い.小学校の修学旅行地は関東地区では 1

位が日光である[1].また,インバウンドも一般観光客

だけでなく,台湾からの修学旅行生も今後増加が見込

まれる[2]. 

本論文では観光の中でも特に修学旅行生や訪日外国

人等に対する学習効果に着目した.世界遺産にとって

文化をどう継承するかは大きな課題の１つである.修

学旅行という事前の学習も含めた観光の中で,どのよ

うに文化的な景物に着目させ,学習効果を高められる

だろうか.主にアプリのクイズ機能を Zeigarnik 

effectの誘因として利用し[3],アプリユーザが観光地

に関する記憶が残るよう情報提供をし,修学旅行で使

われた際にはより観光地の知識を充実したものとなる

ようにしていきたい.今回の調査では大学生と高校生

にアプリを使用してもらった結果得られた Zeigarnik 

effectの効果について述べる. 

本論文の構成は 2章で先行研究について記し,3章で

は本研究調査で開発使用したアプリ「日光仮面ナビ」

の概要を,4章ではアプリを使用した実証実験とその結

果について述べる.それらを踏まえ 5 章では本研究調

査の結論を出し,今後の学習アプリの展望について述

べる. 

 

2. 先行研究 

 2009 年中央大学佐藤,平松らによるゲーム要素,AR

を取り入れた校外学習用の携帯端末使用のオリエンテ

ーリングの仕組みの開発及び実証[4]が行われた.事前

事後学習と関連付け,中央大学,宇都宮大学では引き続

き開発及び実証を行い,位置情報の充実,競争要素も加
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え,鎌倉におけるモバイル使用によるクイズアプリの

作成を経て,フィーチャーフォンを使用した校外学習

のツールをスマートフォン用に作成し,アプリの校外

学習使用に関する実証及び効果検証が行われた[5]

（2013 年）.この研究を継続させ,SCOPE における一般

観光客に関する調査及び研究に関しても,特に地域情

報の入れ込み及び地域の商店との連携による商品だけ

でない歴史や習慣の発信という観点からの研究も行っ

ている[6]. 

 また,特集としては『情報処理』（2012年11月Vol.53 ）

において,AR 利用,位置情報の観光・商業利用,デジタ

ルアーカイブの利用,歴史資料の配信,ジオキャシング

による現実社会のゲーム化に関する言及などがある

[7].海外への情報発信,インバウンドを念頭にした取

り組みの必要性にも言及している. 

 今回使用した BLE ビーコンに関しては屋外より屋内

使用の論文が多く見られる[8-9] 

 これらの先行文献をうけて,我々は屋外において BLE

ビーコンを使用し地域情報を地域も巻き込んで発信す

る仕組みを実証し,実用化を目指した.  

 

3. 開発アプリ 

3.1アプリ概要 

 今回の研究では「日光仮面ナビ」というアプリを開

発,使用した .このアプリの特徴は情報提供に

Bluetooth Low Energy(BLE)ビーコンを利用しているこ

とにある.BLE は IoT(Internet of Things)の一連の技

術で注目を浴びている.BLEビーコンは消費電力の少な

さ,Wi-Fiやネット環境に依存せず Bluetoothを受信が

できれば情報を取得できることがメリットとして挙げ

られる.また電波は一般的に障害物があると電波が遮

断され伝わらなくなることがあるが,Bluetoothは障害

物に強いという特徴があり,カバンやポケットに入れ

ていても十分に情報を受信することが可能である. 

 加えて総務省によると日本の Wi-Fi の設置件数は諸

外国より少ない傾向にあり[10],現在設置件数を増加

させる取り組みが行われているが,十分に設置される

までは時間がかかると言われている.栃木県において

は Free Wi-Fiスポットの増加へ向け対応が始まってお

り[11],日光市では 400 箇所設置されている.しかしこ

れを利用するためには Free Wi-Fi カードを受け取り,

カードに書かれている手順を踏まなければいけない.

その作業に 5 分程度かかるものであり,カードが配布

箇所は日光市内には 9 か所のみである.訪日外国人に

はまだ使用しにくい状況である.これらを踏まえ訪日

外国人や,または通信制限がかかっている人達などに

BLE ビーコン設置による情報提供は有用だと考えられ

る.本アプリでは図１の右側に示されているように,街

灯に設置した BLEビーコンに近づくと情報を受信.図 2

に示されているようにショップからアプリをインスト

ールする際はインターネット接続が必要であるが,ホ

テルや喫茶店でインストールすれば,後は,インターネ

ット接続なしで情報の取得が可能である. 

 

  

図 1 従来のアプリ(左)と日光仮面ナビ(右) 

 

図 2は日光仮面ナビのシステムを示している. 

 

図 2 システムの仕組み 

 

図 3 東武日光駅から東照宮までのビーコン配置 

 

図 3 に示されるように BLE ビーコンは日光の沿道,

東武日光駅,日光東照宮間にほぼ 100m おきに設置され

ており,それらの BLE ビーコンからの電波をこのアプ

リから受信し,情報を得る.その際の受信した位置や電

波を発信している BLE ビーコンから現在地の表示や周
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辺の情報を受け取る. 

本アプリでは図 4に示されているように大きく一般

ナビ機能と学習機能の 2つの機能が搭載されている.

一般ナビ機能は街並みや店舗,名所,Beacon,バスの情

報を扱っており,学習機能「日光伝説」では日光に関す

るクイズを取組むことができるようになっている. 

 本論文ではこの学習機能を用いた実証実験及びその

結果に言及する. 

   
図 4 左からトップ画面,街ナビ,日光伝説 

 

3.2学習クイズ機能(日光伝説) 

  修学旅行生の利用を想定し本アプリに搭載された

「日光伝説」（クイズ機能）は,他機能同様,設置されて

いる BLE ビーコンからクイズを受信し,回答する仕組

みである.クイズに対し正答が出来た場合には一両獲

得でき,誤答後は再挑戦できるが獲得する金子の額が

減少する.4回以上間違えると借金が生じアプリ内のア

イテムが動く.このクイズ機能は「街歩き編」「江戸時

代編」の２コースがあり,今回の実証実験においては大

学生はこれら 2コースを使用,高校生は「街歩き編」の

中に半数自分たちで作成したクイズを入れ直したもの

を使用した. 

 

  

図 5 想像の象のクイズ(左) クイズの解説(右) 

 

 例えば,日光東照宮の境内目前に設置されたビーコ

ンからは図 5 左に示されている境内の建物上部の彫刻

に関する問題が送られる（大学生高校生共通）.この問

題の回答後には図 5 右の解説がスマートフォンの画面

に掲示される.被験者は境内に入る直前でクイズを解

き,あるいはクイズ画面を開いたままで,境内に入りク

イズの対象となった場所に行く.その結果クイズの対

象となった彫り物に目をやるという行為に自然に結び

つくと想定した. 

人間が達成できなかった物事や中断している物事に

対し,より強い記憶や印象を持つとする Zeigarnik 

effect を利用し,実際にクイズの結果をその場で見る

まで興味をもつという形を作る.ただ漫然と風景の中

に身を置くのではなく,観光客(修学旅行生)に景色の

中の着目点を作る.これによって記憶は助けられ,学習

に益するのではないだろうか. 

 

4. 実証実験 

4.1全体の調査概要 

宇都宮大学,中央大学の学生及び宇都宮工業高校生

の生徒に協力を得て,クイズ機能からどのような効果

が出るか実証実験を行った. 

大学生はクイズ作成をせずに当日日光で初めてアプ

リを使用した.なお,被験者はアプリ使用者及び比較の

ために未使用者分けられ,東武日光駅から東照宮まで

歩く前,歩いた後それぞれアンケートに答えてもらっ

た.そして一カ月,二ヶ月後に追跡調査として当時のこ

とについて繰り返しアンケート調査を行った.一方,高

校生は 2015 年 11 月にクイズ機能に入れるクイズ作成

をしてもらい,2015年 12月に実際にアプリを使用して

もらい大学生同様アンケートに答えてもらった.クイ

ズ機能のクイズは一般社団法人日光市観光協会から提

供してもらったクイズと高校生のクイズで構成されて

いる.学生の詳細については表 1の通りである. 

表 1 被験者の詳細情報 

学生 事 前 ク イ ズ

作成 

事前

ア ン ケ ー ト 

使用直後 

ア ン ケ ー ト 

1ヶ月後

ア ン ケ ー ト 

2ヶ月後

ア ン ケ ー ト 

高校生 ○ ○ ○ × × 

大学生 × ○ ○ ○ ○ 

 

4.2大学生を被験者とした実証実験 -記憶に関する調

査- 

4.2.1 実証概要 
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大学生の実証実験は表2に示した.2015年9月26日,

宇都宮大学,中央大学の被験者 28 名に事前アンケート

に回答してもらい,最大2時間かけて図3に示したビー

コンが設置されている沿道を東部日光駅から東照宮ま

で歩いてもらった. 2 名で 1 組で,1 組ずつ時間をずら

しながら東武日光駅から出発した.東照宮まで歩いた

後,郷土センターに集合し事後アンケート 2 種類(事後

アンケート,クイズアプリアンケート)を実施した.（有

効アンケート件数は 25）. 

2015年10月30日,宇都宮大学,中央大学の被験者28

名に1ヶ月後の追跡調査アンケートに10分程度で回答

した.9月 26日同様有効件数は 25名である. 

2015年 12月 4日,宇都宮大学,中央大学の被験者 28

名に2ヶ月後の追跡調査としてアンケートに10分程度

で回答した.9 月 26 同様有効件数は 25 名である.これ

らのアンケートは,同一の被験者 28 名に行った.アプ

リ未使用者はアプリに関する項目は全て未回答となっ

ている. 

表 2 大学生アンケート実施表 

タイミング 場所 アンケート概要 数 

事前アンケート 現地到着前 一般観光と日

光に関する調

査  

28名 

(有効 25名) 

事後アンケート 日光郷土センター 地図作成,クイ

ズアプリ評価 

28名 

(有効 25名) 

１ヶ月後 宇都宮, 

中央各大学 

ヒートマップ

調査 

28名 

(有効 25名) 

２ヶ月後 宇都宮, 

中央各大学 

日光の観光調

査 

28名 

(有効 25名) 

 

4.2.2大学生事後調査結果(地図作成) 

アプリ評価に関しては 4.2.4 で改めて扱うが,当日

の事後アンケートでは,アプリ評価に加え沿道の地図

を作成してもらった.その結果,アプリ使用者の地図の

中の景物記載数の平均は 5.80 であったのに対して,ア

プリ使用者の景物記載数の平均は 9.18 であった. な

お,ビーコンの場所を書き入れた地図は１通のみで,ク

イズ機能使用者の多くにはビーコンそのものではなく

ビーコンの周囲の景物を記載する地図が多かった. 

 

4.2.3大学生事後調査結果(ヒートマップ) 

2015年 9月 26日の大学生被験者は 2015年 10月 30

日に一ヶ月後の追跡調査としてアンケートを実施した.

東武日光駅から東照宮にあった景色の写真を載せ,注

目した箇所を 3 か所チェックするという調査を実施し

た. 

 

図 6 大学生アプリ使用者注目箇所(沿道) 

 

図 7 大学生アプリ使用者注目箇所（境内） 

 

図 8 大学生アプリ未使用者注目箇所（境内） 

図 6,7 はアプリ使用者が着目した箇所をヒートマップ

で示したものである.図7右の色の濃い部分は図4にも

あった「想像の象」で,クイズで取り上げられている箇

所である.このように色が濃くなっていることからク

イズが景色の注目点を作っているといえる. 後日,比

較対象として,今回の実証に関係のない 15 名に着目点

3点のチェックを依頼した,その結果が図8である.図7

に比べ図 8 の着目点は正面の建物を中心に展開され,

クイズの対象部分への注目はない. 

また図 6 からは,情報を読み取ろうと看板や文字に注

目することが分かった.加えて被験者は,文字以外に情

報発信に関連する電柱の BLE ビーコンに注目してい
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た. 

 

4.2.4 大学生事後調査結果（クラスター分析） 

大学生の事前と二ヶ月後追跡調査アンケートの結果

を 3つのクラスターに分け,事前と二ヶ月後でどのよ

うな変化が確認できるか分析を行った. 

 アンケートの内容は,アプリの全体的な印象の５段

階評価及び,操作性やデザインなど具体的な機能やイ

ンターフェースに対する５段階評価で成り立っている.

アプリの全体印象の相関分析を行った結果,アプリ全

体の印象と操作性が 0.6と,かなり強い相関が見られ

た.色は 0.406と中程度の相関が確認でき,次に画面デ

ザインの 0.377である程度の相関が確認できた. 

 操作性には全体の印象,画面デザイン,文字の大きさ,

色には画面デザイン,文字の大きさ,音,表現言葉が,画

面デザインには操作性,文字の大きさ,色,表現言葉が

関わっているとわかる.これらを踏まえ以下の 3つの

クラスターに分けた. 

表 3主成分分析 

 

 表 3は主成分分析を行ったものである.第一因子を

印象,デザイン,操作性などの「アプリの完成度」を重

視した学生とし,第二因子をデザイン,文字の大きさ,

色,表現言葉などの「インパクトさ」を求めた学生,第

三因子を文字大きさ,地図の見やすさなどの「わかりや

すさ」を求めた学生に分けた.これらの変数をクラスタ

ーにかけてみたところ 3つの回答者に分けられた. 

表 4 クラスターごとの比較 

 

表 4はクラスターごとの評価の比較を示している.

第 1クラスターはアプリに音などのインパクトを感じ

た学生,第 2クラスターはアプリとしての完成度に高

評価を示した学生,第 3クラスターはアプリの中身で

あるクイズ,地図に高評価を示した学生となった.人数

は,第一クラスターから順に７,７,４人であった. 

 

 表 5 クラスターごとの事前事後評価 

 

表 6クラスターごとの評価の変化 

 

 表 5 は各クラスターの事前と二ヶ月後を示しており,

表 6 はその評価の比較結果を示している.クイズの内

容や,地図の見やすさなどの「わかりやすさ」を重視し

た第 3 クラスターに関しては,歴史文化と体験型観光

への評価が好印象へ好転した.そのほかの項目を見比

べても第３クラスターは他のクラスターに比べ印象が

悪化している箇所が少ない.第 1,第 2 クラスターに関

しては印象が好転する項目が少なく,日光での経験が

クラスター1 クラスター2 クラスター3

全体の印象 3.29 4.57 3.25

画面デザイ
ン

4.00 4.14 3.25

操作性 3.00 3.71 3.25

文字の大き
さ

4.14 4.00 4.00

音 4.43 3.29 3.25

色 4.57 4.29 3.25

表現言葉 4.29 3.86 3.25

クイズの内
容

3.14 4.14 4.25

地図の見や
すさ

3.43 3.29 5.00

1 2 3 1 2 3

自然風景 5.00 5.00 3.75 4.43 4.83 4.50

歴史文化 4.29 4.71 3.25 4.43 4.80 4.75

町並み 4.43 4.29 4.50 4.00 3.83 4.00

温泉 4.14 3.71 3.50 3.57 3.50 3.25

伝統芸能特
産品

3.86 4.00 3.75 3.71 3.83 4.00

食べ物 4.71 4.43 4.25 3.71 3.83 4.75

体験型観光 3.43 3.57 2.50 3.00 2.83 3.75

ショッピング 4.14 3.14 3.50 3.00 3.17 3.75

夜を楽しめる
場所

3.71 3.00 4.50 3.00 2.67 3.00

地域とのふ
れあい

2.83 3.29 3.00 3.71 3.33 3.00

宿泊予約の
しやすさ

4.00 3.29 3.75 3.00 3.17 3.00

宿泊施設の
質価格

4.57 3.71 5.00 3.00 3.17 3.50

交通手段便
利さ

4.71 4.43 4.50 3.29 3.50 1.75

物価 4.14 3.57 3.75 3.00 3.83 3.25

事前 事後

差 1 2 3

自然風景 -.57 -.17 .75
歴史文化 .14 .09 1.50
町並み -.43 -.45 -.50
温泉 -.57 -.21 -.25
伝統芸能
特産品

-.14 -.17 .25

食べ物 -1.00 -.60 .50
体験型観
光

-.43 -.74 1.25

ショッピング -1.14 .02 .25

夜を楽しめ
る場所

-.71 -.33 -1.50

地域とのふ
れあい

.88 .05 .00

宿泊予約
のしやすさ

-1.00 -.12 -.75

宿泊施設
の質価格

-1.57 -.55 -1.50

交通手段
便利さ

-1.43 -.93 -2.75

物価 -4.00 -3.86 -3.75
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あまり印象の残っていなかった.しかし第 3 クラスタ

ーが重視するアプリのクイズの内容や地図の見やすさ

といった「わかりやすさ」に関する項目を改善してい

けば二ヶ月経ったあとも好印象が残った. 

4.3.高校生を被験者とした実証実験–事前のクイズ作

成を含む調査- 

4.3.1実施概要 

宇都宮工業高校生には, 日光訪問前に事前のアンケ

ートへの回答及び独自クイズを作成し提出してもらっ

た.高校生の作ったクイズを「街歩き編」10 問中 5 問

に入れ替え使用した.2015 年 12 月 6 日,宇都宮工業高

校生 11 名に東武日光駅から東照宮までアプリを使用

しながら最大 2 時間で東照宮まで歩いてもらった.そ

の後,郷土センターに集まり,事後アンケートに回答し

てもらった（有効件数 9）. 

表 8 高校生アンケート実施表 

タイミング 場所 アンケート概要 数 

事前アンケート 現地到着前 一般観光と日光

に関する調査  

11名 

(有効 9名) 

事後アンケート 日光郷土センター 日光観光調査

クイズアプリ 

11名 

(有効 9名) 

 

4.3.2 調査結果-期待度と満足度の推移- 

 高校生は大学生と違い,事前にクイズ作成をしても

らった.事前にクイズ作成することで事後の評価にど

のような影響があるか.事前アンケートには「日光観光

に対する期待度」を 5段階で評価してもらった.そして

事後アンケートには「日光観光に対する満足度」を同

じく 5 段階で評価してもらった.その結果期待度は平

均で 4.2 であった.大学生の平均は 4.23 である. クイ

ズ作成が期待度上昇には影響しているとはいえない.

そして満足度の結果は平均 4.3 とほとんど変わらない.

しかし大学生平均が 3.68 と減少していることから,事

前クイズ作成が観光への充実感上昇もしくは充実感の

減少の抑制効果を生むが可能性がある. 

 事後アンケートには満足度の次の項目に「満足度の

理由」を自由記載で用意してある.図 9は満足度の理由

を示したものである.高校生の場合アプリに関する記

載とクイズに関する記載が9名中5名(55.55％)であっ

た.対する大学生のほとんどは自然,歴史文化に対する

記述でアプリに対する記述は 19 名中 5 名(26.32％)で

あった.満足度の理由からクイズ作成を行ったことで

観光に対する期待が食べ物,自然,歴史文化からアプリ

に対する期待へと変わったと考えられる.その結果満

足度の上昇または減少の抑制に繋がった可能性があ

る. 

加えて事後アンケートに「日光にまた来てみたいです

か」という質問に「はい」「いいえ」「どちらでもない」

で回答してもらった.高校生には「いいえ」と回答した

者はなかった.大学生は19名中4名(21.05％)がいいえ

と回答していた. 

 

図 9 大学生高校生 満足度の理由 

これら一連の結果から事前のクイズ作成は観光に対

する満足度向上の一因となりうる可能性がある. 

 

4.3.3 調査結果-アプリ評価について- 

 クイズ作成がクイズアプリへの評価に影響するのだ

ろうか.高校生のアプリ評価を大学生の評価と比較し

た.その結果,評価が大学生の平均より低いのは「地図

の見やすさ」「音」「操作性」であった.それ以外の項目

に関してはどれも平均 4.5程度の高評価を得られた. 

「クイズの内容」の評価自体は全体的に見ると平均程

度の評価であった.高校生と大学生ではクイズの内容

が一部共通している.「印象深いクイズ」「難しいクイ

ズ」「面白かったクイズ」について回答してもらったが,

大学生の場合は「東照宮のある地点の標高がスカイツ

リーと同じ」というクイズが印象深い,難しい,面白い

のどれにも該当していた.このスカイツリーの問題は

大学生と共通の問題であったが,高校生に関しては自

分達が作成した「男体山」「眠り猫」「神橋」に関する

問題が多く印象深い,難しい,面白いに該当していた. 

 

4.4クイズ機能に対する印象-大学生と高校生の比較- 

4.4.1 印象比較 

大学生,高校生双方の被験者にアプリのクイズ機能

を使ってもらった後にアプリの印象に対して回答して

もらった.回答の形式は「ありふれた」,「ユニーク」,

「役に立たない」等と言った印象の候補を挙げ,被験者

に該当する物すべてに丸を付けてもらう形式である. 
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図 10 大学生高校生クイズアプリ全体評価 

 図 10 は大学生,高校生ごとに丸を付けた割合をグラ

フにしたものである.図 10 左側の印象は否定的印象,

右側の印象は肯定的印象である.大学生,高校生共にア

プリ全体の評価は肯定的印象が多い.事前にクイズア

プリの存在を知り,クイズを作成してから現地に来た

高校生とは異なり,現地に来て初めてアプリを操作し

た大学生は「ユニーク」の印象が一番多く(52.63％),

高校生は「楽しい」が一番多かった（88.89％）. 

 一方,割合は低いが否定的印象では,大学生の「役に

立たない」と「不安」の印象が多く(10.25％),高校生

には「難しい」が多かった(33.33％).高校生は「難し

い」以外の否定的印象はなかった.難しい問題が存在す

ることは他の否定的印象に直接影響を与えるとは限ら

ない.また 88.89％の人が「楽しい」と答えている. 

 
図 11 大学生のクイズの印象 街歩き編 

 

図 12 大学生のクイズの印象 江戸時代編 

 図 11,12はクイズに「印象深いクイズ」「難しいクイ

ズ」「面白かったクイズ」をそれぞれ 1問ずつ回答して

もらったものをグラフにしたものである.一度も評価

されないクイズもあるが,江戸時代編の 10 問目のよう

に 5 人が難しいと言っても「印象深い」「面白かった」

にも入れる人もいた.そのため難易度が高いクイズが

つまらないという評価になるとは限らない.クイズの

適度な難易度は楽しさややりがいを呼び起こしている

ことも考えられる. 

また高校生の方が各項目に対するチェックが多い傾

向にある.被験者の数が少ないため一人ひとりのチェ

ックが全体の割合に多く影響するが,「楽しい」を始め

とした「ユニーク」「面白い」「便利だ」などにも半分

近くの被験者がチェックをしていた.高校生はクイズ

作成にも関わっているため,よりクイズに親和感情を

抱いた可能性がある. 

 

4.4.2. 問題の正答率の比較 

 

図 13 大学生,高校生 事前事後クイズ正答率 

 事前事後のアンケートの中に,日光に関して知識を

問う設問を１問設けた.図 13 は大学生と高校生のクイ

ズの正答率の推移を示している.大学生は事前アンケ

ートでは,誤答 53％,正答 47％であったが,事後アンケ

ートで,誤答が 29％まで下がり,正答が 71％まで上昇

した.24％ものの正答率の上昇効果が確認できた. 
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大学生に比べ高校生は事前の時点から高い正答率で

あった.事前アンケートの場合は誤答率 13％,正答率

88％に対し,事後アンケートは正答率 100％と全員が正

解した.高校生の被験者はクイズ作成に携わり,一カ月

が経過しているが高い正答率を維持し,記憶にこの時

点では残っていた. 

また事後アンケートだけにアプリのクイズ機能の中

にあるクイズから学べる知識に関する問題を 1 問挿入

した.結果は以下のようになった. 

 

図 14 事後アンケートのクイズ正答率 

 図 14 は被験者の条件ごとに正答率を示したもので

ある.大学生は,アプリ使用者とアプリ未使用者となっ

ている.アプリ使用および問題作成は高校生である.ア

ンケートに載せた問題はクイズアプリと同じではなく,

クイズアプリのある問題を解く過程で知ることが出来

る知識に関する問題で, クイズのように 4 択ではなく

記述式とし,自分の記憶の中から答えを書きだすこと

になる.問題作成に関わっていた高校生は非常に高い

正答率であった. 

またアプリ使用の大学生は,問題作成・アプリ使用の

高校生に比べ正答率は低いが,アプリ未使用者(大学

生)と比較すると正答率が倍以上である.これはアプリ

未使用よりもアプリ使用者の方が多くの情報を提供で

きていたことや,クイズによる記憶への定着が考えら

れる結果である.問題内容が拝殿の天井に関する問題

であるため,意識して見ていたか,もしくは知っていた

などの前情報がない限りアプリ未使用者が正答するの

は難しい.そのためこの結果はクイズを行うことで景

色の中の着目点を作りだし,アンケートのクイズの回

答の手助けになったと考えられる. 

 

4.4.3クイズ機能に対する評価の比較 

 アプリのクイズ機能使用後にクイズ機能に対する評

価を 5 段階リッカートスケールで行った.結果は以下

の通りである. 

 

図 15 大学生高校生のクイズ機能の印象 

図 15 のグラフはクイズアプリ使用者の評価の比較

である.大学生と高校生で全体の印象を比較すると大

学生のクイズ評価平均が 3.76,高校生のクイズ評価平

均が 4.55 であった.大学生はアプリ使用のみだが,事

前のクイズ作成から関わった.高校生は全体の印象だ

けではなく,その他の項目も全て大学生より平均値が

高い. 

 

5. 結論 

5.1実証結果から得られる結論 

 未完全なところをクイズという形で残し,実物を見

せるところまで興味を引き延ばすという Zeigarnik 

effectを応用した実証は,被験者の回答から,今回はア

プリの記憶への定着がしやすいという結果を得た.こ

の効果は高校生がクイズを作成したように,事前勉強

をすることでより高い効果を発揮した.また事前学習

なしでもクイズにより着目点を作り,それを見て納得

することでヒートマップが示したように,建築物の細

かな箇所まで着目点を作ることができた.クイズ作成

に関わっていることが積極的にアプリを使用し,記憶

に残りやすい状況を引き起こしている. 

 さらに目的地に向かう沿道では,文字情報に注目し

やすいことも確認できた.今回のヒートマップではク

イズに出た箇所やビーコンに加え看板などの文字が書

かれている箇所に注目が集まっていた.このことから

クイズの内容で観光客の着目点の誘導が可能であると

考えられる. 

これらの点は今後被験者の数を増やし,実証実験を重

ねることで明確な実証結果を示していきたい.さらに

Zeigarnik effectの効果についてより明確に評価可能

とする実験方法を検討したい.今回の研究調査は被験

者の人数が少なかったため,これら結論に導くために

も今後十分な検証ができる環境下で引き続き調査を行

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS10-3

274



う必要性がある. 

 

5.2学習アプリとしての展望 

 今回のアプリ評価結果に鑑み,「操作性」や「地図の

見やすさ」に関しては,今後も改善を重ねていきたいが,

それだけではなく,学習アプリという観点からコンテ

ンツの充実もはかりたい. 

 データと機能を完全に独立させることで,データを

差し替えるだけで気軽に姉妹アプリが出来上がるプロ

グラムの再利用性は現状でもあるが,今後華厳の滝や

足尾銅山などといった他の観光地にも対応させていく

となったとき,対応範囲を拡大するだけではなく,誰が

どこに興味を持ってほしいのかといった点を明確にし,

クイズ等のアプリの内容をより効果的なものにしてい

く必要がある.それに伴いクイズの注目度の差にも着

目していく.今回のクイズでは注目度の高いクイズと

そうでないクイズがあった.今後の調査では興味を引

くクイズの要因を抽出していき,より高い学習効果が

得られることを目指す. 今後、追加の調査を行い,修学

旅行生や訪日外国人らに普及させていきたい.  

 加えてビーコンによる観光客の誘導も視野に入れて

いる.本アプリではビーコンの電波の強弱による位置

測位によって情報の取得を行っている.その仕組みの

特徴からビーコンの設置による観光客の誘導も可能で

ある.今回は利用していないが、いくつかの店舗にもビ

ーコンを設置し、旅行者への情報提供のトライアルを

開始している。今後は観光客の誘導も視野にいれ,より

効果的に情報をアプリ利用者に提供する技術に発展さ

せていきたいと考えている. 
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観光をテーマとしたゼミにおけるプロジェクト活動： 

学生の気づきと行動変容 
Noticing and Behavioral Changes among University Students in 

Project-based Learning Activities on  
Tourism and Hospitality Communication 

 
森下 美和 

Miwa Morishita 
 

神戸学院大学 
Kobe Gakuin University 

miwa@gc.kobegakuin.ac.jp 
 

Abstract 
Since opening up its port internationally in the 

year 1868, the City of Kobe has developed itself as an 
“international city” in terms of residence, trade and 
tourism, with close relationships with cities overseas 
such as Seattle, Marseille, Rio de Janeiro, Barcelona, 
etc. As the economic activities become more and more 
globalized, competitions with other cities in Japan and 
outside are getting tougher. Among measures taken to 
survive such competitions, promotion of “inbound 
tourists” to the city are considered important. In this 
presentation, we will discuss how activities by 
students taking the class of “hospitality 
communication” at Faculty of Global Communication 
of Kobe Gakuin University have tried to make new 
proposals from this perspective and how those 
activities changed the students’ perception and 
activities in relation to “global communication” and 
“hospitality communication.” 
 
Keywords ― Tourism, Hospitality, Project-based 
Learning 
 

1. 背景 

2020 年の東京オリンピック開催に向け，「観光

立国」が重要な国策的課題となっている．2015

年度に日本を訪れた外国人観光客数は，前年度比

45.6％増の 2135 万 9000 人となり，初めて 2000

万人の大台を超えた．これを受けて，政府は 2020

年までに年間 2000 万人としてきた目標を 3000

万人に引き上げている（毎日新聞，2016）． 

神戸市は，1868 年の開港以来，国際都市として

海外との交流により発展してきた．現在の人口は

約 154 万人であるが，そのうち外国人住民は，約

130 の国と地域を出身とする 4 万人強である（兵

庫県，2015 ほか）．韓国人・中国人・ベトナム人

で全体の 4 分の 3 を占めるが，ブラジル人・イン

ド人など，歴史的に関わりの深い国からの移住者

の存在も目立つ． 

グローバル経済が発展し，国内外で都市間競争

が激化する中，2015 年 2 月には「神戸市国際戦

略」を打ち出し，さまざまな取り組みを行ってい

る（神戸市，2015）．そのうちの大きな柱に「イ

ンバウンド観光誘致」があり，訪日客増加が見込

める東アジア・東南アジア地域を中心に，プロモ

ーションを強化することを目的としている． 

発表者は，共通教育科目の 1 年次生を対象とし

た「地域学入門 I」で「神戸学」をテーマとした

授業を担当しており，約 250名の受講生を対象に，

神戸の歴史や文化を学びながら観光のあり方を考

えさせる講義を行っている．初回授業で，神戸の

観光に関するアンケート調査を実施した． 

有効回答数（242 名）のうち，神戸市出身は 61

名のみであり，神戸市以外の兵庫県出身の 68 名

と合わせても，約半数近くが県外の出身であった．

そのためか，自身の神戸のイメージと国内外から

の観光客が持っていると考える神戸のイメージは，

いずれも「おしゃれ」「きれい」というようなステ

レオタイプ的なものが大半であった．おすすめス

ポットについても聞いたところ，異人館・南京町・

ハーバーランドなどの一般的な観光スポットがほ

とんどを占め，「自分自身がまだよく知らない」と

いうような回答も少なくなかった．たとえ自身の

出身地でなくても，一定期間居を構えたり，通学

したりする場所についての情報を得ることは，
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日々の暮らしを豊かにするだけでなく危機管理に

もつながる．今後，観光都市としての神戸の存在

感を高めていくためにも，大学生への当該分野の

教育は重要なカギとなると考えられる． 

 

2. ゼミの目標 

神戸学院大学グローバル・コミュニケーション

学部は 2015 年 4 月に設立されたが，発表者は同

大学の経営学部から新学部に異動することを前提

に，その立ち上げに関わってきた． 

グローバル・コミュニケーション学部は，英語・

中国語・日本語コースに分かれ，語学学習を中心

としているが，学生の多くは語学を生かしたホス

ピタリティ産業への就職を希望している．発表者

は，新学部におけるゼミを担当するにあたり，学

生のニーズを考慮し，英語の通訳案内士として観

光産業に携わった経験もあることから，「ホスピタ

リティ・コミュニケーション」をキーワードに，

観光をテーマとしたプロジェクト型のゼミを担当

することとした． 

一般に，観光客・旅行客を主たる対象とした外

国語による案内は，平常時に比べて天候や事故な

どでスケジュールが乱れたときの案内が不十分で

あることは，国内外を通じて経験するところであ

る 1 が，地震・噴火・台風などの自然災害ととも

に暮らしてきた日本人を主な顧客としてきた従来

型の観光産業は，災害時における多言語コミュニ

ケーションへの対応が遅れている．そのため，発

表者のゼミでは，平常時の多言語・多文化対応だ

けでなく，災害時を想定した多言語・多文化コミ

ュニケーションへの対応力の養成を目標としてい

る． 

 

3. 活動内容 

グローバル・コミュニケーション学部は，神戸

港内にある人工島「ポートアイランド」の中にあ

るキャンパスに新設された．大型客船が停泊でき

る埠頭（ポートターミナル）があるだけでなく，

神戸空港や新幹線の新神戸駅にも近く，高速道路

へのアクセスも良い．陸海空の交通アクセスに優

れていることから，観光をテーマとしたプロジェ

クトには，好都合な立地条件と言える． 

2016 年度からの 2 年次生を対象としたゼミに

先立ち，2015 年度には，神戸市主催の神戸港開港

150 周年記念イベントの一環として，「みなと神戸

広報応援団」に参加した（神戸開港 150 年記念事

業実行委員会，2015）．このプロジェクトは，発

表者のゼミを希望する・しないに関わらず，神戸

港周辺の観光スポットに関心のある学生を募り，

彼らに取材をして記事を書いてもらうというもの

であった．学生には，主に LINE 上で原稿と写真

を送ってもらい，内容を確認した上で，発表者が

立ち上げたブログにアップロードするという方法

を取った．ブログは，大学および神戸市のホーム

ページとリンクを貼ってもらう形で広く公開して

いる．本プロジェクトでは，神戸市と提携するこ

とにより，さまざまなイベントへの参加の機会を

得ることができ，また活動助成金をいただくこと

で，学生の交通費や入場料などの実費を補助する

ことができた．2015 年度の実績にもとづき，2016

年度もゼミの中で本プロジェクトを続けることと

なった． 

2015 年度の「広報応援団」プロジェクト（プレ

ゼミ）では，身近なところから調査を開始するこ

とにしたため，ポートアイランドキャンパス内に

ついての記事が多かった．2016 年度のゼミでは，

神戸の観光産業を盛り上げるため，地域と連携し

たさまざまなプロジェクトを行う予定であり，そ

の活動報告という形で「広報応援団」用の記事を

書くように指導している． 

2016 年 7 月現在までの活動としては，外国人観

光客のための多言語マップの作成を目指し，既存

のガイドマップを調査・分析したうえで，文化・

自然・グルメ・インフラ（トイレ，インフォメー

ション，銀行，ATM，交通機関，free wifi，ベン

チ，病院，交番など）のチームに分かれて実地調

査を行ってきた．今後，これらの内容をまとめ，

観光客にとって使い勝手の良い「ホスピタリテ

ィ・マップ」を作成し，大型客船が入港する際の

神戸港周辺やインフォメーションセンターなどで
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配布する予定である．作成したガイドマップをも

とにいくつかのモデルコースを考え，実際にボラ

ンティアツアーを企画することも検討している． 

並行して，神戸と関わりの深い中国・ブラジル・

ベトナム・インドなどの国についても調査を行っ

た．神戸在住者が多いこれらの国からは，その家

族・親戚・友人たちが数多く訪れるため，神戸に

おける彼らの歴史や文化について学ぶことは，ガ

イドマップの作成にも大いに役立つと考えられる． 

学生はこれらの活動について，なるべく時差が

出ないように原稿にまとめることになっている．

ブログ上に下書きの形で保存しているものを発表

者が確認し，適宜修正を加えたうえでブログにア

ップロードしている． 

学生はまた，神戸国際観光コンベンション協会

の運営する「神戸市総合インフォメーションセン

ター」で，ボランティアガイドとしても活動して

いる．単なる観光案内所ではなく，市政情報と観

光情報を日本語・英語・韓国語・中国語などで一

体的に提供する珍しいタイプのインフォメーショ

ンセンターであるため，今回のガイドマップの作

成に欠かせないホスピタリティについて学ぶうえ

で最適な場所であると言える． 

2016 年度後期には，神戸在住外国人へのインタ

ビューを行う予定である．彼らは多様な仕事に就

いており，日常生活の中で接触する機会は多いも

のの，実際にどのような状況にあり，何を必要と

しているかはあまり知られていない．インタビュ

ーを通してそれらを知ることにより，外国人観光

客のニーズにも対応できると考えられる． 

2017 年度前期にはセメスター留学を控えてお

り，学生によって派遣先が異なるものの，引き続

き現地での実地調査を行うことが期待されている． 

 

4. まとめ 

学外連携・地域連携に基づくプロジェクト活動

型学習は，教室内での講義を中心とした学習と比

べ，多様な認識の変化と気づきを促し，行動変容

をもたらすことが広く知られている．発表当日は，

これまでの活動内容および，学生自身による気づ

きと行動変容の報告を紹介し，今後の計画につい

て述べる． 

 

注 
1 人身事故などでダイヤが乱れたときの鉄道の車

内放送・駅構内放送でも，日本語と同じとまでは

言わなくても，ある程度の情報を英語などの外国

語で伝えようとする努力はまれである．首都圏を

中心とする車内電子サイネージによる案内では，

不通・回復などの状況報告は見られるようになっ

てきたが，迂回経路案内までは見られない． 
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手描き線画自動彩色技術の観光支援ツールとしての利活用 
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Abstract 
Recently, mobile devices such as smartphones and tablet 

terminals are introduced widely in school, company etc. as 
gateway of digital information. One unique application of 
them is, guide system for sightseeing resorts and theme 
parks.  
We have been developed the system to automatically 

colorize freehand line drawing based on the pixel value of 
the reference image like a color photograph in online and a 
method of real-time updating function for the colorized 
results, and evaluated considered the good way to use the 
system in sightseeing resorts. 
In the sightseeing resort, it is popular to send postcards and 

email with photos.  If we could draw a scenery on a 
postcard by hands, the handwriting card is only one souvenir 
to friends and family.  We assume that satisfaction of both 
sender and receiver of a postcard will be increased and a 
sender would like to visit there again and a receiver would 
like to visit there. 
We performed a preliminary trial to evaluate that 

assumption in Nikko.  , As the result of the trial, we 
received good response from testers and believed that our 
automatically colorize freehand line drawing is suitable to 
increase satisfaction in sightseeing resort. 
 
Keywords ―  Line Drawings, Automatic Colorized, 
Sightseeing 
 

1. はじめに 

近年，タブレット端末は一般家庭だけではなく企業

や学校教育，絵画制作等の現場でも導入され，プレゼ

ンテーションやCG イラスト制作などビジネスの場で

も印象的な表現や意思疎通の補助等を目的として幅広

く利用されている．観光地やテーマパークにおいても，

道案内などの情報提供を行ったり，魅力的なデジタル

コンテンツを提供したりする等，旅行の満足度向上や

印象に残る思い出作りの試みを目的としての利用が期

待出来る．また，タブレット端末の利活用をさらに進

め，情報を旅行者に提供するだけにとどまらず，デバ

イスと対話的にやり取りしてもらう事により，その観

光の記憶をより鮮明に残りやすくする効果も期待出来

ると考えられる．特にタブレット端末は，タッチペン

での入力動作が紙面でペンを扱うのと同様の感覚で行

える特長を考慮すると，デバイスとの対話的なやり取

りとして，特に手描き線画入力に適していると考えら

れる． 
手描き線画は，イラスト制作では絵画の被写体の形

の詳細なイメージを表現する重要な役割を担い，編集

も彩色等の他の工程と比較して短時間かつ容易に行う

事が出来る．彩色を行う事でより鮮明に印象に記憶に

残りやすくなるが，編集には時間を要す他，表現に高

度な技術を要する場合がある．そこで我々は従来研究

として，絵画の初心者にもデジタル端末上で手軽に印

象的な絵画制作を自身の手で行うことが出来るように

するために，彩色の自動化によるイラスト制作支援と

して手描き線画への自動彩色手法を提案してきた[1]． 
本研究では，カラー写真のような参照画像を下敷き

にして描いた入力線画に対し自動で彩色を行った結果

を実時間で更新し，彩色線画を印刷するシステムを提

案し，観光地やテーマパークなどでの効果的な利活用

の可能性について検討する． 
 
2. 従来研究 

 本研究に関連する従来研究として，カラー写真から

絵画風の画像を生成する研究が多く存在する．  
カラー写真から水彩画風の絵画を生成する類似研究

として，猪島らの研究が挙げられる[2]．この研究は，

実写画像を入力として水彩画風の画像を生成するアル

ゴリズムを提案するものである．手法の流れとして，

入力画像の画素値を荒く量子化して抽出した領域に，

水彩画風の着色が出来るようにモルフォロジー処理，

距離変換，アルファブレンディングを施し，実写画像

から抽出したエッジを描画するという流れを取る．し

かしこの研究では入力は実写画像の写真のみであり，

ユーザが絵を描く作業を伴っていないため画像が同じ

であれば必ず同一の結果となり，ユーザ自身の絵画の

個性を反映出来ない． 
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ユーザが写真と好みの画家の情報を入力すると画家

の作風を反映した絵画を自動生成するシステムとして

斉藤らのPAINT-IT がある[3]．処理は，まず原画像と

画家情報を入力したときに，画像処理フィルタを木構

造状に組み合わせた画像変換部を遺伝的プログラミン

グで 適化し，絵画風画像を生成する処理の自動構築

を行う．その後，進化計算の世代交代で各個体(木構造) 
は入力された画家用に作られた SVM を利用する画像

変換部によって評価する．絵画の個性の反映は出来る

が，個性を反映する描き手が絵画の専門家であり数多

くの作品を学習画像として利用することを前提として

いる事から，ユーザ自身が絵画制作に触れる事を目的

としたものではない． 
 これらの研究に対し，我々はこれまでに彩色手法に

よりユーザの絵画の独自性を反映した彩色結果を得ら

れる事と，絵画制作の過程を楽しむ利用の可能性を示

してきた[1]．本研究では，彩色結果を実時間更新して

表示し，印刷してユーザに提供できるシステムを提案

し，そのシステムを観光地で利用させる事で，観光旅

行の印象に残る思い出作りの一環としての利用可能性

について検討した． 
 
3. 彩色手法 

  
図 1 参照画像    図 2 入力線画 

 
本節では，入力された線画画像に対して自動彩色を

行う方法について説明する．入力された線画に対し，

ドロネー三角形分割[4]を用いて入力線画を小さい三角

形領域に分割する．そして，三角形ごとに重心位置に

ある参照画像の画素値を参照する．この計算のみで決

定した色情報のまま塗りつぶすと，隣接三角形間の色

の変化が目立つので，隣接する三角形間で色の平滑化

処理を行う． 
図 1 を参照画像とし，描いた図 2 の入力線画に対し，

以下の手順で彩色することを考える．なお，図 2 にお

ける青色と赤色の描画線は，彩色処理の際に役割の違

いは無く，結果表示においてのみ役割が異なるもので

ある． 

3.1. 入力線画のサンプリング 

タブレットから入力する描画線上にサンプリング点

を取る．入力描画線は 大 60 回毎秒 の速さで座標情

報を読み取り順次記録する．2 つのサンプリング点間

が 10 画素以上離れている場合は 10 画素おきにサン

プリング点を追加する．同じ位置にサンプリング点が

挿入された場合は削除する． 
画像の外枠には，10 点おきにサンプリング点を打つ

ものとする． 
 

3.2. 制約付きドロネー三角形分割 

3.1.節にて得られた点群に対し，描画線と分割線が交

差しない制約を付加したドロネー三角形分割を行う． 
ドロネー三角形分割とは，距離空間内に離散的に分

布した点群の集合に対し，それらを以下のルールに従

い辺で結ぶことで三角形の集合を生成する手法である．  
平面上に 個の母点 1,2, … ,  が与えられた

とき，以下の式(1)に従い各 ごとに他の母点との垂直

二等分線を 1  本作る． 
 

, , ,    (1) 

 
, は点 ， 間のユークリッド距離を表す．式

(1)で定める を のボロノイ領域といい，これを

用いてボロノイ図を構成する事が出来る．そして，共

通辺を持つボロノイ多角形の母点を線分で結ぶことで

ドロネー三角形分割を行うことが出来る． 
 

 
図 3 ボロノイ図 

 
また，分割三角形の外接円内にその三角形頂点以外の

点が存在しないよう分割されるという性質を持つ．た

だし，描画線と分割線が交差しない制約を付加しない

制約を適用した結果，外接円中に頂点以外の点が存在

する場合が起こり得る．  
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図 4 三角形分割結果 

 
3.1.節と本節の手順を図 2 に適用した三角形分割結

果を図 4 に示す．黒色線は入力線画，白色線は三角形

分割による分割線を表す． 
 

3.3. 三角形毎の画素値の計算及び平滑化 

分割した各三角形の重心位置における，参照画像の

画素値をその三角形の色とする．この状態で三角形を

塗りつぶした結果が図 5 である．隣接する三角形間の

色の差が激しく不自然な結果となる為，隣接する三角

形間で色の平滑化を行う． 
 

 
図 5 彩色結果(平滑化なし) 

 
平滑化は，図 5 において，式(2)により，各三角形の

R，G，B 値をそれに隣接する三角形の面積での重み

付け平均により R，G，B 値を計算することにより行

う． は三角形 の面積， は三角形 の画素値を表す． 
 

∑
∑        (2) 

 

ただし，図 6 において，三角形 と のように 2 つの

三角形の共有辺上に描画線が存在する場合は， 0
と定義し計算する．これを適用する事により，描画線

をまたいでぼかさないようにする．この平滑化を繰り

返すことで，隣接三角形間の色の差が小さくなり，自

然な彩色結果が得られる． 
 

 
図 6 三角形分割結果の模式図 

 
 
この色の平滑化を 500 回繰り返した結果を図 7 に示

す．隣接三角形間の色の変化が滑らかになっているの

がわかる． 
 

 
図 7 彩色結果(平滑化 500 回) 

 
 
4. 対話型自動彩色システム 

4.1.  システム概要 

3章で説明した彩色手法に基づくシステムのUI画面

を図 8 に示す．プログラムの実装は Microsoft Visual 
Studio 2010 開発環境にて C++ ツールキット

openFrameworks を用いた． 
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4.2. システムの構成 

 
図 8 システムのUI 画面 

 
本システムは 3 つの画面構成から成り，左からツー

ルバー，描画キャンバスである入力部，彩色結果表示

画面である表示・処理部となっている．ユーザが中央

の描画キャンバスに描画線を入力すると，右側の彩色

結果表示画面に彩色結果がリアルタイムで表示される

仕様となっている．機能の切替はツールバーで行う． 
3 つの画面のプログラムは各々が独立しており，

UDP/IP プロトコルを用いたプロセス間通信を用いて

描画線の座標情報及び機能切替情報をやり取りしてい

る． 
描画用ペンの種類選択，描画線の太さ変更，平滑化

回数変更，画面表示切替，線画の削除，参照画像選択

機能等の描画を行うための 低限の機能が備わってい

る． 
描画線を描くための主なペンの種類として，オブジ

ェクトの外形・輪郭を描くための外形線向けペンと影

や模様、細部を描くための補助線向けペンがある．前

者で描いた線は彩色結果にて描画線を境界として色領

域を分割し黒色の実線として残り，後者で描いた線は

色領域の分割はするが実線として残らない．両者を使

い分ける事で絵画の完成度を高める意図がある． 
 

4.3. システムの仕様 

本節では，図 9 に示す本研究でのシステムの仕様に

ついて説明する． 
本システムでは，まず，ユーザが参照画像としたい

カラー写真を画像データベースに格納する． 
システムを起動後，ツールバー，入力部，表示・処

理部は参照画像情報の入力待ち状態となる．ユーザが

ツールバー内に表示された参照画像のサムネイル画像

から参照画像を選択すると，入力部，表示処理部に参

照画像の番号を送信し，画像データベースを参照し，

画像表示を行う．これで描画線の入力に対して彩色が

可能な状態となる． 
常に入力部と表示・処理部はユーザからの入力待ちの

状態となっており，4.2.節で説明した平滑化回数の変

 
図 9 システムの使い方のシーケンス図 

 
更などのツールバーに実装された機能をユーザが使用，

描画線の入力を行った場合にパラメータの更新を行い，

表示部を更新させる． 
ユーザから保存処理要求があった場合，システム内

の画面のスクリーンショット機能が作動し，そのデー

タを画像データベースに格納する． 
システム利用後に画像データベースにユーザがアク

セスし，印刷を行うという流れとなる． 

 

4.4. 彩色システムの機能と描画の流れ 

 まず始めにユーザが好みの参照画像を一枚選択する．

本節では，図 10 に示す栃木県日光市の神橋を撮影した

画像を参照画像として説明する． 
次に，図 11 に示す描画キャンバスにて，図 12 の左

側ように線画を描いていく．外形線向けペンを用いて

橋や木々，川等の主要な被写体を描いていくと，図 12
の右側のような結果が得られる．描画線を境界として，

緑色，赤色，川の色などの主要な被写体の色を表す色

が現れているのがわかる．本システムの描画線には，

3.3 節で説明した平滑化手法により描画線をまたいで

色をぼかさないように制御する機能を持つため，描画

線に沿った彩色を可能としている．描画線に沿った彩

色がなされており，被写体の形状が認識できる．しか

し，このままの状態だと色の変化が単調でやや不自然

である． 
 そこで，図 13 の左側のように補助線向けペンを用い
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て模様や影など色の変化をつけたい部分に加えていく

ことで，図 13 の右側に示すように，絵画全体色の変化

をつけることが出来る．また，参照画像の右図に写っ

ていた白い車などの描画したくない細部は描画せずに

ぼかす事が出来る為，より印象に残したい部分をより

細かく描き，逆に削除したい部分を隠す利用の仕方も

可能である．このように，線画の描き方はユーザ次第

であるため，ユーザの絵画の独自性を反映させた絵画

制作が可能となる． 
 

 
図 10 参照画像 

 

 
図 11 参照画像選択直後の入力画面(左)と結果画面

(右) 

 
図 12 外形線向けペンで描いた経過 

 
図 13 補助向けペンで描いた経過 

 
 

5. 彩色システム評価実験概要[5] 

先行研究として文献[5]で報告した，本妻色手法を用

いたシステムを用いたシステムの評価実験について述

べる． 
評価実験では，4.1 節で説明したシステムと 12 名の

被験者を用いた．本実験では，実際に線画を描き絵画

を生成するユーザ視点で，リアルタイム更新機能の有

効性及び，システム全体評価を目的としている． 
12 名の被験者に，図 8 の入力部と表示・処理部を 1

つのウィンドウで切替表示するシステム(以下通常版

システム)と，4.2.節で説明した 3 つのウィンドウで構

成されたシステム(リアルタイム版システム)の 2 つの

システムを利用してもらう．その後，表 1 に示す評価

語について 4 段階の評価をしてもらった． 
実験環境として，ノート PC と液晶タブレットを使

用した．ノート PC は OS ：Windows 8.1，CPU：

Intel(R) Core(TM) i5-3317U CPU @ 1.70GHz，メモ

リ：4.00GB である．液晶タブレットはワコム社の

Cintiq 13HD を使用した． 
 

表 1 評価語一覧 
絵を描きやすい 
疲れない 
わかりやすい 
使いやすい 
楽しい 
彩色結果に満足した 
彩色結果を想像しやすい 
日常的に絵描きが行いたくなった 
また使いたい 

 
 リアルタイム版システムを利用時は，ノート PC に
表示・処理部の彩色表示画面を，液晶タブレットにツ

ールバーと入力部の描画キャンバスを表示させて行っ

た．通常版システム使用時は，液晶タブレットにツー

ルバーと描画キャンバスを表示させて行った． 
 参照画像はピクセルサイズが幅 832 ×高さ 624 の
ものを 46 枚用意した． 
 
5.1. 評価実験結果 

実験結果を図 14，図 15 に示す．縦軸は評価語毎の

評価平均値を示しており，青色が通常版，赤色がリア

ルタイム版の結果を示す． 

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS10-5

283



 
図 14 実験結果(1/2) 

 
表 2 通常版とリアルタイム版の 検定結果 
評価語 値 
絵を描きやすい 0.275 
疲れない 0.339 
わかりやすい 0.275 
使いやすい 0.339 
楽しい 0.082 
彩色結果を想像しやすい 0.166 
彩色結果に満足した 0.586 
日常的に絵描きが行いたくなった  0.339 
また使いたい  0.339 

 
図の結果の平均値の差の検定として，両者のシステ

ムの平均値の差が統計的に有意であるかを確認した結

果を表 2 に示す．自由度 11（被験者 12 名より），有

意水準 5 ％で両側検定の 検定を行った所，いずれの

評価語においても両者のシステムの評価平均値の差に

は統計的な有意差は見られなかった． 
リアルタイム版システムにおける一部の評価語にお

ける評価平均値を比較する為に 検定を行った対象評

価語は彩色結果の満足度の指標である「彩色結果に満

足した」と，システム利用過程に関する評価を示す評 
価語を対象とした．その中で統計的有意差が表れた

結果を表 3 に示す． 
この結果から，「楽しい」，「また使いたい」の評価平均

値は，「彩色結果に満足した」の評価平均値を統計的に

上回る結果であるといえる． 
 
5.2.  評価実験考察 

表 2 の 検定において，有意差が見られなかった要因

 
図 15 実験結果(2/2) 

 
表 3 リアルタイム版の一部の評価語間の 検定結果 

評価語 値 
「彩色結果に満足した」と 
「楽しい」 

0.0006 

「彩色結果に満足した」と 
「また使いたい」 

0.002375 

 
 

として「楽しい」「彩色結果が想像しやすい」ついては

比較的 値が小さめの傾向が出ている．評価段階の少な

さ，被験者数の少なさが原因として挙げられるため，

これらの問題を解決する事で有意差を確認出来ると期

待出来る． 
表 3 の検定結果にて，「楽しい」，「また使いたい」の

評価平均値が「彩色結果に満足した」の項目を上回っ

た事から，彩色結果に対する満足を示す評価よりも，

システムを利用して絵画制作を行う過程での満足度の

評価が高いという事がわかる．この為，絵画専門家向

けへの作品編集ソフトとしての利活動よりも，絵を描

く過程自体に注目したシステムとしての利活用を検討

する事が効果的と考えられる．絵を描く動作は対象物

を記憶する手段としては，文字で記録するよりも有効

な手段であるという事が文献[7]の研究で明らかになっ

ている．思い出に残したい景色等を絵に残すシステム

を観光地等の思い出作りの場所に導入するのが有効な

手段として検討できる． 
現在でも観光先では，キャラクターが描かれた板 

に顔部分がくり抜かれていて，後ろから顔を出して記

念撮影が出来る「顔出しパネル」や，ご当地キャラク

ター，きぐるみと旅行者の写真撮影等，印象に残すた
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めの思い出作りの試みは多く行われている．また，近

年 SNS の発達によりお互いの近況をリアルタイムで

共有する事が盛んに行われるようになっている背景か

らも，観光地での催し物は話題づくりの一環として重

要な役割を担っている．観光地で，名所旧跡の写真に

加え，これらのご当地キャラクターや顔出しパネルを

被写体とした観光写真も下絵の写真として利用する事

を想定すると，観光地の効果的な宣伝にもなり地域の

活性化が期待出来ると考えられる． 
 

6. 観光地利用を想定した調査アンケート 

本章では，観光地利用を想定し，調査アンケートを

実施した内容について説明する．  
2016年4月2日から3日にかけて行われた宇都宮大

学のさくらフェスタ[6]にて本システムを訪問客に対し

て利用してもらい，アンケートを行う形で行った．こ

のイベントは，栃木県宇都宮市の市民と宇都宮大学の

交流を目的としたイベントであり，花見スペースの開

放と同時に大学活動での催し物の紹介を行っていた． 
 

6.1.  予備調査 

 予備調査は 10歳前後の子供 24名と成人男性 2名の

計 26 名を対象とした．好みの画像を選択してもらい，

本システムを利用後，アンケートに答えてもらった． 
 システム動作環境は，デスクトップパソコンで OS
はWindows 7 Pro x64，CPU はCore i5 660，メモリ

500GB である．モニタは 22 インチタッチパネル付き

モニタの iiyama ProLite T2250MTS を利用した． 
 

6.2.  アンケートの項目 

アンケートの質問内容は，利用したい写真の題材，

利用したい画面のサイズ，印刷したいサイズを記入し

てもらった．写真の題材については，重複回答も可能

である． 
アンケート回答者が子供である事から，質問項目に

ついて不明な点は保護者と実験者が説明を添え，読み

書きが難しい場合は利用者の保護者が利用者に質問を

し，その内容を保護者に記入してもらう形式を取った． 
 

6.3.  アンケートの結果及び考察 

アンケートの結果，利用したい写真の題材としては，

5 名はアニメーションや地域・企業団体等でのイベン

ト宣伝利用されるキャラクターを，11 名は花や木等の

植物を，5 名は犬や猫，魚などの動物，海の生物など

を，その他には電車や人物等を描きたいという声があ

った． 
システムのサイズは今のままの 22 インチサイズが

良いという声が 15 名、今以上の大画面を希望する声が

6 名，15×20cm 程など、タブレット端末程度のサイズ

のものを希望する声が 1 名ほどとなった． 
印刷サイズは，今回の葉書のサイズ，写真程度のサ

イズを希望する理由からちょうど良いという声が 9 割

以上であり，ごく一部で大きいサイズが欲しいという

声があった程度であった． 
利用したい写真として，桜などその時の季節に関す

る題材やその場のマスコットキャラクターの固有名詞

名を回答に挙げた人もいた．実際に観光地やテーマパ

ークなどで活用すれば，その土地で撮影された写真を

利用される可能性も期待出来る． 
 

7. 栃木県日光市におけるシステム評価 

 本章では，栃木県日光市の日光郷土センターにて行

った本システムの評価実験について説明する． 
 
7.1. 評価実験概要 

 対象は日光に観光に来た 10 名の老若男女とし，中に

は海外からの観光客も含まれる． 
評価実験の流れは，図 9 に示したシーケンス図のよ

うにまず被験者が使用する参照画像を画像データベー

スに送信する．該当の写真が無い場合は，データベー

スにある既存の参照画像を使用した．システムを起動

し，本システムの機能を利用，画像を絵葉書として印

刷する．その後，7.3 節で説明するアンケートに回答し

てもらうという流れを取る． 
システム利用環境は，デスクトップパソコンで OS

はWindows 7 Pro x64，CPU はCore i5 660，メモリ

500GB．モニタはタッチパネル式ではない 22 インチ

式の通常のものを使用し，ペン入力の為にワコム社の

液晶タブレットはCintiq 13HD を使用した．液晶タブ

レットに入力部の描画キャンバスを，モニタに表示・

処理部の彩色結果表示画面を表示させる環境を作成し

た． 
 

7.2. アンケートの項目 

 アンケートで回答してもらった項目は，使用した写

真，次に使用したい写真のジャンル(利用したい具体案

があれば自由回答にて記載)，利用したい端末とその理

由，システムを利用したい場所とその理由，絵葉書の
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利用予定である．各項目は複数回答可能である．海外

からの観光客には，英語のアンケートを作成し，同一

の内容の回答項目に回答してもらった． 
 

7.3. 評価実験結果 

 アンケートの回答結果について，利用したい写真 
についての結果を表 4 に，利用したい端末，利用し 
たい場所についての結果を表 5，6 にそれぞれ示す． 
絵葉書の利用については，「友人・知人に送る」が 5

名，「部屋に飾る」が 2 名，「保管する」が 1 名，無回

答が 2 名となった． 
 

表 4 写真題材の希望の集計結果 
ジャンル 希望人数 
植物 5 
建物・建造物 2 
彫像 1 
乗り物 1 
食物 2 
キャラクター 2 
動物 3 
人物 2 
街中 1 

 
表 5 利用希望端末の集計結果 

端末性質 端末種類 希望人数 
携帯可能端末 

 
スマートフォン 5 
タブレット 4 

移動可能端末 ノートPC 2 
固定端末 デスクトップ

PC 
2 

 
表 6 利用希望場所の集計結果 

場所 希望人数 
電車・バス内 1 
観光地施設の室内 4 
屋外 1 
自宅 2 
ホテル 1 

 
7.4. 評価実験考察 

 表 4 の結果を見ると，絵画制作の題材にしたい写真

にはばらつきがあるものの，植物や自然などの題材が

好まれる傾向が強い事がうかがえる．また，アマゾン

川等の旅行先の固有名詞を挙げた被験者もいた事から，

印象に残った景色をより深い思い出にしたいという心

理が働いていると考える事が出来る． 
 表 5 を見ると，利用希望端末は今回利用したデスク

トップPCのような固定端末よりも，スマートフォン，

タブレットのような携帯可能でどこでも操作が可能な

端末での利用を期待されている傾向がある事が読み取

れる．回答した理由として，「描きやすい画面サイズで

あるから」，「写真を撮ってすぐ描けるから」，「どこで

も描けるから」等が挙げられている．一方で，デスク

トップPC を選んだ被験者は，「落ち着いてじっくり描

けるから」という理由を挙げており，絵画制作を落ち

着いて行える環境が適切という意見も見られた．この

事から，スマートフォンアプリの形で評価を行い，ど

の端末での利用がより観光の思い出が印象に残るかを

調査する事も今後の課題といえる． 
 表 6 の結果においては，利用希望場所は主に移動中

よりも観光施設や自宅，ホテル等の室内の環境が好ま

れる事がわかる．また，「どこでも描けるから」という

理由で希望端末に「スマートフォン」や「タブレット」

を選択した被験者の中にも，室内を選択した人が多い．

これは，旅行者は基本的に旅行の移動で急ぎ足の傾向

がある為，移動している隙間時間と絵描き動作は相性

が悪いからだと考えられる． 
 今回の被験者の年齢層は10代が1名，20代が1名，

40 代が 2 名，50 代が 3 名，60 代が 2 名，80 代が 1
名であった．その中でも海外からの観光客からの利用

中の評価が特に良好な傾向が見られている．これは，

海外の国立公園などで，アートが 1 つの重要なイベン

トとなっている背景が関係している事が可能性として

挙げられる．例えば，シンガポールの国立公園では絵

を描くイベントが毎月行われており[8]，自然の中でス

ケッチを楽しむ事が一般的かつ日常的となっている．

海外における自然交流におけるイベントでの活用も検

討出来ると考えられる． 
 
7.5.  彩色結果一例 

 一部の被験者が描いた彩色結果について図 16 から

図17に示す．これは，既存のデータベースにある画像

を用いて描いたものである．参照画像は図10を使用し

た．他の被験者が描き，完成した結果を図 18 と図 19

に示す．入力線画と参照画像については，被験者から

の削除依頼があったため，掲載しないものとする． 
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図 16 入力線画   図 17 彩色結果 

  

図 18 彩色結果 2   図 19 彩色結果 3 
 

8. 今後の課題及びまとめ 

 本研究では，カラー写真のような参照画像を下敷き

にして描いた入力線画に対し自動で彩色を行った結果

を実時間で更新し，印刷するシステムを提案し，観光

地やテーマパークなどでの効果的な利活用の可能性に

ついて検討した．絵画専門家の為の制作ツールとして

ではなく，絵描き動作による旅行の思い出作りに注目

し，観光地での利用を通して適正利用のフィードバッ

クを得た． 
 今後は，スマートフォン向けアプリケーションを作

成し，評価試験を行い実施する事である． 
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説明モデルの精緻化を支える社会的建設的相互作用 
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Abstract 
In order to clarify the nature and mechanism of 

socially constructive interaction，this paper presents 
an analysis of an Hypothesis-Experiment-
Instruction(HEI) classroom discussion in which 21 
third-graders collaboratively developed a 
rudimentary scientific concept of air． The lesson 
unit consisted of 11 problems whose answers were to 
be predicted and discussed one at a time．  The 
analysis focused on the 8th class discussion, which is 
seen to be most critical for the conceptual change of 
the children．  
The author adopted two analytic perspectives: the 

framework theory perspective and the knowledge-in-
piece perspective．  From the frame work theory 
perspective，each child’s model was unique． The 
diversity of the explanatory model in the class was 
maintained in the entire discussion．  From the 
knowledge-in-piece perspective，every child actively 
engaged in the discussion, integrating various 
knowledge pieces into his/her model． Role change 
between task-doing and monitoring in a collaborative 
situation basically led children to elaborate their 
models. Particular type of monitoring aroused in the 
classroom played an interesting role in constructing 
a newer model. 
 
Keywords ― socially constructive interaction, 
collaborative learning, Hypothesis-Experiment-
Instruction, explanatory model, conceptual change 
 
※本稿は，認知科学23(3)特集「学校内外の学びをつな

ぐ」に採録の同名論文を一部要約したものである． 
 
1．主題の設定 

  本稿の目的は，小学校 3 年生 21 人が順に配列され

た 11 の問題の解を協調的に探究する活動をとおして

空気の概念を学んだ仮説実験授業『空気と水』（板

倉，1963；仮説実験授業研究会，1970）の記録を分

析し，説明モデルの精緻化を支える社会的建設的相互

作用の実態は，参加者一人ひとりが，自身の経験に依

拠した固有の枠組みを持った説明モデルに，他者の発

言をモニタリングすることによって様々な知識を取り

込んだり，関連づけたり，知識そのものを見直したり

しながら，独自のモデルでありながらなおかつ精緻な

モデルへと，説明モデルをそれぞれ変化させていくプ

ロセスであるという知見を提示することである． 
教科内容に関する知識の深い理解のために，児童生

徒を協調問題解決活動に繰り返し従事させることが必

要であるという知見は，これまで数多く蓄積されてい

る（Hatano & Inagaki, 1991；Clark & Linn， 
2003; Schwartz & Martin, 2004 ; Miyake, 2008）．し

かし，教室における協調問題解決活動が一人ひとりの

児童生徒の理解深化に資するメカニズムについては知

見が十分でない．学習科学研究では，協調問題解決活

動が理解深化に貢献するメカニズムを，社会的建設的

相互作用をとおして一人ひとりの学習者が「説明モデ

ル」を構成し，精緻化していく過程としてモデル化す

ることが提案されている（CoREF, 2015）．また，説

明モデル精緻化の過程において「概念的くさび」とな

りうる概念が，モデルの構成要素を統合するくさびと

しての機能を果たすことも指摘されている（Hatano 
& Inagaki， 2003）．しかしこうしたメカニズムの実

態を，教室の児童生徒の学習の実際と結び付けて明ら

かにした例は少ない． 
 
2．研究の枠組－知識の社会的構成モデル－ 

 学習科学研究では，協調問題解決活動が教室の児童

生徒の理解深化に貢献するメカニズムを，「社会的建設

的相互作用」をとおして一人ひとりの学習者が説明モ

デルを構成し，精緻化していく過程としてモデル化す

ることが提案されている（表 1）． 
知識の社会的構成モデルは，協調問題解決活動は説

明モデルの構成と精緻化につながる社会的建設的相互

作用を引き起こすために，参加者の理解深化に貢献す

るという考えを示すものである．そこで本稿では，説

明モデルの精緻化を支える社会的建設的相互作用の実

態に焦点を当て，協調問題解決活動が学習者一人ひと
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りの理解深化に貢献するメカニズムをもう一歩詳細に

明らかにすることを試みる． 
 

表 1 知識の社会的構成モデル（CoREF，2015） 

 
  
3．仮説実験授業『空気と水』における理解深

化のプロセス 

3．1 仮説実験授業における問題解決手順 
本稿で研究の題材とする仮説実験授業は，社会的建

設的相互作用を引き起こす授業デザインの典型の 1 つ

である（Roseman，et．al．，2008）．仮説実験授業

は主題となる知識に関する様々な問題を，1 つひとつ

順を追って協調的に解決していく活動に学習者を従事

させることによって科学の概念や法則を教える授業で

あり，その問題解決手順は表 2 のような一連のステッ

プとして定式化されている． 
 

表 2 仮説実験授業の問題解決手順と学習者が従事しうる活動 

手順 従事しうる活動

1．教師が，問題（予想選択肢があればそれ

も含）と実験手順を説明する 

モニタリング 

2．実験結果を各自予想する（多くの場合 2-4

種類の選択肢から選ぶ） 

課題遂行 

3．教師がそれぞれの予想を選んだ学習者に

挙手を求め，数を数え，板書して分布を表示

する 

課題遂行と 

モニタリング 

4．予想の根拠や各予想への疑問点などを出

し合い，自由に討論する 

課題遂行と 

モニタリング 

5．教師が実際に実験を行って問題の解を明

らかにする 

モニタリング 

6．実験の結果を各自の言葉で授業書に書き

留める 

課題遂行 

 
3．2 『空気と水』の問題配列と期待される知識統合

のプロセス 
『空気と水』では，様々な場面で空気と水の出入り

を問う 11 の問題が準備されている．一連の問題をと

おして様々な場面での水の動きを目に見えない空気の

存在やはたらきによって説明できることが目指されて

いる．知識の社会的構成モデルに即して言えば，ねら

いはレベル 2 の知識の構成と精緻化と言える．  
11 の問題は性格の異なる 2 つの問題群に分けられ

る． 2 つの問題群をまたいで社会的建設的相互作用

を繰り返させることで，説明モデルの構成と精緻化を

支援している．11 の問題とその図式を図 1 に示す． 
 

 
図 1 『空気と水』の問題の内容配列(筆者作成) 

 
P1～6（P＝問題）は，空気に関する日常の知覚経

験と結びつきやすい難易度の低い問題となっている．

対して，P7 以降はそうした経験と結びつきにくく，

経験則を活用しづらくなる。P7 以降の問題のこのよ

うな性質は，説明モデルの吟味を活発化させ，説明モ

デルの精緻化を促すと考えられる．齊藤（2014）は，

教材デザインから期待されるプロセスが実際に生じる

ことを，授業記録の分析によって確認した．説明モデ

ルの精緻化を支える社会的建設的相互作用は，特に

P8 において集中的に生じていたのである（図 2） 
 

 

図 2 各問題における発言の数と正答率（齊藤，2014） 

発言の数は左軸の棒グラフに示す(単位は発言数)グレーの部

分が説明モデルを問題解決に活用しながら吟味する発言の

数，白い部分がその他の発言数を示す．正答率を右軸折れ線

グラフに示す（単位は％） 

レ ベ ル 3 

科 学 者 集 団 の 合 意  

 

先 生 が 教 え た い ， 教 科 書 に の る

様々 な 知 識  

例）  

熱力 学 の 体 系  

レ ベ ル 2  

「 説 明 モ デ ル 」  

 

他 者 が 持 っ て い る 知 識 も 統 一 的

に説 明 で き る よ う な ，少 し 抽 象的

で視 野 の 広 い 知 識  

例）  

動 き 回 る 粒 の

図式  

レ ベ ル 1 

一 人 で 作 る こ と が

で き る 知 識  

学 習 者 一 人 ひ と り が 作 っ て き た

知識  

経 験 の た び に 確 認 し て 強 化 さ れ

る／ し て し ま う  

例）  

も の を 温 め る

と 体 積 が 増 え

る  
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4．仮説と方法 

4.1 仮説 
  先行研究により，仮説実験授業『空気と水』によ

る一連の授業では，P8 の討論において，説明モデル

の精緻化を支える社会的建設的相互作用が特に活発

に起こっていることが示唆された．そこで，本稿で

は，P8 の討論の場で生じた社会的建設的相互作用の

実態を分析する．  
分析に際し，「P8 における社会的建設的相互作用

の実態は，参加者一人ひとりが，固有の枠組みを持っ

た説明モデルに，他者の発言に影響を受けて様々な知

識を取り込んだり，組み替えたり，知識そのものを変

化させたりしながら，独自のモデルでありながらなお

かつ P8 の実験結果をより精密に説明できるモデルへ

と，説明モデルを変化させていくプロセスである」と

いう仮説を設定する． 
先行研究では，協調問題解決活動が学習者の理解を

深化させるプロセスは，参加者が知識を共有して考え

を 1 つの方向へ向けて変化させていく過程であるとい

う知見と，一人ひとりがそれぞれに特徴を持った固有

のプロセスで考えを変化させていく過程であるという

知見が示されている．Roschelle(1992)は，速度と加速

度を学んだ高校生ペアの 15 分間の会話を，話者間での

知識の共有に着目して分析した．Roschelle は，片方の

生徒が説明に用いる語句が，会話を経てもう 1 人の生

徒にも用いられるようになっていることを確認し，協

調課題解決過程ではそれぞれの学習者の知識が相手に

共有されて 2 人の知識が全体として変化し，1 つの科

学者集団の合意に近づく方向に収斂していくという結

論を導いている． 
一方，Shirouzu & Miyake(2002)は，Roschelle のデ

ータを，発話の変化に着目して話者ごとに再分析した．

その結果，速度と加速度の関係を説明する 2 人の生徒

の発言には 初から 後まで違いがあり，その生徒だ

けが用いる特徴的な語句が含まれることを確認し，協

調課題解決過程において各人には固有の知識構成のプ

ロセスがあり，やり取りを経ても個人の知識の固有性

は維持されるという知見を提示している．

Miyake(2008)はこの分析から，Roschelle が分析対象

とした 2 人の生徒は， 後まで「各自異なったモデル

を持っていた」と結論づけている． 
Miyake(2008)は，一見対立的に見えるRoschelle と，

Shirouzu & Miyake のアプローチは相補的であると述

べている.しかし，相補性がいかなるものであるかにつ

いてはこれまで詳細な検討が行われていない．そこで，

本稿では，RoschelleとShirouzu & Miyakeの知見は，

協調問題解決活動が学習者の理解を深化させるプロセ

スの相補的な 2 つの側面を明らかにしたものであると

いう解釈に基づき，仮説を設定した．日常経験に照ら

して考えても，やりとりをとおして理解が深まるプロ

セスは，知識を共有しながら考えを変化させていく過

程であると同時に，自身の考えをある程度一貫性の取

れた固有のものとして整備していく過程でもあるとい

う 2 つの側面を持ったプロセスとして経験される．

Roschelle の分析は，学習者が互いに影響を与えあって

知識を変化させるプロセスとしての側面に光を当てて

おり，Shirouzu & Miyake の分析は，一人ひとりの学

習者が固有性のある知識構造を整備するプロセスとし

ての側面に光を当てている．このようにとらえると，

知識の共有および考えの変化が起きているという解釈

と，やりとりを経ても個人に固有の説明モデルが維持

されているという解釈は，矛盾せず，相補的なものだ

とみなすことが可能となる． 
以上より，『空気と水』のP8 における社会的建設的相

互作用をとおした説明モデルの精緻化プロセスも，

個々の学習者がやりとりをとおして知識を共有しなが

らモデルを変化させていくプロセスであると同時に，

討論開始時までに構成されつつあった説明モデルをあ

る程度一貫して自身の予想を正当化できるような固有

の説明体系として整備していくプロセスでもあると考

えられる．そこで，本節冒頭に提示した仮説を設定し

た． 
4.2 方法 
本稿では「要素」と「枠組み」という 2 つの着眼点

を設定してP8 の討論における児童の発話を分析し，

説明モデルの精緻化のプロセスの 2 つの側面を描出す

ることを目指す．「要素」に照準を合わせた分析法に

よって，個々の学習者がやりとりをとおして知識を共

有しながらモデルを変化させていくプロセスを描出

し, 「枠組み」に照準を合わせた分析法によって,相互

作用を経ても保持される各自の説明モデルの固有性を

描出する．  
分析方法は，概念変化研究における概念変化過程の

描出法を参考に設定した．説明モデルの精緻化のプロ

セス，すなわち問題に対する解をより精密に説明でき

るモデルへと説明モデルを変化させていく過程は，知

識の構造的な変化を伴う学習のプロセスであり，認知

科学研究において「概念変化」と呼ばれるプロセスの
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1 つである．概念変化の基本的なメカニズムに着目す

る研究では，概念変化のプロセスの記述の仕方とし

て，要素（elements）と呼べるような様々な小さな知

識の組み合わせが変化するプロセスとして記述する方

法と，枠組み理論（framework theory）に立脚した

説明体系のゆるやかな変化のプロセスとして記述する

方法が並存してきた． 
前者の記述法は,1 つの問題の解決過程や 1 時間の授

業,インタビュー中といった比較的短いスパンでの概

念変化プロセスを記述する方法として使用されてきた

（diSessa, 1988, 2013; Minstrell, 1989; Williams, 
Hollan & Stevens, 1983)．   

Roschelle(1992)が高校生ペアに「共有される知

識」として着目していたのも，「要素」と呼べる知識

である．それぞれの研究例では，着目する小さな知識

に「自律的オブジェクト」,「p-prim」,「ファセッ

ト」といった名前を付けている．名前は異なるが,こ
こで着目している知識は,断片的で独立して使うこと

ができ,知覚経験から自然に獲得され,それ自体変化す

るという特徴を備えたものとして想定されている．

「ものを押せば縮み，離せばもとに戻る（弾性）」な

どがそうした知識の一例である．これは抽象的な知識

ではあるが,複雑な構造を持たない知識であり,自覚的

な学習を伴わずに自然に獲得され,この知識を使う学

習者にとって深く吟味せずに受け入れられる．表 1 の

「経験則」の領域における,直感的で素朴な「知識の

群」と位置づけることできるだろう．「要素」に着目

した描出法では,小さな知識が主題や学習環境に応じ

て組み上げられたものとして説明モデルを描きだすこ

とができ,その精緻化は,モデルを構成する小さな知識

やその関係性が変化するプロセスとして描きだすこと

ができる．Roschelle(1992)は，こうした描出法を用

いることによって，知識を共有しながら考えを変化さ

せていくプロセスとして，やりとりをとおした理解深

化過程を描出したと言える． 
一方,後者の記述法は,幼児から学齢頃までの発達の

過程といった比較的長いスパンでの概念変化プロセス

を記述する方法として使用されてきた（Carey, 1985; 
Vosniadou, 2013; Wellman & Gelman,1992）．これ

らの研究例では,説明モデルの背景には，ある程度整

合性の取れた概念構造があると説明されている． 
Vosniadou とその同僚による「地球」の説明モデル

に関する一連の研究はその典型である．ここでは,幼
児が「地球」とはどのようなものであるかについて

「半円形」「長方形」などの「誤った」説明モデルを

持つとき,説明モデルの背景には,ものの存在や動きに

関する素朴な理論（「軽いものは上，重いものは下で

安定する」「ものは支えられて安定する」など）を基

底とする概念構造があると説明している．基底となる

理論は,「地球」に関する経験以外も包含する適用範

囲の広い理論であり,説明モデルの基本的な性格を特

徴づける．言わば，説明モデルに「枠組み」を与える

理論である．そこで「枠組み理論（framework 
theory）」と呼ばれる．枠組み理論は様々な物理的事

象に関する経験則と関連づけられているため，容易に

変化しない．しかし，社会文化的制約のもとで長期に

亘る学習経験を積み重ねることで，ゆるやかに変化し

ていく．枠組みに着目する描出法では,説明モデルを,
何らかの「理論」を枠組みとして構成,精緻化され

る，ある程度整合性の取れた説明体系として描きだ

し,その精緻化は, 長期的には「『誤概念』から『科学

的概念』への変化」と表現されるようなゆるやかで大

きな変化のプロセスとして描きだすことができる． 
枠組みに着目する描出法は，1 つの問題解決の過程

などの短期的なプロセスの分析に用いれば，固有の説

明体系が維持される様子を描き出すことができると考

えられる．Shirouzu & Miyake(2002)が着目した，2
人の「固有性」は，力の合成を「加算」とみなす数学

的な考え方と，「加速度が速度を引き出す」ととらえ

る物理的な考え方という説明モデルの基本的な性格の

「固有性」である．ここでは，分析の着眼点は「枠組

み」にあり，それによって，一人ひとりの学習者が固

有性のある知識構造を整備しているプロセスを描出で

きたと言えよう． 
「要素」に着目する記述の仕方と，「枠組み」に着

目する記述の仕方は，相互に排他的であると考えられ

てきた．しかし近年，「要素」に着目する記述の仕方

と，「枠組み」に着目する記述の仕方は，概念変化プ

ロセスへの接近度の違いであり，俯瞰的に全体像をと

らえようとしたか（zoom out），接近して微視的にと

らえようとしたか（zoom in）というピントの合わせ

方の差であるという見解が示されている（Clark & 
Linn，2013）．Clark らによれば，2 つの描出法は，

概念を関連する様々な知識から構成されるものとみな

し，その変化を描きだそうとする点では同一である．

しかし，異なる照準で概念変化のプロセスにアプロー

チしているために，描出されるものが異なるという．  
概念を様々な関連知識から構成される構造物とみな
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したとき，その構造物に接近して記述すれば，構成要

素となる小さな知識の要素単位の変化に照準が合う．

これが，「要素」に着目した描出法である．対して，

ズームアウトすると，構造物全体の形状に照準が合

う．この照準で全体の形状を特徴づける理論を描出し

ようとするのが「枠組み」に着目する記述の仕方であ

る．このようにとらえると，これまで対立的にとらえ

られていた 2 つの描出法は，相補的で併用可能だとい

うことになる．「要素」に照準を合わせた微視的なレ

ンズを用いた分析法では，文脈に応じた知識の変化を

描出することができるが,説明モデルの全体像を描出

することが難しい．対して,「枠組み」に照準を合わ

せると,各人の説明モデルがどのような理論を基底と

して組み上げられているかその全体像を把握できる．

「枠組み」に着目した分析は,より長いスパンで行え

ば,説明モデルの全体像を基底する理論のゆるやかな

変化を描出することもできるだろう．しかし,巨視的

なレンズのみでは,変化の端緒となりうる小さな変化

を描出することは難しい．2 つの描出法を併用するこ

とにより,概念変化プロセスのより詳細な実態が明ら

かになると考えられる． 
本稿では, 2 つのレンズを併用してP8 の討論におけ

る説明モデルの精緻化の過程にアプローチする．1 つ

目の分析では，説明モデルを構成する基本単位となる

ような知識を「要素」と呼んで焦点化する．「要素」

に照準を合わせた分析により，児童が既有知識やその

場に提供される様々な知識のうちどんなものをとりあ

げて説明モデルに取り込んでいくのか，やりとりによ

る説明モデルの変容を微視的に描写する．また，説明

モデルの基本的な性格を基底する理論を「枠組み」と

呼び,もう 1 つの分析視点とする．「枠組み」に照準を

合わせた分析では，それぞれの児童がやりとりをしな

がら構成，精緻化しようとしている説明モデルの特徴

を巨視的にとらえる． 

 
5. データおよび分析手続き 

5．1 分析対象データ 
 本稿では齊藤(2014)の事例①と同じ授業の記録を分

析対象とする．授業は，2002 年の 5 月から 6 月にか

け，45 分の授業 12 コマを使い，小学校 3 年生の 1 学

級で，21 人の児童を対象に行われた．授業が行われた

学校は一般的な公立小学校，実践者は仮説実験授業の

実践経験豊富な 50 代女性である．実践に際し，問題を

飛ばす，加える，問題解決手順を省略する等の意図的

な改変を行っていないことが確認できている． 
授業記録は，自身の授業の振り返りのために実践者

が作成し，のちに筆者が譲り受け，分析する許可を得

たものである．従って分析対象とするデータは，全て

学習過程で自発的に生起した外化物であり，研究目的

のために意図的に採取したデータを含まない．ゆえに，

本データには量・質共に制限がある．しかし，教師が日

常の業務の一環として採取できるデータでどこまで児

童生徒の認知過程にアプローチできるかの限界を確認

することは，教育実践と認知科学の連携のあり方を考

える手がかりになるのではないだろうか． 
 授業の記録に含まれるデータは，予想分布，討論中

の発言記録，授業後感想文，事後テスト点数の 4 種類

である．今回は，4 種類のデータのうち「討論中の発言

記録」を主に使用する．これは，討論における児童の発

言を実践者がMD に録音して書き起こしたものであり，

録音された発言の全てを起こしたことが確認できてい

る． 話者の区別のため，21 人の児童には，総発言数の

多い順にA～U のアルファベットを付す． 
P8 は 12 時間の授業中 9 時間目に 1 コマを使って授

業されており，討論中の発言数は 34 発言である．「発

言数 1」とは児童が，1 人の児童が発言をし始めてから

他の児童が発言をし始めるまでに行われた一連の発話

を意味し，文や語の数は様々である．  
5．2 分析の手順 
 分析は，P8 の討論において特に発言数が多く，認知

過程を想定しやすい児童 4 名（児童ABCE）を中心に

行い，以下 2 つの手続きによって，説明モデルの精緻

化の過程にアプローチする．それぞれの児童が P8 に

おいて選んだ予想と討論中の発言回数を表 5 に示す． 

 

5．2．1 説明モデルの構成要素に着目した分析 
はじめに，説明モデルの構成要素に着目した分析の

手続きを説明する．構成要素に着目した分析では，様々

な要素のうちでも，特に空気の概念に関する諸要素に
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焦点を当てる．空気という概念は，この授業の説明モ

デル精緻化の過程において「概念的くさび」（Hatano & 
Inagaki，2003）としての機能を果たす概念である．概

念的くさびとは，説明モデルの要となる概念であり，

説明モデル精緻化の過程において様々な要素を強固に

結びつけるくさびの役割を果たす．そこで，空気とい

う概念に焦点を当てることで，説明モデルの中核的な

構造の変化を描出できると考えられる． 
分析の際，空気の概念に関する説明モデルの構成要

素として，6 つの要素を抽出する（表 6）．6 つの構成

要素は，空気に関する知識で，4.2 で検討した小さな知

識の要素に共通する特徴を備える知識とした．要素は

P1-P7 までの討論中の児童の発言と，「空気」の概念の

発展に関する科学史研究（三宅，2011），および発達心

理学研究（永盛，2008）を参考に，児童が活用しそう

な要素を 6 種類設定した． 
要素はElement の頭文字を採用し，E1～6 と略記す

る．１～6 に序列は設けていない．また，6 つの要素は

説明モデルの構成要素を網羅するものではなく，説明

モデルの中核となる「空気」の概念に関する構成要素

として設定している．齊藤（2014）では，「空気」とい

う単語が説明モデルを活用しながら吟味する発言と連

動して児童に使用されることが示されている．そこで，

発言者が「空気」という単語をどのような語句と結び

つけているかを指標に，空気の概念に関する説明モデ

ルの構成要素の種類，関連づけ，要素そのものの意味

をとらえる． 
 分析の例を表 7 に示す．発言中の指標とした語句に

下線を記している．分析結果は「要素」の欄に，構成要

素の記号と，加算記号を使って表現する．この発言は

「空気」を主語とした 1 つの文であり，「泡になって上

に出ていく」という語が空気と結びついていると言え

る．「空気」が主語となっているところから，空気が存

在しているという知識が発言の前提にあると分析でき

る．「泡になって」という言葉から，空気は泡という形

態を取りうるという要素が使われていると分析できる．

更に「上に出ていく」という言葉から，空気は運動する

ものであるという要素，上昇する特性を持つという要

素が使われていると分析できる．結果として，この発

言時，この児童の説明モデルはE1, E3, E4, E6 という

要素が結びついて構成されていると解釈できる． 
このような分析を発言ごとに行うことで，要素の変

化を描写することができると考えられる．分析では,変
化を 3 種類に区別して描出する．新しい要素が加味さ 

  
れるなど,説明モデルを構成する要素の種類の変化を

「取り込み」,要素どうしの関連づけの変化を「組み替

え」，要素の適用範囲の広がりや, 要素を表現する言葉

の変化など，要素そのものの内実に変化が想定される

ものを「充実」と呼ぶ． 
5．2．2 説明モデルの枠組みに着目した分析 
 次に，P8 において児童A，B，C，E の説明モデルの

枠組みに着目した分析の手続きを説明する．3.2 節およ

び 4 節で検討したように，児童の説明モデルはこれま

での授業（P1-P7）をふまえて構成，精緻化されると考

えられる．だとすればP8 において児童は，日常体験か

ら作り上げる素朴な理論で， P1-P7 までの実験結果を

一貫して説明できる児童なりの理論を枠組みとして，

説明モデルを構成・精緻化すると考えられる． 
ここでは分析に際し，そうした枠組みで児童が採用

しそうなものを， 3 種類仮定し，発話を分析する． 

 

位置関係枠組みは，軽いものは上，重いものは下に

動くという枠組みである．この枠組を採用すると．（軽

い）空気は（重い）水より上にいこうとして動き，（重

い）水は（軽い）空気の下にいこうとして動く，水が相

対的に空気より下にあれば安定するという説明モデル

を構成できる． 
相互作用枠組みは，運動は力の及ぼしあいで起こる

発言 分析 要素

空気は泡になって/上に/出ていくん
だ。

「空気」
空気というものが存在している(E1）
「泡になって」
空気は泡という形態を取りうる（E3）
「上に出ていく」
空気は運動する（E4），
空気は上昇する特性を持つ（E6）

E1+E3+E4+E6

表7　構成要素に着目した分析の例
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という枠組みである．この枠組みを採用すると，空気

と水の動きは互いに相手に対して力を及ぼしており，

力がつりあえば運動は生じず，どちらかの力が弱い／

強い時は運動が生じるという説明モデルを構成できる．  
 出入り口枠組みは，空気の出入りと水の出入りはセ

ットであり，出入りが起こるかは出入り口の有無によ

るとする枠組みである．この枠組みを採用すると，出

入り口があれば／なければ空気と水の入れ替わりが起

こる／起こらないという説明モデルを構成できる．  
分析の際，その枠組みによる説明モデルを活用して

P8 の実験結果を説明しようとした場合に予想される

着眼点と，着眼点の指標となる語句を設定し，それぞ

れの児童の発言中にどの語句が多く含まれるかを確認

する．確認の結果， も多く含まれる語句から採用し

ている枠組みを推定し，その後，他の指標の使用例に

も注目して，枠組みの転換や統合の可能性を検証する． 
 
6．分析結果 

2 つの視点から発言を分析した結果，P8 における社

会的建設的相互作用による説明モデルの精緻化のプロ

セスの二面性を描出できた．以下，構成要素に着目し

た分析と，説明モデルの枠組みに着目した分析のそれ

ぞれについて結果の概要を記述する．詳細な分析結果

は，掲載論文を参照のこと． 
6．1 説明モデルの構成要素に着目した分析の結果 
説明モデルの構成要素に着目した分析からは，それ

ぞれの児童が，他者の発言をモニタリングすることに

よって，説明モデルに新しい要素を結びつけたり，要

素を組み替えたり，要素そのものを充実させたりして，

説明モデルを変化させていく様子を描出することがで

きた．討論を経て説明モデルの構成要素が変化しなか

った児童はいなかった． 
児童 A は，討論をとおして，児童 B，児童 C，児童

F などの発言から影響を受け，説明モデルの構成要素

を組み替えたり，新たな要素を取り込んだり，要素そ

のもの充実させたりしていた．児童B は，主に討論の

前半において，児童 A，児童 C，児童 E の発言に影響

を受け，説明モデルの構成要素の組み替えと，新たな

要素の取り込みを短期間で頻繁に行っていた． 
児童C は，討論の前半では，説明モデルの構成要素

を組み替えたり，新たな要素を取り込んだりはせず，

要素そのものを充実させる変化が中心であった．しか

し，討論の終盤で児童B への質問（21）をきっかけと

して新たな要素を取り込んだ． 

児童E は児童A,B,C に比べ，討論中の役割交代の頻

度が低いのが特徴的であるが，長いモニタリングの後

の 3 番目の発言では要素の変化を確認できた．  
6．2 説明モデルの枠組み 

一方，説明モデルの枠組みに着目した分析の結果，

児童 A，B，C，E は P8 において，それぞれ別々の枠

組みを採用していると解釈できた．また，討論をとお

して枠組みが 1 つの方向に収斂しているとは解釈でき

なかった．語句の使用数から，児童 A，B および E は

「位置関係枠組み」，「相互作用枠組み」，「出入り口枠

組み」を主に採用していると解釈できた．しかし，児童

C については，「相互作用枠組み」の指標となる語句と

「出入り口枠組み」の指標となる語句を同数用いてい

た。そこで発言をより詳細に分析した結果，社会的相

互作用をとおして相互作用枠組みと出入り口枠組みを

統合した等と解釈するよりも，児童C 自身の固有な枠

組みを維持していたと解釈することが妥当であること

が確認できた．指標となる語句の使用法から，児童 C
の枠組みは，「領域不可侵枠組み」と呼ぶことができる． 
 
7．結論 

 以上により，仮説実験授業『空気と水』のP8 におい

て生起した説明モデルの精緻化を支える社会的建設的

相互作用の実態は，参加者一人ひとりが，自身の経験

に依拠した固有の枠組みを持った説明モデルに，他者

の発言をモニタリングすることによって様々な知識を

取り込んだり，組み替えたり，知識そのものを充実さ

せたりしながら，独自のモデルでありながらなおかつ

P8 の実験結果をより精密に説明できるモデルへと，説

明モデルをそれぞれ変化させていくプロセスであると

結論づけることができる． 
 説明モデルの構成要素に着目した分析からは，それ

ぞれの児童が，他者の発言のモニタリングをきっかけ

として自身の説明モデルに様々な知識を結びつけたり，

知識を組み替えたり，要素そのものを充実させたりし

ながらモデルを変化させていく様子を描出することが

できた．討論を経て説明モデルの構成要素が変化しな

かった児童はいなかった．  
他方，説明モデルの枠組みに着目した分析からは，

児童 A，B，C，E が P8 において，活用，吟味してい

る説明モデルには，それぞれ異なった枠組みがあるこ

とを確認できた．児童はそれぞれ討論中に主に着目す

るポイントが異なっており，相互作用をとおして各自

の枠組みが 1 つの方向に収斂する，別の児童の枠組み
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と統合されるなどは確認できなかった．枠組みは，日

常経験とP1-P7の実験結果に即した素朴な理論であり，

科学の形式理論原則（レベル 3）に照らすと間違いを含

みながらも， P8 という新しい文脈とこれまでの学校

内外の経験をある程度一貫して説明できる説明体系へ

と，説明モデルを精緻化していくことを支える知識で

あった．  
 
8．考察 

以下では，本稿で得られた結論が，協調問題解決活

動が学習者の理解を深化させるメカニズムに関する知

見をいかに精緻化しうるかについて考察し，概要を示

す．考察の詳細については掲載論文を参照のこと． 
結論から，社会的な建設的相互作用の場面では，一

人ひとりの学習者の認知過程において，枠組みレベル

で固有の説明体系が,要素レベルでの知識の変化によ

って整備されていくことにより，一人ひとりの学習者

が，他者の持つ知識を統一的に説明できるような「説

明モデル」を，自ら構成，精緻化していくことが可能に

なるという示唆が得られる．学習者一人ひとりが固有

の枠組みを採用することによって，自身内での一貫し

た説明体系の構成と精緻化という安定したゴールを目

指した学習が可能になる．このとき，説明モデルの構

成要素の単位では，知識の充実や，組み替え，新しい知

識の取り込みが活発に起こっている．社会的建設的相

互作用に従事することで，各学習者の認知過程におい

てこうしたプロセスが進行するために，主体的に自分

たちのペースでやりとりしつつも，課題を共有する別

の学習者の持つリソースを有効に活用し，説明モデル

を少しずつレベル 3 に近づけていくというプロセスを

実現させることができると考えられる． 
更に，本稿の分析結果からは，建設的相互作用の建

設性を担保する 2 つの重要な学習活動のうちモニタリ

ングの機能についても新たな示唆を得ることができる．

建設的相互作用において，モニタリングは発言の見立

て直しや視点の転換を伴う能動的な知識構成の活動で

あると位置づけられてきた（Shirouzu et al., 2002）．
しかし，モニタリングにおける能動的な知識構成活動

の実態は，特に 3 人以上の他者が課題を共有して考え

を出し合うときに起こる社会的な建設的相互作用の場

合では，詳しく明らかにされているとは言えなかった． 
ここでは，本稿の分析結果をもとに，社会的建設的

相互作用におけるモニタリング中の知識構成活動の機

能について仮説を提示したい．すなわち，社会的建設

的相互作用における モニタリングの機能は，説明モ

デルを構成要素となる知識の 1 つを充実させる活動

（知識の充実），知識の連関を組み替える活動（知識の

組み替え），新しい知識を取り込む活動（知識の取り込

み）の 3 つに区別でき，更に，知識の取り込みには，

他者が活用している知識を自身の説明モデルに取り入

れる場合（知識共有型）と，自身の既有の知識構造を探

索してその議論の場で誰も言及してない新しい知識を

説明モデルと関連づける場合（知識想起）の 2 つがあ

りうるという仮説である． 
 
9．実践への示唆 
 後に，教室において児童生徒の理解深化を支える

協調問題解決活動のデザインについて，本稿からいか

なる示唆を見出せるかを検討したい．本稿の結論をふ

まえると，協調問題解決活動を授業に参加する多様な

児童生徒が説明モデルを構成し，精緻化する学習につ

なぐには，要素と枠組み両方のレベルで学校内外の学

びを結びつけるデザイン戦略が必要であるという示唆

が得られる． 
説明モデルの精緻化が，一人ひとりの学習者の認知

過程における要素単位での知識の変化と，固有の枠組

みを持った説明体系の整備を同時に進行させる社会的

建設的相互作用によって支えられているとすると，学

習者の説明モデルの精緻化に資する協調問題解決活動

をデザインするには，多様な児童生徒が要素を自由に

出し合え，なおかつ，各自の枠組みを学校内に持ち込

める必要があると考えられる．学校内外の経験という

視点から，「要素」と「枠組み」を定義してみるならば，

要素とは，学校内外の経験から自然に獲得している小

さな知識であり，枠組みは児童一人ひとりが学校外の

日常体験から作り上げている素朴な理論である．協調

問題解決活動を授業に参加する多様な児童生徒が説明

モデルを構成し，精緻化する学習につなぐには，要素

と枠組み両方のレベルで学校内外の学びを結びつける

ための戦略が必要であると言える． 
まず要素レベルでの結び付けに関する戦略について

検討する．4.2 節で述べたように，要素は，複雑な構造

を持たない小さな知識であり，断片的で独立して使う

ことができるため，文脈に応じて柔軟に活用できやす

い．そのため，全ての児童が課題遂行とモニタリング

を行き来しやすい環境で問題の解決に取り組ませるこ

とが，多様な児童生徒が学校内外の経験から自然に獲

得している要素を自由に出し合うための戦略として重
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要と考えられる． 
本稿で分析の題材とした仮説実験授業『空気と水』

では，表 2 のような問題解決手順により，全ての児童

が課題遂行とモニタリングを行き来しやすい環境を作

っていた．こうした環境が，多様な児童生徒が要素を

自由に出し合うことを可能にしたと考えられる． 
仮説実験授業の問題解決手順が，要素レベルでの知

識の変化に資することは，Hatano ＆ Inagaki の一連

の研究や，Toma & Wertch の先行研究によっても裏付

けられる． Hatano & Inagaki（1991）は，討論の前

に 予 想 分布 を 確 認さ せ る 手順 は ，「 党 派 性

（partisanship）」を学習者に明示することにより，討

論の場での理解深化を促進するという知見を提示して

いる．党派性を明示することで，児童にとっては，自分

と同じ予想を選んだ学習者に対して行われた発言を，

自身に対して直接行われた発言として受け取りやすい

環境が生まれる．こうした環境があれば，図 3 に示し

たようなモニタリングの多様な機能が実現するチャン

スが増えるだろう．Hatano  &  Inagaki（1991）は，

予想分布の確認によって党派性を明示したうえで討論

させるという手順が，構成要素の単位での知識の変化

が頻繁に起こりやすい環境をつくることを明らかにし

たものと解釈することができる． 
また，Toma & Wertsch（1995）は，討論の前に全員

に問題の解を予想させ，予想の分布を確認したうえで

他者の発言に出会う流れは，討論の場において行われ

る発言に「対話的機能（dialogic function）」を持たせ

るという知見を提示している．対話的機能を持った発

言は，考えの道具あるいは意味の発生器（generator）
としての役割を果たし，討論を単なる情報交換以上の

協調的学びへと深化させる．発言が考えの道具や意味

の発生器としての機能を持つということは，ある学習

者の発言が，別の学習者にとって，知識の組み替えや，

取り込みを促すツールになるということを意味する．

知識の組み替えや取り込みは，モニタリングの中でも

認知的過程に対する負荷の高い機能と位置づけられる．

だとすればToma & Wertsch（1995）は，予想分布の

確認の後に討論をさせる手順が，モニタリングの機能

のうち負荷の高いものをも実現しやすくし，要素レベ

ルでの知識の変化を促進することを明らかにしたもの

と解釈することができるだろう． 
他方，枠組みレベルで学校内外の学びを結びつける

には，問題の内容に関する戦略が重要になると考えら

れる．枠組みとは，児童一人ひとりが学校外の日常体

験から作り上げている素朴な理論である．これを学校

内に持ちこむには，児童の学校外の日常体験と結びつ

きうる文脈で，個別具体的な知識だけでは解決できな

い問題を課す必要がある．個別具体的な知識を再生す

ることで正解できるような問題であると，説明モデル

の枠組みとなるような理論を持ち込まずに探究が終わ

ってしまうだろう．  
また，重要なのは，枠組みを学校内に持ち込むため

の問題の内容に関する戦略を，説明モデルの構成と精

緻化を促すための問題配列上の戦略と両立させること

である．3 節で検討したように，説明モデルの構成と精

緻化を支援するには，経験則を活用して実験結果を正

しく予想しやすい問題から経験則を活用しづらい問題

へと，性格の異なる問題群を順に配列する戦略が有効

であった．同時に，説明モデルの枠組みとなる理論を

授業に持ち込むには，日常体験と結びつきうる文脈で

問題が設定される必要がある．仮に，後半に難易度が

高い問題を設定した場合でも，学習者の日常体験や既

有知識と結びつかない問題であったりすれば，経験則

は活用しづらいが，枠組みとなる理論を持ち込むこと

が難しくなってしまう．学習者一人ひとりが固有の枠

組みを採用し，自身内での一貫した説明体系の構成と

精緻化という安定したゴールを志向して説明モデルを

精緻化させていくには，後半の難易度の高い問題群は，

経験則を活用しても実験結果を正しく予想できず，な

おかつ日常体験と結びつきうる文脈で設定される必要

があるということになるだろう． 
本稿で分析対象とした仮説実験授業『空気と水』で

は後半の難易度の高い問題でも缶ジュースという日常

で出会うものを素材とし，日常体験との結びつきを持

たせている．なおかつ，穴を開けた缶からの水の出入

りという直接遭遇しづらい場面を取りあげることによ

り，経験則は活用しづらくなっている．こうした問題

が，効果的なタイミングで配列されることにより，児

童一人ひとりが学校外の学びをとおして構築してきた

固有の枠組みを採用し，学校内の学びを含む自身の経

験を統一的に説明できるある程度一貫した説明体系の

構成と精緻化という安定したゴールを目指すことが可

能になったと考えられる． 
以上の検討からはまた，協調問題解決活動を授業に

参加する多様な児童生徒が説明モデルを構成し，精緻

化する学習につなぐには，複雑で時間のかかるデザイ

ン研究が必要であるという課題も見いだされる．問題

解決の手順と問題の内容の両面からデザイン戦略を検

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS11-1-2

302



討すると共に，1 つの問題の解決手順と単元レベルで

の問題の配列が学びに与える影響を微視的，巨視的に

評価しながら授業デザインを見直していく過程は，認

知科学の専門家や多様な経験を持つ実践者，コンテン

ツの専門家などの協働によってはじめて可能になるも

のであろう．学校の教室において理解深化に資する協

調問題解決活動を日常化するためには，認知科学の知

見を深化させると共に，授業のデザイン研究のあり方

についても新たな枠組みを提案することが重要な課題

になると言える． 
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Abstract 

This article describes the design and development of a 
system for sustainable innovation to foster an attitude of 
“learning forward” in teachers towards the discovery of 
new goals．Focusing on analysis of the collaborative research 
project being jointly implemented by the Consortium of 
Renovating Education for the Future (CoREF) of the 
University of Tokyo and the regional boards of education in 
the manner of design-based implementation research, the 
author analyzed two components of the project: 1) the 
existence of a shared concrete framework of practices and 
tools for reflection, and 2) a holistic structure consisting of 
tools and learning events, in order to test a hypothesis that 
those two components help teachers bridge the new 
framework and daily practices and change their concept of 
teaching and learning．The project has since evolved to share 
a concrete framework in the form of the “Knowledge 
Constructive Jigsaw method” with networks consisting of 
teachers, researchers and educational leaders working 
together to design, practice and reflect lessons across subjects, 
schools and districts．In the process of analyzing the past six 
years of the project, the author found that the main focus of 
the project had changed from developing shared teaching 
materials to helping teachers mutually change their concept of 
teaching and learning and fostering their capacity to 
sustainably improve their daily practices. The change 
occurred as a consequence of scaling up the project and 
followed a redesign of the framework, tools and system itself. 

 
Keywords ―  design-based research, social 
implementation, Knowledge Constructive Jigsaw, 
practice and reflection, collaborative research project 
 
※本稿は，認知科学23(3)特集「学校内外の学びをつな

ぐ」に採録の同名論文を一部要約したものである． 
 

1. はじめに 

  学習科学では，教育現場と大学の共同による教育実

践研究において，実際に教室での実践の質の向上につ

なぐことを主目的とし，同時に，研究に参加する実践

者，研究者の間で教育実践の継続的改善に資する知見

を深めることを目指す新しい研究のあり方（デザイン

研究）の重要性が指摘されている（Bereiter, 2002）．
また，近年では，こうしたデザイン研究の考えに教育

行政の視点を組み込み，取組の継続的な発展のための

システム形成，改善も視野に入れたより包括的な実践

研究としてのデザイン社会実装研究（Design Based 

Implementation Research, 以下DBIR)の考え方も登

場している（Penuel et al., 2011）． 
こうした新しいデザイン研究を特徴づけるのは，学

校現場と研究者との関係の転換であり，個々の実践者

が経験知と理論を有機的に結びつけ，実践の質を上げ

るための新しい問いとゴールを創発し続けていくとい

うことであり，そうした実践者の前向きな学びを支え

るシステムのデザインであると言える．問題は，「新

しい問いとゴールを創発し続けていく」というとき

に，その創発自体をいかにデザインするかということ

である．予め何も定めないことが創発を引き起こすも

のではないことは自明だが，どのような自由度をデザ

インに残しておくことが創発につながるかという問い

はまだ十分には解明されていない．経験知と理論の融

合についても，「こうすれば必ずうまくいく」という

一つの正解を研究者が教育現場に下ろしていくような

理論の実践化とも，教育現場に次々と降りかかる多様

な難題に研究者が実践者と共に右往左往するような教

育改善運動とも違う，学習理論を教育現場で生きて働

くシステムの形に落とし込んでみて，多様な実践者と

研究者がその中で協調的に実践研究を行い，一人ひと

りの「人はいかに学ぶか」の理論を豊かにしながら，

よりよいシステムのあり方やそのデザイン原則自体も

模索していくような社会実装の在り方が求められる． 
本稿では，日本のDBIR の先駆的事例として，東京

大学 大学発教育支援コンソーシアム（以下CoREF）
と教育委員会との研究連携を取り上げる．東京大学

CoREF の研究連携は，複雑な学校現場において継続

的に発展し続けることに主眼を置いた学習理論の社会

実装のためのシステム形成の試みであり，上で述べた
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DBIR としての特徴を備えている． 
東京大学CoREF では，2010 年度から全国の教育

委員会及び学校と連携し，協調学習を引き起こすため

の授業改善の連携事業を行ってきた．連携では，「知

識構成型ジグソー法」という共通の授業の型を使った

授業デザイン，実践，振り返りを 1 セットとする実践

研究を多くの参加者が互いに関わりながら継続的に行

い，実践例を蓄積している． 
本稿の第一の目的として，これまでの学習理論の社

会実装の試みから導き出した（1）実践に制約をかけ

る共通の型やツールの存在，（2）学習観の変容を支え

る仕組という 2 つの初期仮説を枠組みとして，東京大

学CoREF のDBIR を機能させているシステムの構成

要素を検証することを設定する． 
もうひとつの目的は，東京大学CoREF におけるス

ケールアップ問題の解決の試みを検証することを通じ

て，学習理論の社会実装のためのシステム構成要素の

第 3 の仮説を提示することである．東京大学CoREF
の研究連携は現在まで 6 年間にわたるロングスパンの

DBIR であり，その途上で大きなスケールアップを行

ってきた．このスケールアップに伴って，どんな問題

が生じたのか，そのためにどのような解決策を設定

し，どんな成果が得られたのかを明らかにし，それを

基に仮説を提示する． 
こうした検証と整理を通じて，日本型DBIR の先駆

事例のシステム構成要素を明らかにすることによっ

て，これからの実践者の前向きな学びを支えるシステ

ムのデザインに貢献することを目指す． 
 

2. 研究の枠組み 

２．１ 学習理論を社会実装する試みとしてのDBIR 
Penuel ら(2011)は，研究，授業実践，教育行政の関

係者が，それぞれの視点から共有しうる実践的な課題

を出発点とし，理論に立ち返り学びを深めることで，実

践 の 持 続 的 な 改 善 を 目 指 す Design Based 
Implementation Research (DBIR)の枠組みを提案し

ている．DBIR の特徴は次の 4 点とされる．（1）様々

な立場の関心による実践的課題への焦点化，（2）多様

な参加者による協調的な授業デザインの繰り返し，（3）
子どもの学習と研究連携の組織の仕方についての理論

の開発，（4）取組の継続的な発展のためのシステムの

改善への配慮である． 
DBIR の枠組みは，実際の教育現場で行われている

学習の質の改善そのものを射程とし，さらにこうした

改善を継続的に行い続けることを目的としている点，

この目的のために研究連携のあり方自体を含むシステ

ム形成を課題にしている点で，学習理論を基に研究者

側がデザインした教材やツールを教育現場で何度か試

してみて，その妥当性を論文にまとめることを主目的

とする研究とは区別されるものだと言える．むしろ，

個々の文脈を生きる多様な実践者に学習理論そのもの

を活用可能な形で手渡し，学習理論がこの多様な実践

者に継続的に活用され，生きて教育実践の改善に資す

るためのシステム形成を模索する研究であると言える．

すなわち，DBIR とは学習理論の社会実装の試みとし

ての研究だと定位できるだろう． 
 
２．２ 学習理論を社会実装するためのアプローチ 
学習理論を学校教育の現場に社会実装していくため

のアプローチとしては，大きく分けて 2 つの方法が考

えられる．それぞれには長所と短所があり，学習理論の

社会実装を考える際には，この両者の短所を補い，長所

を生かすようなシステム形成が要請される． 
学習理論を学校教育の現場に社会実装していくため

のアプローチについては，白水・三宅・益川（2014）
が1970年代から2000年頃までの学習科学の展開とし

て代表的な 3 組のプロジェクトをその「制約」（三宅・

波多野, 1991）の程度に注目しながら比較検討している．

3 組のプロジェクトは，いずれも学習理論を教育現場

に手渡し，教室で質の高い協調的な学びを引き起こす

ことを目的としたものだったが，そのアプローチは，研

究者が開発したドラマ仕立てのビデオ教材を学校現場

に手渡すものから，ビジョンと掲示板システムのツー

ルだけを手渡し内容や活動は学校現場に一任するもの

まで多岐にわたっていた． 
ここでは，白水らに基づいて，学習理論を学校教育の

現場に社会実装していくためのアプローチをまず大き

く以下の 2 つに整理したい． 
1 つは教育内容や学習活動に対する「制約」の強いア

プロ―チである．このアプローチでは，研究者やその実

践協力者が理論に基づいて教材やツールを開発し，現

場の実践者がすぐに使えるパッケージとして手渡すの

が典型である．本稿では以降，パッケージ化アプローチ

と呼ぶことにする．このアプローチの長所としては，研

究者が直接教材を開発するため教材化のプロセスで基

盤となる学習理論の考え方が変質しにくいこと，実践

者が手軽に実践できることが挙げられる反面，実践者

の自身の実践に対する省察（Schön, 1983）やそれに伴

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS11-1-3

305



う修正が働きにくく，複雑で多様な教室の現実に対応

しきれなかったり，実践者自身が理論的な概念や原理

を実践の文脈に即して解釈し直したり深めたりする活

動につながらないこと（佐藤, 1997），膨大な学習内容

をカバーする教材作成を少数のスタッフで行うことが

困難であることと言った短所がある． 
もう 1 つのアプローチは，教育内容や学習活動に対

する「制約」の弱いアプロ―チであり，典型的には具体

的な教材や具体的な授業の型を手渡すのではなく，理

論そのものやそれに基づく授業改善のビジョンを提示

する．本稿では以降，ビジョン提示アプローチと呼ぶこ

とにする．こちらのアプローチは，理想的に機能すれ

ば，理論に基づいた実践者自身の創意工夫を促し，多様

な文脈に沿った自由な実践が可能になると考えられる．

反面，基盤となる学習理論のエッセンスが実践者に了

解されなければ，実践と理論の乖離が生じる ．すなわ

ち，実践者の現在持っている学習観と学習理論が近い

場合か，実践者の学習観の変容をうまくサポートでき

るような仕組みがある場合でないと機能しにくいアプ

ローチであると言える．また，多様な文脈に沿った自由

な実践は，言い換えれば，なぜその実践がうまく機能し

ているのか／いないのかを説明するのが難しい実践で

もある．その点で，このアプロ―チには，実践者が自分

の実践に対して省察を働かせたり，実践者同士がお互

いの実践をリソースにして学びあったりすることが難

しいと言う短所も挙げられる． 
 

3. 研究の仮説と構成 

３．１ 研究の仮説 
 2 つのアプローチの特徴を踏まえると，両者の短所

を補い，長所を生かすような学習理論の社会実装のた

めのシステムの構成要素について，次のような仮説が

導かれる． 
 
（1）実践と理論の媒介として，教室の文脈にあわせて

実践者自身が実践を修正したり，教材を開発したりす

ることを促すような教材の型やツールを提供すること 
（2）基盤となる学習理論と異なる学習観をもった実践

者に対しても，学習理論のエッセンスが了解され，学習

観の変容を支えるための仕組を備えること 
 
 （1）の仮説では，学習理論を基に完全に作りこまれ

た教材を手渡すのでも，ビジョンだけを提示して自由

に教材開発を行ってもらうのでもなく，学習理論を基

に作りこまれた教材の型やツールの枠内で，実践者が

文脈に応じて授業デザインする余地を残すといったア

プロ―チの可能性を問題にしている． 
 さらに（2）の仮説では，新しい教材の型やツールを

実践に架橋するための研修等の学習機会を保障するこ

と（Cobb and Jackson, 2011）により，研究者が用意

した教材の型やツールの枠内での授業デザイン，実践

の活動に対し，実践者が基盤となる学習理論に即して

省察を行うことを促し，自身の学習観そのものを見直

していくことを支える仕組の必要性を問題にしている． 
白水・三宅・益川（2014）は「制約に触れることが

その先の改変や原理の理解を可能にするのか」を今後

の認知科学の検討課題として提示したが，本研究の初

期仮説では，（1）のやや強い制約を持った型やツール

を（2）の省察を促す仕組みで支えることによって，制

約に触れることを契機として学習理論を実践者のもの

にしていくシステムを形成することが可能になると考

えた．以降では，この 2 つの仮説に基づいて，東京大

学CoREF の研究連携を検討することにしたい． 
 
３．２ 本論の構成 
 本稿では，東京大学 CoREF の研究連携をその規模

を基に創成期（2011, 2012 年度）と展開期（2012 年度

以降）に大別して扱う．研究連携に携わる教員数が

2012 年を契機に激増し，それに伴ってシステム自体に

大きな見直しが必要になったためである． 
 4，5 節では，上述した研究の仮説の枠組みに基づい

て，東京大学CoREF の研究連携の概要と「知識構成型

ジグソー法」の授業の型を中心にした連携の基本シス

テムについて検証する．6 節では，このシステムに基づ

く研究連携の創成期の成果と課題について示す．7 節

では，研究連携のスケールアップとそれに伴って生じ

た新たな課題について述べる．8 節では，新たな課題に

対応するために創発された手法とその成果を記し，9節

で今後に向けた研究仮説を提案する． 
 これは通常の実験論文等の構成とは異なるが，実践

当初に結果のすべてを予見できないという「実践学」的

な認知科学研究の性質によるものである． 
 
4. 研究連携の特徴 

東京大学 CoREF では，全国の市町教育委員会を中

心としたネットワークと「新しい学びプロジェクト」，

埼玉県教育委員会と「未来を拓く『学び』プロジェクト」

という 2 つの大きな連携を行っており（東京大学
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CoREF, 2016），校種等の相違はあるが，研究連携の基

本的な枠組みや進め方の特徴は共通している．その特

徴を研究の 2 つの仮説を縦軸に，実践者，研究者，行

政関係者，それぞれに期待される役割を横軸にして整

理したのが表 1 である． 
 
表 1：東京大学 CoREF の研究連携の基本的な枠組みや進め

方の特徴 
 実践者 研究者 行政関係者 

仮説（1） 
実践に制約を

かける共通の

型やツール 

・「知識構成型

ジグソー法」

の型を使った

授業デザイン 

・「知識構成型

ジグソー法」

の型のデザイ

ン・提供 

・自治体の教

育課題に応じ

た「知識構成

型 ジ グ ソ ー

法」の活用 

・オンラインでの協調的な授業

デザイン検討 

・CMSやメー

リングリスト

による協調的

な授業デザイ

ン検討の場の

提供 仮説（2） 
学習観の変容

を支える仕組 ・研修会参加 
・共通の書式

での振り返り 

・研修や振り

返りのための

ツールのデザ

イン・提供 

・研修会参加

・実践や振り

返りの共有化

 
教育行政の抱える課題を基に研究実践の場が設定さ

れ，そこで実践者が「知識構成型ジグソー法」という共

通の授業の型を使って実践を蓄積していくのが基本的

な取組の進め方である（仮説 1 に対応）．個々の実践者

の授業のデザインの活動は主にオンライン上で協調的

に行われ（仮説 1・2 に対応），研修会や振り返りのツ

ールによって支援されることで，実践を通じた学習観

の変容が期待されている（仮説 2 に対応）． 
 

5. 型を媒介にした協調的な授業デザイン 

東京大学CoREF の研究連携では，「実践に制約をか

ける共通の型やツール」（仮説 1）にあたる「知識構成

型ジグソー法」の型がパッケージ化アプローチにもビ

ジョン提示アプローチにも分類しにくい折衷的な特徴

を持っており，その特徴をこの型を媒介にした実践者，

研究者の協調的な授業デザインという取組の進め方で

補うことで「学習観の変容を支える仕組」（仮説 2）を

整えようとしている． 
 

５．１ 「知識構成型ジグソー法」の型の特徴 
 「知識構成型ジグソー法」は，建設的相互作用

（Miyake, 1986）を活用して概念変化や知識構成を支

援する授業を教室で実現するための授業の型として，

三宅なほみ氏を中心とした東京大学 CoREF の研究グ

ループによって開発された（三宅, 2011）． 
「知識構成型ジグソー法」の授業で学習者は，まず教

師から提示された本時に「答えを出したい問い」に 初

の考えを書き出してみて，その問いに答えを出すため

のヒントになる「部品」をいくつかに分かれて担当し

（エキスパート活動），それぞれ異なる「部品」を担当

したメンバーが集まって問いに対する答えを作り上げ

（ジグソー活動），教室全体で出てきた答えを共有，比

較吟味し（クロストーク）， 後に個々人が問いに対す

る自分の納得の行く答えを書いてみる，という流れで，

課題遂行役とモニター役を繰り返し担いながら，様々

な部品や他者の視点を比較吟味，統合し，自分の解の表

現の質を向上させていく．この一連の学習のステップ

が「知識構成型ジグソー法」の授業の型であり，教師は

この型の授業を成立させるために必要な「答えを出し

たい問い」，エキスパート活動の「部品」の設定を中心

に授業デザインを行う． 
このように「知識構成型ジグソー法」は，授業デザイ

ンの自由度という点ではかなり制約の多い型である．

その意味では，ビジョンや原則を提示して実践のデザ

インは実践者の自由に一任するビジョン提示アプロー

チとは一線を画しており，パッケージ化アプローチに

近い性質を持っているとも言える． 
三宅（2010）は，「知識構成型ジグソー法」について

紹介した初期の著作で，自然発生的な協調学習がうま

く起きた場合から抽出される学習環境の７つの特徴を

挙げ，こうした環境を教室に実現するための授業の型

が「知識構成型ジグソー法」であると述べている．この

型の細分化された学びのステップは，三宅の挙げる学

習環境条件と対応したものとなっている． 
しかし，三宅の抽出した 7 つの特徴をよく検討する

と，そのいくつかは実際に実現されるためには「知識構

成型ジグソー法」の型を用いるだけでは不十分なこと

が分かる．例えば，三宅の挙げる条件のうち，一連の過

程の起点となる「（1）参加者が共通して『答えを出した

い問い』を持っている」については，教師が用意した問

いが子どもにとって「答えを出したい問い」になるかど

うかは，用意された問いと学習者との相互作用によっ

て決まるものであって，型が所与に保障するものでは

ない．同様に，「（5）話し合いなどで多様なアイディア

を統合すると，一人ひとり，自分にとって 初考えてい

たのより確かだと感じられる答えに到達できる」かど

うかも，用意された問いと資料，学習者の相互作用によ

って決まるものだろう． 
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 その意味では，「知識構成型ジグソー法」は，そのま

ま教室で適用すればよい教材やツールではなく，学習

理論やビジョンをやや具体化した形で提示した授業の

型だと整理することも可能であり，ビジョン提示アプ

ローチの性質も備えていると言える． 
 すなわち，「知識構成型ジグソー法」はビジョン提示

アプローチ，パッケージ化アプローチのどちらにも分

類しにくい中間的なアプローチであり，その特徴を短

所からまとめると，授業デザインの点で多くの制約を

課す型でありつつ，その型の通りに授業をデザインし

さえすれば必ずねらった学習環境条件を整えることが

できるわけではない型であると整理できる．他方，長所

からまとめると，ねらった学習環境条件のかなりの部

分を型が担保しながら，学習内容の面で実践者の自由

度を残した型であると整理することもできる． 
 
５．２ 型を活かして学習観の変容を支える仕掛け 
５．１節に記した特徴によって，この型を生かした学

習理論の社会実装を考える際には，型のみを手渡すの

ではなく，型を媒介にした実践研究によって，個々の実

践者の学習観の変容と継続的な授業改善を可能にする

ようなより大きな仕組が必要とされる． 
そこで，研究連携の創成期には，授業デザイン原則に

おける型の保障しきれていない部分をフォローするた

めに，実践的力量の高い選ばれた実践者と研究者が直

接かかわり合いながら，研修と協調的な授業デザイン

を繰り返し行い，「知識構成型ジグソー法」の実践例を

蓄積するという研究連携のデザインを採用した． 
 

図１：研究連携の初期における協調的な授業デザイン 
 
創成期に 2 つの研究連携に携わった実践者は，13～

66 名と小規模であり，自治体の授業改善の中核として

期待される教員歴 10 年以上の教員であった．この選ば

れた実践者と 3 名の東京大学 CoREF 教員スタッフ，

教育委員会関係者が年間 5 回程度の対面の研修会とオ

ンライン上での授業デザイン検討を通じて，「知識構成

型ジグソー法」の教材開発を行った．図１の様に，共通

の型とデザイン原則を共有することによって，専門性

の異なる多様な実践者・研究者が役割交代しながら同

じ視点で多様な考えを出し合い，ひとつの教材を協調

的に検討するというモデルの実践研究である． 
 

6. 創成期の実践の成果と課題 

 研究連携の初年度2010年と翌2011に行ったアンケ

ートからは子どもの活発なコミュニケ―ションを引き

出す手法としての「知識構成型ジグソー法」，「協調学

習」という理解から学習者中心の授業観へと変容が認

められた．2 年間続けて回答が確認できた実践者 16 名

を対象に回答結果を分析したところ（データは『認知科

学』掲載論文を参照のこと），「『協調学習』についてど

んなイメージをお持ちですか？」という問いに対して，

2010 年は「話し合い・コミュニケーション力」，「グル

ープ学習」，「学習者中心・主体的学習」，「個々の理解深

化への効果」に関連した回答がほとんど同程度（30%前

後）あったのに対し，2011 年は「話し合い・コミュニ

ケーション力」，「グループ学習」に対する言及はほとん

どなくなり，「学習者中心・主体的学習」や「個々の理

解深化への効果」に関連した回答は倍増していた．  
他方，協調学習を通じた個々の理解深化や認知過程

への着目という点では，この時期の実践には共通の課

題が指摘できる．「知識構成型ジグソー法」の授業の型

では，授業の 初に本時の中心となる問いに「『今，ど

んな答えが思いつくか』を考えてもらう」ことを設定し

ている（三宅, 2010）．これは授業を通じて個々の子ど

もの理解がどのように変容するかを子ども自身，実践

者が自覚して次の学びにつなげるために設けられた重

要なステップである．にも関わらず，創成期に開発され

た教材のうちこのステップを設けていることが授業案

や教材から確認できたのは 34.5%のみであった．  
このことから，創成期の実践においては，学習者中心

の授業観への変容は見られたものの，その中での個々

の子どもの認知過程への着目については十分な変容が

見られなかったと整理することができる． 
 創成期のもうひとつの潜在的な課題として，参加す

る実践者の力量の高さとグループの規模（実践者グル

ープの大きさや実践者対研究者の人数比）に依存する
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実践研究のスタイルが挙げられる．限られた数の質の

高い実践者と研究者との濃密な関わりを基盤としてデ

ザインされた創成期の実践研究の限界を踏まえると，

これをスケールアップしていくためにはシステムの再

デザインが課題として要請されることとなる． 
 
7. スケールアップに伴う新たな課題 

2012 年に埼玉県教育委員会が「知識構成型ジグソー

法」を高等学校初任者研修に導入したことにより，研究

連携に携わる実践者の規模，質の条件が大きく変化し

た．これにより創成期の研究連携デザインが潜在的に

抱えていた実践者の力量の高さとグループの規模に依

存する実践研究という限界が，取り組むべき課題とし

て現出した．以降の実践を展開期と位置付ける．  
 

７．１ 教育委員会の実践的な課題に伴う研究連携の

スケールアップ 
埼玉県教育委員会は，2 年間の研究連携の成果を踏

まえ，2012 年度から「知識構成型ジグソー法」を初任

者研修に導入することを決めた．これによって 250 名

超の高等学校の初任者教員が「知識構成型ジグソー法」

の授業デザインと実践を行うことになった． 
当時埼玉県は教員の大幅な入替期を迎えていた．こ

の大幅な教員入替は教員の質の確保の上での大きな課

題となると同時に，革新的な授業改善の取組を導入す

る好機でもあった．こうした課題状況に伴って，埼玉県

教育委員会の主導で研究連携にスケールアップという

新たなチャレンジが持ち込まれたのである． 
 
７．２ 展開期の課題 
展開期の第一の課題として，スケールアップに伴っ

て「個々の授業デザインに対して，研究者が直接介入し

てアドバイスを行うことが難しい状況」が生じたこと

によって，研究者の積極的な介入による実践者と研究

者の協調的な授業デザインと実践，振り返りの活動を

中心としたこれまでのシステムの見直しが必要になっ

たことが挙げられる． 
また，第二の課題として，実践者の基本的な授業実践

の力量の質が一層多様化した点が挙げられる．創成期

の研究連携では，各自治体で授業改善の中核として期

待されるような実践者が参加し「知識構成型ジグソー

法」の手法と協調学習の基本的な考え方を身に付ける

ことが目指されていたが，展開期では「知識構成型ジグ

ソー法」の手法を使った研究を通じて，授業力を向上さ

せること自体が大きな目的となった． 
 

8. 新たな課題の解決に向けたシステムの

再デザイン 

第 7 節で挙げたスケールアップに伴う課題に対応す

るため，東京大学CoREF では，新たな振り返りの様式

の開発を中心としたツールや型の見直しを行うことで，

子どもの学びのデータに基づく授業の振り返りに重点

を置くことをねらった．振り返りの仕方を構造化する

ことによって実践者に実践を捉える共通の枠組みを提

供し，教材開発，実践，振り返りのサイクルを通じた実

践者同士の学びあいを支えることをねらったものであ

る．この見直しは同時に，第 6 節で挙げた「個々の子

どもの認知過程への着目」という創生期の課題への対

応でもある． 
また，スケールアップに伴って，東京大学CoREF と

連携する埼玉県教育委員会では，「知識構成型ジグソー

法」を共有する様々な研修，研究連携事業を多面的に展

開，ネットワークすることによって，多様なライフステ

ージにある実践者がこうした教材開発，実践，振り返り

のサイクルを通じて学びあうことを支えるためのシス

テムの見直しを続けている． 
 本節では，こうしたツールや型，システム見直しがど

のように行われたのかを示し，その結果，新規参入者だ

けでなく，既存の研究連携メンバーにどのような成果

がもたらされたのかを検証する． 
 
８．１ 振り返りの仕組の開発と型の捉えなおし 
 このスケールアップ問題に対応するため，東京大学

CoREF は，これまで研修会で伝えてきた授業デザイン

の原則を振り返りの仕組として授業デザインの活動に

実装していくというツールや型の見直しを行った．具

体的には，授業前後の子どもの解答の具体的な変容の

実データを基に授業を振り返ることを中心とした新し

い振り返りの様式を開発している． 
 2010，2011 年度も実践結果の共有蓄積のために，「授

業後のコメント」と名づけた振り返りの様式が使用さ

れていたが，「今後ご自分の教室で「協調学習」を目指

した授業を行うには，どのようなメリットとデメリッ

トがありそうだと感じましたか？」のように「協調学

習」や「知識構成型ジグソー法」の効果や活用可能性を

問うような研究開発的な意図の強い様式であった． 
それに対して，2012 年度に開発された「授業者振り

返りシート」（表 2）は，子どもの学習を基に授業者自
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身のデザインを振り返ることを主目的とした様式であ

ること，振り返りの基となる子どもの学習を授業前後

の解答の実データを基に評価することを求めている点

で以前の様式と大きく異なっている． 
 
表 2：2012 年度から使われている「授業者振り返りシート」

の項目（一部省略） 
1． 児童生徒の学習の評価（授業前後の変化） 
（1）3 名の児童生徒を取りあげて，同じ児童生徒の授業前

と授業後の課題に対する解答がどのように変化したか，具

体的な記述を引用しながら示して下さい．  
（2）児童生徒の学習の成果について検討して下さい．授

業前，授業後に児童生徒が答えられたことは，先生の事前

の想定や「期待する解答の要素」と比べていかがでしたか．

2． 児童生徒の学習の評価（学習の様子） 
児童生徒の学習の様子はいかがでしたか．事前の想定と比

べて，気がついたこと，気になったことをあげてください．

3． 授業の改善点 
児童生徒の学習の成果や学習の様子を踏まえ，次の 3 点に

ついて今回の授業の改善点を挙げて下さい． 
 
この「振り返りシート」の開発によって，「知識構成

型ジグソー法」の授業デザインと振り返りに大きな変

化が認められた． 
一つは，授業の進め方の変化である．授業前に課題に

対する答えを聞くステップを明示的に設けていた授業

が創成期の実践では 34.5%だけだったのに対し，新た

な振り返りシートを導入した 2012 年度では 58.2%，

導入後 3 年が経過した 2014 年度では 79.4%でこのス

テップが確認された．新しい振り返シートの導入を契

機に，それまでの課題であった「授業の前後で同じ問い

を聞く」というステップによる子どもの認知過程への

着目が実践者に広がっていることが分かる． 
授業案とセットで使用する「振り返りシート」に前後

の解答の変容の項目が設けたことによって，これまで

看過されがちであったこのステップが初めて型の一部

として明確に位置づき，「知識構成型ジグソー法」の型

自体の見直しが生じたとも言える． 
続いて，こうした振り返りシートの変化に伴って振

り返りにも質的な変化が見られている．同一実践者の

同一教材による実践の振り返りを比較してみると，主

に本時の授業がねらったとおりうまく進んだかという

観点から，本時で扱っている内容についての子どもの

理解の仕方に着目した記述への変化が認められた（デ

ータは『認知科学』掲載論文を参照のこと）． 
 この実践者は，研究連携の初年度から参加している

教員歴 20 年以上のベテランであり，子どもの協調的な

学びを引き起こすこの教材そのものは 2011 年にデザ

インされている．この実践者にはその時点で高い授業

デザインの力量があったと言える．しかしここで留意

したいのは，暗黙的に形成してきた経験知を基によい

教材を開発できる，よい実践ができるということと，授

業で起こっている事実を言語化したり，他者に伝えた

りできることは区別して考える必要がある（Schön, 
1983）ということである．振り返りの様式を新たにし

たことは，初任者に学びの機会を提供するだけでなく，

熟達者に新たな省察の機会を与え，着眼点や言語化で

きることを変えていく点でも機能したと言える． 
 

 
図 2：振り返りの仕組を生かした協調的な授業デザイン 

 
授業前後の理解の変容を扱う振り返りの様式の共有

化に伴って，研究連携のシステムの主眼が協調的な授

業デザインを通じた実践例の蓄積から，こうしたプロ

セスを通じて，実践者や教材研究に関わる他の実践者・

研究者が子どもの認知過程に着目し，仮説・実践・検証

によって，この教材で，この教科内容で，あるいは別の

文脈にも適用できそうな「子どもはどう学びそうか」に

ついての自身の学習理論を見直すようなサイクル作り

に移行してきたと整理することができる（図 2）． 
また，「授業前後での同じ課題に対する子どもの考え

を比較する」実践データの蓄積は，研究者側の新しい研

究の切り口としての評価手法研究（「前後理解比較法」）

に結実している（東京大学CoREF, 2016）． 
 

８．２ 研修・研究連携事業をつなぐシステムの見直し 
 スケールアップに伴う課題への第二のアプローチ方
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法として，東京大学 CoREF と連携する埼玉県教育委

員会では，「知識構成型ジグソー法」の型を媒介にした

デザイン，実践，振り返りのサイクルを中心とした研究

連携の基本的な枠組みを様々なフェイズで活用すると

ともに，様々なフェイズをネットワークすることで多

様な参加者の学びの機会が保障されるようなシステム

デザインを行った． 
埼玉県教育委員会では，2012 年度の初任者研修への

「知識構成型ジグソー法」の導入以降，これまで独立に

行われていた研究事業や研修をこの授業の型をひとつ

の軸に有機的に連関しながら展開し始めている（図 3）．  
  

 
 図 3：埼玉県における研究連携の展開 
 
初任者研修の指導者を研究者と共同で行うこと，マ

イスター研修に参加することは，熟達した実践者に実

践の省察と経験知の言語化の機会を与えている（東京

大学CoREF, 2015）．実践・省察と別の角度からの言語

化のチャンスを繰り返し経た実践者は，研究者・実践者

の線引きを越境する存在として機能しつつある． 
同時に埼玉県教育委員会では，「『協調学習』をアクテ

ィブ・ラーニングの中で捉え直し新たな有効性・可能性

について研究する」といった自分たちの進めてきた実

践研究を新たな文脈から捉え直そうという「守破離」の

動きも表れている（埼玉県教育委員会, 2016）． 
   
9. ディスカッション 

本稿では，学習理論の社会実装のためのシステムの

構成要素について，（1）実践に制約をかける共通の型

やツールの存在，（2）学習観の変容を支える仕組とい

う 2 つの初期仮説を設定し，東京大学 CoREF と教育

委員会との研究連携を検証してきた． 
「（1）実践に制約をかける共通の型やツール」とし

ての「知識構成型ジグソー法」は，型の持つ制約によっ

てねらった学習環境条件のかなりの部分を担保しなが

ら，同時にコンテンツの面では実践者の教材開発の自

由度を高く設定しているものであるという長所を持ち

つつ，型単独ではねらった学習環境条件のすべてを満

たすことができず，個別の授業デザインに依存する割

合も大きいという特徴を持つ．CoREF の研究連携では，

こうした特徴をもった型と相補的な「（2）学習観の変

容を支える仕組」として，創生期には研修や実践者と研

究者の協調的な授業デザイン，展開期には一人ひとり

の子どもの認知過程に着目する振り返りのツールや実

践者同士の学びあいを促す研修・研究連携事業のシス

テムデザインが機能していた．このふたつの相補的な

機能によって，協調的な授業デザインと実践について

の対話を通じて，型単独で担保していない授業デザイ

ン原則を手渡していくアプローチが取られていた． 
加えて，この検証の過程では，2012 年に教育行政の

課題に即して持ち込まれたスケールアップというチャ

レンジによって，型やツール，システム全体の見直しが

起き，そのことが新規参入者だけでなく，既存の実践者

の学習観の変容や研究連携の主眼の捉えなおし，新た

な研究の切り口の創出につながったことが見えてきた． 
こうした知見に基づき，学習理論の社会実装のため

のシステム形成について仮説の（1）（2）を支える 3 つ

目の仮説として， 
 
（3）実践と省察のサイクルを実践者と研究者が協調的

にまわし続けることによって，研究に参加する個々の

実践者・研究者が「人はいかに学ぶか」についての考え

を見直し，それに基づいて個々の授業デザインや共通

の授業の型，ツール，さらにシステムそれ自体も見直

し，実践を継続的に改善させることのできる場を設け

るための試みを続けること 
 
を挙げておきたい． 
 

 
図 4：学習理論を社会実装するシステムづくりの仮説 
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東京大学 CoREF の研究連携のシステムでは，この 3
つの構成要素が図 4 のように相互に支えあうことで，

「知識構成型ジグソー法」の型を媒介にした実践者，研

究者，教育行政関係者の連携による継続的な授業改善

のサイクルづくり，そしてそれを通じた個々の学習観

の見直し，学習理論研究の進展が引き起こされている

と整理することができるだろう． 
 
表 3：研究連携の成果 

 実践者 研究者 行政関係者 
仮説（1） 
実践に制約を

かける共通の

型やツール 

・教材の蓄積（2015 年度まで

に小中高で 711 教材）  
・研究連携に参

加する実践者

の拡大（2015年

度には小中高

で 1136 名） 
 
・型を活用した

研修等の多面

展開 
 
・より広い文脈

における型の

捉え直し 

仮説（2） 
学習観の変容

を支える仕組 

・学習者の認

知過程への

着目 ・振り返りの

様式の開発

と型の見直

し 
 
・評価手法研

究の展開 

仮説（3） 
授業や学習観

の 
見直し 
型・ツール・ 
システムの見

直し 

・経験知を言

語化し，省察

するチャン

スの獲得 

 
 表 3 では，この 3 つの仮説への対応を縦軸に，実践

者，研究者，行政関係者を横軸にして，本稿で検証して

きた東京大学CoREF の研究連携の成果を整理した． 
表中の教材開発数より実践者の数の方が多いのは，

教材開発を協調的に行っていること，教材開発による

教材の蓄積そのものより，教材開発を通じた実践者の

学習観の変容と継続的な授業改善に研究連携の主眼が

移行しているためである．こうした研究連携の主眼の

移行は，教育行政関係者の抱える課題を出発点にした

研究連携の枠組みの見直しとしての研修等の多面展開

に伴って起こった．  
この研究の枠組みの変化に伴って引き起こされた

「授業前後での同じ課題に対する子どもの考えを比較

する」ことをベースにした振り返りツールや型の見直

し，研修等の多面展開ネットワークは，当初ターゲット

だと考えられた経験の浅い実践者だけでなく，経験を

積んだ実践者にも経験知を言語化し，省察するチャン

スを与え，自身の実践について表現できること，「人は

いかに学ぶか」について表現できることの質をあげる

ことを可能にした．また，「授業前後での同じ課題に対

する子どもの考えを比較する」実践データの蓄積は，新

しい評価研究に発展した．こうして，実践者の視点や研

究者の視点が「知識構成型ジグソー法」の型による教材

開発そのものからそこで起こっている学習を捉え，そ

れを一人ひとりの子どもが何を学んでいたかの具体的

な実践レベル，それぞれの学習理論と言うべきより抽

象度の高いレベルで表現することにシフトすることに

伴うように，教育行政の作る制度枠組みも「より広い文

脈における型の捉え直し」へとシフトしてきている． 
 本稿では，「知識構成型ジグソー法」というひとつの

授業の型を媒介に，実践者と研究者が協調的に授業を

デザインし，授業の中で起こったことを振り返ること

で個々人が授業観を変容させていく仕組，こうした仕

組を行政が様々なフェイズで活用しながら，それぞれ

のフェイズをネットワークすることで次の学びのきっ

かけを生む仕組，それらが有機的に連関しながら，学校

の中だけでなく学校の外－学校間－の学びをつなぐよ

うなひとつのシステムを形成し，教師の，そして研究者

の前向きな学びを支えるデザイン研究の可能性を示す

ことができた． 
今後の研究課題として，今回検討した学習理論の社

会実装のためのシステムの 3 つの構成要素の転用可能

性が挙げられる．条件の違う 2 つの大学間での授業プ

ログラムの適応的転用について研究した益川（2006）
は，適応的転用には，抽象度の高いデザイン原則でも，

具体的過ぎて適応的な改変のできない教材等でもない

活動原則の抽出が必要であると主張している．規模や

条件の複雑さ，発展性は異なるが，本稿で検討した 3 つ

の構成要素の粒度は益川の挙げる活動原則に近い． 
この 3 つの構成要素が特に「知識構成型ジグソー法」

という特徴的な型を中心とした東京大学 CoREF のケ

ースにのみ特徴的なものなのか，他の DBIR のシステ

ムにも共通するものなのか，新たに DBIR を構想する

際に転用可能なものなのかの検討は今後の課題である． 
もう 1 点，DBIR としての東京大学 CoREF の研究

連携が次に抱える課題についても触れたい．次期学習

指導要領の改訂に向けた諮問で「知識構成型ジグソー

法」が参考例として取り上げられたこと（中央教育審議

会 2015）もあり，研究連携の外からビジビリティが急

激に上がっている．こうした「外」からの目線では「知

識構成型ジグソー法」の型とその開発教材のみが完成

したパッケージとして捉えられ，一方通行で使われる

ケースが急増するだろう．また，こうしたケースは単純

な一方通行だけでなく，研究連携とは関わりの薄い「知

識構成型ジグソー法」の応用的な実践研究や行政的活

用の発信といった「周辺」も生んでいる．次のレベルの

スケールアップとしての，研究連携の「外」や「周辺」
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との付き合い方が DBIR としての東京大学 CoREF の

研究連携が次に抱える大きな課題となるだろう． 
本稿で検討した学習理論の社会実装のためのシステ

ムの 3 つの構成要素に照らしてみると，この実践的な

課題は，「外」や「周辺」を緩やかに巻き込む場をどの

ようにデザインし，その中で彼らの学習観を変えるよ

うな仕組みをどのように設けられるか，というシステ

ムデザインの課題として捉えなおすことが可能になる． 
このように課題を捉えなおしてみると，例えば，「外」

や「周辺」に開かれているCoREF のポータルサイトを

より双方向的な場にデザインしなおすという方針を立

てることができるだろう．具体的な方法としては，例え

ば過去に開発された教材が公開されているページを教

材の周辺（授業者のデザイン意図やその教材を使った

際の子どもの学びの記録）までが見えるようにして，

「この教材を使ったとき，あなたの教室ではどんな学

び方をする子がいましたか」というコメントを書き込

んでいけるような場としてデザインしなおすといった

やり方も考えられる．このコメント欄を学習観の変容

を促す仕組と考えるなら，報告の羅列ではなく，やり取

りを通じた考えの変化，違いが見えることによる考え

の変化を促すものとしてデザインしたい．だとすると，

思い切って教材の公開数を絞るという制約をかけてし

まった方がよさそうだという方針も立ってくる． 
これはあくまで一例だが，本稿で明らかにした 3 つ

の構成要素は，CoREF にとって，現実の教育現場，社

会の中で次々と表れてくる実践的な難題を，そのため

のシステムデザインという課題に落とし込んでいく際

の次の指針（仮説）として活用できる． 
教室で「知識構成型ジグソー法」という授業の型が持

つ制約によって制約されていない創造の余地が見えや

すくなり，「新しい問いとゴールを創発し続けていく」

学びが促されるのであれば，実践者，研究者の学びの

場，授業づくりのためのシステム構築にもそうした制

約による創発の可能性を適用すべきだろう．本論文の

記述を完全な仮説検証型でも仮説生成型でもなく，2つ

の構成要素を中核とした仮説でシステムデザインを制

約しながら，そこで見えた次の課題に対して新しい仮

説を生成するという形にしたのは，それがシステムの

発展過程を動的なものとして捉えやすくすることをね

らったためである． 
 本稿では，今後のシステムデザインに使える 3 つの

構成要素だけでなく，その根拠を発展経緯と共に示す

ことで，さまざまな教育現場のシステムデザインの指

針として役立つことを期待している．こうした形であ

る時点での実践研究から得られた知見を活用しながら

システムをデザインし，また知見そのものも見直して

いくような実践研究をつなげていくことが DBIR の基

本姿勢であり，様々な切り口から引き続きこうした実

践研究を重ねていくことが，認知科学を実践化し，学校

内外の多様な関係者の学びをつなげていくための課題

の中核となる． 
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高校数学における思考の外化を促す活動とその効果

Activities in High School Mathematics

that Promotes Externalization
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Abstract
In high school mathematics, many students don't

understand the meaning of expressions or the terms
clearly, and notice that they don't understand the content
only after the exarmination. In this study, I examined if
the thoughts of students were externalized through
collaborative learning when students explained to each
other(knowledge construction jigsaw method) . I also
used an activity where students describe the reflection
of their learning routinely. These activities suggested
that students understood meaning of expressions and the
terms more deeply and that they got more conscious of
study and their level of understanding .

Keywords － Externalization of Thoughts，
Metacognition，Reflection，Collaborative Learning

１．はじめに

高校生の数学の答案を見ると，式や用語の意味理

解が曖昧なゆえの間違い，なぜそうやって解くのか

を意識しないままに解こうとするために起きる間違

いが多い．

教師が一斉授業で講義を行う場合，生徒は板書を

写すこと，説明を理解しようとすることに集中し，

自らの思考過程を意識することは稀であろう．それ

に対して生徒同士が説明し合うような状況では，必

然的に，数学用語や式を頻繁に使うこととなり，自

分の考えを分かってもらうために自らの思考過程を

外化・言語化することが必須となる．そうであれば，

田島(2007)の言う「学習した内容を他者に向けてわ
かりやすく解説したりするような表現活動によっ

て，『分かったつもり』に陥っていて理解が不十分

であったことへの気づきや，他者の視点を取り込ん

だり予想したりすることによる説明の工夫が促さ

れ，学習内容の理解が深まっていく」状況を生む協

調的な学習を取り入れた授業デザインが有効と考え

られる．

また，学習内容の理解度については，普段から「こ

こが分からない」と具体的に意識している生徒は少

なく，試験を受けて初めて「分かっていなかった」

ことに気づく生徒や，試験で問題を解いているとき

「途中で何をやっているのか分からなくなった」と

いう生徒もいる．日常的に自分の理解度を意識・記

述させること，すなわち生徒のメタ認知を促すこと

は，自らの学習課題や学び方を意識させ，より深い

学びを促すことにつながると考えた．

そこで本研究では，思考過程の外化・言語化を促

す方法として知識構成型ジグソー法を，理解度を意

識・記述させる方法としてリフレクションカードを

用いた授業を通して，式や用語の意味理解および学

び方についての意識にどのような効果が見られるか

を探った．

２．方法

2.1 対象生徒

本学高校 2年生理系コース 2クラス 48名

2.2 活動

①知識構成型ジグソー法

自力解決→エキスパート活動→ジグソー活動

→発表

②リフレクションカード

生徒が自分の理解度の 4段階評価と理解度につ
いて毎時間記入し，筆者がコメントした．

2.3 実施時期と単元名
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①知識構成型ジグソー法

2015年 5月・ベクトル（クラス 1）
6月・微分・積分（クラス 2）

10月・三角関数（クラス 2）
②リフレクションカード

2015 年 9 月～ 10 月（15 回）２次曲線（クラ
ス 1）

2.4 データの収集・分析の方法

2.4.1 ジグソー法のデータ収集

生徒に記述させたワークシートについて，自力解

決段階（エキスパート活動前）でどこまで記述して

いるかのレベルとジグソー活動時の説明に用語や

式，図を利用している延べ人数の割合を調べた．

また．10 月の授業については．自力解決時から
ジグソー活動後の課題解決にどのような変化が見ら

れたかを調べた．

2.4.2 リフレクションカードのデータ収集

リフレクションカードについては，記述量および

記述内容の変化を調べた．記述量については，授業

で扱った内容と記述量の推移の関連について分析し

た．記述内容については数学の内容や理解度に関し

て具体的に踏み込んでいない記述と具体的内容を含

んだ記述の割合の推移を調べた．

2.4.3 学習内容の適用

それぞれの授業に関して，学習した内容が定期試験

・実力試験の類似問題または問題に適用できたかど

うかを調べた．

・ジグソー法授業

ベクトル：4日後中間試験・類似問題
8週間後実力試験・活用問題

微積分 ：2日後期末試験・類似問題
三角関数：3日後実力試験・活用問題

・リフレクションカード

2週間後中間試験・基本問題と応用問題

３．内容・単元の選定意図

3.1 知識構成型ジグソー法

2015年 5月に「ベクトル」，6月に「微積分」，10
月に「三角関数」と扱った分野は異なるが，定期試

験や実力試験を前にして，その分野のまとめとなる

問題を取り上げることとした．

「基本問題は解けるけれど応用問題は苦手」とい

う生徒は多い．彼らのいう「基本問題」は学習した

そのままの形にごく近いもの，また一つの知識・式

で，あるいは一段階の手続きで解けるものを指して

いることが多い．それは学習した内容が一つずつ孤

立した状態で存在していて，関連づけられていない

ためではないかと考えた．そこで「応用問題ではあ

るけれども重要な基本事項を組み合わせることで解

くことができる」という視点で題材を選んだ．

① 5月・ベクトルで扱った問題
△ ABCの内部に点 Pがあり，次の式を満たし
ているとき，次の問に答えよ．

（1）点 Pはどのような位置
にあるか．

（2）△ PAB，△ PBC，△ PCAの面積の比を
求めよ．

② 6月・微積分で扱った問題
放物線 C：y=x ２ 上の点

における

接線をそれぞれ ℓ１，ℓ２と

する．放物線 Cと 2接線
ℓ１，ℓ２で囲まれる図形の

面積を求めよ．

③ 10月・三角関数で扱った問題
図のように，原点 Oを中心とする半径 2の円

の周上に 2 点 をとる．

弧 AB上に点 Pを と

なるようにとり，点 P
から x軸に垂線 PH
を下ろす．また，

とする．

(1) を tを用いて表せ．

(2)∠ POBをαを用いて表せ．また，△ OBP
の面積を を用いて表せ．

(3)四角形 OBPHの面積 Sを tを用いて表せ．

また， のとき，Sの値を求めよ．

①②③のどの授業においても，問題を解決するの

A 2, 0 , B － 2 , 2

∠AOP＝a 0＜a＜
p
2

sina＋cosa＝t

sinacosa

sina, cosa

sin2a＝
4
5

A －1, 1 , B 3,9

A

B C
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に必要な内容を３つの部分に分割してエキスパート

資料を作成し，エキスパート活動後，3人ないし
4人でジグソー活動を行った．
①②の授業では，各エキスパート資料に１つずつ

の数学の内容を割り振ったが，③は実力試験の過去

問題であり，必要となる内容が多く，各エキスパー

ト資料に２つずつの内容を割り振った．

3.2 リフレクションカード

数学Ⅲ「２次曲線」の授業で取り入れた．「２次

曲線」の単元では，新しい用語や紛らわしい用語が

次々と導入されること，楕円と双曲線の方程式や焦

点を求める式がよく似ていて間違えやすいことなど

から，生徒自身が「何が分かったか」「どこを難し

いと感じているか」などを，頻繁に言語化して振り

返りをすることが有効と考えこの単元を選定した．

４．結果

4.1 ジグソー法

4.1.1 自力解決段階の記述

図 1 5月ベクトル（クラス 1）

図 2 6月微積分（クラス 2）

図 1，図 2 は，5 月と 6 月のジグソー授業時，自
力解決段階の記述レベルについてその割合を示して

いる．

この段階では，何らかの式を立てて解こうと試み

た生徒を含めても 3割強から 4割弱と，問題を解く
方針が見つけられない生徒が多数を占めた．

図 3 10月・三角関数（クラス 2）

図 3 は 10 月のジグソー授業時，自力解決段階の
記述レベルの割合を示している．実力試験を前に，

前年度に学習した内容の復習として行った．

ここまでは知識が定着しているであろうと筆者が

予想していた基礎を問う小問 2 問（（図 3）の②③
に相当）のうち，一方（（図 3）の②）は 8 割の生
徒が正答したが，両方できた生徒は 5割弱であった．
単独の知識としては分かっていたとしても，複雑な

問題の中に埋め込まれているときにはそれを活用す

ることはハードルが高いと言えるかも知れない．

4.1.2 ジグソー活動時の記述

図 4 ジグソー活動時の記述（5月・ベクトル）

図 5 ジグソー活動時の記述（6月微分・積分）

図 4，図 5 は同じ授業のジグソー活動時，他の生
徒からの説明を受けた生徒がその内容を表現する際

に利用したものの割合を示している．用語と図また

は式の両方を用いて詳しい説明を記述している生徒
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が約半数おり，ほとんどの生徒が式または用語を用

いた説明を記述した．自力解決時と比較して理解が

大きく進んだと考えられる．

図 6 三角関数・自力解決時レベル別

・ジグソーの解決レベル

図 6は，三角関数の自力解決時にどこまでできて
いたかによって生徒を３グループに分け，そのグル

ープ毎にジグソー活動でどこまで課題を解決出来た

かを示したものである．自力解決時にすべて不正解

または（1）のみできた（即ち の

みを使えた）生徒（（図 3の①②に該当））をレベル 1，
（2）の前半（即ち，円周上の点の座標から偏角を
求める）までできていた生徒（図 3の④に該当）生
徒をレベル 2，それ以上をレベル 3とした．
レベル 1の生徒 10人のうち，ジグソー活動で(2)

後半まで，ないしそれ以上の解決レベルに達した生

徒は 7 人，完答できた生徒も 4 人であり，レベル 2
の生徒は 5人のうち 3人が完答した．授業前におけ
る理解度や既習事項の定着度に差はあっても，生徒

一人ひとりの理解が進んだことが伺える．

4.1.3 統合的理解を示す記述

3回行ったジグソー法の授業のうち，微積分のワ

ークシートでは，22人中5人の生徒が「大事だと思

ったこと」の欄に解法の手順のまとめを記述してい

た．例えば以下のような記述である．

・接線の方程式を使って直線ℓ１，ℓ２の方程式

を求める

・求めたい面積を 2つに分ける
・計算する（積分する）ときにできるだけ簡単

に解けるように公式を利用する

この 5 人のうち，4 人は自力解決時には図を描い

sin2a＋cos2a＝1

ただけで問題を解く方針が立てられなかった生徒で

ある．人数として多くはなかったが，問題が解けた

だけでなく，学習した内容の統合を図ろうとしたこ

とが見てとれる．

4.1.4 類似問題・活用問題への適用

図 7 ベクトル・中間試験類似問題

図 8 ベクトル・8週間後実力試験活用問題

図 7，図 8 は，それぞれベクトルの授業 4 日後の
中間試験における類似問題と 8週間後実力試験活用
問題においてジグソー法の授業で学習した内容（手

法）が使えているかについて調べたものである．

中間試験では，（2）式変形において「できた」が
やや少なかったが，立式までできた者を含めるとど

の問題においてもおよそ 8割の生徒が学んだ手法を
使うことができていたことが分かる．

8 週間後の実力試験では，授業で扱った問題とは
全く異なる形式ではあるが，授業で扱った手法を利

用する問題が出題された．（図 7）を見ると授業で
扱った「始点をそろえる」「（位置ベクトルの考え方

を用いた）的確な式変形」については 6割から 8割
の生徒が少なくとも立式まではできていることが分

かる．8 週間という時間を経ていること，出題の形
式が全く異なることを考えると，ジグソー法の授業

を通して学習したことは，その時の問題が解けたと

いうことにとどまらず，「こういう場合にはこの手

法が使える」という汎用性をもつ理解ををもたらし

たと考えられる．なお，3 番目の内積計算は前年度
の既習事項ではあるが，今回の授業では扱っていな

い．
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図 9 微積分・期末試験類似問題

図 9は，微積分の授業 2日後の期末試験における
類似問題において，ベクトルのときと同様，学習し

た手法が使えているかを調べたものである．

（2）は授業の中で使った知識ではあるが，「2 直
線の交点」（手順が 1 段階）を求める部分であり，
ほとんどの生徒が難なく解けるので授業中にもあえ

て説明はしていない．（1）の接線の方程式を求めて
（2）の交点で間違えた者は 1 名しかおらず，半面
（1）の接線を求めるところで間違えたために正答
できなかったものは多かったが，交点の計算自体は

ミスなくできた生徒は少なくとも 7割はいたことに
なる．

接線の方程式，積分で面積を求めるなど 3段階以
上の手順を必要とする問題では計算間違いが多い．

接線の方程式は正答または方針は分かっていて計

算間違いしたものを合計しても 6割弱と低調であっ
た．解答の方針が立たなかった生徒は，微分したが

その後何をすれば良いか分からなくなった，微分に

気付かなかった，「ｙ’＝」と書いて積分した，な

ど間違いの内容は生徒によって様々であった．（3）
は正解または方針が立っていて正解に至らなかった

ものを合わせて 6 割弱だが，正解者は 23 ％にとど
まった．

以上の点を総合してみると，「２直線の交点を連

立１次方程式を用いて求める」という中学校で学習

し，手順が１段階の計算は大半の生徒ができるが，

手順が何段階か含まれる難易度の高い問題では，正

答率が下がるだけでなく，解答の方針が立たない生

徒もかなりの数に上った．

その要因として，ベクトルの授業で扱ったものよ

りも手順を多く含む複雑な問題であったこと，微積

分の授業を行ったクラスの方が数学の苦手な生徒が

多かったことなどが考えられる．エキスパート資料

の作り方や振り返り活動の時間設定など，より生徒

の状況に即した授業設計が必要であろう．

図 10 三角関数・実力試験活用問題

図 10 は三角関数の授業 3 日後の実力試験に出題
された三角関数の問題のうち．授業で扱った内容を

活用する問題の出来について調べたものである．

出題された問題は

(1) の値を求める

(2) を満たすθの値

をを求める

（(3)は省略）

であるが．授業と直接関連する内容は(1)と(2)の途
中途中（2 倍角の公式を用いて変形するところ）ま
でである．(1)のように単純な問題では学習した知
識を使うことができる生徒が多かったが．見た目が

かなり異なる問題（授業で扱ったのは図形問題．実

力試験の出題は方程式問題）になると．活用するこ

とのできた生徒は約 3分の 1にとどまった．

4.2 リフレクションカード

4.2.1 記述量の推移

図 11 はリフレクションカードの記述量の推移を
示している．既有知識との関連が見えやすい，適度

な難易度，興味を引く題材などの授業時に記述量が

増加しているとことが分かる．

cos p/4 －cos p/2

sinh＋sin2h＝0

0≦h＜2p
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図 11 記述量の推移

4.2.2 記述内容の変化

図 12 記述内容の変化

図 12は記述内容の変化を示している．始めは「理
解できた」「難しい」など具体的内容を伴わない記

述が多かったが，回を追う毎に内容や理解度に関す

る具体的内容を含んだ記述が増え，記述内容が深ま

っていると言える．

1回目の記述例
・これから軌跡に近いことをやると思いました。

・図の意味が理解できました。2 次曲線が何か分か
りました

7回目の記述例
・楕円の頂点の位置の関係から双曲線における頂点

の位置を導き出すことができた

10回目の記述例
・2 次方程式ならどんな形でも判別式が使える。も
っと高次な式に判別式はあるのか。

11回目の記述例
・放物線などの焦点の求め方は覚えていたが、定義

を間違えて覚えてしまっていた

縦長の楕円

平方完成

サイクロイド

4.2.3 類似問題（基本・応用）への適用

図 13 中間試験・類題の得点率

2 次曲線を学習した 2 週間後に行われた定期試験
に基本問題を 6題．応用問題を 3題出題した．
図 13 はそれぞれの得点率である．基本問題で 8

割前後，応用問題でも方針が立てられた者を含めて

6 割前後とある程度学習内容が保持されていたと考
えられる．

５．考察

一斉授業で一通り学習しても，複数の知識を統合

させる必要のある問題を一人で解ける生徒は少ない

が，ジグソー活動を通して，多くの生徒が式や用語

を用いて説明することができ，あるいは一人ひとり

既有知識の異なる生徒がそれぞれに理解を深めた．

また，リフレクションカードの記述量は授業内容に

左右される部分が大きいものの，内容は「難しい」

など単純なものから数学の内容や自分の学習課題に

具体的に踏み込んだものに変化していく様子が見ら

れた．

ジグソー法のように思考の外化・言語化を促す活

動は，式や用語の意味理解を深めること，リフレク

ションカードのように自らの理解度を意識・記述す

る活動は学習内容や理解度，学習課題についての意

識を高めることが示唆されたと言えるだろう．

本研究では，知識構成型ジグソー法とリフレクシ

ョンカードの２つの実践を行ったのであるが，ここ

でこれらの関係を考えたい．

両者の相違点は，前者においては学びの過程に他

者との対話が介在するが，後者にはそれが存在しな

いということである．生徒はリフレクションカード

に記述をするとき，自らの理解度を個人内で省察，

振り返りを行う．これに対して，ジグソー法におい
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ては他者の考えを聞くことで，1 人では気づかなか
った視点を獲得する，自らの間違いに気付く，ある

いは他者に説明するために自らの理解を改めて見直

し，言語化する必要に迫られる，など学びが深まる

状況がより起こりやすいと言えるだろう．

また，理解した内容を「問題を解く」ことにどの

程度適用できるかという点においては，生徒一人ひ

とりの既有知識や計算スキルの差，問題の難易度な

ど多くの要因が影響すると考えられ，本研究では十

分に明らかになってはいない．しかしながら，少な

くとも授業で扱った問題の類似問題や基本問題に関

しては多くの生徒がある程度適用できていたとは言

える．知識の活用可能性については，上述のような

要因の影響を考慮に入れた上で，どのような生徒に

どのような教示や活動，課題設定が有効なのか，更

に検討が必要であると考えている．
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Abstract 
Individuals with creative literacy are acknowledged to play 

important roles in the development of a creative society. This 

article reports design-based research into an artistic 

photography course aimed at enabling undergraduates to 

acquire creative literacy. The photography course, taught by a 

professional photographer, included the following activities: 

lectures teaching the theory and practice of photography; 

appreciation and imitation of acclaimed artistic photographs; 

reflection by the participants on their own photo taking 

through diary writing; and an artwork exhibition in the 

classroom. Twenty-one undergraduates participated in this 

course. Interviews conducted one year after the end of the 

course reveal that the number of students who practiced 

photography increased after the course. They reported that 

they had benefitted from the hands-on experience of photo 

taking, from acquiring knowledge and skills of photography, 

and from inspiration by artworks encountered on the 

photography course. 
 
Keywords ― creative literacy; art education; creation; 

photography; design-based research 

 

1. はじめに 

創造的教養人の育成 

 現代社会では，美術館やギャラリー，インターネッ

トなど，誰でも芸術作品やそれに関する情報に触れる

ことができる環境が整っている．このような環境で

は，芸術家や批評家などの創造活動の熟達者だけでな

く，芸術を専門としない一般市民も様々な形で鑑賞や

表現といった芸術活動を行っている．縣と岡田(2013)

は，このような創造活動を活発に行う市民を創造的教

養人と呼び，彼らが社会の構築に重要な役割を果たす

ことを指摘している. 創造的教養人とは，(1)芸術など

の創造活動に関する知識や経験を持ち，(2)日常的に創

造活動に親しんでいる人のことを指している(縣・岡

田, 2013)．芸術領域での創造的教養を育成するために

はいくつかの有効な方法が存在するが，その一つは，

芸術表現に関わる知識や技能を体系的に教えることで

ある．もちろん，表現以外の鑑賞なども重要な芸術活

動だが，これらは相互に影響しあって発展する活動で

ある．例えば，表現経験は他者作品鑑賞において他者

の表現意図や方法を推測する際に役立つ．すなわち，

芸術教育実践で表現に関わる知識や技能を教えること

は表現そのものだけではなく，その他の鑑賞などの芸

術活動にも影響を与えるのである．そのため，芸術教

育では両者の関係性を考慮した教育の必要性が指摘さ

れている(赤木・森・山口, 2006)．具体的な教育実践

としては，大学などのフォーマルな教育現場で美術や

ダンスなどの芸術表現を実際に体験しながら学ぶ授業

が実施され，その結果，参加者が表現に関する知識を

獲得したり，自分なりの表現を追求したり，芸術活動

により親近感を感じたりするようになることが示され

ている(縣・岡田, 2009b; 中野・岡田, 2012;石田, 

2013)．このような教育実践の影響は実践直後の学生

の芸術活動についての知識や態度にとどまらず，実践

から一定期間経った後の日常生活での芸術活動にも影

響を与える可能性がある．学んだことを学んだ場から

持ち出して日常生活での問題解決に利用することが転

移の一つである(白水・三宅, 2009)ことを踏まえる

と，学習者が教育的介入で得た知識や経験が個人の日

常的な学習場面に転移することは，重要な教育的達成

の一つであると言える．その際，知識や態度に加え

て，日常場面の行動を変化させることも，創造的社会

の一員である創造的教養人を育成する上で重要な教育

目標となるだろう． 

したがって，本研究では，芸術表現に関する教育実

践を企画・実施し，授業を通しての学生の芸術活動に

関する知識や態度の変化や，日常の芸術活動の変容に

ついて検討する．その際に，デザインベース研究

(Design-based research)，あるいは，デザイン実験

(Brown, 1992; Barab, 2014)の発想に基づいて，教育

実践とその評価を行う．この研究方法は，統制群を設

定する実験とは異なり，ある状況や対象に対して最適

だと思われる教育活動を実施し，その教育活動のプロ

セスを踏まえて，教育効果が表れるメカニズムを考察
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し，次の教育プログラムを改善していく研究手法であ

る．認知科学では 2002年に『学習環境のデザイン実

験』の特集号が組まれ，それ以降もデザインベース研

究やそれに準ずる教育実践と評価が複数行われている

（白水・三宅, 2009; 大島・大島・田中, 2002;楠見・

田中・平山，2012ほか）．本研究は，過去の芸術教育

や創造的教養人育成を目的とした研究をもとに教育方

法を改善して実践に組み込み，それによる知識・理解

への効果，日常場面の活動への転移への効果を検討す

るという意味で，デザインベース研究に則っている．

このようなアプローチを取ることによって，本研究は

創造的教養人の育成という新しい教育目標を達成する

ための教育方法と評価を考える上での第一ステップと

なる知見を提供すると思われる． 

芸術領域の学習とその教育要素 

創造的教養人の育成のためには，芸術表現の授業や

ワークショップなどで実際に表現活動を体験すること

が重要視されている(縣・岡田, 2009ab)．そもそも芸

術に関わる教育実践で，学習者は何を学んでいるのだ

ろうか．Halverson & Sheridan (2013)は数学や理

科，歴史などの学習と異なる特徴の一つとして，芸術

は表現に関わる領域であることを指摘し，その領域で

の学習を通して，学習者はどのような表現を選択すれ

ば様々な観衆に意味を伝えることができるかについて

自覚的になることを指摘している．石黒・岡田(2013)

は，このような学習者の変化を表現の意図と方法を一

致させる試みを示す「表現の自覚性」の高まりとして

概念化している．なお，表現の自覚性を高めるために

は，単に表現活動を体験するだけでは十分でないこと

も指摘されている．石黒らは写真初学者 2名を対象に

約 3ヶ月間にわたる写真創作についてのケーススタデ

ィを実施した結果，初学者でも数週間で表現の意図と

方法を一致させる重要性についての知識は獲得された

が，個々の作品制作で表現の意図と方法の一致を意図

する表現の自覚性の実践には他者作品を鑑賞して模倣

するといった介入が重要であることを示唆している．

このような獲得プロセスを鑑みても，表現の自覚性は

様々な創造に関わる経験を通して獲得される，より抽

象化された，汎用可能性の高い創造に関わる知であ

り，縣・岡田(2013)が創造的教養の一部として指摘す

る創造活動に関する知識の一つとして位置付けられ

る． 

以上の議論とこれまでの美術教育に関わる先行研究

を踏まえて，本研究では，創造的教養人を育成するた

めには，以下の 4つの教育要素を段階的に組み込むこ

とが重要であると考えた．具体的には，(1)表現を実際

に体験すること，(2)特定の領域の具体的な知識や技術

を身につけること(3)当該領域の表現者や作品に出会う

こと，(4)自分の表現体験を省察して，そこから学ぶこ

と，といった要素を芸術活動の習熟に合わせて段階的

に組み込むことが有効である．以下，それぞれについ

て説明する． 

まず，創造活動について知識や経験を持つという創

造的教養人の定義(縣・岡田, 2013)や表現の自覚性の

獲得過程(石黒・岡田, 2013)を踏まえると，「(1)表現を

実際に体験すること」は授業実践に不可欠な要素であ

る．また，実体験に加えて，表現や鑑賞に関わる基礎

的知識や技術など「(2)特定の領域の具体的な知識や技

術を身につけること」も重要である．美術教育の領域

では，表現活動を実際に経験しながら美術領域のため

の知識を獲得することの必要性が指摘されている 

(Eisner, 1986)．もちろん，芸術を専門としない市民

にとっては，表現や評価についての専門家レベルの知

識は必要ない．しかし，各芸術領域には特有の材料や

道具が存在することから，最低限それらの材料や道具

を使用するための基礎的な知識や技能を身につける必

要がある(金子, 2003; Halverson, 2012)．また，芸術

領域にはそれぞれに鑑賞の際の作品評価基準があり，

作品の発表会や講評会を通してその領域の評価基準を

知ることが不可欠だと考えられる． 

また，創造活動を楽しむ習慣や態度を育むためには

単に表現の体験や知識の獲得だけではなく，自分の表

現スタイルを固定せず，多様に発展させていくことも

重要である．岡田（2013）は，表現行為のモデルを提

案し，その中で芸術領域の様々な表現者に出会うこと

や自己の内面を発見することが芸術表現の変化をもた

らすことを指摘している．ただし，ここでの表現者と

は熟達者に限らず，表現を行う全ての人を指す．例え

ば，芸術教育実践の参加者にとっては，自分以外の参

加者の表現に出会うことが自分の表現を振り返った

り，発展させたりするために重要な役割を持つと考え

られる．この考察を踏まえると，自分の表現を発展さ

せるためには，「(3)当該領域の表現者や作品に出会う

こと」や「(4)自分の表現を省察して，そこから学ぶこ

と」が必要であると考えられる． 

「(3)当該領域の表現者や作品に出会うこと」は，個

人の表現に転換をもたらすという意味で重要性を持っ

ている．新しい表現を提案する人の作品を鑑賞したり

2016年度日本認知科学会第33回大会 OS11-2-2

322



模倣したりすることは，学習者が自分の表現のあり方

を見直すきっかけになる．例えば，足立・福田(2000)

は，学校教育場面で芸術作品を模倣させることは学習

者の表現へのヒントの獲得を促すと指摘している．た

だし，このとき扱う芸術作品は教育目的に応じて選ぶ

ことが重要であろう．先行研究では，新しい表現を促

進するために，学習者にとって馴染みのない他者作品

を鑑賞したり，実際に表現したりする（模倣する）こ

とが重要であることが示されている(石橋・岡田,2010;

植阪・光嶋, 2013; 石黒・岡田, 2013)．学習者は芸術

作品を鑑賞したり模倣したりするときに，自分の既有

知識や価値観と関連付けて他者作品を理解することを

試みる．この作品理解は，個人で鑑賞を行うことに加

えて，その後に他者と意見交換をして，鑑賞体験を共

有することで深まることも指摘されている(例えば，

蝦名, 2008)．また，教師による作品解説は芸術史的観

点からの作品理解を促すと考えられる． 

さらに，自分の表現を省察することも学習者が自分

の表現を発展させるために重要である(Schön, 1983)．

絵画教育研究でも，自分の表現主題を発見するため

に，自分の作品について説明したり，表現プロセスを

振り返ったりするなど「(4)自分の表現を省察して，そ

こから学ぶこと」ことが有効であることが示唆されて

いる(小澤・岡田, 2012)． 

研究の目的 

以上の知見を踏まえて，本研究では芸術専攻ではな

い一般大学生を対象に，芸術表現についての教育実践

を企画・実施する．その際，表現活動の過程や方法に

ついての知識や技能の獲得を支援するための教育的介

入として，表現についての基礎的知識・技能の講義と

実習を含む「レクチャー」を組み込む．また，学生の

表現活動の発展を促すための介入として，領域の表現

者や実在する芸術作品から表現に関する知識を得る機

会となる「鑑賞・模倣」と「発表会」を行う．さら

に，授業外では学生自身の作品や表現の「省察」を促

す課題を取り入れる． 

そして，この授業を通して学生が創造的教養を獲得

したかどうかを検討する．学生の創造的教養は，2つ

の側面から評価することができる．第一に，創造活動

の知識や態度といった内的な側面である．本研究の実

践では表現に焦点を当てた介入を行うため，授業を通

して学生は自分の表現意図を明確に意識し，それを適

切に具現化することの重要性を認識するようになるだ

ろう．このような学生の表現の自覚性は表現のみなら

ず，鑑賞においても高まると考えられる．第二の評価

の側面としては，創造活動を楽しむ習慣といった行動

の変化がある．学生は授業期間中に表現や鑑賞といっ

た芸術活動に関わることになるが，授業を通して創造

活動の知識や態度を身につけていれば，フォーマルな

教育場面を離れた 1年後でも日常生活の中で教育実践

の中で行った芸術活動を継続したり，それ以外の芸術

活動を始めたり，あるいは，教育実践参加前から行っ

ていた芸術活動を発展させているだろう． 

前者の内的な創造的教養の変化の検討については，

石黒・岡田(印刷中)を参照されたい。本稿では行動の

側面での創造的教養の変化として，授業実践前と 1年

後の参加者の芸術活動の変化を追跡インタビューによ

って検討する．さらに，参加者の芸術活動に変化があ

った場合，授業に含まれるどの教育的要素が影響した

のかについても考察する．なお，芸術活動についての

行動の変化は本授業で扱う芸術領域に限らず，芸術一

般に適用される可能性がある．これは，特定の芸術領

域についての教育実践で得た知識や経験が，学生が実

践参加前から行っていた芸術活動の領域やその他の芸

術領域についての考えや行動に影響する可能性がある

からである．そのため，本研究では芸術活動の変化に

ついて，授業で扱った芸術領域と，それ以外の芸術領

域一般をそれぞれ検討する．  

 

2. 方法 

芸術教育実践 

本研究では，芸術教育実践として 1 学期間の芸術写真

表現の授業と全 3回の写真表現ワークショップ（以下，

WSと略す）を実施した． 

 芸術教育実践を実施するにあたって他の芸術領域よ

りも技術的なハードルが比較的低く，日常的に馴染み

の深い媒体である写真を選定した．絵画や彫刻などの

芸術領域は，デッサンなどの基礎的な技術を習得する

ために数年以上の長い学習時間が必要になるが，芸術

写真はカメラさえあれば数種類の設定の操作で多様な

作品を短時間で生み出すことが可能である．このよう

な技術的な手軽さと媒体の馴染み深さを選定基準とし

たのは，学生の多くが創造活動に対する苦手意識を持

っている(縣・岡田, 2010)ためである． 

芸術写真の授業 

(a)概要 芸術を専攻としない学部 3,4 年生を対象とし

た「芸術創作実践演習」という科目で授業を行った．講

師は国内外で展覧会の経験を持ち，写真専門学校での  
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表 1 授業のスケジュール 

第 1回 第 2回 第 3回 第 4回 第 5回 第 6回 第 7回 

ガイダンス レクチャー① 創作① レクチャー② レクチャー③ レクチャー④ 創作② 

第 8回 第 9回 第 10回 第 11回 第 12回 第 13回 第 14回 

鑑賞・ 

模倣① 

創作③ 鑑賞・ 

模倣② 

創作④ 発表会 創作⑤ 講師の 

作品紹介 

表 2 芸術写真の授業における教育的介入とその実施内容 

教育目的 教育的介入 実施内容 

特定の領域の具体的な

知識や技術を身につけ

ること 

レクチャー 各回のテーマについて 20分程度の講義の後、知識やテクニックの実習を行っ

た．講師は毎回のレクチャーの撮影実習後に数人の学生が撮影した写真につい

て講評を述べた．各回のテーマは以下。 

 ① カメラの使い方(露出・絞り・シャッタースピードなどの基礎的な操作方

法) 

 ② ライティング 

 ③ 被写体との距離感のとり方 

 ④ 総復習 

当該領域の表現者や作

品に出会うこと 

鑑賞・模倣① 個人で模倣対象の写真を 5分程度鑑賞し，感想や気付いたことを共有することを

求めた．その後，講師が写真や写真家の創作の特徴や時代背景について解説

を行った．それらを踏まえて，模倣対象写真を模倣することを学生に求めた．講

師は毎回の鑑賞・模倣の撮影実習後に数人の学生が撮影した写真について講

評を述べた． 

鑑賞・模倣② 

発表会 授業で撮影した写真から 5枚の写真を選んで作品として発表することを学生に

求め，講師はそれぞれの発表について講評した．同時に，学生には授業内で他

の参加者の作品を鑑賞し，感想を書くことを求めた．その感想は発表会後集計さ

れ，各学生に電子メールでフィードバックされた． 

 

自分の表現を省察して、

そこから学ぶこと 

課題 各授業後に，学生に創作に関する自分の創作体験を省察する２つの課題をする

ことを求めた．一つ目の課題は，授業後 2日以内に各授業で撮影した写真につ

いて説明を加える「写真説明課題」を提出すること，二つ目の課題は，各授業や

授業後の一週間の間で芸術表現について考えた事や気付いた事やそのきっか

けとなった出来事を記述する「日記課題」を授業 3日後から次の授業までの間に

提出することであった． 

注）表現の実体験は，全ての授業に含まれていたため，個別に記述しなかった．なお，灰色の教育的介入は、学生が毎回授業外に

行う課題であった． 

講師を兼任する写真家が務め，知識・技術指導を行っ

た．また，授業の担当教員である第二著者は，授業の成

績評価など授業の実務的側面についての説明を行い，

参与観察者として授業計画や授業に立ち会った．授業

は 2012年 4月 10日から 7月 17日まで，第 1回目の

ガイダンスと最終授業の講師の作品紹介を含めて全14

回（1 回の授業時間は 90 分）かけて行われた(表 1)．

全授業で参加者には専用の一眼レフカメラを貸し出し

（ただし 5名の学生は自分のカメラを持参した），希望

者には授業外での貸し出しも行った． 

(b)参加者 授業には 21名(男性 10名，女性 11名，20

名が文系の学部に所属, 年齢M = 21.33, SD = 1.58)の

学生が参加し，病欠の場合を除いて全員が全ての授業

に参加し，課題を提出した．参加者の中には写真やその

他の芸術領域の表現について専門的な教育を受けた経

験のある学生はいなかったが， 21名中 12名が趣味や

課外活動として小説執筆や音楽演奏などの芸術表現を

していた．また，学生にはガイダンスで授業の映像・音

声記録をとること，課題や質問紙のデータを個人情報

が明らかにならない形で研究資料として利用すること

を説明し，許可を得ていた．なお，成績評価は学生の授

業参加と態度をもとにして第 2 著者によって行われ，

その際に学生の写真作品や課題の内容が評価に利用さ

れることはなかった．成績評価の方法は授業のガイダ
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ンスでアナウンスされ，全受講生のうち 2 回以上欠席

した学生はおらず，全ての学生が出席した授業回の全

ての課題を提出していた．したがって，成績評価の方法

や内容によって学生の追跡インタビューへの回答が影

響を受けることは考えにくい． 

(c)授業内容 芸術領域の知識やその領域での活動を実

践的に経験するための教育的介入として「レクチャー」，

「鑑賞・模倣」，「発表会」，「課題 」，さらに，自由に創

作を楽しむ「創作」といったプログラムを含む授業を実

施した(表1)．各教育的介入の実施内容は表2に示した．

なお，2回の「鑑賞・模倣」では，学生の創造を促すた

め，講師である写真家と議論した上で，学生にとって馴

染みがないと考えられる写真 2 枚を選定した．一回目

の「鑑賞・模倣」では，アウグスト・ザンダー(August 

Sander: 1874-1964)の写真集『People of the 20th 

Century』の『農家の娘』，二回目の「鑑賞・模倣」で

は，ゲイリー・ウィノグランド(Garry Winogrand: 

1928-1984)の1969年の作品『Los Angeles, California』

を模倣対象写真とした．学生の中にこれらの写真を知

っているものはいなかった． 

写真表現WS 

(a)概要 本研究の芸術教育実践では，1 学期間の芸術

写真の授業に加えて，授業の継続を希望する参加者の

ために，コンセプトやテーマを探して写真表現を行う

ことの支援を目的とした写真表現WSを計 3回実施し

た．作品制作にかかる時間を考慮してWSは約 2週間

ごとに行い，講師や WS の受講希望者の予定から実施

日を決定した．第 1回は 2012年 10月 27日，第 2回

は 11月 10日，第 3回は 12月 8日で，一回のWSは

約 2時間であった．授業の参加者のうち 5名がWSに

参加した．なお，参加者は毎回異なり，全ての WS に

参加したのは 1名，2回参加したのは 2名，1回のみ参

加したのは 1名であった． 

(b)WS内容 各参加者はWSで自分なりのコンセプト

やテーマで作った一連の写真作品を講師と他の学生に

見せて説明し，講師と他の学生は気になった写真につ

いて講評・コメントした．さらに，その後，講師や他の

写真家の写真を見て創作の背景やプロセスについて議

論した．この WS の前後に参加者は自分の写真創作の

テーマやコンセプトを考えて，質問紙に記述した． 

実践の経過と教育評価 

本授業がどのように経過したか，また，その教育効果を

評価するにあたって，学生の表現の自覚性や表現力が

芸術写真の授業を通してどのように変化したかを検討

した．まず，表現の自覚性についての質問紙の回答が授

業期間内にどのように変化したかを測定した．次に，作

品が時系列の中でどのように変化したかを検討するた

め，学生が授業期間内に制作した作品について，複数の

領域熟達者による評価を行い(評価方法については後

述)，これを表現力の指標とした. 

さらに，教育実践の前後で学生の芸術活動が変化し

ていたかどうかを検討するために，授業前の芸術活動

に関する質問紙調査と，芸術写真の授業終了から約１

年後に追跡インタビューを実施した．その際に，芸術教

育実践で扱った写真領域とそれ以外の芸術活動一般の

両方を検討の対象とした．加えて，授業前後で芸術活動

が変化した場合に，教育実践でのどのような経験がき

っかけとなったかについても追跡インタビューにおけ

る学生の発言をもとに検討した．  

授業前後の芸術活動の変化 

授業前後の芸術活動の変化を検討するため，追跡イン

タビューをおこなった．  

追跡インタビュー 授業終了から約 1 年後，写真表現

WS から約半年後の 2013 年 7 月に学生に対して追跡

調査を実施した．電子メールを通した調査依頼をした

ところ，授業参加者 21名中 14名の協力を得た ．追跡

調査では，第一著者が半構造化面接によってインタビ

ューを行い，14名の平均所要時間は 29分(SD=11.7)で

あった ． 

インタビューでは，「授業の中で印象に残っていること

はありますか」「授業に参加したことはどのような経験

になりましたか」「授業の中でどのようなことを学びま

したか」など芸術写真の授業についての経験について

尋ねた．また，「授業以降，写真に関わることで何かし

たことはありますか」「授業以降，芸術一般に関わるこ

とで何かしたことはありますか」「授業以降，芸術一般

との関わり方は変わりましたか」など授業終了後の写

真や，芸術一般の活動の継続やその変化などに関して

尋ねた ． 

 

3. 結果と考察 

授業前後の写真活動 

(a)授業前後の写真活動の変化 学生の写真活動が教育

実践前後でどのように変化したかを検討するために，

追跡インタビューに参加した学生 14 名の授業前の写

真表現についての自由記述と写真鑑賞に関する回答，

および，追跡インタビューにおける「授業以降，写真に

関わることで何かしたことはありますか」という質問  
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表 3 授業前後の写真活動の変化 

    回答者数 
McNemar's χ2 

        授業前 授業後 

写

真

活

動 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

作品の鑑賞 日常生活にお

ける写真との接

触 

雑誌やテレビなど日常生活の中で写真を

画像として利用している媒体を通して、写

真を見ること 

0 1 1.0   

  (0)     

芸術としての写

真鑑賞 

雑誌や写真集で写真家の作品を見る、写

真展に行く、あるいはインターネット上で写

真表現をしている他者作品を見るなど、日

常生活で触れる写真や画像・映像以外で

写真作品を見る行動、あるいは、授業で学

んだ写真表現の知識を利用した他者作品

の鑑賞 

3 8 3.6   

(1) (4)     

写真撮影 記録としての撮

影 

旅行やイベントなど日常の記録として写真

撮影をすること 

3 13 10.0 * 

(1) (5)     

表現としての撮

影 

写真表現の技法を利用しながら風景や人

物などの写真撮影をしたり、コンセプトやテ

ーマを持って写真撮影をするなど、アマチ

ュアとして写真表現を楽しむこと 

0 7 7.0 * 

  (3)     

作品の公

開・発信 

  日常の記録ではなく表現としての意図をも

って撮影した作品をインターネット上、展覧

会、コンテストなどを通して他者に見せる行

動 

0 4 4.0   

  (2)     

 創造的熟

達者のサポ

ート 

  写真家の展覧会を手伝うためのボランティ

アをするなどの行動 

0 0     

注 1：灰色部分は授業の中で学生が実施した活動を示す． 

注 2:()内の数値は 14名の学生で写真表現WSに参加した学生の数を示す． 

注 3:各カテゴリの授業前後の差の検定では、Bonferroni法を利用した． 

 

への答えを分析した．分析にあたっては，本実践の目的

から創造的教養人としての芸術活動を想定して，縣・岡

田(2013)で挙げられている創造的教養人の創造活動を

参考にして「作品の鑑賞」「写真撮影」「作品の公開」「熟

達者の支援」の 4 つのカテゴリを作成した．ただし，

多くの人は日常的に画像として写真に接触したり，旅

行やイベントなどの記録として写真撮影したりするこ

とで写真活動を行っている(石黒・岡田, 2013)．したが

って，写真活動に関するカテゴリ作成にあたっては，こ

のような写真活動と授業で学生が初めて行うと考えら

れる芸術領域としての写真活動を切り分けるために，

「作品の鑑賞」に関しては「日常生活における写真との

接触」と「芸術としての写真鑑賞」の下位カテゴリ，「写

真撮影」に関しては「記録としての撮影」と「表現とし

ての撮影」の下位カテゴリを作成した(表 3)． 

まず，学生の授業前の写真活動について検討した．

「作品の鑑賞」における「芸術としての写真鑑賞」につ

いては「好きな写真家はいますか」という質問について

「いる」と回答し，具体的な写真家や写真集について回

答した学生の人数をカウントしたところ 14 名中 3 名

であった．また，「写真撮影」に関しては写真表現の経

験についての自由記述に回答した学生は 14 名中 3 名

で，「食べ物の写真を撮る」「旅行などで写真を撮る」と

いった回答が見られたため，「記録としての撮影」に分

類した．「作品の公開」や「熟達者のサポート」に関し

ては定義に当てはまる活動を行っている学生が質問紙

への記述から見られなかったため，回答者を 0とした．

授業後の写真活動に関しては，授業後の追跡インタビ

ューでの写真活動についての発言をカテゴリにしたが

って分類した．なお，全データについての 2 名の評定

者間の一致率は 90%(κ = .89)であった．評定者間で一

致しなかった箇所は協議によって決定した． 

 以上の分析の結果，授業前後で学生は記録としての

撮影や表現としての撮影のような「写真撮影」を行うよ

うになったことが示された．この結果から，本授業は授

業参加者の写真撮影を促したことが示唆される． 

(b)写真活動の変化のきっかけ 授業後の写真撮影に授

業がどのように寄与していたかを検討するため，授業

後に新たに写真撮影を始めた学生が授業をどのように

捉えていたかを分類した．分析にあたって，本授業にお  
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表 4 授業前後で写真活動への参与があった学生となかった学生の授業のとらえ方 

    回答者数(%) 

      合計人数 

表現の体験 領域の具体的な知識

や技術 

当該領域の表現者や

作品との出会い 

自分の表現

の省察 

写真 

撮影 

記録としての 

撮影 

あり 
10 8  8  7  0 

  (80.0) (80.0) (70.0) 0 

なし 
4 1  2  2  0 

  (25.0) (50.0) (50.0) 0 

表現としての 

撮影 

あり 
7 6  7  5  0 

  (85.7) (100.0) (71.4) 0 

なし 
7 3  3  4  0 

  (42.9) (42.9) (57.1) 0 

 

ける教育目的と教育活動の要素に関する 4 つのカテゴ

リを作成した(表 4)．具体的には，「表現の体験」は授

業中に外に出て写真を撮影したことを示す発言，「領域

の具体的な知識や技術」は授業中に講師から写真につ

いての知識や技術をレクチャーしてもらったこと，ま

た，講師に自分の作品を講評してもらったことを示す

発言，「自分の表現の省察」は各授業の課題として，自

分の作品について説明を加えたり，一週間の表現活動

について振り返ったことを示す発言，「当該領域の表現

者や作品との出会い」は授業で著名な写真家の作品を

鑑賞したり模倣したりしたこと，発表会で他の学生と

作品を鑑賞し合ったこと，また，領域の熟達者である講

師の表現についての考えを聞いたことを示す発言とし

てそれぞれ定義した．さらに，各カテゴリが追跡インタ

ビューにおける「授業の中で印象に残っていることは

ありますか」「授業に参加したことはどのような経験に

なりましたか」「授業の中でどのようなことを学びまし

たか」といった授業経験についての質問に対する学生

の回答に見られるかどうかを評定した．なお，全データ

についての2名の評定者間の一致率は87.5%(κ = .81)

であった．評定者間で一致しなかった箇所は協議によ

って決定した． 

各カテゴリについて発話した回答者数をカウントし

た結果，授業後に記録としての撮影や表現としての撮

影を始めた学生は表現の体験，領域の具体的な知識や

技術，当該領域の表現者や作品との出会いに関わる教

育要素について述べる傾向にあった．以上の結果から，

自分の表現の省察以外の教育要素を総合的に教育活動

に取り入れたことが授業後の学生の積極的な芸術活動

を促したことが示唆された． 

(c) 授業前後の芸術活動の変化とそのきっかけ 学生

の写真以外の芸術活動一般の変化を検討するにあたっ

ては，授業前後で芸術活動がどのように変化したのか

を比較するよりも，むしろ，学生本人が本教育実践で得

た写真領域の知識や経験を他の芸術活動へ積極的に利

用したり，芸術活動についてどのような気付きを得た

りしたかを質的に検討することが重要であろう．した

がって，分析にあたっては，追跡インタビューにおける

「授業以降，芸術一般に関わることで何かしたことは

ありますか」「授業以降，芸術一般との関わり方は変わ

りましたか．変わった場合は，何がどのように変わった

かを詳しく話してください」という質問への回答から，

芸術一般の活動に変化があった場合の変化の詳細を分

析した． 

 その結果，14名の学生のうち 4名が芸術活動に変化

があったと答えた．一例を挙げると，自分の表現活動に

ついて，以下のような発言が見られた．  

(S3-1)サークルのライブは出て終わり，１曲 2 曲なん

で，やっても．でちょっと上手いから演奏の機会を与え

られて，それで終わりになっているんじゃないかって．

自分達で面白いことを，面白いことっていうか，そうじ

ゃなくてグループとしてなんかこういうのを目指した

いとかそういうのをしっかり自分達で考えなきゃいけ

ないんじゃないかっていうのをテーマで１２月のライ

ブに向けて考えてやってたっていう．(略)例えば，演奏

以外にも見せるところがあるんじゃないのかってのが

あって，演奏してダンスしたりとか，(略)一応そういう

のやって，でも全体として一応演奏して終わりじゃな

いっていうのを目指してはいました．(略)やっぱりそう

いった経験をやっぱり多少授業の影響を受けたかなあ

と思います． 

 (S3-1)の発言は，学生(S3)が授業前から行っていたア

カペラサークルでのパフォーマンスについて，授業後

に自分たちのパフォーマンスの目的が明確ではなかっ

たことに問題意識を持ち，パフォーマンスの改善のた

めに試行錯誤したことを示している．また，学生(S3)が
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そのきっかけとして本授業を挙げていたことから，授

業で写真活動をしたことで，表現目的や意図を意識す

るようになったと考えられる． 

 

4. 総合考察 

近年，芸術表現を専門としない市民を対象にして，

創造的教養人を育成する教育実践が実施され，教育実

践を通して学生の創造活動についての知識や態度がど

のように変容するかについて検討されている．本研究

では，総合大学の学生を対象に創造的教養の育成を目

的とした写真芸術に関する教育実践を実施し，彼らが

教育実践の場を離れた一年後も各々の日常場面におい

て芸術活動を継続的に行っていたかどうかを検討した． 

本実践の結果，授業終了から約１年後の追跡インタ

ビューを通して長期的な教育効果を検討した結果，授

業前よりも授業後に記録としての撮影や表現としての

撮影など写真撮影を行う学生がみられた．特に，追跡イ

ンタビューに参加した14名中7名の学生が表現として

の撮影を授業後も行っていたことが明らかになった．

一方，写真以外の芸術活動に関しては，追跡インタビュ

ーに参加した14名中3名が授業前から行っていた芸術

活動について表現意図と表現方法を合致させようとす

る表現の自覚性を意識し，実践するようになったこと

が示唆された．したがって，本実践は芸術写真領域との

出会いを提供し，日常生活でも表現を行う創造的教養

人を育成することに貢献したと考えられる．また，表現

の自覚性という創造活動の過程や方法に関する知識は

写真という特定の芸術領域のみならず，芸術一般に敷

衍される可能性が示唆された． 

創造的教養人育成のための教育プログラムとその効果 

本教育実践の結果，実践前後で写真撮影をする学生

が増えた．このような授業効果が得られた要因として

は，表現の体験や領域の具体的な知識，当該領域の表現

者や作品との出会いの提供といった教育要素が挙げら

れる．例えば，本授業の期間中に実施されたレクチャー

や模倣は領域の具体的な知識や技術の獲得，および，当

該領域の表現者や作品との出会いを支援した．このよ

うな教育的要素は写真表現の自覚性の促進につながり，

学生が写真撮影を行う土台となる知識と経験を提供し

たと考えられる． 

ただし，これらの教育プログラムの中には学生の学

習を十分に支援できなかったものもあった．例えば，本

教育実践では表現の省察を促すため，撮影した写真に

ついて説明する課題や表現について振り返る課題を取

り入れたが，追跡インタビューでは，学生がこれらの課

題について発言することはなかった．この結果を踏ま

えると，本研究の実践で学生は授業経験として省察の

効果を実感していなかったと考えられる．しかし，自分

の体験の省察が学生に全く影響を及ぼさなかったと結

論することはできない．なぜなら，本授業に参加した学

生は芸術活動の初心者であるため，省察行為を自ら意

識的に行うことが難しいと考えられるためである．今

後は効果的な省察を促す介入を授業に組み込むことが

必要になるであろう． 

既存の芸術経験と芸術教育実践の相互作用 

近年，テクノロジーの進歩によって様々な芸術領域

での活動が容易になり，その領域の専門家になること

を目指さなくても，趣味や課外活動として芸術活動を

行う市民が増えている．実際に，本研究の授業参加者

21 名のうち 12 名が芸術表現活動を行っており，同様

の集団と比較しても表現の自覚性が高かった．このよ

うな参加者の特徴は，本実践の教育効果にも影響して

いた可能性がある．つまり，もともと芸術表現に親しみ

があったために，芸術に関する既有知識や経験を授業

中の活動に利用しやすく，授業１年後の芸術活動も促

進された可能性がある．一方，本授業の参加者の追跡イ

ンタビューに基づき，授業後に教育実践前から行って

いた芸術活動で自覚的な表現を実践できるようになっ

た学生の事例を報告したが，これは教育実践の学習内

容が，実践参加以前から参加者が行っていた芸術活動

に影響したことを示している．これらのことから，教育

実践プログラムを企画実施する際には，参加者の芸術

領域での活動経験と教育実践で行う芸術領域での経験

との間に相互作用を考慮する必要があることが示唆さ

れる． 

本教育プログラムの他の芸術領域への一般化可能性 

本研究の教育実践で扱った教育プログラムの多く

の要素は他の芸術領域にも一般化できると考えられる．

ただし，領域の具体的な知識の学習を支援するときに

は，想定される参加者の知識や技術のレベルと，教育プ

ログラムで扱う知識や技術の難易度を考慮する必要が

ある．例えば，本研究で扱った実践は芸術活動を専門と

しない学生を対象にしていたため，学生が日常生活で

使う表現媒体や技術的難易度を考慮して写真を芸術領

域として採用した．芸術領域の中には絵画や彫刻など，

表現の技法によっては習熟に数年以上の訓練を要する

ものもあり，その難易度が芸術活動を継続する上で大

きなハードルになる場合がある．しかし，写真のように
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数種類の機械操作で多様な表現ができる領域は，技術

的なハードルは低いと言えるだろう．もし，習得に時間

がかかる技術を利用する領域を扱う場合には，レクチ

ャーや実習により多くの時間を割く必要があるかもし

れない．また，芸術活動に親しみのない参加者を対象に

する場合には，参加者にとって教育実践で扱う領域が

馴染みある領域かどうかも考慮する必要がある．例え

ば，普段身体表現をしたことがない人にとって，ダンス

や舞踊をすることは抵抗があるだろう．このような場

合には，その芸術領域に慣れ親しむための活動を最初

に行うことが必要かもしれない． 

今後の課題 

本研究のアプローチには次のような限界がある．第

一に，本研究は単一の実践事例を扱ったため，本実践で

扱った教育プログラムの有効性について強い根拠を得

ることはできなかった．この点を詳細に検討するため

には，複数の教育実践を繰り返し実施し，芸術教育実践

の中に含まれていた諸要素の効果を丁寧に吟味してい

く必要があるだろう．第二に，本研究では芸術教育実践

の長期的効果を検討するために主にインタビューデー

タを扱ったが，参加者の行動の変化を客観的に示すデ

ータを扱うことができなかった．1年程度の長期的な効

果を示す際に，内省は重要なデータの一つであると考

えられるものの，今後は鑑賞や表現，公開した作品の数

など行動を示す，より客観的なデータを収集すること

も必要と思われる． 

今後より多くの創造的教養人の育成を目指すため

には，創造活動に親しみのない人にどのようにアプロ

ーチするかを考える必要がある．最後に，本実践では表

現や鑑賞を中心的に行う教育プログラムを実施し，そ

の結果，写真撮影が促進されたことが示された．しか

し，創造的教養人の育成を目的としたとき，撮影のよう

な表現活動以外にも，写真鑑賞や作品の公開，熟達者の

サポートといった様々な形態の写真活動を促すことも

考えらえる．今後は表現以外の活動にも焦点を当てた

教育プログラムを行うことで，鑑賞や作品公開，熟達者

のサポートといった活動の促進に効果的な方法を検討

することも必要であろう． 
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Abstract 
The purpose of this paper is getting pedagogical 

implications for joining learning at the inside of 

school and that at the outside of school together 

through an ethnographic study in a 

nanosatellite-developing project generated from 

among “Nico-TECH:.” “Nico-TECH:” is a makers’ 

community spreading like wildfire mainly mediated 

by NiconicoVideos. “Nico-TECH:” has no 

institutional organization. It is “Social Media 

Satellite Development Project” (SOMESAT) which is 

the project for developing a nanosatellite on which 

“Hachune Miku” (Hatsune Miku) does performance 

in the space. 

 From the result of the ethnographic study, 

SOMESAT was able to be taken as a goal-oriented 

project, and also a zone of human development such 

as a distributed, mobile and multidirectional 

pulsation. Activities which realized such a human 

development were partially mediated by 

architecture of NiconicoVideos to stimulate 

emergence of contents and ideas, and by a boundary 

crossing body of Hatsune Miku’s character. This 

paper must show potential for new learning and 

give some kind of suggestions about school 

education in the future. 
 
Keywords ― Nico-TECH:, Activity Theory, Wildfire 

Activities, Architecture, Fieldwork 

 

1. はじめに 

 本稿の目的は，ニコニコ技術部から立ち上がった，

メディアとしての超小型衛星開発プロジェクトにおけ

るフィールドワークを通じ，学校内外の学びをつなぐ

ことに対する教育的示唆を得ることである．ニコニコ

技術部とは，制度的組織を持たず主にニコニコ動画に

媒介されて分散的かつ流動的にヒトやモノが繋がる，

野火のように広がるものづくり活動を行う人々のコミ

ュニティのことである．そのようなコミュニティの中

から「はちゅねミク」（ボーカロイドii「初音ミク」の

派生キャラクター）を乗せて宇宙空間でネギを振らせ

るというパフォーマンスをさせ，関連する技術試験・

実証を行う，メディアとしての超小型衛星を共同開発

する「ソーシャルメディア衛星開発プロジェクト

SOMESAT」（Social Media Satellite Development 

Project．以下，SOMESAT）が立ち上がった．この衛

星の開発には多岐にわたる分野の技術要素が必要で，

職業的技術者であっても一人で開発することは難しく，

共同開発することになったことはほぼ必然であった． 

 ヴィゴツキー[1]に理論的源泉を持つ「活動理論」に

おいて，エンゲストローム[2][3]が提唱した制度的組織

を持たず分散的にヒトやモノが繋がる「野火的活動」

については，近年理論的な研究や具体的なフィールド

における検討が重ねられてきた．SOMESATは，メデ

ィアとしての超小型衛星を開発し，宇宙空間へ打ち上

げ運用することをゴールとする「プロジェクト」であ

りながら，ニコニコ技術部の野火的なものづくり活動

の歴史性に埋め込まれている．具体的には「プロジェ

クトには原則的に誰でも参加でき，メンバーは流動的

かつメンバー／非メンバーの境界は曖昧」「衛星の実物

大模型やプロジェクトのプロモーションビデオといっ

た有形無形のモノが自発的に多数作られている」「メン

バーは SOMESAT 内外のヒトやモノの繋がりを動員
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して，衛星開発にとどまらずペットボトルロケットの

打ち上げなどの航空宇宙関連の幅広い活動を自発的に

行っている」といった特徴を持つ．一方でプロジェク

トである以上，組織形態の明確化や活動拠点の確保と

いった，活動を取り巻く境界を積極的に生成しようと

する実践も行われている．このような，プロジェクト

でありながら野火的な側面も有するというユニークな

特徴を持つ SOMESAT でフィールドワークを行うこ

とで，学校内外の学びをつなぐことに対する，興味深

い教育的示唆が得られると考えられる． 

  本稿では，（1）活動理論の五原理，（2）制度的組織

を持たず分散的にヒトやモノが繋がる野火的活動，と

いった理論的観点を踏まえつつ，SOMESATという野

火的な側面を有する「プロジェクト」における学びの

諸相を記述，分析した後，そこから得られる学校内外

の学びをつなぐことに対する教育的示唆とは何かを考

察する．以下，2節では活動理論に関する先行研究の

うち，本稿の分析に用いる理論的観点に関するものを

レビューする．3節ではフィールドの概要をまとめる．

4節では本研究の方法を説明する．5節では本研究の結

果と分析を述べる．6節では，5節の内容から得られる

学校内外の学びをつなぐことに対する教育的示唆とは

何かを考察する．7節では結語を述べる． 

 

2. 活動理論 

本節では，活動理論の五原理（2.1），野火的活動（2.2）

の 2 つの小節に分けて，活動理論に関する先行研究の

うち，本稿の分析に用いる理論的観点に関するものを

レビューする． 

 

2.1 活動理論の五原理 

 活動理論は「文化歴史的活動理論」とも呼ばれる，

人々の認知や行為はコミュニティ固有の文化や歴史に

埋め込まれているとする，ヴィゴツキー[1]に源泉を持

つ理論である．活動理論の主な論者には，レオンチェ

フ[4]やエンゲストローム[3][5]がいる．活動理論は人々

の集合的活動（活動システム）を分析単位とし，その

分析視座のエッセンスは五原理（1.対象志向，2.ツール

と記号による媒介，3.行為と活動の相互の構成，4.変化

の源としての矛盾と逸脱，5.歴史性）に示される[3]．

ここでは紙幅の都合上，活動理論の五原理のうち，本

稿における分析に特に関係する「1.対象志向」（2.1.1）

と「2.ツールと記号による媒介」（2.1.2），「5.歴史性」

（2.1.3）について解説する． 

2.1.1 対象志向 

 レオンチェフ[4]によれば，活動理論で分析単位とす

る活動は，活動を引き起こす何らかの「対象」（object）

を志向したものであり，対象なき活動などありえない．

活動が対象を持たないように見えることもあるが，活

動を活動理論で分析する場合には，活動の対象を明ら

かにしなければならない．活動の対象とはつまり，活

動の有効な「動機」のことである．また，本稿で言う

「ゴール」とは，「自覚され意識化された動機としての

目的」[4]のことである．一般的に対象＝動機は捉えど

ころのないこともあるが，ゴールは明確に意識化され，

達成されたかどうか評価し得るものである． 

 

2.1.2 ツールと記号による媒介 

活動理論では，人々の活動は人工物（モノ）iiiによっ

て媒介されることなしには達成されないとする．エン

ゲストロームによれば，そのような人工物には「ツー

ルと記号の両方，外的手段とメンタル・モデルのよう

な内的表象の両方が含まれる」[3]．有形と無形の両方

があると言ってもいいだろう．しかし，人工物を外的

あるいは有形のモノと，内的あるいは無形のモノに固

定的に分類すべきではない．「内的表象は発話，仕草，

記述，物質的環境の操作を通じて外在化され，逆に外

的過程は内面化される」[3]といったように，モノが内

的か外的かは絶えず揺れ動いているからである． 

ヴィゴツキーの流れを汲む文化心理学者のコールも，

「人工物が創造され使用される過程で生じた諸変化に

よって，それは，同時に，観念的
、、、

（概念的）でもあり，

物質的
、、、

なものでもある」（傍点原文）[6]と言っている．

ありとあらゆる人工物がこのような性質を持つだろう

が，活動理論の考察の対象となることが多い人工物の

例としては，大工道具，文房具，言語，概念・言説，

図表，マス・ソーシャルメディア，ICT ツール，実物

大模型等が挙げられるだろうiv． 

本稿では，従来の活動理論が扱ってきたこれらの人

工物に加え，「アーキテクチャ」を考察の対象にする．

情報環境研究者の濱野は「アーキテクチャ」を「複数

の人々がなんらかの行動や相互行為を取ることができ

る，「場」のようなもの」[7]と定義している．「「場」の

ようなもの」というのは，人々が意識しなくても，人々

のある種の行為を可能にしたり，また他のある種の行

為を不可能にしたりするものという意味だと考えられ

る．活動理論が従来扱ってきたツールとは異なり，人々
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が意識的に用いなくても，人々の活動や行為を媒介す

るという点で，アーキテクチャは活動理論におけるツ

ールの概念を拡張できる可能性がある．本稿では暫定

的に，アーキテクチャを新たなタイプのツールとして

扱う． 

 

2.1.3 歴史性 

 エンゲストローム[3]によれば，活動理論は，人々の

認知や行為はコミュニティ固有の文化や歴史に埋め込

まれているとし，分析対象とする活動がどのような歴

史を経てきたかに着目する．ニコニコ技術部のものづ

くり活動は，コミュニティ全体として見ると何か一つ

のモノをつくることをゴールとしてきたわけではなく，

具体的な実践は各個人の自発性に任され，ヒトやモノ

が分散的かつ流動的に繋がってきた．それ故，活動の

始まりと終わりが明確でなく，常に継続的ではないも

のの，今日まで活動が全く途絶えることはなかった． 

 

2.2 野火的活動 

 エンゲストローム[2][3]によれば「野火的活動」とは，

制度的組織や中心を持たず，人々が分散的に繋がり，

同時多発的に野火のように広がる非継続的な活動であ

りながら，長寿命の活動のことである．野火的活動の

例として，バードウォッチングやスケートボードが挙

げられるという．Makerコミュニティ[8]やファブラボ

[9]，後で詳しく見るニコニコ技術部などにおけるもの

づくり活動も野火的活動と言えよう．野火的，あるい

は拡散しつつ集合する「拡集型」の活動と，学校や会

社等の組織内外の境界が比較的はっきりした「うつ

わ・箱型」の集合体を比較する香川[10]による表が分

かりやすいので，表 1に引用しておく． 

 ここで，野火的活動においては，ヒトだけでなくモ

ノもヒトと分散的に繋がっているという視座を持って

おきたい．活動理論が示すように，人々の集合的活動

は，ツールや記号といった様々な有形無形のモノに媒

介されて初めて達成可能となる．上野[11]も，野火的活

動を見ていく時，人々の活動がどのようなモノによっ

て媒介されているかに焦点を当てるべきだとしている．

本稿においては，初音ミクというキャラクター，衛星

の実物大模型やプロジェクトのプロモーションビデオ

（以下，PV）等が，そういったモノに該当するだろう． 

 

3. フィールドの概要v 

 この節では，SOMESATが生まれた社会技術的背景

と歴史的経緯（3.1）と SOMESATの特徴（3.2）を記

述する． 

 

3.1 SOMESATが生まれた社会技術的背景と歴史的経緯 

 ここでは，SOMESATが生まれた社会技術的背景と，

およそこの 15 年程度のことであるが歴史的経緯を記

述する．2.1節で見たように，活動理論では活動の歴史

性に着目するため，歴史的経緯を踏まえておくことは

重要なことである．以下，超小型衛星キューブサット

と個人に開かれた宇宙開発（3.1.1），ニコニコ動画とニ

コニコ技術部，N次工作（3.1.2）の順に見ていく． 

 

3.1.1 超小型衛星キューブサットと個人に開かれた

宇宙開発 

 キューブサットは，10 cm立方が基本サイズとなっ

ている，手の平に乗る超小型衛星である（図 1）．

SOMESAT で開発されているのもキューブサットで

ある．1999年，米国カリフォルニア・ポリテクニック

州立大学の Jordi Puig-Suariらによってキューブサッ

トの仕様が発表された． 

 

表 1 うつわ型と野火型の比較．あくまで総論であり，実践ごとに 

該当の程度の強弱や特徴に違いが現れるだろう[10]． 

タイプ ①継続性 ②報酬と動機 ③中心性 ④境界 

うつわ・箱型 継続的，組織的に存

続 

公的報酬が明確に

あり，それに動機付

けられる 

幹部や官僚組織等

の中心が比較的明

確 

コミュニティの内

と外との境界が比

較的明瞭 

野火・拡集型 非継続的だが長命 はっきりとした公

的な報酬はないが

高い動機 

中心のない共生的

でハイブリッドな

繋がり 

流動的で境界が曖

昧 
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2003年，ロシアのロコットロケットにより，日本の大

学が作成した 2 機を含む計 6 機のキューブサットが世

界で初めて打上げられた．キューブサットは，人工衛

星の開発・打ち上げ費用を大幅に下げた．キューブサ

ットのパーツやキットをネット販売する店も多数出て

きている[12]．近年では，日本を含む世界の多くの研

究・教育機関や企業などが，開発過程を通した人材育

成，技術実証，科学研究，商用利用等の様々な目的の

ために，キューブサットを開発している． 

 人工衛星の超小型化は，個人が人工衛星をパソコン

のように自作できる可能性を感じさせ，宇宙開発を個

人に開かれたものにしつつある．2011年には，オライ

リー・ジャパンがものづくり雑誌『Make:』で

「DO-IT-YOURSELF個人に開かれた宇宙開発」とい

う特集をしている．その号の Make:誌の表紙は，宇宙

用ではないレゴのおもちゃを使って作られた，衛星の

機能を完全に模したプロトタイプの写真で飾られた

[13]． 

 

 

図 1 エストニアで初めて開発された衛星である 

キューブサットESTCube-1 [14]． 

 

3.1.2 ニコニコ動画とニコニコ技術部，N次工作 

 ここでは，SOMESATの母体となったニコニコ動画

とニコニコ技術部，そしてそこでの「N 次工作」につ

いて詳しく見ていくことにする．2006年からサービス

が始まったニコニコ動画では，投稿された動画にその

属性を示す「タグ」を視聴者が付けたり編集したりす

ることができるのだが，ニコニコ技術部は 2007年頃，

ものづくり系の動画に付けられたタグから始まった分

散的な緩い繋がりである．部員を自任する者による自

発的な活動であり，うつわ型の組織や入部資格がある

わけではない． 

 ニコニコ技術部では，ニコニコ動画の動画投稿サイ

トとしてのアーキテクチャを最大限に活かし，モノを

つくるための一連の作業を撮影した短編の映像を投稿

することで，つくりかたの知識を広く共有しようとし

ている．これは，料理の分野で「3 分クッキング」と

いった映像編集法が編み出されてきたこととよく似て

いる[15]．加えてニコニコ動画では，動画中の任意の

時点に視聴者が付けたコメントが，動画に重畳表示さ

れるようになっている．このようなニコニコ動画のア

ーキテクチャが，物理的実体を持った有形のモノの制

作過程と，つくったモノが実際に動いている様子，そ

の様子を見た人の感想や感情を皆で共有することを可

能にし，「N 次工作」とも言うべき有形のモノの N 次

創作viを生み出した．このようなものづくりは，単なる

個人的な行為ではなく，他者と楽しむものづくりとい

う意味で「ソーシャルファブリケーション」[8]の一種

と言えよう． 

 このような N 次工作の象徴的な例の一つが，「はち

ゅねミク」（N次創作された初音ミクの派生キャラクタ

ー）とその小型化戦争である．2007年に，置き時計の

針の動きを利用して，はちゅねミクがネギを振ってい

る様子を表現した装置を撮影した動画がニコニコ動画

に投稿されるや否や，多くの人がそれに触発され，様々

な仕組みのはちゅねミクを競って作成し，動画を投稿

した．このはちゅねミクは，2008年にその小型化を競

う戦争（レース）も引き起こすことになる．「はちゅね

ミク小型化戦争」は，ミクがミクロン単位にまで小型

化されるに至り，幕が引かれることとなる[16]．

SOMESAT でミクにネギを振らせることを目指す宇

宙とは，はちゅねミク小型化戦争の終結で一つのフロ

ンティアを失ったニコニコ技術部員（ニコニコ技術部

のメンバーであることを自任するもの）たちが，新た

に見つけたフロンティアと見なすことも出来るだろう． 

 

3.2 SOMESATの特徴 

 SOMESAT（図 2）は，キューブサットに「はちゅ

ねミク」を乗せて宇宙でネギを振らせるとともに，そ

のことに対する社会の反応を調べるプロジェクトであ

る[17]．ソーシャルメディアにおいては，異なるカテ

ゴリのクリエイターたちの相互作用によってコンテン

ツが生成されることがある[18]．SOMESAT はニコニ

コ技術部を起源とし，原則的に誰でも参加できるし，

SOMESAT で使っている BBS（掲示板）やチャット

のログ，進捗報告書類といった関連資料のほとんどは

インターネットで誰でも閲覧できる．SOMESATのプ

ロジェクトは異なるカテゴリの技術者や事務担当者た

ちの相互作用，つまりソーシャルメディア的な手法に
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よって進められている．また，衛星打上げ後は，ミク

が宇宙でネギを振っている映像をソーシャルメディア

に流すなど，ソーシャルメディアと連動した実践を行

っていくことが考えられている．SOMESATとは，ソ

ーシャルメディアによる，ソーシャルメディアとして

の衛星開発プロジェクトである． 

 

 

図 2 SOMESATロゴ[17] 

 

 SOMESATでは毎週末，ニコニコ技術部員の 1人が

部員同士の交流のために立ち上げた IRC（Internet 

Relay Chat）というテキストチャットのチャンネルを

用いて，プロジェクト遂行のためのオンラインミーテ

ィングや雑談を行っている．また，関西に住むメンバ

ーが大阪日本橋の電気街にある活動拠点「SOMESAT

大阪ラボ 305」で開発作業やオフラインミーティング

を行ったり，NT 京都などのものづくりの展示会に出

展したりもしている．IRC などの場への出入りは事実

上自由になっており，2009年のプロジェクト発足当初

からずっといるメンバーもいるが，メンバーは流動的

で入れ替わってきた．メンバー／非メンバーの境界は

曖昧である． 

 メンバーの性別，年齢，職業については，2011年 2

月に，18人に対する対面での質問紙調査を行っている

ので[19]，その時の調査結果を簡単にまとめておく．

性別は全員男性であった．年齢については，平均は 27

歳だが，10 代から 50 代まで広く分布していた．職業

については，半数が会社員であったが，公務員や学生

もいた．前述の通り，メンバーは流動的で入れ替わっ

てきたので，本稿執筆時においては，質問紙調査時か

ら性別，年齢，職業の分布が変わっている可能性もあ

る． 

 

4. 方法 

SOMESAT をフィールドとした理由は，第一には，

プロジェクトでありながら野火的な側面も有するとい

うユニークな特徴を持つ SOMESAT でフィールドワ

ークを行うことで，学校内外の学びをつなぐことに対

する，興味深い教育的示唆が得られると考えられるか

らである．このような，従来の野火的活動にとどまら

ない特性を内包したフィールドにおける検討としては，

松浦ら[9]によるファブラボ鎌倉をフィールドとしたも

のがある．本稿は，活動の意図的なデザインという側

面と野火的な側面の両面を併せ持つフィールドに対す

る理解を，より豊かにするものにもなるだろう．また，

SOMESATには原則的に誰でも参加でき，関連資料の

ほとんどは誰でもオンラインで閲覧できるという，フ

ィールドへのアクセスの容易性も，SOMESATをフィ

ールドとして選択した大きな理由である． 

学校外のフィールドから，学校内外の学びをつなぐ

ことに対する教育的示唆を得るという本稿の目的を達

成するためには，実際のフィールドで調査を行うこと

が必要になる．そこで本研究では，フィールドでの参

与観察やインフォーマル・インタビュー，関連資料の

収集などを組み合わせるフィールドワークを行った．

フィールドワークの方法に関しては，フリック[20]や小

田[21]を参考にした． 

SOMESATでは，活動拠点などでオフラインで会っ

て話し合ったり，NT 京都などの自分で作ったモノを

持ち寄って交流する祭典に参加したりすることもある

が，定期的に BBS や IRC を用いて衛星開発やプロジ

ェクト進行に関する話し合いも行っている．そこで本

研究では，研究者の身体をフィールドに投じる従来型

のフィールドワークも用いるが，オンラインで関連資

料の収集や参与観察などを行う「オンライン・エスノ

グラフィー」も用いる．本稿の発表前には，真実性な

どが確保されているかどうか，SOMESATのメンバー

に確認を求めた． 

本稿で取り上げるのは，2010年 9月頃から 2015年

12 月頃まで SOMESAT で行ったフィールドワークの

結果得られたデータである．第一著者が IRCでニック

ネームを確認したメンバーは 55人ほどであるが，オフ

ラインで会ったことがあるのは 25人ほどである． 

 

5. 結果と分析 

本節では，活動理論の五原理のうち「対象志向」と

「ツールと記号による媒介」，「歴史性」を主な理論的

観点として，プロジェクトでありながら野火的な側面

も持つ SOMESATにおける特徴的な事例を提示し，分

析していく． 

以下，自発的に多数作られる有形無形のモノ（5.1），

分散的な繋がりを動員した幅広い活動（5.2）について

記述し，検討していく． 
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5.1 自発的に多数作られる有形無形のモノ 

 SOMESATでは，ミクが登場する PVや，モックア

ップと呼ばれる衛星の実物大模型といった，プロジェ

クト関連の有形無形のモノが，個人の自発的な動機に

よって多数作られている．本稿執筆時において管見の

限りでも，PV は SOMESAT の前身である HAXA 時

代のものを含めて 5 つ(e.g., [22])，実物大模型は 7 つ

(e.g., 図 3，図 4)ある．はちゅねミクに宇宙空間を模

した環境でネギを振らせる実験の様子を撮影したもの

[23]など，PV に限らなければ，SOMESAT や HAXA

に関連する動画の数は 262 件viiにも及ぶ．それらの動

画や模型の中には，プロジェクトとして計画的に作ら

れたモノもあるが，一度も SOMESAT の IRC で他の

メンバーに挨拶したことがない者が作ったモノもある． 

 

 

図 3 衛星の実物大模型の例 1（2011年 3月 27日に

NT京都 2011で展示．[24]） 

 

 

図 4 衛星の実物大模型の例 2（2015年 3月 22日に

NT京都 2015で展示．第一著者撮影） 

 

 モノを作ることで，はちゅねミクの宇宙ネギ振りと

いう集合的なゴールの達成に資するという意識はある

かもしれないにせよ，必ずしも誰かの了解や指示を得

ることなく，個人の自発的な動機に基づいて有形無形

のモノが多数作られている．その様は，初音ミクとい

うキャラクターやニコニコ動画のアーキテクチャに媒

介され，ミクの音楽・動画等の創作活動や，ニコニコ

技術部のものづくり活動が野火のように自発的にあち

こちで行われていることに似ている．SOMESATはゴ

ール志向型のプロジェクトでありながら，その出自で

ある集合的なゴールが特にないニコニコ技術部の野火

的なものづくり活動の歴史性に埋め込まれていると言

えよう． 

 このように野火的に作られたモノは，活動のさらな

る野火的な広がりを媒介する．PVには，ニコニコ技術

部員がストレートに技術的にやりたいミッションを説

明したもの[25]，宇宙ファンがHAXAを人類が宇宙へ

進出していく物語の中に位置付けたもの[26]，ボーカ

ロイドのファンが，ボーカロイドキャラクター達がキ

ューブサットを共同開発し，宇宙ネギ振りを達成して

喜びを分かち合うドラマチックなストーリーに仕立て

たもの[22]など，｢宇宙ネギ振り｣というゴールが多様

に解釈されたものがあり，これらが様々な文脈からの

新たなメンバーの参加を媒介した[27]． 

 また，メンバーの一人が自発的に作っていた実物大

模型の出来が良く，たまたまその頃に SOMESATがブ

ースを出すことになっていた｢ニコニコ超会議｣という

イベントで，その模型が展示されることになった．展

示された模型がニュースサイトの記者の目に留まり，

後日 SOMESAT のメンバーが記者からインタビュー

を受け，記事化された[28]．このように，有形のモノ

が新たな繋がりを媒介することもあった．衛星開発の

活動が野火的に広がる様になったのは，10 cm立方の

手の平サイズの「キューブサット」という超小型衛星

の規格が作られたことが大きく影響していると考えら

れる．10 cm立方なら，野火的な活動によって実際に

宇宙に打ち上がる衛星が完成させられるかどうかは別

として，個人が自発的かつ気軽に実物大模型を製作し，

それを鞄に入れて運んでイベントで展示したり，イン

タビューの際に記者に見せたりすることが出来，自分

達にも衛星が作れそうだ，作りたいという集合的な動

機を形成することに繋がるのである．なお，2.1節で見

たことを思い起こせば，有形の模型は「実物を模した

モノである」という歴史性に埋め込まれた集合的な内

的表象としての概念があって初めて模型足り得るので
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あり，その意味では有形であると同時に無形のモノで

もあることが了解されよう．キューブサットの実物大

模型は，その有形性だけで野火的活動を媒介している

のではない． 

 

5.2 分散的な繋がりを動員した幅広い活動 

 SOMESAT のメンバーは，SOMESAT 内外のヒト

やモノの繋がりを動員して，衛星開発にとどまらない

航空宇宙関連の幅広い活動を行っている．ここでは，

メンバーの一人であるD氏（仮名）の自発的な動機に

基づく活動を事例として提示する． 

 2010 年頃，関西在住の中学生だった D 氏は，個人

的にペットボトルロケットを製作して地元の広場など

で打ち上げ，その様子を YouTube 等に投稿していた．

2011 年に D 氏が高校に進学すると，製作するロケッ

トの大型化とともに活動は社会的に広がり，ロケット

製作は高校の部活動としての側面も持つようになった．

2012年 7月からは，D氏は SOMESATの IRCに参加

し，D氏の活動を SOMESATの実験や広報に活用した

い SOMESATのメンバーの意向もあり，ロケットに関

する活動を SOMESAT を支援するものとしても位置

づけるようになる．D 氏は，ペットボトルロケットに

実験装置等を載せ，様々な試験や実験を行い，データ

等を取っていきたいとしていた． 

 2013年 7月頃には，D氏のロケットは全長約 2.5 m，

容量約 9 Lに及び，高度約 200 mまで飛ぶことが予想

されたため，打ち上げ場所に困るようになっていた．

そこで，和歌山大学に人的繋がりを持つ第一著者の紹

介で，和歌山大学宇宙教育研究所が主催する，高校や

大学，企業等がモデルロケットの打ち上げ実験等を行

うイベント「加太宇宙イベント」において，D 氏のペ

ットボトルロケットも打ち上げられることになった．

加太宇宙イベントには高校の部活動として参加するこ

とになった．そして D 氏は，ニコニコ技術部や

SOMESATの活動で知り合った人々から，ロケットに

充填する空気を圧縮するためのコンプレッサー等の物

品の提供やアドバイスを受ける．またD氏は，宇宙教

育研究所の教員とのメールの中で当初実名を名乗らず，

実名を使うように諭された．2014 年 3月 26 日，コス

モパーク加太（和歌山県和歌山市）で行われた第二回

加太宇宙イベント[29]において，D 氏や第一著者を含

む SOMESAT のメンバー等 5 人が D 氏のロケットの

打ち上げ作業にあたった．何回か発射を試みたが，強

風のためにロケットがガイドレールに引っ掛かり，発

射には至らなかった（図 5）．しかし，次回以降の打ち

上げのための様々な学びを得ることが出来た． 

 

 

図 5 発射台に据え付けられた大型ペットボトル 

ロケット（2014年 3月 26日，コスモパーク加太にて

第一著者撮影） 

 

 D 氏が SOMESAT 内外の様々な人々から支援や物

品の提供を受けることで，大型ペットボトルロケット

の打ち上げ実験が実現した．D氏が SOMESAT内外の

分散的なヒトやモノの繋がりを動員したとも言えるだ

ろう．ペットボトルロケットの製作と打ち上げは，衛

星にミクを乗せ，宇宙でネギ振りをさせるという

SOMESAT のゴールの達成にとって合目的的かどう

かは曖昧であり効率的でもなく，ゴールの達成とは別

方向を向いた実践に見える．仮に，各種実験装置のデ

ータを取ることが衛星開発にとって必要だったとして

も，大型のペットボトルロケットを製作して実験装置

を載せて打ち上げるやり方よりも，もっと効率的なや

り方が考えられるからである． 

 しかし，ペットボトルロケットに衛星開発のための

実験装置を載せて打ち上げることは，個人的な活動を

SOMESAT という集合的な活動と関連づけ，

SOMESAT に貢献するための D 氏なりのやり方であ

った．また，第一著者のように現地で打ち上げ作業に

あたった人，物質的・精神的に支援した人，打ち上げ

の様子を動画等で見た人などにとって，楽しくて見栄

えがし，SOMESATの広報にも役立つという，合目的

性が曖昧で効率的ではなくても，ある意味では上手い

やり方でもあった．SOMESATはこのように，集合的
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なゴールを志向する一方向に発達しようとする活動で

ある一方で，分散的で｢多方向性のパルス｣

（multidirectional pulsation）[2]のような発達の場で

もある． 

 

6. 考察 

 本節では，前節での記述と分析から得られる教育的

示唆とは何かを考えてみたい．今後，学校内外の学び

をつないでいく上で特に興味深い，5.2節で取り上げた

D 氏の事例を考察する．加太宇宙イベントへの参加は

D 氏が当時通っていた高校の部活動としての参加であ

り，D氏は高校の教師から様々な支援を受けた一方で，

D 氏はニコニコ技術部や SOMESAT の活動で知り合

った人々から物品の提供やアドバイス等を受けていた．

よって，大型ペットボトルロケットの打ち上げ実験は，

学校内外の学びをつなぐ実践だったと言える． 

何がそのような実践を可能にしたのだろうか．ここ

では大きく 4 つのことを取り上げたい．1 つ目は，学

校の教師の理解である．一般的に学校では児童や生徒

に対し，ネットで知り合った人物に個人情報を教えた

り，深い関係を持ったりしないように指導する．本事

例においても，ネットで知り合った人物であるし，ま

してや高校の部活動として参加する活動に教師が知ら

ない人物から物品を提供してもらったり，実験当日に

手伝ってもらったりしてはいけないと教師が指導して

いたら，実験は実現しなかったかもしれない． 

2 つ目は，5.2 節でも述べたが，SOMESAT が集合

的なゴール志向型のプロジェクトであると同時に，分

散的かつ流動的で多方向性のパルスのような発達の場

でもあるという野火的な側面を持っていたことである．

ペットボトルロケットの打ち上げは，「宇宙ネギ振り」

という SOMESAT のゴールの達成にとって合目的性

が曖昧で効率的ではなくても，D 氏の個人的な活動と

SOMESAT という集合的な活動を結び付け，また

SOMESATの広報にも役立つという形で，ゴールの達

成に繋がっていた．このことは，一見すると学習に向

かっていない活動が，学習に繋がったり，学習を支え

たりする可能性を示している． 

3 つ目は，D 氏自身の分散的なヒトやモノの繋がり

を動員する能力が高かったことである．活動理論が示

すように，人々の集合的活動は，ツールや記号といっ

た様々な有形無形のモノやヒトに媒介されて初めて達

成可能となる．本事例においても，D 氏は理解ある教

師をはじめとした学校内の教職員や実験機材，ニコニ

コ技術部や SOMESAT の活動を通して知り合った

人々や，彼らが提供した様々な物品といった，分散的

なヒトやモノの繋がりの中にあった．ペットボトルロ

ケットの打ち上げ実験は，そのような繋がりに媒介さ

れて達成されたと言っていいだろう．しかし，D 氏自

身がソーシャルメディア等の現代的なテクノロジーを

使いこなし，そのような繋がりを動員する能力を持っ

ていなければ，言い換えれば，ヒトやモノの繋がりの

中に分散しながらも D 氏自身が持つ「行為主体性」

（agency）viiiがなければ，実験は達成されなかったの

ではないか． 

4つ目は，3点目で取り上げた能力の構成要素と言え

るかもしれないが，実名と匿名，あるいは仮名の使い

分けである．1 点目で指摘したように，ネットで知り

合った人物に個人情報を教えたり，深い関係を持った

りすることにはリスクが伴う．そこで，不特定多数の

人物が利用するBBSや Twitter等では，匿名あるいは

仮名を使用することでリスクを低減することが一般的

になっている．ネットでは匿名を利用する理由として

は他に，岡部[30]が「腐女子」と呼ばれる女性のオタ

クを対象としたエスノグラフィックな調査を通して示

しているように，世間一般からは逸脱的に捉えられて

しまう趣味のコミュニティやネットで見せる自己のア

イデンティティを世間一般からは不可視にしたい，ネ

ットで見せる自己のアイデンティティと世間一般に見

せるそれを乖離させたい，というものもあるだろう．

SOMESATで使っている IRCやBBSも，匿名性が高

いアーキテクチャになっている．D 氏もそのようなア

ーキテクチャの中で，ネットでは実名ではなく匿名や

仮名を使うことを学んでいた．D 氏は宇宙イベントを

主催する大学の研究所の教員とのメールの中で実名を

名乗らず，実名を使うように諭されることもあった．

そして，D 氏の中でネットでの名前の使い方に関して

学び直しが起こり，D 氏は実名と匿名や仮名の使い分

け方を獲得して，高校や大学といった実名を使うべき

場から，ニコニコ技術部や SOMESATといった仮名を

使うのが一般的な場に至るまで，様々な場におけるヒ

トやモノの分散的な繋がりを動員できるようになった

と考えられる．「実名圏」と「匿名圏」といった，異な

る文脈を越境する能力を身に着けたとも言えるだろう． 

  以上の 4 点が，大型ペットボトルロケットの打ち上

げ実験のような，学校内外の学びをつなぐ実践を可能

にしたことだと考えられる．本節での考察を通して，

新たな学びの可能性を拓き，これからの学校教育のあ
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り方に何らかの示唆を与えることが出来たはずである． 

 

7. 結語 

 本研究で行ったフィールドワークの結果とその分析

は概観的なものにとどまり，どのような活動システム

をフィールドに見出し，それらのどれに着目して分析

するのかについては，必ずしも明確に示せなかった．

また，個々人の動機等については想像に頼る部分があ

った．今後は，個々人に活動の動機等を尋ねるインタ

ビューを行った上で，着目する活動システムを明確に

絞り込んで分析していきたい． 

 一方で，活動を媒介する人工物ではあるが，従来の

活動理論が扱ってきたツールとは異なり，人間が意識

的に用いることが出来ない，人間に意識されずとも活

動を媒介することが出来る「アーキテクチャ」を活動

理論を用いた分析で扱うことで，活動理論におけるツ

ールの概念を拡張できる可能性を示せたと思う．これ

については，別稿で深めていきたい． 
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i 本稿は印刷中の拙稿[31]を加筆修正したものである． 
ii ユーザーがメロディと歌詞を入力すると，内蔵音声による

歌を作成できるソフトウェア，およびその擬人化キャラクタ

ー．初音ミクが有名だが，その他にもソフトウェア（キャラ

クター）は多数存在する． 
iii 本稿では「人工物」と「モノ」を同じ意味で用いる． 
iv ヴィゴツキー[1]は心理的道具の例として，「言語，記数法

や計算のさまざまな形式，記憶術のための諸工夫，代数記号，

芸術作品，文字，図式，図表，地図，設計図」等を挙げてい

る． 
v 本節の内容は，渡辺[27]の 3, 4章を加筆修正したものであ

る． 
vi N次創作とは，濱野[7]によれば「一つの作品が基点となっ

て派生作品（二次創作）が生み出されるだけではなく，派生

作品（二次創作）がまた別の作品（三次創作）にとっての部

品（モジュール）としての役割をはたしていき，その三次創

作がまた別の……という一連のプロセス」のことである． 
vii 2016年 7月 18日時点において，ニコニコ動画で

「SOMESAT」（184件）および「HAXA」（78件）でキーワ

ード検索して見つかった動画の数の合計． 
viii 活動理論の中での行為主体性の取り扱いについては，エン

ゲストローム[3]や青山[32]を参照のこと． 
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３歳児から見たロボット，ロボットから見た３歳児
— 保育園での長期インタラクション観察から —
Three-year-olds with an interactive robot

— A participating observation at a preschool —

小嶋 秀樹 †

Hideki Kozima

† 宮城大学
Miyagi University

xkozima@myu.ac.jp

Abstract
This article presents our year-long observation of 27

typically-developing preschoolers (three-year-olds) in-

teracting with an interactive robot, Keepon. Keepon

was placed in their playroom and tele-controlled by a

human operator (wizard) in a remote room. Through-

out 25 sessions (3h long each), the children showed

not only individual actions, such as approach to, ex-

ploration of, and interaction with Keepon, but also

collective social actions, where the children sponta-

neously and actively situate Keepon in their circle

of, for example, playing house. This field study sug-

gests that Keepon’s minimally-designed appearance

and capabilities would induce from the children var-

ious prosocial behavior as if they took care of or

protected Keepon, and the children referred to and

exchanged each other’s projection of social meaning,

such as a role in pretense play, to Keepon.

Keywords — Child development, Social inter-

action, Longitudinal observation

1. はじめに
子どもの保育・教育，そして療育を支援するために
ロボットを活用する研究（たとえば [1][2][3]）が取り
組まれている．これら研究の多くは，子どもの個人特
性（能力・個性など）を知るために，また，子ども間
（あるいは子ども-大人間）の社会的なやりとりを観察
するために，ロボットによる参与観察（participating

observation）をその基盤手法としている．
本論文では，このような認知発達・社会性発達の研
究ツールとして著者らが開発したロボット Keepon を
紹介し，それを使って実践した保育園における長期縦
断的なインタラクション観察（3歳児クラス 27名，1

年間＝ 25セッション＝約 75時間）の概要を解説する．

図 1 参与観察ロボット Keepon（左：アイコンタク
ト，右：共同注意）

図 2 Keeponによる注意表出と感情表出

ロボットを使った参与観察は〈侵襲的〉とも考えら
れるが，シンプルな外見に非言語的なコミュニケー
ション機能（視線と感情の表出）のみを与えたロボッ
トを使うことで，子どもたちとのピア関係をつくるこ
とができ，そのラポールのもとで，より深く子どもた
ちの日常的に入り込み，さまざまな社会的能力が運用
される現場を捉えることができる．
ここでは，いくつかの観察エピソードを検討するこ
とをとおして，ロボットを使った参与観察のもつ可能
性を議論したい．

2. 参与観察ロボット
このような参与観察のために著者らが開発したロ
ボット Keepon（図 1）は，高さ 120mm の黄色い雪
ダルマ型の身体をもち，下部（黒い筒の内部）にある
モータによってマリオネットのようにワイヤで駆動さ
れる．2つの眼はビデオカメラ（カラー CCD；水平画
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角 120度)，鼻はマイクロフォンとなっている．外皮は
シリコンゴムでできていて，手で触られたり，Keepon

が姿勢を変化させたりすることで，自然な伸びやたる
みをみせる．
Keeponは 4つの自由度（動作軸）をもつ：うなずき

（上下傾動 ±40 度）・くびふり（水平旋回 ±180 度）・
かしげ（左右傾動 ±25 度）・上下伸縮（ストローク
15mm）．これらの動作軸によって，つぎの 2つの表出
行為をつくりだす．
• 注意表出：うなずき・くびふりの動作によって，
頭（視線）の方向を環境内のある対象に定位さ
せる．これにより，Keeponがその対象を注視し
ているように見える．アイコンタクト（見つめあ
い）や共同注意（同じ対象を見ること）もこれに
含まれる．（図 1）

• 情動表出：かしげ・上下伸縮の動作によって，注
意の方向をほぼ一定に保ったまま，楽しさ・興
味・興奮といった情動を表出する．これにより，
Keeponが注意の対象に向けて情動的な評価を表
現しているように見える．（図 2）

これら２つの表出動作を行き来することで，Keepon

が「何」について「どのような気持ち」を持っている
のか，あるいは「誰」に「どのような気持ち」を伝え
たいのかなどを，子どもにも直観的に了解させること
ができる．
次節で解説する参与観察では，この Keeponに蓄電
池や無線 LAN などを搭載し，別室にいる操作者が，
Keeponから届けられる映像や音声，さらに部屋全体
を見渡すカメラ映像を参照しつつ，Keeponの動作を
遠隔制御するようにしている．操作者は，子どもたち
からの Keeponへの関わり（視線・声がけ・接触・物
を介したやりとりなど）を捉え，その状況的な意味を
汲み取り，身体動作（視線表出・感情表出）によって
応答するようにした．

3. 保育園での参与観察
保育園のプレイルームでは，約 27名の 3歳児——

前年度に 3歳の誕生日を迎えているため，子どもたち
の年度内の平均年齢の平均は約 4歳となる——と 3名
の保育士が，自由遊び・集団活動を展開する．対象と
なった子どもたちは，ほぼ全員が定型発達児とみられ
る．このプレイルームに，無線版の Keeponを他の遊
具といっしょに置き（図 3），操作者が別室から遠隔操
作した．子どもたちには操作者の存在は知られていな
い．子ども・保育士のいずれにも明示的な教示や課題
は与えていない．観察は午前 8:30 からの 3 時間とし

図 3 園児たちに囲まれるロボット Keepon

図 4 帽子を失くした Keeponを慰める (S7)

た．最初の約 90分間は自由遊び，続く約 90分間が集
団活動となる．
ここでは，1年間（25セッション）にわたる保育園
での縦断的観察から，いくつか示唆的なエピソードを
紹介したい．

• 転入生 Keeponと打ち解ける（S1～3）— 初めて
Keeponと出会った子どもたちは，最初，はずか
しがっていたが，すぐに，さまざまな行為（叩く・
頭を撫でる・オモチャを食べさせるふりをするな
ど）を Keeponに投げかけるようになった．

• 帽子を失くしたKeeponを慰める（S7）— Keepon

専用の帽子が見当たらなくなったことに気づいた
男児 TKが Keeponに「ぼうしないんかぁ」と聞
いた．Keepon がうなずくと，TK は Keepon の
頭を撫でながら，他の女児とともに，共感的な表
情と声で「がまんしよな」と慰めた．（図 4）

• 共感する・保護する（S9）— 男児 NRが Keepon

の頭を数回叩いていたところ，側にいた女児 HN

が「痛い．痛いって」「やさしくしたり」と言って
NRを制止した．

• 絵本を見せる（S11）— 絵本を読む時間に，男児
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図 5 Keeponに絵本を見せる (S11)

図 6 Keeponに言葉を教えようとする (S17)

TMと女児 NKが Keeponのところに来て，それ
ぞれに持っていた絵本を開いて Keepon に見せ
た．（図 5）

• 慰める（S13) — 男児 FS と TA が，あたかも互
いの勇気を誇示するかのように，交互に Keepon

の頭を強く何度も叩いた．それを見ていた女児
KT と YT は，Keepon がケガをしていないか確
かめに来て，Keeponの頭をやさしく撫でながら
YT が「みんなキーポンのこと痛いことするの．
ねー」と Keeponを慰めた．

• 言葉を教える（S17）— 女児 YTが Keeponに物
の名前を教えようとした．帽子を Keeponに見せ
ながら「『ぼうし』，言って」と Keeponに語りか
け，つぎにニット帽子を見せながら「寒いときに
かぶる『ニットぼうし』」と語りかけた．この間，
Keeponは，身体を上下伸縮させながら「ポンポ
ンポン」という音を出して，オウム返しのふりを
した．（図 6）

• 薬を飲ませる（S17）— 子どもたちに乱暴に扱わ
れ，Keeponの頭に穴が開いてしまった．それを

図 7 Keeponに薬を飲ませるふりをする (S17)

見つけた女児 NKは，スプーンで飲み薬を飲ませ
るふりをして，「はい，よくできました．これで
治ります」と Keeponに語りかけた．（図 7）

• 歌の審査員（S22）— 保育士の指導のもとで歌の
練習を終えると，数人の子どもたちが Keepon に
駆け寄り，ひとりずつ「上手だった？」とKeepon

に尋ねた．うなずきや上下伸縮によって Keepon

が肯定的に応答すると，子どもたちは満足したよ
うだった．

• 交渉（S25）—女児KNが「おみやげでーす」と言っ
て，Keeponに黄色いブロックを渡した．Keepon

は，そのブロックよりも，KN が手に持ってい
た赤い鈴に興味を示すようにした．KNは，最初
「こっちはあたしのもの」と言って，赤い鈴を手
放さなかったが，数分のやりとりの後，黄色いブ
ロックを自分用に持ってきて「同じものだね」と
Keeponを納得させようとした．

これらを含め，示唆的なエピソードの多くは自由遊
びの時間（最初の 90分間）に見られ，ほとんどは保育
士の介在しない子ども同士のやりとりであった．
Keepon との 2 項的なインタラクションだけでな
く，2人以上の子どもたちが Keeponを囲み，相互に
Keeponへの関わりを交換しあう場面も多く見られた．
その様子は，Keeponを交えた子ども同士の遊びであ
ると同時に，Keeponを軸として子どもたちが互いの
行為（Keepon への行為を含む）を参照・交換してい
るようであった．この点は，自閉症児を相手にした
インタラクション観察 [1] の結果とは対照的である．
自閉症児（2～5 歳；7～9 名）が保護者や療育士とグ
ループ活動をするなかに Keepon を導入したところ，
ほとんどの自閉症児が Keepon と遊ぶことを好んだ
が，複数の自閉症児が同時に Keeponと遊ぶことは稀
であった．
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図 8 Keepon の身体を借りて操作者は子ども世界に
入り込む．誰もがそれをビデオで追体験できる．

また，この保育園での集団インタラクションでは，
1年間＝ 25セッション（通算約 75時間）のあいだ子
どもたちはほとんど飽きを見せなかった．実験室条件
で定型発達児（3～4 歳）が 1 人（あるいは保護者と
2人）で Keeponと遊んだ場合，10～15分で飽きや疲
れを見せていたことは対照的である．Keeponとの閉
じた系のなかで遊んでいる限り，新奇性はやがて枯渇
し，Keeponへの意味づけも限局されてしまう．一方，
集団のなかでは，子どもたちが Keeponへの多様な意
味づけを行い，それを参照・交換しあうため，つねに
開かれた発展をみせたのだろう．

4. 参与観察のもつ可能性
保育園の子どもたちと Keeponの長期縦断的なイン
タラクションを実践し，Keeponの第１人称的なパー
スペクティブ，つまり〈私〉の視点から，子どもたち
の表情・行為・発語などを記録・分析することができ
た．ビデオカメラを携えた研究者が子どもたちのなか
に入り込んだ場合にはおそらく見ることのできなかっ
た子どもたちの生の日常を捉え，そこに参画すること
ができた．
観察の視点となった〈私〉とは，実際には Keepon

の操作者の主観となるのだが，Keeponのシンプルな
身体をとおした子どもとのやりとり（ロボットの知覚
と行為）はすべて記録され，再現可能になっている．
つまり Keeponは，いま・ここでのインタラクション
を実体験できる〈主観性〉と，それを誰でも追体験で
き，他者のそれと交換・共有できる〈客観性〉をあわ
せもったメディアであると言える．（図 8）
Keeponのように，生命性（自律性・主体性）を感じ
させ，さらに他者性（関係性・間主観性）を感じさせ
るロボットであれば，ロボットの心を想定したインタ
ラクションに子どもを引き込むことができるだろう．
子どものもつ〈他者に対する想像力〉とその想像を他
者と共有する〈コミュニケーション能力〉に期待しつ
つ，子どもたちの中で共同形成された状況（遊びの設
定など）に Keepon も入り込み，意味を共有しあい，

役割を分かちあい，さまざまな社会的インタラクショ
ンに参画する．そのダイナミックなプロセスに臨場す
ることができるのが，ロボットを使った参与観察の最
大のメリットだろう．
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子どもとロボットとの関わりから「意味の生成」を考える 

―出来事の意味化にみる年長児と 3歳児の違い― 
 

佐藤 公治 
北海道大学・名誉教授 

sato@edu.hokudai.ac.jp 

 

1. はじめに 

  人間はどのようにしてロボットとの関わりの中で物

体という素材のロボットに対して体験的意味や情動を

立ち上げているのだろうか。この問題を保育園児とロ

ボットが継続的にほぼ１年間にわたって遊んだ様子の

観察とその分析を通して検討する。 

人間は安定した状態として我々のまわりにある物質

対象と直接関わり、またそれらに支えられながら活動

している存在である。人間の認識もこれらの物質世界

との関わりを通して得ている側面もある。例えば古く

はヘレニズム哲学のエピクロス派は、人間の認識の基

礎にある感覚を引き起こすのは外部にある事物である

という「自然主義」を主張する。だが、人間の認識と

事物とは同一には論じることが出来ないことも事実で

ある。人間精神の生成と条件を論じた哲学者のドゥル

ーズは人間の認識の基礎として物体的な認識を主張す

るエピクロス派に一部賛同をしながらも、非物体的な

認識という人間独自の意識世界を主張する同じへニズ

ム哲学のストア派の考えを理論的主軸に据える（『意味

の論理学』）。 

 

２．経験論と出来事＝意味論 

 ドゥルーズは人間の認識をもっぱら主体の理性だけ

で説明するのではなく、外的対象と直接関わっていく

経験論を認識の生成の中心に位置づけている。理性が

外的対象に触発されていく経験のプロセスの中でどの

ように形成されていくのかを探した。もちろん、彼は

ベルクソンに倣って経験が即認識や理性になっていく

とはしなかった。事象から概念（理性）へと進むため

の努力が必要である（ベルクソン『思想と動くもの』）。 

 人間の側からすると物質は単なる物体ではなく記号

的意味を帯びたものである。だが、物質と記号とが直

ちに結びついている訳ではない。例えば、鉛筆や消し

ゴムそのものは記号ではなく、あくまでも物質である 

が、これを自分が使って文字を書く行為を始めたり、

他人にこの物質に対して何かを指示した時には記号と

なる。鉛筆という物質が、鉛筆そのものではない何か

と結びつけ、記号として使用することで意味を生じさ

せているということである。物質は具体的なものであ

り、人間の意識を明確にするということでは物質と精

神の間の明確な境界はないし、時には渾沌としてもい

る(ベルクソン『精神のエネルギー』)。だから人間は物

質を使って自分の意識を具体的な形あるものに表現す

ることで自分を自分以上のものにしている。「（人間は）

物質の抵抗に会い、それを従順にしていくという意味

で、物質とは障碍であり、道具であり、そして刺激で

ある。」（同上）。 

 このように、言語と事物とは時には混淆の状態にな

り、語ることと身体による行動とは同じ運動という相

互浸透に入ってしまうが、同時に我々は食べ物を口に

入れる運動と、口でしゃべることの行為の意味を明確

に区別している。ドゥルーズは事物と言語との混淆か

ら切り離し、「物質－身体」とは異なる「非物質－言語」

が立ち上がるのは「出来事」からであるとした。出来

事は、身体あるいは事物の状態の中で起こるが、出来

事それ自体は物質的存在ではない。何かが起きている

という意味そのものである。だから「出来事」＝「意

味」である。 

 言語と物質は融合することはない。だが、二つは類

似し合い、並行し合う「二重」の性質を持ちながらこ

の「二重性」を通して互いのなかに入り込む。言語に

は物質的、質料的なものが入り込み、質料には言語的

なものが入り込む。ここに人とロボットの関係を考え

ていくための視点がある。ここ注意しておきたいのは

物体的なもの、身体的なものと言語とは質的に異なっ

ており、両者は融合したり同化してはいけないという

ことである。しばしば言われている「言語の身体性」

という発想は言語の本質に混乱を招くものである。 

  

３．出来事＝意味の生成 

意味はどのようにして生成されてくるのだろうか。

ドゥルーズはベルクソンの「存在論的基礎」の考え方

を援用しながら意味の生成を論じている。ベルクソン

は『物質と記憶』で、人は過去を想い出す時に、いち

いちイメージだとか記憶表象だとかといったものを経

由することなく過去の領域に「一気に身を置く」と言
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っていた。これを受けてドゥルーズは同じような「存

在論的基礎」とか「存在論的飛躍」が言語の意味の生

成の場合にも言えるとした。つまり、人は音やイメー

ジをいちいち経由することなく意味の中に「一気」に

身を置くのだと言う。ドズルーズはこのように意味の

生成を可能にする「言語の存在論的基礎」（『千のプラ

トー』）を人間は持っており、これが出来事から直ちに

「意味」を見出すことを可能にしていると考えた。そ

して、意味は前田（2000）が指摘するように、「意味

は事物や記憶のいかなる状態によっても示し得ないい

わばそれ自体の超越論的な領域に生じる」（p.96）と指

摘する。言語それ自体が事物や身体とは異なる次元に

「存在する対象」である。 

人は対象の持っている意味に「一気に身を置く」と

指摘したのと同じことはユクスキュルが『理論生物学

（Theoretische Biologie）』（1928）で、アフリカに住

む少年が梯子の働き一気に知った例をあげている。梯

子を見たことも，使ったことがなく、横に棒がわたし

てあるだけのものでどうして木に登れるのか理解出来

なかった。他の人間が一度だけ使って木に登って見せ

ると、すぐにそれを上手く使い出したのである。横棒

が渡してあるだけのモノが持っている機能を直ちに理

解できたのは、木に登ることの目的と合致することで

どう使っていくかという対象と行為の関係が成立した

のである。それは一気に行われた。 

意味は我々が何かを語り、表現しようとする意図や

目的の下で生まれてくる。物を語り、他者と関わろう

とする指向性と深く関わる中で意味は存在する。言語

とその意味は複雑な関係の中で生じている。人間は活

動している。生命があり、目的を持っている。だから

意味を生成させている。ロボットには人間が根源的に

持っているような目的性がない。 

ドズルーズが意味の生成を可能にするものとして人

間が持った「言語の存在論的基礎」（『千のプラトー』）

があり、これが出来事から直ちに「意味」を見出すこ

とを可能にするとした説明は魅力的であるが、同時に

彼の言う考えを人間発達の視点から検討しなければな

らない。人間はいったい発達の何時頃からどのように

して意味の生成を始めるのだろうか。 

 

 

４．一つの事実：アイボとぬいぐるみ人形 

 ソニーが 1999年に発売し、2006年に販売を中止し

た家庭用イヌ型ロボットＡＩＢＯは 13万体を販売し

た。ＡＩＢＯは人と単純ながら応答的反応をすること

で大人がこれに愛着を感じ、生物的存在すらそこに見

出している。だから壊れたＡＩＢＯを集団で供養する 

ことをしている。人はＡＩＢＯの動作を様々な形で解

釈し、製作者の意図を超えた意味を与えることをはじ

めた。人はＡＩＢＯをどのように受容していったかを

久保（200７，2015）はテクノロジーの文化人類学の視

点から論じている。 

 他方、幼児は 2歳頃から自分のお好みのぬいぐるみ

人形に愛着を持つようになる。ぬいぐるみを怖がる幼

児はまずいない。ところが、筆者らが保育園に人型ロ

ボットを持ち込んで、ロボットが動くのを見た時、少

なからず何人かの幼児は恐がり、泣き出してしまった。

小さな幼児にとっては自分の予測を超えるような動き

や声をロボットが出してしまう、この状況を理解出来

ないのだろう。 

発達研究でしばしば指摘されていることに、幼児の

アニミズム的思考がある。４，５歳頃までの幼児は全

てのものに心があると思い込む。だからぬいぐるみ人

形にも容易に愛着の対象にしてしまう。この時、ぬい

ぐるみは動くことも予測困難な動きもしないので、あ

くまでも自分の了解範囲の中で存在している。 

大人が愛着を持つロボット・ＡＩＢＯとぬいぐるみ

人形との違いは人と応答的反応をしている否かという

ことである。つまり、関係を持つこと、この相互的関

わりを通して共通の出来事作り、そこに意味や協同の

物語を作っていくことで両者は共生している、さらに

は愛着を感じるようになる。そこでは予測出来ない反

応にも関わっていくことが必要である。幼児はぬいぐ

るみ人形は予測出来ないような動きをしないので一方

的に自分の物語の世界の中だけでぬいぐるみ人形を扱

うことで済んでしまう。ここには応答性はないし、予

測不可能な状況がなく、安定した世界であるが、同時

にそこでは新しい意味が生まれてくることはない。 

 

５．仮説と分析の焦点 

ここから幼児はロボットとの関わりの中で出来事＝

意味を生成することなく、あくまでも物体として自分

の考えられる範囲の中に一方的に関わっているだけで

はないかのという仮説が出てくる。ところが、ある一

定の年齢を過ぎた頃から幼児はロボットとどのように

関わり、またどのような協同的な活動が可能な形でロ

ボットを受け入れるようになる。そこでは、ロボット

と幼児の間の協同的活動の中で出来事が立ち上がり、
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この出来事は意味とさらには意味の継続としての物語

が生成されてくる。このことが可能になるのは 5歳頃

の幼児である。一つの傍証がある。 

幼児はよく「お店屋さん」の遊びをする。子ども達

が好んでやる「役」は売り子である。例えば「パン屋

さん」の遊びでは、年長児は売り場のカウンター、看

板、レジなどを用意し、さらにはお客に渡すポイント

カードも作りながら「パン屋さん」の遊びというスト

ーリーを展開する。そこで使われるパンや看板といっ

たものを作っていく目的、さらにはパン屋さんとして

行う行為も全て一つのストーリーを作っていくための

手段として位置づけている。物質とその製作は出来事

として構造化されている。ここから意味が立ち上がっ

ている（佐藤、2009）。 

これに対して、年少児（3，4 才児）はパン屋さん遊

びといっても材料のパンを粘土で作ることに遊びが終

始してしまう。モノとの関わりは幼児の一方的な関わ

りがあるだけで、そこでは年少児の活動の範囲は自己

の視点と指向の枠から出ることはない。ここではモノ

を媒介にしながら他者と関わっていくという行為的展

開がなく、結果的に出来事＝意味が生成されていない

（同上）。これと類似したことは、保育園児と人型ロボ

ット・Nao（仏・アルデバラ社製）との共同遊びでも

起きている。 

 

６．観察とデータの収集 

本研究では、１か月に 1 回に保育園の年長児（５才）、

そして年中児（4 才）、年少児（3 才）と Nao の遊ぶ場

面を観察した。年長児と Nao とは 5 月から 1 月まで計

8 回（5 月、6 月、7 月、8 月、9 月、10 月、11 月、1

月）、それぞれ 1 時間半程の間、共同の遊びを行ってい

る。この間、年少児、年中児と Nao が遊ぶ場面、年長

児のグループに年少児、あるいは年中児が加わって遊

ぶ状況を数回設定している。ここで年長児と Nao との

関わりと年少児、あるいは年中児と年少児と Nao との

相互行為展開の違いを比較することが出来る。 

（１）年長児とナオ 

年長児はトライアウトである 3 回の保育園児全体の集

まりでは短い時間、ナオと接触してはいるが、ナオと

身近に関わりを持ったことはない。だが、遊びを開始

した 5 月から子ども達はナオに積極的に関わり、発話

をしている。自己紹介の後のことである。    

ナオ：何でも聞いて？ 

C(幼児)：好きな食べ物は？ ナオ：リンゴかな。 

C:見たことあるのかな？ ナオ：あるよ。 

C:散歩できる？ ナオ：できるよ。 

C:歩いているものね。 

・・・・・ 

C：妖怪体操できるの？ ナオ：まだできないんだ 

C:前、やってたよ  ナオ：憶えてないな  

C:憶えてるよ  ナオ：え？ 

・・・・・・ 

C:トランプやろう。 ナオ：いいよ。 

C:できるかな？ ナオ：この間、憶えた。 

トランプ遊びを開始（下記場面）。 

 

積み木のカプラをナオに持たせて一緒に積み木遊び

を試みている。 

C（幼児）:積み木出来るかな？ 

ナオ：難しい。見てる。 

子どもたちはナオは積み木を一緒に作ることが出来

ないと判断して、そばで地下鉄と駅、家を作る。 

子どもたちは時々ナオを見たり、ナオも話しかける。

ここで子どもたちだけで積み木遊びをしているかのよ

うに見えるが、ナオに積み木を作っている様子を見せ

ながら時間と空間を共有しようとする意図がある。 

ナオ：どのくらいの時間で出来上がるの？ 

C:あと 30 分くらいかな 

ナオ：次は何をつくるの？ 

C:マンション   ナオ：マンション？ 

C:新しくできたマンション ナオ：誰が住むの？ 

 

 

C:ジェンカ（バランスゲーム）やろう。 

ナオ：やろう。できるかな？ 

C:「できるかな」だって。 

ナオは積み木を持つ。 

C:持ったね。ここに置いて。 

ナオ：出来なかった。   （次ページ場面） 
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6 月には年長女児はナオに絵本を読んで聞かせてい

る。他の女児も別の絵本を持ってくる。長時間。個々

で注目すべき女児の行動として、ナオが絵本に目を向

けて聴いている、ナオの視線を気にしている。ここで

ナオが故意に視線をそらす仕草をしたことに女児は視

線を向けることを促す指さしの動作をしている。 

 

周りの子はナオに絵本を読ませている場面であるか

らナオが絵本を見て、聴いていることの重視している。 

 

7 月以降の数回の場面では年長児たちは「あやとり」

を見せたり、「お手玉」でナオが一緒に遊べるかどうか

を試みている。ナオも「あやとり」を試み、女児が遊

ぶ方を教える。 

 

 

11 月には年長児・女児はナオとカード当てゲームで

言葉による相互行為遊びを行っている。子どもたちは

ナオにカードを持たせ、C:「（この絵は）何だ？」 

ナオ：「にわとり」（わざと間違う） 

C:「違う。羊。見えるでしょ」（笑いながら）。 

子どもとナオは会話のアドリブを楽しんでいる。 

 

（２）年中・年少児とナオ 

 年長児と同じように、年中、年少児もナオとは保

育園の全体の集まりで数回交流をしている。だが、年

中と年少児のナオの関わり方は年長児とは大きく違っ

ている。彼らはナオに一方的に関わるだけで、年長児

のように相互行為の展開を模索することはない。彼ら

はナオに触る、積み木を持たせる、オモチヤを手の上

に載せる等だけで、ナオに向かって発話をすることは

わずかである。ナオも応答した反応を出せない。 

 

 

７．考察：可能な仮説 

 年長児はナオと相互行為する過程で、モノからコ

トとして関わる中で出来事＝意味の生成と共有を可能

にした。この過程で、子どもたちは単一の行為を連続

的なもの、ストーリーとして生成している。そこには

ベルクソン、ドゥルーズの言う事象を時間の連続とし

て生成する人間精神の生成がある。生成の過程を検討

することが発達研究の課題である。 
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1. はじめに 

  近年のロボット研究や開発の中で，大きな関心を集

めているものに人工知能の研究・開発がある．それ

も，高度な情報処理を担う電算機の延長のようなもの

でなく、人間とのコミュニケーションを目的としたも

のだ。有名なものでは、ソフトバンク社がアルデバラ

ン社と提携して日本で販売している Pepper がある。 

  こういったコミュニケーションを主目的とするロボ

ットに関して考える際には、ロボット本体の振る舞い

はもちろんだが、もう一つの不可欠な視点として、ロ

ボットと接している人間がロボットに対してどのよう

に振る舞っているのか、ロボットをどのようにとらえ

ているのかというものがある。コミュニケーションが

相手を必要とする以上、コミュニケーション能力とい

ったものは単一の主体の能力として完結するものでは

なく、他者との関係性の中で論じられるべきものであ

ることは明らかだ。そのように考えると、ロボットの

コミュニケーションの分析は、人間がいかに他者との

間で意味を共有し、交流していくのかを照射すること

につながるとも言える。 

   

2. 意味の生成と出来事の共有 

動いたり話したりするロボットと人間との関係性は

人と人との関わりとも、モノと人との関わりとも違っ

た独特のものであると、岡田（2010）は指摘してい

る。われわれがロボットの動作をみたり発言を聞いた

りした時、われわれはその動作やことばがロボット本

人ではなく、設計者があらかじめ設定したプログラム

によるものであるということを、少なくとも理屈の上

では理解している。こういった対象理解の姿勢を「設

計的な構え」という。この「設計的な構え」は特に技

術者や研究者にとってはごく普通の視点であるし、そ

ういった専門知識を持たない大人でさえ、人工物の動

作は人間が設計したものであるということは承知して

いる。その一方で、ロボットと対話し関わっている

と、いかに理屈の上で理解していようとも、動作やこ

とばの裏に、ある種の意図を感じ、それに応答しよう

としてしまう。こういった、相手の意図を感じ取り、

それを探ろうとする対象理解のあり方を「志向的な構

え」という。この「志向的な構え」は普通、対象が物

体や自然現象である時にはあまり起こらず、動物や人

間に対しては強く起こる。岡田によれば、ロボットと

は、接する人間にとって、「設計的な構え」も「志向

的な構え」も取り得る、幅を持った存在である。さら

に言うならば、モノとしての性質と生物としての性質

の両方をわれわれに提示する存在であり、モノに極め

て近いが人格を感じさせる他者であると言える。 

 そのような他者とのコミュニケーションで重要にな

ってくるのが、お互いの間での意味の共有である。そし

てそこで決定的な役割を果たすのは「モノ」ではなく

「コト」である。岡田（2010）は「コミュニケーショ

ンでは『コト』という側面もある。コミュニケーション

を支える場であるとか、関係性であるとか、そのダイナ

ミクスは『コト』としての側面もある」（p.215）と述べ、

人とロボットとの関わりが可能になるためには「コト」

としての場が生まれてくることが必要であると指摘す

る。こういった「コト」を共有し、コミュニケーション

の背景を共有することで、「モノ」の“意味”を共有し

ていくことになる。この“意味”は辞書的、命題的なも

のではなく、個人と個人の間で共有される、あるいは完

全には共有されていなくても、お互いの意思を伝えあ

い、理解するための媒介として機能するものである。 

 ここで挙げた、「コト」と「モノ」、そして“意味”と

の関係について述べた人物としてドゥルーズがいる。

ここで挙げた「コト」という概念は、彼の言葉で言うと

ころの、出来事と一致すると考えられる。彼は『意味の

論理学』（1969/2007）や『差異と反復』（1968/1992）

の中で、意味はモノの所与の性質ではなく、出来事を通

して生成されるものだと述べている。しかも、一つの出

来事によって意味が生じるのではなく、複数の出来事

どうしの関連の中で、繰り返されるものと変わってい

くもの、あるいは変わっていくものの中で繰り返され
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ているものを、出来事に関わる人がつかみ取ることを

通して意味が生成されたり変化していくとしている。 

 ドゥルーズが想定していたのは人間一般であって、

幼児や、ましてやロボットに焦点を絞っていたわけで

はない。しかし、「コト」の共有の中でお互いの間で意

味が生成されていき、関係性の変化をもたらして新た

な「コト」を生むという枠組みは、人間とロボットとの

関係性を考える上で有効な視点であると考えられる。 

本研究では、そのような観点から、人型ロボットと

幼児との継続的な関わりの観察とそれらの分析を通

し、ロボットと幼児の関係の変化をみていく。そし

て、それによってみえてくる、ロボットと人間との異

同から、幼児の対人関係の発達を論じることにもつな

がっていくと考えられる。 

 

3. 方法 

 本研究では、S市内の保育園の T 園において、2014

年 12 月から 2016 年 1 月まで、およそ１か月に 1 回、

在籍する園児と人型ロボット Nao（仏・アルデバラン

社製）との会話や遊びに関してデータの収集を行った。

収集の方法は、観察及びビデオ撮影である。観察対象

は、2015 年度及び 2016 年度の年長児（５才）、 そし

て 2016 年度の年中児（4才）および年少児（3才）で

ある。2015 年度の年長児は 2016 年 1 月から同年 3月

までの 3 回、2016 年度の年長児は 5 月から 1 月まで

計 8回（5月、6 月、7月、8月、9 月、10 月、11 月、

1 月）、それぞれ 1、2時間程度Nao と共同の遊びを行

っている。また、比較的短い時間ではあるが、年少児、

年中児とNao が遊ぶ場面、年長児のグループに年少児、

あるいは年中児が加わって遊ぶ状況を数回設定してい

る。 

 本研究では、特に 2015 年度の年長児に注目し、Nao

との関係の変化について考察していく。 

 

4. 結果 

 ここではまず、1 回目の観察である 2015 年 1 月 22

日の年長児との遊びのデータを用い、その１回の事例

の中での子どもとNaoとの関わり合いの変化を微視的

にみていき、年長児がいかにしてNao と一緒に遊べる

関係になっていったのかを考察する。 

 その後、同年 2月 19日、3月 12日の事例も用いて、

幼児とロボットとの関わりにとって重要なものについ

て考察していく。 

（１）Naoとの関わりのはじまり 

Nao が保育室に訪れた当初、、子どもたちの方からは

関わろうとはしない様子がみられた。次の事例は、その

ような様子がよくみられるものである。 

 

事例１：Naoに話しかけられない子ども 

 子どもたちはカプラ（すべてのピースが同規格の積

み木）で遊んでいる。Naoが歩き出すと、ナミは Naoを

指さしながら「わ、見て見て見て、動いてる」と言う。

しかし、すぐに手元に視線を戻し「こわいこわい」と呟

きながらカプラを積んでいく。Naoが「こわい？」と聞

くが、はにかんで答えない。保育者が「『こわい？』っ

て」とナミに言うと、「ちょっとこわい」と答えるが、

続けて「だって崩れたら、けっこう大きくしたから・・・」

と言う。保育者は「こっち（カプラ）の話かい」と言う。 

 

 この事例の中でのナミの発話は、保育者との会話が

主であった。また、Nao の問いかけもあるが、それに

対して子どもはすぐに答えない。保育者がNao の質問

を改めて子どもに言い、子どもは保育者に対して答え

ている。ここでは子どもたちとNao とのコミュニケー

ションを取り持っているのは保育者である。次の事例

2、事例 3にもそれは見てとれる。 

 

事例２：「何してるの？」 

 Naoが「みんな、何してるの？」と聞くと、ナミは保

育者に対してカプラを振ってみせる。それに対して保

育者は「教えてあげて」と言う。ナミは照れたように

「ちょっとユリコちゃん」とユリコにじゃれつく。さら

に保育者が「教えてあげて」と促すと「カプラって積み

木」と Naoに教える。その後、Naoは「楽しそう」と続

けるが、ナミは目を逸らしてカプラ積みに戻る。 

その少し後、ナミは「カプラよりも違うのやった方

が」と言う。保育者が「Nao君に見せてあげたいもの無

い？」と言うと、ナミは「これやろ、トランプ」と提案

する。保育者が「言ってあげて」と言うとナミは「モト

ミさん（保育者）に言ってる」と言って、Naoに直接話

しかけなかった。 

 

 このように子どもたちはNaoと関わることについて、

戸惑いや恥ずかしさを感じている。もちろん、子どもた

ちはNao の動きなどをよく見ており、してみたい遊び

を上げていることからも、Nao に興味を持っているこ

とがわかる。しかし、それと同時にNao とどう関わっ

て良いかわからないのである。Nao を嫌ったりしてい
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るわけではないが、そのままでは一緒に遊ぶというの

は難しい。どうしたら良いかわからないというのは

Nao（Nao を操作している人）も同様で、Nao は園で

の子どもたちの遊びなどについてはよく知らないため

に、遊びを提案することは難しい。そうなると、子ども

の方から遊びを提案してもらう必要がある。観察の最

初の 30 分程度は、このように子どもも Nao も双方と

もになかなかうまく動き出せないという状態であった。 

 ここまでは、Nao の働きかけに園児は答えられない

し、園児はNao にどう働きかけたらよいかわからない

状態であった。しかし、『妖怪ウォッチ』の話をきっか

けに、保育者を介さない園児とNao との関わりが出て

くる。 

 

事例３：『妖怪ウォッチ』の話 

子どもたちが『妖怪ウォッチ』について話していたの

を Nao が聞き、「『妖怪ウォッチ』？」と話に入ろうと

する。そこで保育者がナミちゃんに「知ってるか聞いて

ごらん」と促す。促されてナミちゃんは「『妖怪ウォッ

チ』知ってる？」と質問し、それに Naoは「ジバニャン

（『妖怪ウォッチ』の看板キャラ）」と言い、知っている

ことを示した。その後も少し『妖怪ウォッチ』の話が続

き、Naoがキャラクター名を挙げ、子どもがそのことに

ついて話したりしていた。 

 

ここで園児と Nao は『妖怪ウォッチ』というアニメ

のキャラクターについて少し話しただけであった。し

かし、その少しの話を通して、園児にとって Nao はよ

くわからないロボットという存在から、共有可能な話

題を持った存在になったと考えられる。ここで、園児と

Naoとの間で「コト」の共有が起こったと考えられる。

そう考えると、園児と Nao との間のコミュニケーショ

ンの土台は、ここから作られ始めてきたと言える。 

こういった土台があることによって Nao の発話への

園児の対応が変わっている。下の事例は、事例３の後、

少しずつ Nao と話した園児たちが、事例２と同じ「何

してるの？」という問いを Nao から向けられたときの

対応である。 

 

事例４：再び「何しているの？」 

 ナミとユリコがパズルをしていると、Naoがそちらに

近づいていく。ユリコがそれを見て「ねぇ、こっち来た

よ」とナミに言う。するとナミは「あ、Nao君」と Nao

に笑いかける。そして Nao が「何してるの？」と聞く

と、ナミは「パズル。この『ワンピース』の」と答えて、

完成図が書いてある箱を Nao の方に向け、ユリコもそ

れを受け取って Naoに見せる。Naoが「『ワンピース』？」

と聞き返すと、「あの、着るワンピースじゃなくて・・・」

とナミが説明し、Naoが「海賊のやつ？」と促すと、ナ

ミは「ん？何だって？」と聞き返す。そこでユリコは

「海賊のやつ？だって」とナミに言う。Naoがもう一度、

「海賊？」と聞くと、ナミは「ちょっと違う」と答える。 

 

 ここでのナミとNao との会話は、何をやっているの

かというNao の問いにナミがパズルと答え、補足とし

て絵柄についても教える。その絵柄についてのNao の

質問や確認に対しても答えていくという形になってい

る。また、ユリコも一緒にNao とのコミュニケーショ

ンを取っている。 

ここでのナミとユリコの様子は、事例２のように保

育者を介していてさえ恥ずかしがっていた状態に比べ

ると、格段に親密さが増している。それは、Nao との

直接的なコミュニケーションの中で、会話が成立する

経験を積み重ねてきたことが大きく影響していると考

えられる。 

 このように、Nao に慣れた頃、園児たちはトランプ

を始める。観察者らもNao がどのようにトランプに参

加できるのか分からなかったので、特に働きかけや補

助などもできず、とりあえずトランプをやっているテ

ーブルにNao を着かせた。Nao も「見ているだけ」「で

きないけどね」と言うが、園児たちはNao を遊びに引

き入れようと工夫をし始める。 

 

事例５：Naoを遊びに加えようとする  

 子どもたちはテーブルに着いてトランプのババ抜き

を始める。少しすると、ナミは「Nao君にも一応、配っ

ておくか」と言って、カードを Naoの前に置いていく。

そこで Nao が腕を上げ、手を開くと、ユリコが「持て

るかな？」と言いながらカードを差し出す。ユリコが差

し出したカードを Nao が持つと、ナミは「持った！す

ごい」と喜ぶ。相変わらず子どもどうしでカード交換を

していたが、Naoが「これ使わないの？」と言うと、ナ

ミ「使うよ。ちょっと貸して」と言ってカードを引いて

いく。保育者が「Nao君何か持ちたいって」と言うと、

ナミは新しいカードを持たせる。少ししてまたナミが

カードを引き、新しいカードを持たせようとして「手、

開いて」と Naoに言う 
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事例６：Naoと子どもたちがトランプで遊ぶ 

1ゲームが終わると、Naoが 1枚より多くのカードが

持てないかを子どもたちが試し始める。ナミが「5枚く

らい持てたらみんなとやれると思う」と言って、持たせ

てみようとしながら「でも一枚引くときに手、放しちゃ

うからさ」と言う。Naoは 5枚のカードを持つことがで

きた。保育者が「1個だけ引くのは難しいかもね」と言

うが、ナミは「ちょっとカナちゃん、抜いてみて、1枚」

とカナに言う。カナが Nao のカードを 1 枚だけ抜くこ

とに成功すると、ナミは「できた！じゃあ、Nao君も一

緒にできるじゃん」手を叩く。そして「Nao君、できる

よ、もう」とことばをかける。 

 

 ここで園児たちは、「見ているだけ」と言いながらそ

ばにいたNao にカードを持たせてみたり、それができ

たら持っているカードを引いて、あたかも一緒にババ

抜きをしているかのようにゲームを進めていく。そし

て、「５枚くらいもてたらみんなとやれると思う」と言

ったり、カードを放さず１枚だけ抜き取ることが可能

なのかを試したりして、積極的に遊びに加えようとし

ている。これは、カプラ遊びをしながらNao を遠巻き

に見ていた最初の頃とは全く対照的である。すでに

Nao は子どもたちにとって、異質な戸惑いの対象では

ない。もちろん、子どもたちはNao が自分たちとは違

った存在であることはしっかり理解している。それは、

カードを持たせる枚数を考えたり、抜き取ることがで

きるのかを試したりしていることからも明らかである。

同じ人間の子どもにそういったレベルでの探りを入れ

ることは無い。しかし同時に、そういった異質性を踏ま

えた上で仲間に引き入れたいと思うからこそ、Nao に

は何ができて何ができないのか、一緒に遊ぶにはどう

いう工夫が必要なのかを考えているのである。 

（２）Naoとの遊びを工夫する園児 

 １月の観察から１か月後の２月１９日に２回目の観

察を行った。その際には、担任の保育者が休んでいたた

めか、園児たちは少し緊張している様子がみられた。

Naoとの関わりについても最初は消極的であった。観察

者に、「積み木渡してみなよ。持つかもしれない」など

と促されても、照れているような様子をみせてなかな

か近寄ろうとしない。その様子は、観察第 1 回目の最

初の頃の様子とよく似ていた。しかし、そんな中でも、

第 1回目の観察でみられた、Naoとの「コト」の共有は

園児たちと Naoとの関係性を変化させていた。 

 

事例７：積み木を持たせてみる 

 ユリコは保育者に促されて、Naoに積み木を渡すこと

になったが、ナミが「じゃあ二人で行こう」と言って手

をつないできたので、ナミと手をつないだまま Nao の

前に行き、上向きに開いている手に積み木を乗せた。ナ

ミが「はい、良いよ、持って」と言うと、Naoは指を閉

じて積み木を持つが、手首を返して指を開き、積み木を

落とす。それをみてナミは「あ～、落ちちゃった。あ～、

落として何か作ろうとしてるのかね」と言いながら Nao

に近寄ってもう一つ積み木を渡す。子どもたちは Nao

に積み木を持たせたまま積み木遊びを続けつつ、子ど

もどうしで話をし、時折はさまれる Nao の質問に答え

たりしていく。 

 

 この事例の中では、ナミが Nao に積み木を手渡した

後に「はい、良いよ、持って」と声をかけたり、子ども

どうしだ話したりしつつも、Naoの質問に答えている様

子がみられた。また、積み木を落とした Naoをみて「落

として何か作ろうとしてるのかね」と、Naoの意図を考

え、新しい積み木を渡している。こういったことから、

子どもたちは N あおとのことばを使ったやり取りや、

Nao の気持ちを想像するということに関しては問題な

くできる程度に Nao を受け入れていることがみてとれ

る。 

 一方で、第 2 回の観察では、それ以上 Nao との関わ

りが展開せず、子どもたちは Nao の前で積み木や人形

を使って建物や家を作るという活動に終始した。これ

は、保育者が違うことによる子どもの微妙な気持ちの

変化や、Nao との関わりが 1 か月空いたことによる戸

惑いもあるだろうが、行われていた遊びが積み木遊び

であったことも理由の一つだったと考えられる。積み

木遊びに必要なのは、積み木をつかむことだけではな

く、つかんだ積み木を適切な位置に合わせ、力加減を調

整して置くことである。そういった繊細な動作は Nao

には難しく、積み木を置いたり並べたりする遊びには

参加できなかったのである。 

 第 3回目の観察は 3月 12日に行われた。ここで子ど

もたちは、最初から Nao を持ち上げたりして積極的に

関わっている。子どもたちは、保育者に「Nao君と何し

たい？」と聞かれ、トランプのババ抜きをやることにな

った。 

 

事例７：再びトランプ 

 ナミがトランプを持ってくると、子どもたちは Nao
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と一緒に、床に車座になる。引いたり引かれたりの順番

が多少あいまいだが、子どもたちは Nao からカードを

引いたり、Naoにカードを渡したりしながらババ抜きを

進めていった。途中で年中児が来て、年長児と Nao と

のトランプをみていく。 

 

 この事例の最初の時点で、子どもたちは 1 月（観察

第 1 回目）に Nao とトランプで遊んだことをしっかり

覚えており、子どもたちにとってババ抜きは、Naoと共

有が容易な「コト」として機能している。ルールの厳密

な把握には欠けるものの、カードを持ち、子どもに引い

てもらうことが可能で、Naoが引くときには、その代わ

りにカードを一枚渡せば良いということがわかってい

るので遊びは比較的スムーズに進んでいく。 

 ゲームが終わった後に、子どもたちは「次何する？」

と言い合い、Naoにも「何したい？」と聞くが、ナナは

「遊びの名前知らないかもしれない」と言ったり、ミカ

が「Nao君、何できるんだろう？」と言ったりしながら、

Naoにできそうなことと合わせて、次の遊びを話し合っ

ていく。 

 ここでは、ババ抜きを一緒にしたという「コト」の共

有が、別の遊びもできるかもしれないということを考

えるために重要な役割を果たしていると考えられる。

それと同時に、Naoにできることとできないことを遊び

を通してみてきたことで、遊びを考える際にも「Nao君、

何ができるんだろう」という視点から考えることにつ

ながっている。 

そして次の遊びはすごろくということに決まった。 

 

事例８：サイコロ振れるかな 

ナミがすごろく盤とコマ、サイコロを持ってきて、子

どもたちは自分のコマを決める。Naoにも希望を聞き、

Naoは星形のコマを使うことになった。保育者が試しに

Naoの手にサイコロを乗せてみると、Naoはサイコロを

掴み、手首を返しながら指を開いて、サイコロを振るこ

とができた。保育者と子どもたちは歓声を上げながら

手を叩き、すごろくが始まる。Naoの手番からとなり、

サイコロを振ると１の目が出た。ナミは Nao のコマを

１つ進めた。 

 

この事例で子どもたちは、Naoにできる動作に関して

予想しながらゲームを選んできている。そして、サイコ

ロを振れることを確認するとゲームを始めた。さらに、

ナミはごく自然に Nao のコマを動かしている。Nao が

小さいものを拾い上げたり、モノを所定の位置に置く

ことが苦手だということを、ごく自然に理解し、補助を

買って出ているのである。 

このように、すごろくで遊んだ後、子どもたちは Nao

とのお別れ（その日が最後であることは伝えてあった）

鍵盤ハーモニカで『キラキラ星』を演奏して Nao に聴

かせた。 

 

5. 考察 

（１）「コト」の共有 

 以上にみてきたように、子どもたちと Nao は遊びと

いう「コト」を通して交流しながら、仲を深めていった。

それは言い換えれば、意味を共有できる場での相互の

やり取りによって関係を深めていったということであ

る。この共有は、当初は保育者の仲立ちにより可能であ

った。しかし、『妖怪ウォッチ』の話やパズルを見せる

やり取りを通して、Naoと「コト」を共有する可能性を

園児たち自身が感じ、少しずつ Nao の発話に答えられ

るようになっていった。それと同時に、Naoに対して話

しかけたり遊びに誘ったりし、さらには一緒に遊ぶた

めにどうすればよいのかを考えるようになっていった。

そこには人型ロボットの Nao の中に人格を見出し、自

分たちの仲間に引き入れようとするという関係性の形

成がみられた。 

（２）遊びという「コト」 

 本研究で取り上げた子どもたちと Nao が共有したの

は遊びという「コト」であるが、これは子どもたちと

Naoが共有する「コト」として有効に働いたと考えられ

る。 

子どもたちがNaoと一緒にやったトランプ遊びのバ

バ抜きは、カードをつかむ、カードを引く、揃ったら捨

てるという比較的単純な動作で構成されていて、何が

できればそれらしく遊べるかということが考えやすい。

また、すごろくにしても、サイコロを振ることとそれに

従ってコマを進めるという構造の遊びであり、複雑な

やり取りは必要とされない。そして、そういった構造の

単純さゆえに、Nao が遊びに加わるためにはどのよう

なことができれば良いのか、できないことに関しては

どのように代替すれば良いのかということを焦点化し

て考えることができたのだと考えられる。それに際し

ては、子どもたちの方で、Nao の手の動きを確かめた

り、「できる？」と聞いてみたりしながら、細かい動作

に関しては子どもや観察者がフォローすることで一緒

に遊ぶことが可能になった。そのように考えると、積み
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木をつかめても積むことができない、あるいは持たせ

てもらわなければつかめないという、不器用さの露呈

は子どもたちに失望を与えるというよりは、一緒に遊

ぶために必要な手助けやルールのアレンジを子どもた

ち自身が考える手掛かりになったと位置づけることも

できる。 

こういった、不器用さや弱さということに関して、岡

田（2012）は、こういった「弱さ」に出会うと人は、

相手へ関心を持ち、意思を推測し、何かしらの行為を行

っていくということを、「弱い」ロボットと幼児や障害

者、高齢者人との関わりの中で論じている。そこには、

普段は「弱い」者とされ、世話をされる存在となってい

る人たちが、ロボットに対してはむしろ進んで世話を

する側、気を使う側になっている姿が描かれている。こ

れは本論の最初の方で述べた「志向的な構え」でロボッ

トをみるということにもつながってくる。 

そういった「構え」を持ち、相手を助けるためには、

曖昧にでも「コト」の枠組みを共有している必要があ

る。遊びの文脈やルールは、子どもとロボットとが共有

しやすい「コト」の枠組みであると考えられる。その中

では個々の振る舞いや意図は、ルールや役割とともに

ある程度予測しやすいものとなる。 

大型の商業施設などでの案内ロボットであるなら、

ここでみてきたような、ゆっくりとした「コト」の共有

の積み重ねによる関係性の形成などは求められないだ

ろう。そこで求められているのは、客が情報を得るため

の道具としての完全性だろう。一方で、家庭や保育施

設、福祉施設などで、そこにいる人たちと関わり、仲間

として過ごすようなロボットに求められるのは、いか

にしてそこにいる人たちのことばや行為を引き出し、

色々な「コト」を共有するかである。そういった観点か

らすると、遊びという「コト」は、人とロボットとが「コ

ト」を共有する際の有力な足掛かりと言えると考えら

れる。 
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Child and robot interaction for a quantification of  

the early childhood care 

-Approach toward estimating a child mental state- 
 

山田徹志1  アッタミミ・ムハンマド1 ジャン・ビン2 宮田真宏1  

中村友昭2 大森隆司1 長井隆行2 岡夏樹3 西村拓一4 

Tetsuji Yamada, Muhammad Attamimi, Jan Bin, Masahiro Miyata, Tomoaki Nakamura, 

Takashi Omori, Takayuki Nagai, Natsuki Oka, Takuitsu Nishimura 
１玉川大学， 2電気通信大学, 3京都工芸繊維大学, 4産業技術総合研究所   

Tamagawa University, The University of Electro-Communications, Kyoto Institute of Technology, 

  National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)  

tetsuzi@lab.tamagawa.ac.jp 

 

Abstract 
This study suggests new study method for improving quality 

of child care in the early childhood education and care. In this 

study, we measured an interaction of a with robot and 

estimated degree of child’s engagement using the WOZ 

method and analyzed the data using a machine learning 

method. We used the robot to improve a reproducibility of 

child’s behavior. With the method, we aim evaluating a 

possibility of an artificial intelligence technology for 

estimation the procedural specialty of childminders. With the 

method, we expect to make the child care study more 

scientific to ensure the observation of child care objective. 

 

Keywords ―  Robot, Child, ,mental, Early childhood 

education and care  

 

1. 背景・目的 

 1.1待機児童問題にみる保育の現状 

昨今，待機児童問題が改めて深刻な社会問題として

取り上げられている．この問題について昨年度より施

行された子ども・子育て支援新制度（以下，新制度）

により保育を提供する為の認定こども園をはじめとし

た保育施設の量的拡充が行われている． 

しかし，新制度での保育施設の量的拡充には大きな

問題が生じている．子どもへ保育を提供する保育者（職

員）の不足である．現在，2017 年までに保育利用を必

要とする子ども約 40 万人に対し，約 10万人の保育者

の不足が予想され，厚生労働省[1]は，そのうち約 6.9 

万人の保育人材確保を盛り込んだ「保育士確保プラン」

を示している． 

この保育者の不足問題の根幹的な原因は保育者の離

職であるとされている．この問題に対し今年度より「保

育者の職務裁量の拡大」，「保育者の不足，離職対策に向

けた給与の補填」等が検討されている．そして，これに

より，待機児童の施設入所数の一時的な増加と保育者

の急速な雇用が生じると予測される． 

1.2保育者の離職と専門性の低下 

保育者の離職については，文部科学省の学校教員動

向調査（2015）では私立離職幼稚園教諭 10.233名の内

30 歳未満が 53％と報告されている[2]．これは，他の

学校教育機関と比較して極めて高い水準である（同調

査の離職者数全体に占める 30 歳未満の離離率：「公立

小学校 15.2％」，「公立中学校 14.2％」，「公立高等学

9.0％」，「私立高等学 14.9％」）．さらに，全国社会福祉

協議会は，保育者の離職率は満 30歳未満で高く，多く

は勤続 5 年未満で離職すると報告している（2013）[3]．

つまり，慢性的な保育者不足とその背景として保育者

の早期離職の実態がありながら，突貫的に保育人材が

確保されつつある． 

ここで，懸念されるのが保育者の専門性の低下であ

る．十分な保育経験や専門職者としての養成段階を有

さない保育者が保育に従事することは，保育の質に少

なからず影響を及ぼすことが予想される．Earlyら [4]

は，早期離職により保育者の専門性や資質が発揮され

ないことが保育の効果を低下させる原因の一つである

としている．また，秋田ら[5]は，諸外国の就学前教育・

保育支援における比較研究より，保育者の専門性の低

下は「保育の質」そのものの低下につながり，保育者の

専門性こそが「保育の質」の実現の重要な要因であると

指摘している． 
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1.3「保育の質」と保育者の専門性 

「保育の質」とは何かということについて，その解

釈は多様である．例えば世界的保育指標でもある

ECEC(OECD) [6]では，保育の質を大きく 2つの側

面から捉えている．第一の側面が，容易に可視化でき

設置基準等の明確な指標として提示し得る保育施設の

広さや人員配置などの質，すなわち「構造の質」であ

る．第二の側面は，保育者が子どもとのかかわりを通

して行うミクロな保育のプロセスの質，すなわち「過

程の質」である．保育者の専門性とはこの「過程の

質」を指している．「過程の質」については以前より

保育学や乳幼児教育学等の分野において，ワザ・コ

ツ・ノウハウ[7]などの客観的指標では表現困難な曖

昧な要素とされてきた．また, Bernstein [8]は，教科

教育とは異なり生活活動に依拠する保育実践（乳幼児

教育，保育）ではその定量化は容易でないことから

「見えない教育」と呼んだ．つまり，「過程の質」は

「保育の質」を保証する上で重要な側面でありなが

ら，その内容は不明瞭なものとされている．その他，

Fonytaine ら [9]は，国や文化によらずミクロな教育

のプロセスを見直すことが専門性の評価・開発につな

がり，「保育の質」を改善して子どもの発達に好影響

を与えるとしている．しかし，国内の保育者の専門性

に関する研究は保育臨床での事例研究が中心であり，

その内実が何かという客観的根拠に基づいた知見の導

出は成されていない． 

以上より保育者の専門性，すなわち「保育の質」を

データに基づき科学的に議論するには，保育者の実践

内容からの専門性の客観的な定量化が必要だと考えら

れている．そこで我々は，「保育の質」に関わる指標

を工学技術により客観化・定量化することで，「保育

の質」の向上へ寄与することを試みる．そして本稿で

は，その手段として子どもとロボットの対話に焦点を

あてて調査を実施した為，それを中心に報告する．そ

して，分野融合的な手法が切り開く保育学・乳幼児教

育学分野における新たな研究の方向性を提起したい． 

 

2． 「保育の質」の定量化に向けての仮説 

本研究の目的である「保育の質」(保育者の専門性)の

定量化に向けた研究の方向性を提起する上で，以下の

仮説を置く． 

 

 

仮説 1 

子どもの環境に対する主体的なかかわり 

保育一般においてその実践とは，子どもの「遊び」に

よる「学び」であると提言されている．また，子どもの

遊びとは「子どもが主体的に環境へかかわること」とさ

れている．すなわち，子どもが環境と主体的にかかわる

為の援助こそが保育の目的である[10][11][12]． 

子どもが環境（ひと・もの）へと主体的にかかわる時，

その活動量と活動特徴から「保育の質」の評価につなが

る特徴量が得られることを期待する．子どもの主体性

は，子どもの積極的な心の状態を示す指標であろう． 

仮説 2 

保育者の子どもへの主体的なかかわりにみる 

「読み取り」と「働きかけ」 

保育者は，子どもとのかかわりの中で「子ども理解」

を計りつつ，保育を行っている[13]．「子ども理解」と

は子どもの主体性の認識であり，子どもの環境を整備・

選択する際の根拠である．つまり，保育者は実際に子ど

もへの「働きかけ」を行う前に，まず子ども今の心情，

意欲，態度といった心の状態（心的状態）の「読み取り」

を行っている．また， 保育者は子どもと主体的にかか

わる中で，子どもの心を積極的に理解しようとする態

度の必要性を認識している．実際，保育の場での保育者

は，子どもの心的状態を刻々と推定しつつ働きかけて

いると思われる．これより，保育者の子どもへの積極的

なかかわり（読み取り）における判断指標を物理量とし

て計測することは，子どもの心的状態を把握するため

の要素の抽出につながろう． 

仮説 3 

子どもの「心的状態推定」（心を読み取る能力） 

保育実践は，「子ども」と「保育者」のかかわり合い

により，互いの主体性を取り交わしながら形成される

過程と理解できる[14]．そこで，子どもと保育者が関係

性を築く過程での子どもの活動と，保育者が子どもの

心の状態を記述するオントロジを作成して組み合わせ

ることで，子どもの心的状態を推定できると考える．保

育の質に関わる保育者の心的状態には Margaret [15]

のラーニングストーリーを参考として，心的状態の抽

出モデルを作成した（図 1）．子どもと保育者の活動や

働きかけは，センサにより観測可能な物理量と場の記

述から導き出されるとする．本モデルの信頼性及び妥

当性は検証の途中であるが，多くの保育者は本モデル 
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図 1 「心的状態推定モデル」 

に類似した構造で直感的に子ども心を読み取る技能を，

その専門性として共有していると考える． 

仮説 4 

保育の質を定量化するための再現性の確保 

個々の保育者の保育の方法は多様であり，子どもと

のかかわり方を統制することは困難である．これがこ

れまでの比較研究を困難にしてきた要因の一つであろ

う．そこで，子どもと保育者のかかわりの再現性を確保

するため，プローブとして行動制御プログラムにより

行動再現性の高いロボットを用いる．それと同時に，子

どもとロボットのかかわりを3Dセンサと画像センサで

精密に計測・認識処理することで，客観的なデータの抽

出が可能となると期待する． 

以上の仮説に基づき，子どもと保育者のかかわりの

中から「保育の質」へと関連する心的状態推定の要因を

物理量として観測することを試みた． 

 

3． 研究方法 

【調査環境】 

子どもとロボットの関わりにみる保育の質を，子ど

もが環境（人:ロボット）に対して示す関心を物理量

として抽出する試みとして， Kinect V2 for Windows 

を用いて RGB(カラー情報)，D（深度情報）画像を

計測した．また，指向性マイクにより音声データを記

録した．ロボットには Pepper (SoftBank 社製)を用

いて，WOZ 法による対話実験を実施した（図 2）． 

図 2 「WOZ 法：調査環境」 

WOZ 法における Pepper の操作は，身体動作 1名,

対話処理 2名，子どもの傍での補助および安全確保 

1名，の計 4名で行った．対話の意思決定は保育経験

（9年）を有する研究者が行った．なお，調査に用い

た場所は子どもが通っている幼稚園であり，普段子ど

もが出入りしているホールに子どもがロボットと自由

にかかわりをもてる場を設定した． 

【調査場面の一例】 

 

【分析対象】 

調査において Pepper と関わりをもった子どもは，

幼稚園に在籍する満 3～6歳児，計 23名であった．こ

の被験者の内，最年少の 3歳女児 R とロボットの関わ

りを詳しく分析した． 

【分析方法】 

子どもの関心の有無を計測された物理量から推定す

る評価実験を行った．分析方法は，観測された物理量

を入力として子どもの関心を推定する自動識別機を学

習的に構成し，その結果と子どもの関心について人手

によるアノテーションの結果とを比較した． 

自動識別機には，教師あり学習を用いたパターン識

別を行なう機械学習の手法の一つである SVM 

（Support Vector Machine）を用いた． 

教師データには教育・保育経験を有する 10名に女児

R－Pepper 間のインタラクション場面の動画を示し，

関心の有無を評価してもらった．機械学習は，人によっ

て抽出された物理特徴量と，センサからの自動的デー
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タ処理による物理特徴量の 2 パターンに対して，別々

に行なった． 

センサからのデータはKinect V2 センサの深度情報

を用い，「距離」（女児 R－Pepper 間），「視線」（女児

R が Pepper を見ているか），および「感情推定」（表

情分類ソフト OKAOVISION を用いた顔の表情分析）

の結果を用いた． 

人による判断には，上記と同じ教育・保育経験者が

「視線」（ロボットへの視線の向き），「発話」（ロボッ

トに対しての発話の有無），「動き」（行動が関わりを

もとうとしているか）を評価し用いた．この 3点の観

測データを選定した理由は，心的状態推定モデル（図

1）を元に保育者が子どもの関心を推定すると想定し

た為である． 

 

4． 結果・考察 

4.1 女児R とロボットの関わりにおける 

関心の推定   

心的状態（関心状態）の推定についての SVM によ

る推定結果は，教育・保育経験者により評価された特

徴量を用いた場合には正答率 82.05％であり，センサ

データの自動特徴量推定による結果は 78.63％であっ

た（図 3）． 

 

図 3 心的状態推定（関心）のパターン別推定率 

4.2「保育の質」を定量化する可能性 

4.1の結果より，人（専門職者）により評価した特

徴量の方が，計測データの解析よりも高い推定結果を

得ることが出来た．一方で，センサデータを自動特徴

量推定したデータによる関心推定の結果でも 78.63％

とかなり高い正答率を得ることができた． 

 センサデータの自動特徴量抽出による推定精度は人

（専門職者）よりはやや低い値を示しているが，その

差は小さく，今後の実運用に使える可能性は高い．こ

のことから，人手による特徴量アノテーションを用い

ることなく，センサからの計測データを解析すること

で保育の質を定量化することの可能性が示されたと考

える． 

4.3「場」に応じた状態推定 

 本分析対象の女児 R と Pepper との関わりついて

は，心的状態推定への可能性が示された．しかし，調

査へ参加した他の子どもたちと Pepper との関わりで

は，同様の推定結果は得られなかった．例えば，

Pepper の周りに複数の子どもが集まって関わりを持

った場面では，子ども同士の関わりが強く影響してい

た．また，女児 R と同様に他の子どもが Pepper と 

1対 1の関わりをもった場面では，どう関わりを持て

ばよいのか判らず困惑し，沈黙する場合も多くあっ

た．これらの現象をどう説明するか，単に個人の内部

過程のモデル化ではない，他者との関係も含めた集団

の場のモデル化が必要であるように思われる．その一

つの要因として，そのインタラクションの「場の構

造」があろう[16]．子どもが今，対峙している場をい

かに理解して活動しているかを推定する「場」の推定

モデルを考慮することが，多様な「場」に応じた心的

状態の推定に関連すると予想される． 

  

5．まとめと今後の課題 

「保育の質」の定量化に向けた試みとしての子ども-

ロボットインタラクションの分析について紹介した．

その高機能化についての課題は多くあり，現状は一部

の心的状態推定の分析に留まっている． 

一方で我々は，他の推定するべき要因及び多様な「場」

の理解に向けた定量化分析も実施している．現在，我々

は本稿で述べた女児R－Pepper間の関わり以外にも以

下の調査アプローチを行っている． 

① 子どもとロボットの関わりの場 

【調査対象】 幼稚園に在籍する年長児 計 22名 

【調査内容】 子ども-ロボットの関わりから心的状態

推定要因を抽出する為，ロボットと自由に関わりをも

てる場を設置し調査を行った．（Pepper を使用） 
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【調査場面】 

 

② 日常の保育における一斉活動の場 

【調査対象】 幼稚園に在籍する年中児 計 55名 

【調査内容】 日々の保育における子どもの活動と保育

者の援助方法を観測するため，一斉活動場面（英語ク

ラス，おかし作り，リトミック）の調査を行った． 

【調査場面】 

 

③ 日常の保育における自由活動の場 

【調査対象】 幼稚園に在籍する年中児 計 33名 

【調査内容】 日々の保育における子どもの活動と保育

者の援助方法を観測するため，自由活動場面（室内自

由遊び）の調査を行った． 

【調査場面】 

 

これら，複数の調査をもとに「保育の質」に関する特

徴量の抽出と分析を試みている． 

本研究は乳幼児教育，保育学分野におけるセンサお

よび機械学習手段による新たな研究の方向性を提起す

るものであり，乳幼児教育・保育を科学の対象とする試

みである．今後，さらなる研究発展を目指しわが国にお

ける保育・乳幼児教育へ寄与する発見と知見の発信を

目指していきたい．  

 

本研究は産業技術総合研究所人工知能研究センター

からの委託研究により実施したものである．一見する

と保育研究に見える子どもの心的状態推定の研究を，

人工知能の教育応用の基盤およびフィールド開拓とし

て我慢強く見守ってくださる関係者に感謝する． 
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Abstract
Several studies have reported that the verbaliza-

tion is effective to acquire the embodied knowledge

as Tacit KnowledgeɽResearch issue that is left are

as followsɽThe problem seems that the studies have

not focused on the interaction between learner and

teacherɽOn the other hand, it is common that there

are leaders who were skilled in the fieldɽThereforeɼ
it is important that the interaction about the effec-

tiveness of the verbalization to acquire the embodied

knowledge must be discussedɽPurpose of this study

is to build the stage model (X,Y, g) between teacher

and learner by functional, and verify the validity of

the stage model through the practice focusing stand-

ing and walking of middle power is needed sports

like rugby or basketball. Therebyɼit is possible to

describe the stage model about embodied knowledge

of verbalization. And it is evident from the verifica-

tion of the validity that the verbalization of embodied

knowledge interfere with the mastery of skill in some

cases. The results from this study indicates that it

is critical that the interaction between learner and

teacher be discussed about verbalization of embodied

Knowledge.

Keywords — embodied knowledgeɼverbaliza-

tionɼothernessɼprinciple of least action

1. ͡Ίʹ
1.1 ମͷख़ୡͱޠݴԽ

ۙɼମɼଟ͘ͷྖڀݚҬʹ͓͍ͯɼେ͖͘
͞Ε͍ͯΔɽతγεςϜͷߏɾػɾൃੜʹ
͓͚ΔใͷྲྀΕΛՊֶతʹ୳ΔՊֶ [1]ྫ֎
Ͱͳ͘ɼൃ׆ʹٞɾ͕ڀݚͳ͞Ε͍ͯΔɽମ
ɼࣝΛޠݴԽͰ͖Δࣜܗʹରͯ͠ɼޠݴԽ͢Δ
͜ͱ͕ෆՄͳ҉ʹҐஔ͚ͮΒΕΔ [2]ɽͦͷͨ

ΊɼମΛख़ୡͤ͞ΔͨΊʹɼ܇࿅ʹΑͬͯੜ͡
Δମ֮ײΛɼ͘ڧҙࣝ͢Δ͜ͱ͕ॏཁͱͳΔɽ
ɹҰํɼͨͩମ֮ײʹҙࣝΛ͚Δ͚ͩͰͳ͘ɼ
ମ֮ײʹର͢ΔޠݴԽ͕ɼମͷख़ୡʹ༗ޮͳ
πʔϧͰ͋Δͱใ͞ࠂΕ͍ͯΔ [3]ɽઌڀݚߦʹΑΔ
ͱɼμʔπ͛ʹ͍ͭͯɼଟ͘ͷ֓೦ͷؔΛఆৗత
ʹ ˙͜ ͱ̇̇ʹͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔ͜ͱͱɼύϑΥʔϚϯε
ͷ্ٸঢʹਂ͍͕ؔ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔࠦͯ͠Δ [4]ɽ·
ͨɼϘϦϯά [5]εϙʔπϑΟογϯά [6]ʹ͍ͭ
ͯɼಉ༷ͷڀݚՌ͕ใ͞ࠂΕ͍ͯΔɽ

1.2 ఏى

ઌ͕ڀݚߦओு͢ΔޠݴԽͱɼؒͱਏۤΛ͍
ͳ͕Βɼଞऀ͔ΒͷࣝใΛӏವΈʹͤͣʹɼ
ࣗͷମͰ࣮ફͨ͠ͷҙຯΛɼҰਓশࢹͰߟ
͑Δ͜ͱΛҙຯ͍ͯ͠Δ [7]ɽ͔ͨ͠ʹ,ํ๏తಠզ
 1 ʹΑͬͯɼ৺తঢ়ଶΛ͢؍Δͱ͍͏ݱֶతࢼ
Έɼؐ͞ݩΕͨ݁Λಋ͘͜ͱΛՄʹ͢Δɽͦͷ
ҰํͰɼݱֶೋਓশͰ͋Δʮଞऀੑʢothernessʣʯ
ʹରͯ͠ࡧࢥΛ͖ͨͯ͠ޡࡨߦࢼɽ
ɹͦ͜ͰɼຊڀݚͰɼίʔνϯάͷݱ͔Βɼݱ
ֶʹ͓͍༷ͯʑͳٞΛ༠ൃ͖ͯͨ͠ଞऀੑΛ֞ؒݟ
Δ͜ͱʹ͢Δɽ
ɹֶशऀ͕۩ମతݧܦΛ͢Δڥʹɼॏཁͳଞऀʹ
Ґஔ͚ͮΒΕΔڭतऀ͕͍Δ͜ͱ͕ɼҰൠతͰ͋Δɽ
ͨͱ͑ڭतऀ͕͍ͳ͍߹ͰɼରͱͳΔମʹ
ؔ͢Δࡐڭࢿྉɾө૾ͳͲɼԿ͔͠ΒͷഔମΛ௨͠
ͯɼֶशऀͱࣔ͞ڭΕ͍ͯΔ͜ͱͩΖ͏ɽ
ɹͨͱ͑ɼਡ๚ΒͷใࠂʹɼϘϦϯάʹؔ͢Δ

1ํ๏తಠզʢmethodological solipsismʣɿΞϝϦΧͷֶ
ऀ J.A. ϑΥʔμʔ͕ɼ1980 ʹএ͑ͨՊֶͷํ๏্ͷཱ
Ͱ͋Γɽ৺ͱ֎քͷؔΑΓɼ৺ͦͷͷͷߟʹॏΛஔ͖ɼ
৺Λ֎ք͔ΒΓͯ͠୯ಠͰཧղͰ͖Δͱ͢Δɽ͜Εͱͨ͠ࣅࠅ
Λࣺͯ͠ɼ৺తͱͷؔࡏͱͯ͠ɼΕɼ֎քͷӽతଘ͑ߟ
ঢ়ଶΛͦͷ७ਮʹࡏతͳ͋Γํʹ͓͍ͯ͠ߟΑ͏ͱ͢Δ७ਮ৺
ཧֶͷߏΛɼݱֶͷҰͱͯ͠ଧͪग़ͨ͠ E. ϑοαʔϧʹݟ
ग़͞ΕΔ [8]
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ͳ͍͕ࡌه͍͠ৄ͍ͯͭʹࣔڭ [5]ɼϘϦϯάɼ
ຊʹ͓͍ͯɼҰൠతʹ͞ٴී͘Ε͍ͯΔεϙʔπ
Ͱ͋Γɼ 9͔݄ؒʢ204ʣϘϦϯάʹ௨ͬͨ
ͱใ͞ࠂΕ͍ͯΔ͜ͱ͔ΒɼείΞͷऀٕڝ͍ߴͷಈ
ձ͕ଟʑ͋ͬͨͱਪଌ͞ΕΔɽμʔπػΔ͢؍Λ࡞
͛ಉ༷ʹɼ8ϲ݄ؒʢ56 ʣʹɼ413 ήʔϜΛ༑
ਓͱ͍ڝͳ͕Β͍ͯͬߦΔͱใ͞ࠂΕ͓ͯΓɼֶशऀ
ɼଞऀͷύϑΥʔϚϯεΛۙͰ͍ͨͯ͜͠؍ͱ
ͩΖ͏ [4]ɽ͞ΒʹɼాΒͷεϙʔπϑΟογϯάʹ
ؔ͢ΔจݙͰɼݩϓϩΞϯάϥʔͷख़ୡऀʹଳಉ͠
͓ͯΓɼख़ୡऀͷ ˙͜ ͱ͕̇̇ɼֶशऀͷϝλهड़Խ
ʹରͯ͠ɼӨڹΛ༩͑ͨͱ͑ߟΒΕΔ [6]ɽ
ɹ͜͜ͰɼઌڀݚߦͰɼମ֮ײʹର͢ΔޠݴԽΛ
ܰؾతʹʯʮͱΓ͋͑ͣʯʮײΔʹ͋ͨΓʮ͢ߦࢼ
ʹʯʮਖ਼͍͠อূ͕ͳ͍͍͔ͯ͘Βʯɼ ˙͜ ͱ̇̇ʹ͢Δ
͜ͱ͕ɼॏཁͰ͋Δͱओு͍ͯ͠Δ [9]ɽ͔͠͠ɼ
͠Ծʹɼֶशऀͷਖ਼͍͠อূ͕ͳ͍ओ؍తͳޠݴԽͩ
͚Ͱɼମ͕͋Δఔ্ୡͯ͠ɼͦͷಓΛઐͱ
͢Δڭतऀ͕ධՁͨ͠߹ʹɼਖ਼͍͠ํ͔ͯͬʹ
͍ͳ͍έʔε͑ߟΒΕΔɽ·ͨɼڭतऀ͔Βؒͯݟ
ҧͬͨޠݴԽ͕ɼमਖ਼͞Εͣʹܧଓ͞Εͨ߹ɼֶश
ऀͷମͷख़ୡΛ͛Δ߹ɼे͋ΓಘΔɽ͞
Βʹɼ͋Δஈ֊ͰεΩϧߦʹඞཁͳใ͕ɼͷஈ
֊ͰඞཁͰ͋ΔͱݶΒͳ͍ [10]ɽ͜ͷ߹ɼྑ͍ײ
֮ΛੜΈग़ͨ͠ޠݴԽࣗମ͕ɼख़ୡͷᐫͱͳΔՄ
ੑ͑ߟΒΕΔɽͳ͓ɼઌڀݚߦ [7]ʹ͓͍ͯɼଞ
ऀͷଘࡏͷॏཁੑʹ͍ͭͯड़ΒΕ͍ͯΔͷͷɼ
֘ྖҬʹ͓͚Δ࣮ફূݕͷஈ֊ʹ͓͍ͯɼٞσʔ
λ΄ͱΜͲࣔ͞Ε͓ͯΒͣɼະͩेͰ͋Δͱ͍
͑ͳ͍ɽ
ɹҎ্ɼ͞Εͨ՝ͱͯ͠ɼݱֶͷͱ͍͏
͖ଞऀੑͷ՝ʹ͢Δ͜ͱɼࣗવͷྲྀΕͰ͋Γɼ
ओ٬Λ͑ͨݟΛݟग़͢͜ͱ͕ՄͱͳΓಘΑ͏ɽ
ͦ͜ͰɼຊڀݚͰɼ྆ऀͷޠݴతΠϯλϥΫγϣϯ
Λ্ྀͨ͠ߟͰɼମ֮ײʹର͢ΔޠݴԽͷ֎Ԇతͳ
ϞσϧΛߏங͠ɼϞσϧͷଥੑʹ͍ͭͯɼ࣮ફతݕ
ূΛ͜͏ߦͱΛతͱ͢Δɽ

2. ஈ֊Ϟσϧͷߏங
2.1 ॳาతͳาߦͷࢦಋͷྫ

͋ΔॳาతͳาߦΛֶͼֶ͍ͨशऀ͕͍ΔͱԾఆ
͠ɼڭतऀͷݴ༿͕͚ʹΑͬͯɼ·ͣҰาͷา͕ߦ
ՄʹͳΔΑ͏ʹಋ͘͜ͱΛఆ͢Δʢਤ রʣɽ1
༿ͷΩϟονϘʔϧΛ͠ͳ͕ݴतऀͱֶशऀɼڭ

Βɼஈ֊తͳาߦͷख़ୡΛ͢ࢦɽ͡Ίʹɼڭत
ऀ͕ɼʮ50cmӈΛग़͢ɽӈʹମॏΛҠ͠ɼࠨΛ
50cmग़ͯ͠ɼࠨʹମॏΛҠ͢ʯͱࣔ͢ࢦΔɽͦͷ
߹Ͱ͖Δߦ࣮ʹରͯ͠ɼֶशऀͦͷ௨Γʹࣔࢦ
͋ΕɼͰ͖ͳ͍߹͋Ζ͏ɽͱ͔͘ɼͦͷͱ
͖ͷ֮ײΛޠݴԽͯ͠Β͏ͱɼʮࠨӈʹ͙Β͙Β͢
Δʯͱ͔͏ݴ͠Εͳ͍ɽͦΕΛฉ͍ͯɼʹڭतऀ

ਤ 1 ॳาతͳาࢦߦಋͷྫ

ʮͦͷࠨӈͷ͙Β͙ΒΛେࣄʹ͠ͳ͕Βɼา͍ͯΈ
Α͏ʯͱࢦಋ͠ɼֶशऀ࠶ͼͦΕΛ࣮ߦʹҠ͢ɽ͜
ͷͱ͖ɼ্ख͍͘͘͜ͱ͍͔ͳ͍͜ͱ͋ΓಘΔ
͕ɼ্هͷաఔΛͯݟΘ͔ΔΑ͏ʹɼஈ֊తʹɼڭ
तऀɼ࠷ॳͷ۩ମతͳΛ༻͍͔ͨࣔࢦΒɼֶश
ऀ͕าߦͷͱ͖ʹࠨͨ͡ײӈͷৼΓ֮ײࢠΛɼ ˙͜ ͱ̇̇
Ͱ͑ΔΑ͏ʹͳΔɽͳͥͳΒɼ͜ͷநతͳදݱ
ͷৼΓ͕֮ײࢠɼڭतऀͷٻΊΔาߦΛՄʹ͢Δ
ମ͔֮ͩײΒͰ͋Δ.

ɹͦ͜Ͱɼ͜ͷา܇ߦ࿅ͷྫΛͱʹͯ͠ɼϞσϧΛ
ಋʮ50cmࢦతޠݴतऀʹΑΔڭΈΔɽ·ͣɼࢼஙΛߏ

ӈΛग़͢ʯΛ xͱ͢Δ 2ɽ͓ͦΒ͘ 50cmͰͳ͘ͱ
Α͍ͣͰɼ48cm ͩΖ͏͕ɼ51cm ͩΖ͏͕ɼେ
͖ͳҧ͍͞΄Ͳͳ͍Մੑ͕͍ߴɽҰํɼֶशऀʹ
ͱͬͯɼڭतऀͷޠݴతࢦಋ xͷ 50cm͕ɼ࠷దͳ
҆ͩͬͨͱ͢Δɽ͢Δͱɼ͜ͷޠݴతࢦಋ xɼ࿈ଓ
Խͯ͑͠ߟΔͱ͖ɼۃΛͭ͜ͱ͕ཁ͞ΕΔ͜ͱ
ʹͳΔɽ
ɹͦͷཧ༝ɼͷ௨ΓͰ͋Δɽڭतऀͷޠݴతҙຯ
ۭؒɼޠݴͷҙຯʹΑͬͯߏ͞ΕͨωοτϫʔΫ
Λࣔ͢ɽ͜ͷޠݴతωοτϫʔΫʹ͓͍ͯɼڭतऀɼ
͕͍ࣗ͑ͨҙຯͷදݱͷۙʹֶ͓͍ͯशऀΛ
ධՁ͢Δ͜ͱʹͳΔɽ͜ͷɼࠩ͋Δ͍ɼωοτ
ϫʔΫʹڑΛೖΕͯ࿈ଓԽ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼඍ
ʹΑΔۃΛɼධՁͷࢦඪͱ͢Δ͜ͱ͕ՄͱͳΔͨ
ΊͰ͋Δɽɹ

2.2 తΠϯλϥΫγϣϯޠݴ

ʹɼॳาతͳา͔ߦΒɼߴͳาߦΛ͢ࢦɽ
˙͜ ͱ̇̇ʹΑΔڭतऀͱֶशऀͱͷޠݴతΠϯλϥΫ
γϣϯΛ௨ͯ͠ɼ͍ޓʹମ֮ײΛڞ༗͍༷ͯ͘͠Λ
ද͢ݱΔɽڭतऀͷޠݴతࢦಋΛ xͰද͠ɼͦΕΛ࣮

ಋ༰Λࢦतऀͷஈ֊తڭ2 xk Ͱද͢ͳΒɼڭतऀͷධՁΛ
तڭͳ໌ݡಋஈ֊ʹԠͯ͡༩͑Δ͜ͱҙຯ͕͋ΔɽͳͥͳΒɼࢦ
ऀɼֶ͠͠शऀʹ࣮͠ߦ͍͢؆୯ͳࢦಋ͔ΒΊͯɼୈ
ʹқΛ্͛Δɽ͜ͷ߹ɼࢦಋ༰ͷධՁͦΕʹͭΕͯ͘ߴ
ͳΔͰ͋Ζ͏ɽ
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తͳ؍शऀͷओֶͨ͠ߦ ˙͜ ͱ̇̇ʹΑΔදݱʢҎԼɼݴ
ԽʣΛޠ yͱ͢Δɽ͜͜Ͱɼڭतऀͷޠݴతࢦಋ xΛ
ɼ͢ͳΘݱशऀʹରͯ͠ɼֶशऀͷମදֶͨ͠ߦ࣮
ͪύϑΥʔϚϯε͕ɼֶशऀͷޠݴԽ yk ʹදΘΕΔ
ͱԾఆ͢Δͱ [4]ɼֶशऀͷޠݴԽ y ͕ɼڭतऀ͕ٻ
ΊΔาߦͷମ֮ײʹԊΘͳ͍ͱ͖ɼ͞ΒͳΔΞυό
Πε͕ͳ͞ΕΔɽҰํɼ͜ͷڭतऀͷମ͕֮ײɼ؆
୯ʹֶशऀʹΘΕΑ͍͕ɼԟʑʹͯ͠ࠔͳ߹
͕ଟ͍ͷͰͳ͍ͩΖ͏͔ɽͳͥͳΒɼڭतऀֶ͕
शऀʹ͍͑ͨ͜ͱɼڭՊॻʹॻ͔ΕͨΑ͏ͳࣜܗ
Ͱͳ͘ɼ҉ʹҐஔ͚ΒΕΔମ͔ͩΒͰ
͋Δ [2]ɽ
ɹΑͬͯɼڭतऀɼֶशऀʹదͨ͠ஈ֊తͳࢦಋ๏
ΛߟҊ͠ɼࣗΒͷମ֮ײͷ͍ΘɼٕͷίϐʔΛࢼ
ΈΔɽίϐʔ͍ٕͨ͠ɼ۩ମతͳࣔࢦʮ50cm ӈ
Λग़͢ɽӈʹମॏΛҠ͠ɼࠨΛ 50cmग़ͯ͠ɼࠨ
ʹମॏΛҠ͢ʯͰͳ͘ɼ ˙͜ ͱ̇̇ʹΑͬͯɼ͑
͍าߦʹ͏நతͳମ֮ײͰ͋ΔɽͦͷͨΊɼڭ
तऀͷޠݴతࢦಋ xͱɼֶशऀͷޠݴԽ yɼஈ֊త
ʹަΘ͞Ε͍͖ͯɼڭतऀͷ֮ײ͍͍ۙͮͯ͘ۀ࡞
ΘΕΔɽߦ͕
ɹ͜͜Ͱɼڭतऀͷޠݴతࢦಋ xͱֶशऀͷޠݴԽ y

͕ɼͲͷ͙Βִ͍ͨΓ͕͋Δͷ͔ΛԽͰ͖ͨͱ͢
ΔͱɼͦΕֶशऀͷମͷख़ୡ߹ΛධՁͨ͜͠
ͱʹଞͳΒͳ͍ɽͦͷͨΊɼ֤ஈ֊ʹ͓͚Δֶशऀͷ
Խޠݴ yΛධՁ͢Δඞཁ͕͋Δɽͦ͜ͰɼڭतऀʹΑ
ΔֶशऀͷޠݴԽ yͷධՁؔΛ g(y)ͱ͢Δɽ
ɹ͜ͷධՁؔ g(y) ͕ɼڭतऀͷࣔࢦʹ͍͔ʹۙͮ
͚͍ͯΔ͔ΛධՁ͢ΔͷͰ͋ΓɼධՁͷ࠷͍ߴঢ়
ଶ y͕ܾΊΒΕΔɽ͜͜Ͱɼؒ tʹґଘ͠ͳ͍߹ɼ
͜ͷධՁؔɼۃʹΑͬͯද͞ΕΔ 3ɽ

dg(y)

dy
= 0 (1)

ͳ͓ɼ͜ͷධՁ͕ؔɼؒͳͲͷύϥϝʔλʹґଘ
͢Δ߹ɼ࠷খ࡞༻ͷݪཧ͢ͳΘͪɼఀཹۂઢΛٻ
ΊΔͱͳΔʢ Aরʣɽ
ɹʹɼڭतऀͷݴ༿తࢦಋ xk ɼͦͷࣔࢦΛ࣮
ΕΔ͜ͱ͕͔ͮؾɼֶशऀʹΑͬͯɼʹޙͨ͠ߦ࣮ʹ
ෆेͳ͕͖ͮؾ͞Ε͍ͯΔɽҰํɼֶशऀͷظ
߹ɼֶशऀͷޠݴԽ y ʹରͯ͠ɼڭतऀͷࣔࢦ
xk+1 Λ༩͑Δ͜ͱʹͳΔɽڭतऀͷࢦಋ xk ͷͱͰɼ
ֶशऀ͕ͦΕΛ࣮ޙͨ͠ߦɼͷڭतऀͷࢦಋ xk+1

͕༩͑ΒΕͯɼͦΕʹର͢ΔֶशऀͷޠݴԽ yk+1 ͕
ͨΒ͞ΕΔͱ͍͏ɼk ʹΑΔஈ֊͕Ͱ͖Δʢ֤ஈ֊
k = 1, 2, · · · , n ʹରͯ͠ɼxk, yk ͱఆٛʣɽ͜ͷஈ֊
ɼڭतऀֶ͕शऀͷख़ୡঢ়گΛͯ؍ɼख़ୡ͕ͳ͞
ΕͨͱධՁ͢Δ·Ͱଓ͚ΒΕΔɽ͜ͷϞσϧɼม

3Ұൠతʹɼؒʹґଘ͢ΔͳΒɼgk(yk(t), dyk(t)/dt) ͱͳ
ΔͷͰɼ(1) ࣜɼม δ

!
gk(yk(t), dyk(t)/dt)dt = 0 Ͱද͞Ε

Δɽ

xk ͓Αͼɼม yk ͱධՁؔ gk(yk) ΑΔͷͳͷ
Ͱɼஈ֊ϞσϧΛ (X,Y, g) ͱ͜͢هͱͱ͢Δɽͨͩ
͠ɼX = xkɼY = ykɼg = gk(yk)ɼk = 1, 2, · · · , nͱ
͢Δɽਤ 2ɼֶशऀͷޠݴԽ͕ɼख़ୡͱͱʹɼڭ
तऀͷۃʹɼ͍͍༷͕ۙͮͯ͘ࢠද͞ݱΕ͍ͯΔɽ
ͳ͓ɼڭतऀͷظͱɼֶशऀͷख़ୡ߹ͷζϨ͕
ࣝͰ͖Δ࠷ऴखஈɼڭतऀֶ͕शऀͷମಈ࡞Λ؍
తΠϯλϥΫγϣϯޠݴΔ͜ͱʹ͋ΔɽΑͬͯɼ͢
Δ͜ͱ͕ՄͰ͋ΔΛ֬͢ࢿʹɼϞσϧͯͬݶʹ
͍ͨ͠ɽ

2.3 ؔԽͷ

तऀͱڭஙͨ͠ஈ֊Ϟσϧ͔Βࣔ͞ΕΔΑ͏ʹɼߏ
ֶशऀͷޠݴతΠϯλϥΫγϣϯͷϙΠϯτɼධՁ
ؔʹ͋Δɽ͜Εɼڭतऀͷ͍͑ͨମ֮ײΛཅ
ʹ༩͑Δʢ໌ࣔతʹύϥϝʔλΛࢦఆ͢Δʣ͜ͱΛҙ
ຯ͢ΔͨΊɼධՁؔΛ༗ޮʹܾΊΔ͜ͱ͕ॏཁͳ՝
ͱͳΔɽ
ɹͦ͜Ͱɼֶशऀͷମ֮ײʹର͢ΔޠݴԽͷදݱʹ
ରͯ͠ɼͦΕΛޠݴతҙຯۭؒͱଊ͑ͯɼڭतऀ͕ظ
͢Δମݴ͍ۙʹ֮ײ༿ͱɼԕ͍ݴ༿ͷτϙϩδʔ
ΛܾΊΔํ๏ΛఏҊ͢Δɽ͜Εɼ͍͔ͭ͘ͷύϥ
ϝʔλʹཧ͞Εͨମ֮ײΛදۭؒͨ͠ݱͱͳΔɽ
తҙຯۭؒͷઃఆɼͦͷ··ධՁؔʹө͞ޠݴ
ΕΔͷͰɼڭतऀͱֶशऀํʹͱͬͯɼߟʹͳΔ
ۭؒϞσϧͱͳΓಘΔͱ༧͞ΕΔɽ
ɹͨͱ͑ɼཱҐͷࢦಋͱͯ͠ʮ80ͷ֯Ͱཱͭʯ
͜ͱΛɼڭतऀ͔Βࣔ͞ࢦΕͨͱԾఆ͢Δɽ࣮ࡍݸ
ਓ͕ࠩ͋ΓɼਓʹΑͬͯ 80 ͔ΒଟগͣΕͯɼ࠷ऴ
తͳୡͱͯ͠ख़ୡͨ͠ͷମ͕֮ײཁ͞ΕΔɽ
·ͣɼx1 = 80ͱ͢Δɽ͜Εʹରֶͯ͠शऀ͔Β͞
·͟·ͳޠݴԽ y͕͋Δɽ͜ͷͱ͖ɼ80ۙลͰɼֶ
शऀͷମ͕֮ײɼڭतऀͷཁ͢Δମ֮ײʹͳΕ
ɼࢦಋͷతୡͤΒΕΔͱ͢Δɽʹɼͦͷલޙ
Ͱɼֶशऀͷ͕֮ײɼڭतऀͷମ͔ۇʹ֮ײʹۙͮ
͚ɼ࿈ଓͰΒ͔ͳؔ y1 ʹΑͬͯ༩͑ΒΕΔ͜
ͱͱͳΓɼ͜ͷͱ͖ɼy1 ΛޠݴతҙຯۭؒʹͱΔ͜ͱ
͕Ͱ͖Δɽ͢ͳΘͪɼڭतऀͷମ֮ײʹ͍ۙදݱɼ
ԕ͍දݱΛઢ্ʹͤͯ͞ɼΒ͔ʹڭतऀͷ
ମ֮ײͷۃখΛͱΔΑ͏ʹɼධՁؔ g1 Λઃఆ͢
Δ͜ͱʹΑΓɼֶशऀͷޠݴԽΛධՁͰ͖Δɽ

3. Ϟσϧͷଥੑ
3.1 ࣮ફతূݕ

ஈ֊Ϟσϧ (X,Y, g) ΛཧతʹߏஙͰ͖Δݟ௨͠
͕͍ͭͨ͜ͱΛ্֬ͨ͠Ͱɼ࣮ફతূݕʹҠΔɽͲ
ͷΑ͏ͳཧϞσϧͰ͋ΕɼநԽͱຊ࣭తཁૉͷந
ग़ۀ࡞Λ௨ͯ͠ɼ͍ͬͨΜ࣮ફͷੈքΛΕΔ͕ɼ
ͼɼ࣮ફͷੈքͱ݁ͼ͚ΒΕΔ͜ͱͰɼଥੑ͕࠶
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ਤ 2 తΠϯλϥΫγϣϯͷஈ֊Ϟσϧޠݴतऀͱֶशऀͷڭ (X,Y, g)ͱɼମͷख़ୡͷධՁʢ؍ʣ

֬͞Εͳ͚ΕͳΒͳ͍ [13]ɽͦ͜Ͱɼஈ֊Ϟσϧ
ͷଥੑʹ͍ͭͯɼͷ࣮ફతূݕΛͨͬߦɽ
ɹ࣮ફ՝ɼཱҐʢҎԼɼཱҐʣ͓Αͼɼาߦ
ಈ࡞ʢҎԼɼาߦʣͰ͋Δɽͳ͓ɼεϙʔπͷٕڝಛ
ੑ͝ͱʹɼཧͱ͢Δܗʹҧ͍͕͋ΔͨΊ [14][15]ɼຊ
ͰɼϥάϏʔόεέοτϘʔϧͱ͍ͬͨϛυڀݚ
ϧɾύϫʔ 4 ʹదཱͨ͠ҐͱาߦΛରͱ͢Δɽ

3.1.1 तํ๏ڭतऀͱڭ

ຊ࣮ફͰɼεϙʔπڭҭֶ͕ઐͷڀݚ୲ऀ
ʢୈ 2 චऀʣΛڭतऀͱͨ͠ɽڭतऀͷུྺͱͯ͠ɼ
தֶͷ 100m શࠃνϟϯϐΦϯΛ͡Ίɼߍߴɾ
େֶʹɼશࠃϨϕϧͰ׆༂ͨ͠ɽࡏݱɼࠃ
֎ͷεϙʔπબखΛରʹΓͷࢦಋΛ͍ͯ͠Δɽ
͘ΔͨΊͷɼମͷ࣠Λ࡞Δཱͪํ 5 ɼޮతͳ
า͖ํͷ্Λॏࢦͨ͠ࢹಋʹΑΓɼ੩Ԭࢢͷߍߴ
ΛશߍߴࠃϥάϏʔେձॳग़ʹಋ͖ɼڧԽʹ͠ݙߩ
ͨɽཱҐͱาߦΛख़ୡͤ͞Δಠࣗͷࢦಋํ๏͕ධՁ͞
ΕɼຊϥάϏʔ U-20ɾU-18ɾU-17ɾϢʔε 7ਓ੍
ຊදίʔνʹब͠ɼࢸʹࠓΔʢ2016 ʣɽࡏݱ4݄
ɹڭतํ๏ɼͷ௨ΓͰ͋Δɽڭतऀ͕ߟҊཱͨ͠
ҐͱาߦͷϓϩάϥϜΛ࣮ऀྗڠݧʢҎԼɼֶशऀʣ
ʹ՝ͨ͠ɽޠݴతΠϯλϥΫγϣϯҎ֎ͷཁҼ͕͋Δ
͜ͱΛള͢ΔͨΊʹɼڭतऀͷ࣮ԋߦΘͣɼݴ༿

4ϛυϧɾύϫʔͱɼҰॠʹͯ͠େ͖ͳύϫʔΛൃ͢شΔӡಈ
ͱɼӡಈ͕ؒ͘ύϫʔ͕͍ӡಈͷதؒʹҐஔ͠ɼӡಈ͕ؒ
30 ඵ͔Β 3 ؒଓ͢ΔΑ͏ͳྗΛҙຯ͢Δ [16]

तऀɼ͜ͷཱҐͷঢ়ଶΛʮθϩϙδγϣϯʯͱ໋໊͠ɼεڭ5
ϓϦϯτཧΛߏங͍ͯ͠Δ

ਤ 3 ୈ 1ஈ֊ͷࢦಋ෩ܠʢڭतऀʹΑΔཱҐࢦಋʣ

͕͚ͷΈͷࢦಋͱͨ͠ʢਤ ɼτϨʔޙরʣɽͦͷ3
φʔ͕ଳಉͷͱɼಉ͡ϓϩάϥϜΛܧଓ͠ɼࣗΒͷ
ମͷಈ͔͠ํମײɼؾ͖ײɼڥͷ֮
ͳͲΛͰ͖ΔݶΓϊʔτʹهͨ͠ɽڭतऀɼϊʔ
τΛఆظతʹ֬͠ɼͳΔֶ͘शऀ͕ݴͨ͠༺༿
Λͯͬɼޠݴͷهड़ʹΑΔࢦಋΛͨͬߦɽ

3.1.2 ֶशऀɼ࣮ؒظࢪɾॴ

ֶशऀɼຊֶঁࢠόεέοτϘʔϧ෦ʹॴଐ͢Δ
େֶੜʢঁࢠ 20.8 ʶࡀ 4.2ʣ8 ໊Ͱ͋Δɽ͜ͷ͏ͪɼ
Ճʢ2໊ʣͱɼ࿅शதʹΑΔҭ࣮शʹΑΔ్தෆڭ
ոզʢ1໊ʣͷ 3໊Λআ͍ͨɼܭ 5໊ΛରʹੳΛ
ඪͱͯ͠ɼֶशऀ͕શһঁࢦɽͳ͓ɼख़ୡऀͷͨͬߦ
तऀ͕ڭɼྀͯ͠ߟͰ͋Δ͜ͱΛࢠ ಋ͠ɼࢦ20͔݄
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ख़ୡͷϨϕϧʹୡͨ͠ͱධՁ͞Ε্ٕͨڝ෦ॴଐͷ
େֶੜʢঁࢠ ɼҎԼɼख़ୡऀࡀ20 Xʣ1໊ʹྗڠΛڼ
͍ͩɽεϙʔπτϨʔφʔ͕શͯͷ࣮ફʹଳಉ͠ɼ҆
શʹࡉ৺ͷҙΛ͍࣮ͨ͠ࢪ 6ɽ࣮ફؒظɼ2015

 11݄ 6͔Β 12݄ 5Ͱ͋ͬͨɽॴɼຊֶͷ
֎্ٕڝͱମҭؗͰ࣮ͨ͠ࢪɽ

4. ମͷख़ୡʹର͢ΔධՁ
ֶशऀͷཱҐͱาߦΛධՁ͢Δʹ͠ࡍɼ͍͔ʹ༏Ε

ͱͯ͠ɼͦͨͬߦղੳΛ࡞Αͬͯɼಈʹثػͨ
ͷಓΛઐͱͨ͠ڭतऀͷతͳ؍ʹউΔख๏
ͳ͍ɽ͔͠͠ɼڭतऀͷେہతͳ؍ɼओ؍తͳධ
ՁͰ͋Δ͚ͩʹɼධՁํ๏ଟ༷Խ͞Εɼ৴པੑͱଥ
ੑΛ୲อ͢Δʹݶք͕͋Δͷ࣮ࣄͰ͋Δ [17]ɽ
ͦ͜Ͱɼ৴པੑͷূݕʹ͍ͭͯɼͦΕͧΕଅਐલޙʹ
2ճͣͭӨ͞ΕཱͨҐͱาߦͷσʔλͷͻͱͭΛධ
Ձ͠ɼҰఆؒظΛ͚͋ͯɼ͏ยํͷσʔλΛ࠶ධ
Ձ͢Δฏࠪݕߦ๏Λ༻͍ͯݕ౼ͨ͠ɽ·ͨɼڭतऀͷ
ධՁʹର͢ΔଥੑΛ͢ূݕΔͨΊʹɼཧֶྍ๏ͷ
୲ऀʢୈڀݚ 5චऀʣ͕ɼྟচతݟ͔ΒࢹʹΑ
ΔࡏہతͳղੳΛͨͬߦɽ

4.1 ཱҐͱาߦͷղੳ

4.1.1 ଌఆํ๏

ଌఆثػɼσδλϧΧϝϥ Panasonic DMC-

FZ200 LUMIX Λ༻ͨ͠ɽཱҐͷଌఆํ๏ɼલ
໘ɼଆ໘ʢࠨӈʣɼޙ໘ͷํ͔Βɼશ͕ࣸΔڑ
ΛอͪɼͦΕͧΕ 2ճͣͭӨͨ͠ɽาߦͷଌఆํ
๏ɼແ෩ঢ়ଶͷΞϦʔφʹ͓͍ͯɼ1mִؒʹϛχ
όʔΛઃஔ͠ɼ20mͷࣗ༝าߦʢ͞ΛҰఆʹอͭ͜
ͱΛࣔ͢ڭΔҎ֎ɼࣗ༝ʹ͏ߦาߦʣΛ࣮ͨ͠ࢪɽ
ఆৗͷาߦΛධՁ͢ΔͷʹదͳՃาߦ࿏ͷڑΛ
ɼσδλϧΧϝϥΛதؒʢ10mʣʹઃஔ͠ɼྀ͠ߟ
2ճͷӨΛͨͬߦɽσδλϧΧϝϥɼಈըػϋ
ΠεϐʔυϞʔυʢ120fpsHDʣʹઃఆ͠ɼӈଆ໘͔Β
Өͨ͠ɽ

4.1.2 ղੳํ๏

ཧֶྍ๏ͷڀݚ୲ऀʢୈ 5 චऀʣͱ૬ஊͷ্ɼ
ྟচධՁͷج४ʹଇΓɼͷղੳΛͨͬߦɽ
ɹཱҐɼํͷը૾ͷ͏ͪɼาߦͱಉํͰ͋Δ
ӈଆ໘ʹͨ͠ɽશͷࣼɼ֎ՌΛ௨Δচͷ
ਨઢͱࣖਨͷ̸֯ α1 ͱݞๆͷ̸֯ α2 ʹɼ্ࢶͷ
Λ௨Δচͷਨઢͱࣖਨͷ֯ࢠɼେసࣼ ̸ β1

ͱݞๆͷ֯ ̸ β2 ʹɼԼࢶͷࣼɼ֎ՌΛ௨Δচ
ͷਨઢͱେసࢠͷ֯ ̸ γ1 ʹͦΕͧΕ͠ɼը૾

6ຊڀݚɼڀݚදऀͷॴଐؔػͷฏ 27 ୈ 2 ճྙڀݚ
ཧ৹ࠪʹ͓͍ͯঝ͞Ε͍ͯΔ

ղੳιϑτ Image JΛ༻͍ͯɼղੳΛͨͬߦɽ
ɹาߦɼҰาߦपظʹͨ͠ɽҰาߦपظͱɼ
ยଆͷ͕ʢʣ͠ɼ྆ͰମΛ͑ࢧͳ͕Β
ʢ྆Լظࢧࢶʣɼୈʹٯଆͷ͕໘͔ΒΕʢ
ʣɼยͰମΛ͑ࢧΔʢ୯Լظࢧࢶʣঢ়ଶ͔Βɼ
ͷظࢧࢶɼ͏Ұɼ୯ԼͯܦΛظࢧࢶͼ྆Լ࠶
ঢ়ଶͱͳΓɼಉଆͷ͕ɼ࠶ͼ͢Δ·Ͱͷಈ࡞
ʢҎԼɼॏෳาʣͰ͋Δɽ͜ͷॏෳา͕Ө͞Εͨಈը
σʔλΛɼಈըฤूιϑτ Adobe PremiereʹऔΓࠐ
Ήɽͦͷޙɼ։ࢶҐͱ࠷େՄಈҬ౸ୡͷϑϨʔϜ
Λࢹʹͯநग़͠ɼը૾ฤूιϑτAdobe Photoshop

ʹऔΓࠐΈɼը૾Խͨ͠ɽ͜ͷը૾ΛͱʹɼͦΕͧ
ΕେసࢠͱݞๆΛ݁Μͩઢͱගؔઅͱͷ֯ͷؔݞ
અ۶ۂ ̸ θ1 ͱؔݞઅ৳ల ̸ θ2ɼา෯ W ͱ H ͱͷ
ൺΛɼը૾ղੳιϑτ Image J Λ༻͍ͯղੳͨ͠
ʢਤ রʣɽ4

4.1.3 ֶशऀશମͷղੳ݁Ռ

ਤ 1ʹɼཱҐ͓Αͼาߦͷଅਐલޙͷղੳ݁ՌΛࣔ
͢ɽ͜͜Ͱɼઌڀݚߦʹ฿͍ɼֶशऀશମͱͯ͠ɼख़
ୡऀͷཱҐͱาߦʹ͍͔ۙͮͨΛ֬͢ΔతͰɼt

ɽͨ͠ূݕʹతܭఆʢରԠ͋ΓʣʹΑΓ౷ݕ
ɹཱҐʹ͍ͭͯɼ༗ҙਫ४ 5%Ͱ tݕఆʢ྆ଆʣʹΑ
Γͨ͠ূݕɽશମͷࣼΛ֬͢Δ̸ α1ʢt(4)=2.88ɼ
p<.05ʣͱ̸ α2ʢt(4)=2.97ɼp<.05ʣɼԼࢶͷࣼΛ֬
͢Δ̸ γ1ʢt(4)=2.97ɼp<.05ʣɼଅਐલޙͰɼ༗ҙ
ͳ͕ࠩ͋Δ͜ͱ͕͔ͬͨɽҰํɼ্ࢶͷࣼΛ֬
͢Δ̸ β1ʢt(4)=1.44ɼn.s.ʣͱɼ̸ β2ʢt(4)=1.82ɼn.s.ʣ
ɼ༗ҙͳ͕ࠩΊΒΕͳ͔ͬͨɽ
ɹʹɼาߦʹ͍ͭͯɼཱҐͱಉ͘͡༗ҙਫ४ 5%

Ͱ t ۂઅ۶ؔݞɽͨ͠ূݕఆʢ྆ଆʣʹΑΓݕ ̸ θ1
ʢt(4)=2.84ɼp<.05ʣͱ 20mาߦͷλΠϜʢt(4)=4.70ɼ
p<.05ʣʹ ɼଅਐલޙͰ༗ҙͳ͕ࠩ͋Δ͜ͱ͕͔ͬ
ͨɽҰํɼؔݞઅ৳ల̸ θ1ʢt(4)=0.70ɼn.s.ʣɼา෯W

ͱH ͱͷൺʢt(4)=1.27ɼn.s.ʣɼ༗ҙͳ͕ࠩ
ΊΒΕͳ͔ͬͨɽ
ɹͦ͜Ͱɼ༗ҙͳ͕ࠩ͋ͬͨܭଌ߲ʹରͯ͠ɼख़
ୡऀ X ͷʹ͍͔ۙͮͨͲ͏͔Λͨ͠ূݕɽؼແ
Ծઆ H0 Λख़ୡऀ X ͷܭଌʹઃఆ͠ɼ༗ҙਫ४
5%Ͱ t ͱ͜Ζɼଅͨ͠ূݕఆʢରԠͳ͠ʣʹΑΓݕ
ਐલʹ༗ҙͳ͕ࠩ͋ͬͨͯ͢ͷ߲͕ɼଅਐޙɼ
̸ α1ʢt(4)=0.17ɼn.s.ʣɼ̸ α2ʢt(4)=0.69ɼn.s.ʣɼ̸ γ1
ʢt(4)=1.09ɼn.s.ʣɼ̸ θ1ʢt(4)=1.80ɼn.s.ʣɼ20mาߦ
ͷλΠϜʢt(4)=2.55ɼn.s.ʣͱ༗ҙͳ͕ࠩΊΒΕͳ
͔ͬͨɽ
ɹҎ্ͷ݁Ռ͔Βɼଅਐલʹ༗ҙ͕ࠩ͋ͬͨܭଌ߲
ʹؔͯ͠ɼଅਐޙͰɼֶशऀશମͱͯ͠ख़ୡऀ Xͷ
ʹ͍ۙͮͨ͜ͱ͕֬͞Εͨɽ
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ද 1 ཱҐͱาߦͷղੳ݁Ռ͓ΑͼɼڭतऀͷධՁ

ྔے֨ࠎ (kg) ମࢷ (%) ̸ α1 ̸ α2 ̸ β1 ̸ β2 ̸ γ1

ֶशऀ  cm લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ

ֶशऀ A 177.5 30.5 29.8 15.5 17.6 2.7 7.2 4.0 7.4 0.8 5.7 3.5 6.2 4.8 8.1

ֶशऀ B 161.9 23.5 24.2 19.4 17.8 3.8 3.8 5.1 4.6 1.5 1.6 2.2 2.9 8.1 7.6

ֶशऀ C 168.0 24.6 24.5 20.9 18.1 2.1 5.5 2.5 5.7 0.8 3.6 0.6 2.8 4.5 8.4

ֶशऀ D 158.0 23.0 23.6 23.1 21.0 4.3 5.2 3.6 5.3 3.4 1.9 2.0 1.1 4.9 8.6

ֶशऀ E 166.0 24.1 24.6 28.8 26.5 1.5 5.3 1.2 4.8 -0.4 1.3 -0.8 0.3 3.2 9.9

ख़ୡऀ X 169.0 - - - - - 5.3 - 5.2 - 1.9 - 1.6 - 9.0

̸ θ1 ̸ θ2 า෯/ 20mาߦ ཱҐͷ࠾ าߦͷ࠾

ֶशऀ લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ ࠾तऀͷڭ 1 લ ޙ લ ޙ

ֶशऀ A 21.2 31.4 16.3 29.7 0.54 0.61 7”72 10”14 ˱ 3ɼ3 3ɼ3 3ɼ3 3ɼ3

ֶशऀ B 22.2 22.1 33.9 25.7 0.68 0.58 8”68 10”33 ˱ 1ɼ1 2ɼ1 1ɼ1 1ɼ1

ֶशऀ C 24.8 28.8 42.4 43.0 0.62 0.59 8”73 9”51 ˱ 2ɼ3 1ɼ1 3ɼ3 1ɼ1

ֶशऀ D 22.7 32.2 18.3 29.2 0.58 0.53 9”13 11”40 ˱ 3ɼ3 2ɼ2 3ɼ3 3ɼ2

ֶशऀ E 41.7 45.5 49.0 46.5 0.62 0.55 8”72 12”24 ˱ 3ɼ3 2ɼ2 3ɼ3 3ɼ2

ख़ୡऀ X - 38.9 - 23.1 - 0.56 - 11”96 ˱ - 0 - 0
1 Ͳɼ͍ಘʢ0΄ߦҐ͓Αͼาཱ͍ۙʹ֮ײतऀͷମڭཧͷଇΓɼݪͷ༺࡞গ࠷  ∼3 ͷ 4 ݅๏ʣΛ༩͑ͨɽ

ਤ 4 ཱҐͱาߦͷղੳ߲

4.2 ֶशऀʹର͢Δڭतऀͷ࠾݁Ռ

ֶशऀશମͱͯ͠ɼ౷ܭతʹख़ୡऀʹ͍ۙͮͨ͜ͱ
Λ֬ͨ͠ͱ͜ΖͰɼʹɼͦΕͧΕݸʑͷֶशऀͷ
ख़ୡʹ͢Δɽ
ɹڭतऀ͕ɼֶशऀͷཱҐͱา͕ߦӨ͞Εͨը૾ɾ
ө૾σʔλΛࢹ͠ɼฏࠪݕߦ๏ʹΑͬͯɼ2ճͣͭ
ཧʹଇΓɼݪͷ༺࡞গ࠷ʹؔͯ͠ɼ࠾ͨ͠ɽ࠾
Ͱ͋Δ߹࡞ͱಉ͡ಈ֮ײतऀͷମڭ 0ɼ͍ۙ
߹ 1ɼԕ͍߹ 2ɼશ͘ҧ͏ಈ࡞Ͱ͋Δ
߹ 3ͱɼڭतऀͷମ֮ײʹཱ͍ۙҐ͓Αͼาߦ
΄Ͳ͍ಘʢ0∼3ͷ 4݅๏ʣͱͨ͠ɽͦͷ݁Ռ

ɼਤ 1ʢԼஈӈଆʣʹࣔ͢௨ΓͰ͋Δɽ࠾ͷ৴པ
ੑΛ͢ূݕΔͨΊʹɼಘΒΕͨ 2 ճͷධՁʹ͍ͭͯɼ
CronbachͷΞϧϑΝʢIBM SPSS Statistics22
༻ʣΛग़ͨ͠ͱ͜ΖɼΞϧϑΝ=.93ʢ>.80ʣͱ
ेͳ͕ಘΒΕͨɽ͜͜ͰɼڭतऀͷධՁͷଥੑ
Λ͢ূݕΔͨΊʹɼཧֶྍ๏ͷڀݚ୲ऀʢୈ 5ච
ऀʣ͕ɼྟচతݟ͔ΒࢹʹΑΔը૾ͱө૾ͷੳ
Λͨͬߦɽͦͷ݁ՌɼڭतऀͷධՁʹର͢Δଥੑ͕
୲อ͞Εͨ͜ͱ͕֬͞Εͨɽ

5. ֶशऀͷޠݴԽʹର͢ΔධՁ
5.1 ํ๏࠾Խʹର͢Δޠݴ

ʹɼஈ֊Ϟσϧʹ͖ͮجɼֶशऀ͕هೖͨ͠ޠݴ
Խʹରͯ͠ɼڭतऀ͕࠾ΛͨͬߦɽධՁํ๏ʹؔ͠
ͯɼڭतऀͷମݴ͍ۙʹ֮ײ༿ͱԕ͍ݴ༿ͷτϙ
ϩδʔΛܾΊΔޠݴతҙຯۭؒʢਤ রʣͷํ๏2.3
ͱͨ͠ɽ࠷গ࡞༻ͷݪཧʹଇΓɼڭतऀͷ֮ײʹ͍ۙ
Խ΄Ͳɼ͍ಘʢ0ޠݴ ∼3ͷ 4݅๏ʣΛ༩͑
ͨɽͳ͓ɼڭतऀ͕ධՁͰ͖ͳ͍ͱஅͨ͠ޠݴԽʹ
͍ͭͯɼ࠾͔Βআ֎ͨ͠ɽ
ɹֶशऀͷޠݴԽʹର͢ΔڭतऀͷධՁͷ৴པੑʹͭ
͍ͯɼֶशऀͷޠݴԽΛධՁ͠ɼҰఆؒظΛ͚͋ͯɼ
ݕ͍ͯ༺๏Λࠪݕ࠶σʔλΛධՁ͢Δޠݴಉ͡࠶
౼ͨ͠ɽͦͷ݁ՌɼCronbach ͷΞϧϑΝʢIBM

SPSS Statistics22༻ʣΛग़ͨ͠ͱ͜ΖɼΞϧϑΝ
=.85ʢ>.80ʣͷ͕ಘΒΕͨɽ2ճͷධՁʹҧ͍
͕͋ͬͨ߹ɼڭतऀֶ͕शऀͷޠݴԽΛ࠶֬
͠ɼ࠷ऴతʹ࠾Λͨͬߦɽ
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5.2 ύϥϝʔλ

5.2.1 ύϥϝʔλͷઃఆ

ֶशऀͷޠݴԽͷύϥϝʔλʹ͍ͭͯɼ(1)ମత
ύϥϝʔλʢ֮ͱߦҝʹؔ͢Δهड़ʣͱɼ(2) ߟࢥ
తύϥϝʔλʢෆ҆ɾٙɾئͳͲʹؔ͢Δهड़ʣ
ͷ 2ͭʹઃఆͨ͠ɽ

5.2.2 ύϥϝʔλͷ݁Ռ

֤ஈ֊ʹ͓͚Δମతύϥϝʔλ͓Αͼߟࢥతύϥ
ϝʔλʹଐ͢ΔͷཁૉͷมԽΛਤ 5ʹɼڭतऀ͕࠾
ͨ͠ޠݴԽͷฏۉͷਪҠΛਤ 6ͱਤ 7ʹࣔ͢ʢά
ϥϑྻܥͷൣࠩޡғ 5%ͷͰදࣔʣɽ
ɹ͡Ίʹɼ֤ஈ֊ʹ͓͚Δύϥϝʔλͷཁૉͷม
Խʢਤ 5 রʣʹ͢Δͱɼֶशऀ B ֶशऀ C

ͷΑ͏ʹɼڭतऀ͔Βͱ͍ͯߴධՁΛಘֶͨशऀ΄
Ͳɼ֤ஈ֊ʹ͓͚Δମతύϥϝʔλͷཁૉ͕ଟ͘ɼ
Δ݁Ռ͕͋ʹతύϥϝʔλͷཁૉ͕গͳ͍ߟࢥ
ࣔ͞ΕͨɽҰํɼଅਐલޙͱʹධՁ͕ͱ͔ͯͬ
ֶͨशऀ Aʹؔͯ͠ɼମతύϥϝʔλͷཁૉʹ
ൺͯɼߟࢥతύϥϝʔλͷཁૉ͕ଟ͍͜ͱ͕֬
͞Εͨɽ
ɹʹɼମతύϥϝʔλʹ͍ͭͯʢਤ রʣɼͦ6
ΕͧΕֶशऀͷޠݴԽͱɼମͷख़ୡ͕ରԠ͍ͯ͠
Δ݁Ռ͕ࣔ͞Εͨɽͨͱ͑ɼଅਐલޙͱʹධՁ͕
ͱֶ͔ͯͬͨशऀ AͷޠݴԽͷಘͷฏۉʹؔ͠
ͯɼୈ 1ஈ֊ 2.0ʢs.d.=0.0ʣɼୈ 2ஈ֊ 1.8ʢs.d.=0.9ʣ
͔Βɼ࠷ऴͷୈ 3ஈ֊Ͱ 2.8ʢs.d.=0.4ʣͱಘ্͕ঢ
͠ɼڭतऀͷ͔֮ײΒԕ͔ͬͨ͟͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɽ·
ͨɼଅਐޙʹͱͯධՁ͕͘ߴͳֶͬͨशऀ C ͷݴ
Խʹؔͯ͠ɼୈޠ 1ஈ֊ 2.4ʢs.d.=0.9ʣɼୈ 2ஈ֊
1.9ʢs.d.=1.0ʣɼୈ 3ஈ֊ 1.0ʢs.d.=0.5ʣͱɼڭतऀ
ͷ֮ײʹஈ֊తʹ͍ۙͮͨ݁Ռ͕ࣔ͞Εͨɽ
ɹҰํɼߟࢥతύϥϝʔλʹ͍ͭͯʢਤ রʣɼୈ7 2

ஈ֊͔Βୈ 3ஈ֊Ͱɼͯ͢ͷֶशऀͷޠݴԽ͕ɼڭ
तऀͷ͔֮ײΒԕ͔ͬͨ͟͜ͱ͕ࣔ͞Εɼֶशऀશମ
ͱͯ͠ɼ΄΅ಉ༷ͷΛࣔͨ͠ɽ

5.3 ஈ֊ผͷ݁Ռ

ୈ 1ஈ֊ͰɼͦΕͧΕͷֶशऀ͕ɼڭतऀ͔Βͷ
۩ମతͳࢦಋΛड͚ɼͦͷݴ༿͕͚ΛࣗͳΓʹཧղ
͠ɼޠݴԽΛ͍ͯͬߦΔ͜ͱ͕֬͞Εͨɽ·ͨɼֶ
शऀ Aͱֶशऀ Eɼମతύϥϝʔλͷཁૉʹ
ൺͯɼߟࢥతύϥϝʔλͷཁૉ͕ଟ͘ɼʮකΛε
Ϝʔζʹಈ͔ͬͯ͢ԿͩΖ͏ʢ2015/11/10:Aʣʯʮ͠
͍͚Ͳɼ·ͣͬͺΓؔވઅͷ৳ͼͱॏ৺Λҙࣝ͠
Α͏ʢ2015/11/11:AʣʯͳͲͷޠݴԽ͕֬͞Εͨɽ
ɹୈ 2ஈ֊Ͱɼڭतऀͷݴ༿͕͚ΛࣗͳΓʹཧղ
͠ͳ͕ΒߦҝΛ࣮͠ߦɼମ֮ײͨ͠ײΛޠݴԽ͍ͯ͠
Δ͜ͱ͕֬͞Εͨɽ·ͨɼֶशऀ EΛআ͘ 4໊ͷֶ

ਤ 5 ֤ஈ֊ʹ͓͚Δମత͓Αͼߟࢥతύϥϝʔλ

ͷཁૉ

ਤ 6 ମతύϥϝʔλʹଐ͢ΔޠݴԽͷಘͷਪҠ

ਤ 7 ԽͷಘͷਪҠޠݴతύϥϝʔλʹଐ͢Δߟࢥ
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शऀʹ͓͍ͯɼߟࢥతύϥϝʔλʹൺͯɼମతύ
ϥϝʔλͷཁૉ͕ଟ͔ͬͨʢਤ রʣɽ5
ɹୈ 3ஈ֊ͰɼओମతͳޠݴԽɼڭतऀͷମײ
͔֮Βԕ͍ޠݴԽ͕֬͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨɽͨͱ͑
ɼֶशऀ A ʹ͍ͭͯʮࠓΛ͍ͭΑΓେ͖
͘લʹग़ͯ͠Έͨʢ2015/11/27:AʣʯͷޠݴԽ͕֬
͞Εͨɽ͔͠͠ɼڭतऀ͔Βͯݟɼา෯Λେ͖͘͢Δ
ΦʔόʔετϥΠυɼணʹͳΓқ͘ɼεϐʔυ
ԼΛҾ͖͢͜ىՄੑ͕͍ͨߴΊɼ࠾ 3ͱ
͔ͬͨɽͳ͓ɼา෯ͱͷൺʹؔͯ͠ɼֶशऀ A

ͷΈ͕ɼଅਐޙʹ૿Ճͨ݁͠Ռʢ0.54ˠ 0.61ʣͱͳͬ
ͨɽ·ͨɼֶशऀ B ɼʮ͜ͷલͷܭଌͰɼϞσϧา
͖ͬΆ͍ͬͯݴΘΕͨʢ2015/12/1:BʣʯͷޠݴԽ͕֬
͞Εͨɽ͔͠͠ɼҰൠతʹϑΝογϣϯϞσϧͷา
͖ํͱɼ྆Λաʹަࠩ͠ͳ͕Βண͠ɼࠊΛ೧
ΔΑ͏ͳಈ࡞Ͱ͋Γɼܧଓ͢Δͱɼকདྷඪͱ͢Δ࣬
ͷύϑΥʔϚϯεʹӨ͢ڹΔՄੑ͕͍ͨߴΊɼڭ
तऀͷධՁ 3ͱ͔ͬͨɽ

6. ߟ
ຊڀݚͷతʹؑΈɼ(1)ଞऀੑΛྀ͢ߟΔඞཁੑɼ

(2)࣮ફ͔ΒಘΒΕͨ৽ͨͳݟɼ(3)ஈ֊ϞσϧΛߏ
ங͢Δҙٛɼͷ 3ͭͷࢹ͔Β͢ߟΔɽ

6.1 ଞऀੑΛྀ͢ߟΔඞཁੑ

ஈ֊Ϟσϧʹ࣮͍ͨͮجફ݁Ռ͔Βɼֶशऀશମͱ
ͯ͠༗ҙͳ͕ࠩΊΒΕɼਡ๚Βͷओு [3]ͱಉ༷ͷ
Λࣔͨ͠ɽҰํɼֶशऀͷख़ୡͷ߹͍ʹɼଟ
༷ੑ͕ࣔ͞Εɼ͞Βʹɼڭतऀ͕ٻΊΔཱҐͱาߦ
ʹมԽͤͣʹɼख़ୡ͠ͳ͔ͬͨͱධՁ͞Εֶͨशऀ
A֬͞Εͨɽ
ɹాࡕʹΑΕɼମͷֶͼͷதͰɼֶशऀɼڭत
ऀ͔Β ˙͜ ͱ̇̇Ҏ্ͷԿ͔ΛओମతʹಡΈऔΔඞཁ͕͋
Δͱड़Δ [18]ɽͨͱ͑ɼֶशऀ Bʹର͢Δڭतऀ
ͷʮോඌ͔Β͍͍ͯΔΠϝʔδʢ2015/11/26:

༿͕͚ʹ͍ͭͯɼવͷ͜ͱͳ͕Βɼݴतऀʣʯͷڭ
ཧతʹോඌ͔Β͍͍ͯͳ͍ɽ͔͠͠ɼֶशऀ
BʮͲ͏͢Εɼ͕ോඌ͔Β͍͍ͯΔ͕֮ײಘ
ΒΕΔͷͩΖ͏͔ʁʯͱओମతʹ͑ߟΔ͜ͱ͕ॏཁͱ
ͳΔɽ
ɹ͔͠͠ɼֶशऀͷओମతͳޠݴԽɼඞͣ͠ڭत
ऀͷࢦಋͨ͠༰ɼٻΊΔମ֮ײͱҰக͢Δͱ
Βͳ͍ɽͨͱ͑ɼֶशऀݶ Aͷओମతʹา෯Λ͛
ΔΑ͏ͳޠݴԽΛྫʹͱͬͯɼڭतऀ͔Βମײ
֮ͱશ͘ҧ͏ͷͱͯ͘͠ධՁ͞ΕΔɽ
ɹ͠ɼԾʹڭतऀ͕͍ͳ͍ͱ͢Δͱɼؒҧͬͨޠݴ
Խमਖ਼͞Εͳ͍ͨΊɼମͷख़ୡΛ͛ΔՄੑ
ेʹ͑ߟΒΕΔɽͪΖΜֶशऀͷΈͰɼؒ
ͱ͕ɼؒҧ͍ͨ͛͜ա͢Εɼ͍͔ͭา෯Λܦ͕
Ͱ͋Δ͜ͱʹͮ͘͜ؾͱ͋ΓಘΔɽ͔͠͠ɼఏ

͓ʹͰɼओுͨ͠Α͏ʹɼεϙʔπͷίʔνϯάى
͍ͯɼֶशऀͷͭؒʹݶΓ͕͋Δɽख़ୡͷ͛
ʹͳΔΑ͏ͳޠݴԽΛमਖ਼͠ɼख़ୡʹಋ͘ͷɼͦͷ
ಓΛઐͱ͢Δڭतऀʹ΄͔ͳΒͳ͍ͩΖ͏ɽ
ɹʹɼླΒɼֶशऀͷମΛऔΓڥ͘רɼ
ৗʹมԽ͍ͯ͠ΔͨΊɼ͋Δஈ֊ͰεΩϧߦʹඞཁ
ͳڥͷใ͕ɼͷஈ֊ͰඞཁͰ͋ΔͱݶΒͳ͍
ͱड़͍ͯΔ [10]ɽਡ๚ɼମͷख़ୡͷաఔΛɼ
ମͱڥͷؔΛৗʹߏ࠶ங͠ଓ͚Δਐతϓϩη
εͰ͋Δͱओு͍ͯ͠ΔΑ͏ʹ [3]ɼମ͕͔ڥΒ
औΓग़͢ใɼৗʹมԽ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͋Δɽ͜͜
Ͱɼֶशऀ͚ͩͰɼใͷมԽʹରԠͰ͖Εͳ
͍ͷ͕ͩɼ࣮ࡍͷεϙʔπݱͰɼԟʑʹͯ͠͠
͍έʔε͋Δɽ
ɹ͜ͷΑ͏ͳ߹ʹɼڭतऀͷ؍٬తͳࢹ͕ॏཁͱ
ͳΔɽͨͱ͑ɼຊ࣮ફͰྑ͍ମ֮ײΛੜΈग़ͨ͠
ʮϑΝογϣϯϞσϧʯͷޠݴԽΛͯݟɼڭतऀɼ
কདྷతʹͦΕΒͷޠݴԽ͕ɼͷ࣬ͷஈ֊Ͱඞཁͳ
͘ͳΓɼͦͷޠݴԽࣗମ͕ମͷख़ୡΛ͛ΔՄ
ੑ͕͋Δ͜ͱΛ༧ଌ͠ɼ͍ධՁΛ༩͍͑ͯΔɽ
ɹԾʹɼڭतऀ͕ଘ͠ࡏͳ͔ͬͨͱͨ͠Βɼֶशऀɼ
ྑ͍ମ֮ײΛੜΈग़ͨ͠ޠݴԽΛͪଓ͚ɼาߦΛ
ଓ͚Δ͜ͱ༧͞ΕΔɽಛʹɼ্ख͍͘͘͠ߦ࣮
ମ֮ײΛੜΈग़ͨ͠ޠݴԽɼֶशऀʹͱͬͯख์
͍͠ͷͰ͋Δɽ͋Δஈ֊ͰඞཁͳߦࢼͰ͋ͬͨݴ
Խ͕ɼͷஈ֊Ͱෆཁͱͳͬͨͷʹ͔͔ΘΒͣɼޠ
ͦͷ ˙͜ ͱ̇̇Λख์͢͜ͱ͕Ͱ͖ͳֶ͍शऀʹରͯ͠ɼ
σʔλఏࣔ༻۩Λม͑ͨΓɼಈ࡞ͷݪཧΛ࠶͑ߟ
ͤ͞ [19]ɼ৽ͨͳ͖ͮؾࢹΛͨͤΔ͜ͱ͕Ͱ͖
ΔҰ൪͍ۙଘͦ͜ࡏɼରͷମʹख़ୡͨ͠ڭतऀ
ͳͷͰ͋Δɽ

6.2 ࣮ફ͔ΒಘΒΕͨ৽ͨͳݟ

ҰൠతʹɼཧϞσϧͷύϥϝʔλ͕গͳ͍΄
Ͳɼγϯϓϧͳݱͷཧղಋ͘ྑ͍Ϟσϧͱ͞Ε
Δɽͦ͜ͰɼຊڀݚͰɼ֮ͱߦҝʹؔ͢Δମత
ύϥϝʔλͱɼෆ҆ɾٙɾئͳͲʹؔ͢Δߟࢥత
ύϥϝʔλͷ 2ͭʹઃఆͨ͠ɽ
ɹͦͷ݁Ռɼମతύϥϝʔλʹؔ͢ΔޠݴԽͱɼ
ମͷख़ୡ͕ରԠ͍ͯ͠Δ݁Ռ͕ࣔ͞Εͨʢਤ 6 
রʣɽҰํɼߟࢥతύϥϝʔλʹ͍ͭͯɼֶशऀશ
ମͱͯ͠ɼ΄΅ಉ༷ͷΛࣔ͠ɼମͷख़ୡͱ૬
ͳ͍͜ͱ͕֬͞Εͨʢਤʹؔؔ রʣɽ7
ɹӡಈྍ๏ֶ [20]ͰɼମͷҐஔಈ͖ʹ͍ͭͯؾ
͍ͮͨҹͷӡಈ֮ײ 7 ɼਓͦΕͧΕݸਓ͕ࠩ͋Γɼ
ಛʹҐஔ ɾ֮ӡಈ ʢ֮ؔઅҐஔ͓Αͼࢶɼ·ͨମװ
ͷಈ͖ͳͲͷ֮ײʣͳͲͷਂ෦֮ײɼड༰͕ثମ

7ӡಈ֮ײɿද֮ײࡏʹ͔͔ΘΔ֎ड༰͓ثΑͼਂ෦֮ײͳͲͷ
ड༰͔ثΒͷೖྗͱɼதੑӡಈྩࢦʹ͏৴߸͕౷߹͞Εͨ݁
Ռͱͯ͠ɼମͷҐஔͱಈ͖ʹ͍ؔͯͨͮ͠ؾҹͱఆٛɽ
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ͷਂ͍ॴʹҐஔʢड༰ثʣ͍ͯ͠ΔͨΊɼ֮͢Δ
͜ͱ͕͍͜ͱ͕໌Β͔ʹͳ͍ͬͯΔɽͦͷͨΊɼֶ
शऀʹΑͬͯɼମͷಈ͖ମײΛ ˙͜ ͱ̇̇ʹ͢ΔҎ
લʹɼਂ෦֮ײΛ֮͢Δ͜ͱࣗମ͕͍͠߹ߟ
͑ΒΕΔɽ࣮ફ݁Ռ͔Βࣔ͞Εͨେ͖ͳಛͱͯ͠ɼ
ମ͕ख़ୡ͠ͳֶ͔ͬͨशऀɼମతύϥϝʔλ
ͱൺͯɼߟࢥతύϥϝʔλͷཁૉ͕ଟ͍͜ͱ͕ڍ
͛ΒΕͨɽͨͱ͑ɼֶशऀ Aɼϊʔτͷهड़ྔ
ͱͯ͠ଞͷֶशऀʹൺͯͱͯଟ͔͕ͬͨɼʮ͜Ε
͕ແҙࣝʹͰ͖ΔΑ͏ʹͳΓ͍ͨʢ2015/11/25:Aʣʯ
ʮྗΛൈͬͯ͘େͩࣄͳ͊ͱ͏ࢥʢ2015/11/25:Aʣʯͳ
Ͳͷߟࢥతύϥϝʔλͷཁૉ͕ଟ͍͜ͱ͕֬͞Ε
ͨɽ͜ΕΒͷޠݴԽɼֶशऀͷͪؾΛදͨ͠ݱ
ͷͰ͋Γɼਂ෦֮ײͱൺֱͯ͠ɼ ˙͜ ͱ̇̇ʹ͠қ͍ɽ
ɹҰํɼઌڀݚߦͰɼମͷޠݴԽΛ͢ߦࢼΔʹ
͋ͨΓʮײతʹʯʮͱΓ͋͑ͣʯʮܰؾʹʯʮਖ਼͍͠
อূ͕ͳ͍͍͔ͯ͘Βʯɼ ˙͜ ͱ̇̇ʹ͢Δ͜ͱ͕ॏཁ
Ͱ͋Δͱड़͍ͯΔ [9]ɽ·ͨɼਡ๚ɼମͷޠݴ
Խͷରͱͯ͠ɼʮମ෦Ґͷಇ͖ʯʮײޒత֮ʯʮࣗ
Δ͍ͯ͛ڍʯΛߟࢥʯʹՃ͑ͯɼʮ֮ײड༰ݾ [4]ɽ
ɹ͜͜Ͱɼઌ͕ڀݚߦओு͢ΔΑ͏ʹɼਖ਼͍͠อূ͕
ͳ͍͍͔ͯ͘ΒɼҰਓশࢹͰࣗ༝ʹޠݴԽ͢Δ
ͳΒɼ֮͢Δ͜ͱ͕͍͠Ґஔ֮ɾӡಈ֮ͷਂ෦
Խ͢ΔΑΓɼֶशऀޠݴ͍ͯͭʹ֮ײ AͷΑ͏ʹɼ
˙͜ ͱ̇̇ʹ͢Δ͜ͱ͕؆୯ͳߟࢥͷදݱ͔ΓΛهड़͢
Δ͜ͱʹͳΔͷɼेʹ༧͞ΕΔɽ
ɹͪΖΜɼεϙʔπͷίʔνϯάʹ͓͍ͯɼֶशऀ
ͷੵੑۃΔؾͳͲͷߟࢥɼॏཁͳ՝Ͱ͋Δɽ
͔͠͠ɼ࣮ફ݁Ռ͔Βࣔ͞ΕͨΑ͏ʹɼ͍͘Βֶ
शऀ͕಄ͰཧղΛͨ͠ΓɼΔؾͳͲͷҙ͕ࣝͯ͘ߴ
ɼ࣮ࡍͷεϙʔπݱͰɼମ͕ख़ୡ͢Δͱ
ऀݡಋ͢ΔࢦΒͳ͍ɽͱͯ͠ɼεϙʔπಓΛݶ
ͨͪʮ͑ߟա͗ͳ͍ʯ͜ͱɼʮͣ͑ߟʹɼ͡ײΔʯ
͜ͱͱ͍ͬͨɼߟࢥʢ͑ߟΔʣͰͳ͘ɼ֮ײʢ͡ײ
Δʣ͕ɼٕΛ֮͑ΔͨΊʹେͰ͋Δ͜ͱΛઆ͘߹
͕͋Δ͕ɼͭ·Δͱ͜Ζɼ࠷ऴతͳతͱɼ܇࿅ʹ
Αͬͯɼֶशऀͷ಄ͰٕΛ֮͑Δ͜ͱͰͳ͘ɼֶश
ऀͷ̇ମ͕ٕ̇Λ֮͑Δ͜ͱʹ͋Δɽ
ɹҎ্ͷٞͱ࣮ફ݁ՌΑΓɼମΛख़ୡͤ͞Δͨ
Ίͷ༗ޮͳ ˙͜ ͱ̇̇ͱɼֶशऀͷख़ୡஈ֊ʹΑͬͯओ
Λରͱ͠ͳ͍߹͋ΔՄੑ͕ࣔࠦ͞ߟࢥతͳ؍
Εͨɽ

6.3 ஈ֊ϞσϧΛߏங͢Δҙٛ

ϞσϧԽͷϝϦοτɼநԽͱຊ࣭తཁૉͷநग़
Ͱ͖Δ͜ͱߟͷੑ࣭ΛΑΓਂ͘ݱΑͬͯɼʹۀ࡞
ʹ͋Δɽຊ࣮ફʹ͓͍ͯɼද͕ݱ͍͠ͱ͞ΕΔ
ମͷख़ୡաఔΛɼஈ֊తʹੳͨ݁͠Ռɼମతύ
ϥϝʔλͷਪҠ͕ɼମͷख़ୡʹରԠ͍ͯ͠Δ͜
ͱ͕ࣔ͞Εͨɽޙࠓύϥϝʔλͷݕ࠶౼ඞཁͰ͋Δ

͕ɼධՁؔͷੵʹΑͬͯɼମͷख़ୡݱ͕༧
ଌͰ͖ΔՄੑ͕ࣔ͞Εͨɽ
ɹ·ͨɼ͜ͷஈ֊ϞσϧͰɼ࠷গ࡞༻ͷݪཧʹଇΓɼ
తͳख़ݮͷఀཹʹऩଋ͍֮ͯ͘͠ײतऀͷମڭ
ୡաఔΛද͍ͯ͠ݱΔɽ͜ΕɼैདྷͷύϑΥʔϚϯ
εΛ౸ୡඪ͝ͱʹஈ֊ʹ͚ͯهड़͠ɼख़ୡ߹
ΛՃతʹࣔ͢ϧʔϒϦοΫͱҧͬͨɼ৽ͨͳධՁ
ͱൃల͢Δͱ͑ߟΒΕΔɽ
ɹҰํɼຊ࣮ફͰɼޠݴҎ֎ͷཁҼ͕Ө͢ڹΔ͜ͱ
Λള͢ΔͨΊʹɼֶशऀʹରͯ͠ڭतऀͷ࣮ԋߦ
Θͳ͔͕ͬͨɼڭतऀͱֶशऀͱͷޠݴԽͷΈͷΠϯ
λϥΫγϣϯͷݶքݟड͚ΒΕͨɽ͞Βʹɼ ˙͜ ͱ̇̇
ͷᐆດੑɼଟٛੑɼྨੑࣅͳͲͷੑ͔֨Βɼఆྔతͳ
ධՁ͕ࠔͱͳΔͱͱʹɼֶशऀͷޠݴԽࣗମ͕ɼ
ମͷख़ୡΛ͛ΔՄੑࣔࠦ͞Εͨɽ
ɹ͔͠͠ɼ ˙͜ ͱ̇̇ʹͯ͠ɼମͷख़ୡΛϞσϧ
Խ͢Δ͜ͱʹҙຯ͕ͳ͍͔ͱ͍͏ͱɼͦ͏ͱݶΒͳ
͍ɽ ˙͜ ͱ̇̇ɼҙࣝͷදݱͱͯ͠ʢᐆດੑɼଟٛੑɼ
Δͱ͍͑ͲʣɼࣗଞΛ݁Ϳίϛϡχέʔ͕͋ੑࣅྨ
γϣϯͷதͰɼ࠷৴པͰ͖ΔखஈͷͻͱͭͰ͋Γɼ
˙͜ ͱ̇̇ʹΑͬͯɼզʑʹ͑ݟΔܗͰɼڭतऀͱֶ
शऀͷΠϯλϥΫγϣϯ͕֞ؒݟΒΕΔͷͰ͋Δɽ

7. ·ͱΊͱޙࠓͷ՝
ֶशऀͱڭतऀͷޠݴతΠϯλϥΫγϣϯΛྀ͠ߟ

্ͨͰɼମͷख़ୡʹؔ͢Δஈ֊Ϟσϧ (X,Y, g)

Λɼཧతʹهड़Ͱ͖Δݟ௨͕͍ͭͨ͠ɽ·ͨɼଥ
ੑͷ࣮ફతূݕʹΑΓɼ࣮ફͷੈքͱ݁ͼ͚Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ɼ͞Βʹɼ࣮ફ͔Β৽͍͕͠ݟಘΒΕͨɽ
ɹޙࠓͷ՝ɼͷ௨ΓͰ͋Δɽͻͱͭɼஈ֊Ϟ
σϧͷ࣮ફతূݕͷੵͰ͋ΔɽͦͷͨΊʹɼ࣮ڠݧ
ྗऀΛ૿͢͜ͱɼཱҐͱา͔ߦΒൃలͨ࣬͠ͷ
ख़ୡɼ·ͨɼଞͷ࣮ફʹΑΔஈ֊Ϟσϧͷଥੑͷݕ
ূɼ͜ͷڀݚςʔϚΛΑΓ͔֬ͳͷʹ͢ΔͨΊʹ
ඞਢͱ͑ߟΒΕΔɽ
ɹ͏ҰͭɼؒମੑͷൃలͰ͋ΔɽຊڀݚͰ
ɼҰਓশ͔ڀݚΒͷൃలͱͯ͠ɼڭतऀͱֶशऀͷ
ؒओ؍తΠϯλϥΫγϣϯʹͨ͠ɽҰํɼࣗଞΛ
͑ͨͱ͜Ζʹଘ͢ࡏΔੑײͷڞ༗ੑ͢ͳΘͪɼ྆ऀ
ʹͱͬͯແਓশɾඇਓশ [21][22]ͷମݧͰ͋Δؒମ
ੑ [23][24]ʹ͍ͯ͠Δɽ
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ຊڀݚɼJSPSՊݚඅ 16K12986ʢڀݚදऀɿ
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A ઢͱΦΠϥʔํఔࣜۂཹఀ
ධՁ͕ؔɼؒͳͲͷύϥϝʔλʹґଘ͢Δ߹

ʹ͓͍ͯɼڭतऀͷମ֮ײͱɼֶशऀͷମද͕ݱ
ҟͳΔͱ͖ͷ༷ࢠɼ൚ؔͷఀཹۂઢΛٻΊΔม
Ͱ͖ΔʢݱཧʹΑͬͯදݪ A রʣɽ͜ͷఀཹ
ͷϧʔ࠷؆୯Ͱ࠷ʹઢɼʮࣗવͷӡಈɼৗۂ
τΛ௨Δʯͱ͍͏࠷গ࡞༻ͷݪཧʢPrinciple of Least

Actionʣ8 ʹै͏ [8][12]ɽ࠷গ࡞༻ͷݪཧͱɼࣄ
ৗʹ࠷খͷ࿑ྗͰ͜ىΔ͜ͱΛҙຯ͢ΔݪཧͰ͋
Δɽ͜ͷݪཧͷൃ͕ݟɼྗͱӡಈͷؔΛهड़͢Δํ
ఔࣜͷఆࣜԽʹͭͳ͕ΓɼϙςϯγϟϧΤωϧΪʔ
ӡಈΤωϧΪʔͱ͍ͬͨॏཁͳ֓೦ΛੜΈग़ͨ͠ɽ
ɹͨͱ͑ɼֶशऀͷମදݱʹରͯ͠ɼҰൠతʹධ
Ձؔ gk(yk(t), dyk(t)/dt) ΛͱΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰɼ
ੵ༺࡞ Jk[yk]͕ɼͷΑ͏ʹ༩͑ΒΕΔɽ

Jk[yk] =

" t1

t0

gk(yk(t), dyk(t)/dt)dt (2)

͜ͷ࡞༻ੵͷఀཹۂઢɼͷΦΠϥʔํఔࣜɼ

dgk(yk(t), dyk(t)/dt)

dt

−dgk(yk(t), dyk(t)/dt)

d(dyk(t)/dt)
= 0 (3)

ʹΑͬͯಋ͔ΕΔɽͦͯ͠ɼ۩ମతʹධՁ͕ؔ༩͑
ΒΕΕܭͰ͖Δ. Ұํ, ͜ͷΑ͏ʹཧ্ͷهड़
Ͱ͖Δ͕, ࣮ફڀݚͷஈ֊ʹ͓͍ͯ, ॏ৺ɾՃ
ͳͲෳͳؚ͕ܭ·ΕΔɽ

ਤ 8 ཧͷࣜਤݪͷ༺࡞গ࠷ઢͱۂཹఀ

8ࣗવքͷݱ͕Ұఆͷཧྔͷ࠷খ͋Δ͍ۃͱͯ͠දݱ
͞Ε͏Δͱ͍͏؍ʮࣗવͳΜΒແବͳ͜ͱΛߦΘͳ͍ʯͱ͍
͏ΞϦετςϨεͷݴ༿ͷதʹɼ๖ժతͳ͕Β͢ͰʹݟΕΒΕΔ
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読者の熱中・忘我状態の同定
How can we identify losing ourselves
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Abstract

It would be exciting and beautiful experiences to
be absorbed in reading fictional proses. However, if
a readers are deeply absorbed, their introspective re-
ports should not be able to have enough reliability.
Therefore, we had not know whether the readers’ ab-
sorption states have some kind of “consistency” and
“sameness”. This article have discussed the kind of
sameness, and made clear the way of study readers
absorption states. We also shared our results of three
experiments based on this method. These discussion
and results have suggested that the readers absorption
states have a consistency and sameness which can be
measured in an objective manner.
Keywords — Reading, Absorption, Sameness

1. 読者の熱中・忘我
小説の世界に熱中し我を忘れて読んだ経験は多くの

読者が持つだろう．こういった読者の熱中や忘我状態
は，物語理解や読者の信念変化にも影響するとされ，
様々な認知過程と関連しうる研究対象として注目され
てきた [1, 2]．
これまで，読者の熱中状態は主に質問紙を用いた内

観報告の分析によって分類され，特徴づけされてきた．
しかし，まさに熱中し我を忘れている状態に関する読
者の自己報告の信頼性は高くないと推察されるので，
内観報告のみで熱中状態を信頼性・一貫性高く特徴づ
けできるのか疑問がある．
そもそも，分類や特徴づけを行う前に，読者の熱中

状態はなんらかの一貫した同一性を持ち，観測可能な
認知的状態なのかという問題がある．もしこういった
認知状態として扱えないのであれば，分類や特徴づけ
可能な対象と見なせないだろう．著者らは，読者の熱
中状態も一貫した同一性を有する研究可能な認知的状
態であるという仮説をもち，いくつかの実験を行って
きた．本論文では，読者の熱中状態の同一性の問題と

研究方法について議論したあとで，これまでに得た実
験結果を紹介し，この仮説を支持したい．

2. 同一性の種類
熱中状態の同一性について議論する前に，まずは同

一性の種類について検討する．
コップが 2つ並んでいるとき，私たちはその 2つと

もを “コップ”だと思う1．たとえ多少形状が異なって
も同じように “コップ” だと思うだろうし，全く同じ
形状だとしても，厳密には同じ場所に位置することは
不可能なため空間的には同一にはなりえないが，“コッ
プ”という点では同一性を認めている．さらに，この
円筒状の物体は現実世界に存在するモノだが，それと
なんら必然的な関係のない「コップ」という音的表象，
あるいは文字による “言葉”と私たちは一貫して関係
づけ，記号として同一視する．記号の意味で，この円
筒状のモノと言葉の「コップ」は同一である2．
このコップの例が示すのは，完全に時空間的に同一

の物でなくても，また現実世界の物と記号や概念と
いった別種の対象でも，私たちはそれらの間になんら
かの同一性を見出し同一視するということである．こ
のような同一視が，世界を分節化し，対象を抽象化し，
私たちの行動や思考をある意味で自由に，ある意味で
制約している．
私たちの認知的な状態も，時空間的には完全に同一

な状態は存在しないので，その意味では全て一回性の
出来事である．しかし，研究を行う上で，通常はなん
らかの同一性を見出し，1つの情報処理として特徴づ
け，ある 1つの状態として調べる．このように見出す
同一性には完全に同一な状態から，より弱い比喩のよ

1論理的には，同一視の経路としては，概念的な “コップ” を介
して同一性を見る，2 つの物自体の形状や用途の類似性によって同
一性を見る，の 2 つのパターンがありうる．

2ソシュールは言語の 2 つの恣意性，概念の分節化の恣意性と，
シニフィエ（概念）とシニフィアン（聴覚イメージ）の結びつきの
恣意性を指摘した．もちろん概念はモノではないが，人は “モノ”
をそのまま認識できないので，いったん概念を介していると思えば，
ここで行われている同一性は後者のシニフィエとシニフィアンの結
びつきだと理解することもできる [3]．
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うな対応づけの意味での同一性までいくつかの種類
が考えられる．この同一性の種類を議論するために，
Tsuchiya, Taruchi, & Saigo (2016) [4]を参照する．

Tsuchiya らは意識の研究において，クオリアと観
測可能な状態の指標の関係を議論するため，その種類
の異なる 2つの対象がどういった意味で同一（類似）
と言えるのか，またその同一性がどのように意識研
究において有効なのかを，圏論を用いた数学的な定式
化を利用して議論している3．彼らが圏論を用いたの
は，圏論の表現を用いればいくつかの種類の同一性を
明確に区別して定義でき，かつ扱おうとしている意識
状態の領域も，観測可能な指標の領域も，圏と見なせ
ると考えたためである．ここで，圏とは，いくつかの
Object（類）の集合と，任意の Object間の関係性を
定める Arrow（射）の集合からなり，恒等射が存在し
射の合成が行えるシステムである4．
彼らは，2 つの圏の同一性を，対応づけを行った

際にどの程度それぞれの圏の構造が保持されるの
かによって区別した．そして，その同一性が強い
順に，“identical”，“categorically isomorphic”，“cate-
gorically equivalent”，“existence of adjunction”，“ex-
istence of functor”とした．順に，2つの圏が，全く同
じ，同型（常に逆の対応づけが存在する程度に同じ），
情報が保持される関係が作れる程度に同じ（2つの圏
の間を行って帰って来ても元に戻すことができる程度
に同じ），特定の条件の下で最も類似したものが存在
する（たとえば，片方がもう片方の典型例の集合に
なる），片方からもう片方へ Objectと Arrowの関係
性を保った対応づけができる程度に同じ（たとえられ
る），という同一性の程度に対応する．その上で，彼ら
は，この中ではもっとも弱い同一性である “existence

3具体的には，Tsuchiya, Taruchi, & Saigo (2016) [4] が観
測可能な量として扱ったのは，Tononi, G., & Massimini, M.
(2013)[5]の意識の統合情報理論（Integration information theory
of consciousness）で意識の経験と関係づけられる Maximally
irreducible conceptual structure（MICS）である．ただし，彼ら
も述べているように，圏と見なせる観測量であれば，とくに MICS
に限定される議論ではない．また，彼らは MICS 自体の妥当性を
主張しているわけではなく，また本論文もこれを主張するものでは
ない．

4数学的な圏の定義として，Tsuchiya, Taruchi, & Saigo (2016)
[4] 内の定義を引用しておく．

Mathmatically speaking, a category C consists of
(1) a collection of objects such as X and (2) a collec-
tion of arrows, which define relationship between any
pair of objects, such as X and Y, such that (3) for ev-
ery X there is a self-referential arrows 1x : X → X,
(4) any pair of arrows, such as f : X → Y and
g : Y → Z, are composable, that is, gf : X → Z,
(5) a self-referential arrow is both a left and right
unit for composition, that is, if f : X → Y , then
f1x = f = 1yf , and (6) composition is associative,
that is, (hg)f = h(gf)[4, 1–2].

of functor” でも，観測できる量とクオリアに対応づ
けができれば，十分意識研究において価値のある同一
性であるとした．なぜなら，クオリアという扱いが難
しい意識の経験を，観測可能な量に弱い意味でも定式
化して対応づけることができれば，後者の観測や分析
が容易な圏における分析が有意味なものとなるためで
ある．
ナイーブに想起する “同一性”は “existence of func-

tor”よりも強い制約条件に対応すると想像できる．し
かし，意識に関連する状態を特徴づけ，分類していく
のには，まずは “existence of functor”，あるいは可能
ならデータから対象の状態が推定できる程度の同一性
“existence of adjunction”のような，より操作が簡単
な別の空間への有意味な対応づけが可能なのかという
点から検討する方がリーズナブルであろう．つまり，
研究において、たとえばある認知状態をモデル化する
にあたっては，その状態とモデルの同一性にはいくつ
か種類があり，どの意味の同一性をもっているかを意
識しさえすれば，より弱い同一性であっても有効だと
考えられる．研究においては同一性はモデル化だけで
はなく，いくつかの場面で検討が必要となる．次節で
はこれらを議論する．

3. 研究における 3つの同一性
多くの実験を行う研究，特に研究対象が人の認知の

研究では，次の 3つの同一性の問題を考えることがで
きる．1つめは，研究対象に関する研究者の概念や直
観と，それを実証的に研究可能な形式でモデル化した
際のモデルの同一性の問題である．2つめは，観測結
果とモデルの同一性の問題である．加えて，3つめと
して，複数の観測に対してそれぞれモデルが推定され
た場合，それらの間の同一性の問題である．前節 2.節
で議論したように，これらの同一性にはいくつかの種
類がありうる．順にこれら 3つの同一性の問題を議論
しながら，読者の熱中状態の研究における対応を示す．

3.1 現象の概念とモデルの同一性
1つめの研究対象に関する研究者（あるいは広く一

般に人々の）の概念や直観と，それを実証的に研究可
能な形式でモデル化した際のモデルの同一性の問題
は，知りたい対象をどのようなものだと思うか，どの
ように研究できると考えるかという仮説形成に関わ
る．一般に，研究者の概念や直観はモデルに先立ち，
1つのモデルで表現できないような複数の経験や思い
入れも関連している．本論文では，この概念のうち研
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図 1 読者の熱中状態の研究方法概念図：大文字の A～E,...や Ai～Ei は状態を表す確率変数，小文字の ai～ei は観測結果
としての 1つの値．Mはあるモデルを表し，そのモデルを表現する確率変数を括弧内に書いた．mは観測結果の関係性の表
現を示す．i）研究者の持つ熱中状態の概念のうち観測可能な部分をモデル化する．ii）実験でいくつかの読者の状態（複数読
者，あるいはある読者の異なる作品の読書状態など）を観測し，iii）各観測結果の複数の種類の観測値の間の関係性を分析
し，iv）各観測状態を確率変数を用いてモデル化し，v）熱中状態のモデルの仮説を iv）の結果を用いて更新する．ただし，
実験前に，先行研究等から iv）のモデルはある程度推測され，そのモデルに基づいて実験を行う

究者が本質的だと考える部分をより明確に定式化し，
様々な方法で研究可能な記述で表現することを，この
段階でのモデル化とする．このモデル化によって，も
との概念や直観の有していたいくつかの情報は失われ
るが，研究者が本質だと思う部分に関して検証可能な
形式で記述される．モデル化の際には，同時に，それ
までの先行研究の知見が活かされ必要な整合性がとら
れる．
この対象のモデルは，対象とする概念，その概念が

対応する現象自体とどのような同一性を持つだろう
か．Tsuchiya, Taruchi, & Saigo (2016)[4]では，対象
とするクオリアに対して，観測可能な指標は少なくと
も Functorの関係をもつとしていた．Functorはいわ
ば比喩のような，互いの空間上で構造を保つ関係性と
解釈できる5．Functor レベルの同一性でも前述の通
り意味があるが，Functorでは観測結果からもとの概
念や直観が対応する対象の状態の十分な推定にはな
らないため，通常は対象とする状態のある部分に関し
て，isomorphic（同型．全単射がある），categorically
equivalent（適切に解釈することで，観測結果から状態

5比喩に関して，山梨（2007）[6] は，メタファーを比喩するも
のから比喩されるものへのトポロジー的写像だと指摘している
（p.207）．これは，ほぼこの Functor のあり方と同じだと解釈でき
る．また，圏論の側からも西郷（2012）[7] が比喩を Functor とみ
る議論を提示している．

の推定が情報の損失なく行える），あるいは existence
of adjunction（情報の損失があるが，適切な解釈に
よって，観測結果から状態の推定が行える）などより
強い同一性を仮定することが多いと考えられる．ただ
し，現象そのもの，概念そのもの（identical）は，何
も捨象していないモデルなので，モデル化の意味がな
いであろう．
読者の熱中状態の研究では，研究者が読者としての

自身の読書時の熱中状態に関して考え，他者の読書体
験を聞き，また様々な分野の先行研究の知見を踏まえ
てモデル化を行う．図 1に著者らが考えるこの読者の
熱中状態の研究方法を示した．上部の “モデル化”と
いう部分がこの箇所に該当する．本研究の目的は熱
中状態がこのように観測可能な指標によってモデル化
可能な，一貫した同一性をもつ状態かどうかをこれま
での著者らの実験をレビューしつつ議論することであ
る．1.節の通り，著者らは，読者の熱中状態も他の認
知状態と同様に，観測可能な一貫した同一性をもつ状
態であるとの仮説を持つ．この仮説を反映したモデル
は，こういった一貫性をもつ具体的なモデルのうちの
どれかで熱中状態が記述できるというメタ的なモデル
であり，したがってより具体的な（観測可能な指標や
その指標間の関係性を指定した）モデルの集合として
表現される．これらのモデルのうち少なくとも 1つの
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モデルがありえることが示されれば，著者らの仮説は
支持される．また，実際の観測で熱中状態のモデルの
記述が完全にわからなくても，何らかの一貫性をもっ
た記述が可能であることがわかればこの仮説はある程
度支持される．本研究では，実験によっていくつかの
モデルを探索し，少なくとも 1つあることを示す．具
体的には著者らは先行研究の結果から，読者の熱中状
態が，フロー状態と類似した身体状態を示す蓋然性，
読解処理と関係して変化する蓋然性が高いと予想し，
これらの指標と読者の熱中度報告という複数種類の指
標を観測してその関係性を調べた．これらの実験は，
これらの指標間の関係性によって熱中状態のある側面
がモデル化可能という仮説の検証にあたり，もしこう
いった指標でモデル化ができることがわかれば，著者
らの仮説はこの実験の範囲内で支持される．

3.2 観測データと分析結果のモデルの同一
性

研究者はモデルの仮説に基づき実験計画をたて，実
験を行う．この実験で得られたデータを，モデルの仮
説に基づき分析する．観測で得られる対象の情報は観
測方法に応じたもとの認知状態の一部分であり（ほぼ
どのような観測も確率的な揺らぎをもつので観測結果
は確率変数として表現される），加えて分析結果は得
られたデータのなんらかの縮約となる．たとえば，回
帰分析であれば，この縮約はデータを線形近似するこ
とに対応する．縮約は前述の Adjunction の強さの同
一性と見なせるので，観測データに対する分析結果の
同一性はこの Adjunction の強さになる．また，この
分析結果の適切な表現は 1つのモデルと見なせる．た
とえば線形近似した回帰分析の結果は，対象を一次元
で表現した 1つのモデルである．もし観測結果からた
だ 1つのモデルが推定されたならば，この実験によっ
て推定されたモデルを踏まえて，実験前に立てたモデ
ルの仮説を更新する．
著者らは，読者の身体状態や読解時間を観測する実

験を行い，これらの客観的データと読者の主観的な熱
中度報告データを合わせて相関分析や重回帰分析（線
形近似）を行い，これらの指標間の線形の関係性で表
現されるモデルを推定した．実験は複数回行い，それ
ぞれのデータから 1つのモデルを推定した．本研究の
仮説は，読者の熱中状態がなんらかの一貫した同一性
をもつ認知状態であるという仮説であり，具体的にど
のような指標のどのような関係性で表されるかは指定
しない．したがって，まずは各データから何らかの有

意なモデルが推定できるかが問題となる．もし各デー
タから有意なモデルが推定されれば，次の複数モデ
ル間の同一性を踏まえて，どの範囲で（被験者間・作
品間など）一貫性をもった状態と考えられるのか判断
する．

3.3 複数のモデル間の同一性
実験では，分析するデータの単位が実験で取得した

データを全てまとめて 1つとしない限り，複数個の分
析結果が推定される．たとえば，10回分の観測結果を
まとめて 1回の回帰分析を行えばそれが 1つのモデル
となるが，1回ずつのデータ間の違いをみる必要があ
る場合などには 1回ずつ分析をするだろう．その場合
は 10データから回帰分析によって 10のモデルが推定
される．通常の人の認知に関わる実験において，それ
らの各分析結果が値も含めて一致する可能性はほとん
どないと考えられる．つまり，回帰分析で全ての変数
の t値が完全に一致する可能性はほぼないだろう．し
たがって，これらの完全には一致しないモデル間の関
係性をどう評価するのか，あるいはそれらの複数の分
析結果のモデルから最初のモデルの仮説の更新をどの
ように行うのかを考える必要がある．
これらの複数のモデル間の関係性の評価や仮説の更

新に関しては，最初に立てたモデルの仮説，およびそ
の背景にある知りたいことの仮説に依存して必要な同
一性や更新の内容が変わる．もしモデルの仮説が仮定
した精度に対して，各データから推定されたモデルの
ばらつきが大きすぎ，かつそのばらつきが観測や分析
の精度で説明できないのならば，それらのモデルの間
の同一性は少なくとも仮定されたモデルの意味では弱
い（小さい）と見なせる．仮説の更新ではこのばらつ
きの原因を考え，可能ならそのばらつきを説明可能な
モデルへと更新する．
本研究では実験前のモデルの仮説は，なんらかの一

貫性をもつモデルで表現できる，という緩い仮説で
あって，具体的なモデルの精度は仮定していない．も
し複数の推定されたモデル間にばらつきがあれば，そ
の程度のばらつき（逆に見ればその程度の一貫性）を
もったモデルで熱中状態が表現しうると解釈するか，
あるいは複数の “熱中状態”の種類があると解釈する．

4. 読者の熱中・忘我状態の研究方法
ここまで同一性の議論とともに本研究の提示する熱

中状態の研究方法を提示してきたが，ここで改めて本
研究がとった熱中状態の研究方法を順を追って説明す
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る．Tsuchiya, Taruchi, & Saigo (2016) [4]はクオリア
を別の観測可能な指標の空間に写して研究する有効性
を主張した．同様に，熱中状態の研究も，有意味な対
応づけが可能ならば，まずは熱中状態を調べるために
読者の状態を適当な写像（具体的にはなんらかの読者
状態の観測）を用いて別の状態空間に写し，その状態
空間上で分析を行うことが有効だと考える．前述のよ
うに，この対応づけはナイーブな “同一” を意味する
必要はない．この別の空間への対応づけは，本研究で
はいくつかの観測可能な指標を用いた読者の熱中状
態のモデル化を意味する．本研究ではこの有意味なモ
デル化が可能かどうかを明らかにすることが目的で
ある．
これまでの質問紙調査を用いた熱中状態の研究は，

この状態空間として質問紙への回答を用い，写像とし
て人間の報告（観測装置が人間）が用いられていたと
解釈できる．この方法の問題点は，1.節で述べた熱中
時の報告の信頼性・一貫性が不明なことであり，言い
換えれば写像が安定しないという点である．したがっ
て，写った先のデータを分析しても，もとの状態との
対応づけが不安定で，信頼性の評価ができない．
これまで述べてきたように，読者の熱中状態の研究

の 1つの方法論は，熱中状態を観測可能な複数種類の
指標を用いてモデル化し，このモデルにそって実験を
行い，実験結果からモデルを更新していく方法である
（図 1 参照）．この熱中状態のモデルは熱中状態とナ
イーブに “同一”ではないが，熱中状態の重要な構造
を保って複数の観測可能な指標の張る空間に写された
ものである．本研究はこういった熱中状態を一貫性を
もって表現できるモデルが 1つでも存在するのかを調
べることが目的なので，より緩いモデルを仮定し実験
を行うことになる．
この手法は，図 1に示すように，順を追って以下の

ように書ける．i）研究者の熱中状態に関する概念や関
連する先行研究の結果から熱中状態の一部を観測可能
な指標によってモデル化（モデルの仮説構築）する．
ii）モデルに従って実験計画を立て，実験でいくつか
の読者の状態（1, 2, ..., i, ...n）（例えば複数の読者の読
書状態）における複数の変数（a, b, c, ..）（たとえば，
熱中度や心拍数）を観測する．iii）観測した変数間の
関係を分析（たとえば相関分析や重回帰分析など）し
て表現し（ mi(a1, bi, ...)），iv）その関係性から各観
測状態のモデル化を行う（Mi(Ai, Bi，Ci, ...）．v）各
状態のモデルの関係性を分析（同一性はあるか，どの
程度同一か）し，同一性があれば一般の熱中状態とし
てモデル化を行う．

本研究では，前述の通り，i）のモデルの仮説は，具
体的な指標や指標間の関係性を想定するものではなく
て，そういった指標や指標間の関係性によって記述さ
れる何らかの具体的なモデルがありうる，というモデ
ルである．したがって，モデルとして表現されるのは
こういった緩い制約のモデルの集合となる．次の ii）
では，既存の先行研究が示唆する熱中状態に関連する
可能性のある指標を観測する実験を行い，こういった
何らかのモデルがありうるのか探索を開始する．どの
指標によって，またそれらの指標間のどのような関係
性によって熱中状態がモデル化されても構わないが，
現状では読者の主観的な熱中感覚を指標の 1 つとし，
かつ複数の客観的に観測可能な指標を観測して，それ
らの間の関係を含めてモデル化することが “読者の熱
中状態”を調べるために適すると考える．主観的な熱
中感覚は観測された状態が対象としたい直観や概念の
熱中状態に関連したものであることを示唆し6，客観
的指標との関係性はその主観的指標の一貫性をある程
度担保しうるためである．また，本質的には，1つの
指標で読者の熱中状態をモデル化するよりも，複数の
指標間の関係性を含めた記述の方がより一貫性の高い
モデルとなる蓋然性が高いと考えるためである（後者
は前者を含む）．主観的な報告のみに頼らないことで，
先行研究の問題点が一定程度回避される．iii）で行う
確率変数間の関係の分析では，分析内容がこの指標間
の関係性の仮説に対応する．本研究では，どういった
関係性かは問わないので，何らかの分析で一貫性のあ
る関係性が見つかれば良い．
前述の 3つの同一性の問題は，この図式の中では次

のように対応している．現象の概念とモデルの同一性
は，i）のモデル化の際の同一性に対応する．観測デー
タと分析結果の同一性は，iii）と iv）の分析・モデル
推定に対応する．複数のモデル間の同一性は，iv）の
後，v）に至るまでの「複数の状態の関係性の表現」に
おいて検討される．
また，著者らは，複数の種類の異なる指標間の関

係性を調べるための共通項として時間変化を採用し，
各指標の時間変化を観測した．したがって，ある時間
幅を持った状態のセットが 1 つの観測結果と見なさ
れ，このセット内の指標間の関係性が mi として表現
される．

A さんと B さんの熱中状態の同一性や，昨日の A
さんと今日の A さんの熱中状態の同一性は，これら

6読者の熱中や忘我に関して，著者らは現実世界の認識を変化さ
せることが 1 つの大きな特徴だと考えている．その意味では，熱中
感覚との結びつきが弱くても構わないが（その場合，呼び方は変わ
りうる），現段階では熱中感覚との関連性を重視している．
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の観測データの分析結果のモデル間になんらかの一貫
した同一性を見出せるか否かで判断される．著者らは
その前段階として，1名の被験者が 1作品を読む間の
データから 1 つの熱中状態の有意なモデルが推定で
きるか否かから始め，その後 1 名の被験者で多作品，
さらに 10名 2作品など作品数や被験者数を増やしな
がら，観察される熱中状態の一貫性・同一性を検討し
た．次節から現在までに行った実験の結果を簡単にレ
ビューしながら，熱中状態がある一貫性を持った状態
として観測しうることを示す．

5. これまでの実験
著者らはこれまでに読者の熱中状態に関して 3種類

の実験を行い，それぞの実験で種類の異なる指標間に
一貫した関係性，即ち 1つのモデル（あるいはその記
述の一部分）を見出した．これらの 3つのモデル間の
関係性はいまのところ不明確だが，すくなくとも 1つ
以上の熱中状態の一貫性をもつ記述が可能であること
が示唆されたと言える．以下に 3種類の実験について，
概要と結果を簡単に述べる．なお，5.1・5.2の研究成
果の詳細は布山・日高（2016）[9]に，5.3は Fuyama
& Hidaka（accepted）[10]に報告済みである．詳細は
これらの論文をご参照いただきたい．

5.1 実験 1：熱中度と心拍数の関係性
読者の熱中状態と類似が指摘される状態にフロー状

態 [8]がある．フロー状態とは自分の能力と拮抗する
難易度の何らかの行為に没頭し，それ自体が非常に楽
しい経験となる状態を指す．フローを提唱したチクセ
ントミハイも読書行為でフロー状態になりうると述べ
ており [8]，また読者の熱中状態の研究においてもそ
の類似性が指摘されてきた [11]. フロー状態に関する
研究は様々な手法によって行われており，本人達のイ
ンタビューや内観報告に加えて，客観的な生理指標や
身体動作などの身体状態に特徴があることが報告され
ている [12, 13]．
著者らはフロー状態との類似性を踏まえて，読者の

熱中状態でも身体状態に変化が起こる可能性があると
考え，熱中度と心拍数，および熱中度と身体動作の時
間的な相関関係を調べた．前述の研究方法に即して言
えば，熱中状態を記述しうるモデルの 1つの候補とし
てこれらの指標とその指標間の関係性を調べた．その
際，被験者の熱中度の報告を絶対的な指標（予め熱中
状態を記述しうると保証された指標）として扱うので
はなくて，あくまでも相対化し，熱中状態のモデル化

に用いる 1つの指標として扱った．つまり，熱中度報
告も他の指標との有意な関係性が見出せなければ，モ
デルの有効な指標として見なさない．これは 1. 節で
議論した通り，熱中時の状態に関する報告の信頼性が
不明であるためである．

5.1では熱中度と心拍数の関係を調べた実験を述べ
る．この実験では，1名の中での熱中状態の同一性の
検討に注力するためと，被験者負担が大きいことに
より，被験者を 1名とし，第一著者が担当した．前述
の通り，1名の被験者内での読書中の熱中状態の一貫
性も不明なので，まずは広く多くの被験者の平均的な
傾向を検討するよりも，1名の被験者の強く熱中した
データを分析することから始めることがリーズナブル
と判断した．また，被験者負担は実験で長編作品を数
時間かけて読むこと，また細かい熱中度評価をするた
めに高負荷となった．
被験者は被験者の自室で椅子に坐って普段通り読書

し，その際の映像と心拍数を取得した．日本の著名な
作家の長編作品を 2～5時間程度かけて 1日 1作品読
み，計 9回（合計 9作品）の実験を行った．以降，ど
の実験でも 1回の実験の単位をセッションと呼ぶ．実
験 1ではしたがって 9セッション行った．
熱中度報告の時間的粒度を心拍数の時間的粒度に近

づけ，またなんらかの提示できる要素をもって熱中度
を推定するために，この実験では熱中度を読書中の身
体動作に紐付けて評価した．先行研究 [13, 14]や次節
5.2が示唆するように，熱中時の身体動作には特定の
傾向があるとされる．たとえば，前のめりや静止する
状態は熱中度が高く，重心が後ろに移動したり細かい
動きが増えると熱中度は低く報告される傾向がある．
この情報を活かして，実験時に読者の映像を取得し，
その姿勢や動作を書き出して，姿勢・動作に対する熱
中度評価表を作成し，各時点の姿勢・動作に対して熱
中度を評価づけした．熱中度評価は −2～ + 2の 5件
法で行い，評価表は [13, 14]を参考に作成した．ただ
し，熱中度評価が先行研究の知見から難しいような姿
勢や動作に関しては，被験者（第一著者）が自身の読
書映像や読んでいた箇所を確認して熱中度を決めた．
心拍数データとしては，1拍のピークからピークま

での時間間隔である心拍 R-R 間隔をデータとし，線
形と非線形の分析を行った．先見分析としては、心拍
数の変動幅や周波数の分析によって，被験者の自律神
経の状態（緊張やリラックス）が推定できるとされ，
フロー状態の研究でも分析されてきた（[12] など）．
この自律神経の指標として，心拍変動係数を採用した
（線形分析）．心拍変動係数の式は次の通りである．
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図 2 心拍数と熱中度の交差相関分析：左が心拍変動係数と
熱中度，右が心拍数から推定したフラクタル次元と熱中度
の交差相関分 析．ほぼ時間ずれなし（時間ずれを表す横軸
=0）で相関が最大となる．太い点線はサロゲートデータと
交差相関分析した場合の相関係数の最大・最小値を示す．こ
の点線よりも大きな絶対値の相関は有意と考えられる．細
い点線は相関係数=0を示す

心拍変動係数
100

=
心拍 R − R間隔 100点間標準偏差
心拍 R − R間隔 100点間平均値

また，生体の情報は本質的に非線形で線形分析で
は十分ではないとの指摘があり，心拍数分析でも非線
形分析が利用されてきた [15]．より心拍数の情報を活
かすため，本研究でも線形に加えて非線形分析を行っ
た．非線形な系を表す 1 つの指標としてフラクタル
次元が挙げられる．本研究では各時点でのフラクタル
次元として点次元を推定した．本研究では Hidaka &
Kashyap (2014)[16]の手法を用いて，ある時点から数
十点前までのデータを用いてその統計的な分布を推定
し，この分布の推定から点次元を推定した．この分析
手法の利点として，（解析的に解けない）フラクタル次
元推定の既存の手法に比べて，ノイズに堅牢な推定手
法であることが挙げられる．
このように推定した熱中度と心拍数の線形/非線形

分析結果の交差相関分析結果を図 2に示す．交差相関
分析とは 2つのデータを時間的にずらしながら相関分
析する手法である．時間ずれなし（横軸=0）の相関
係数が通常の相関分析による相関係数に相当する．ま
た，身体動作に紐づく熱中度と心拍数が動作を介して
疑相関している可能性を検討するため，3セッション
（セッション No.7～No.9）で胸部加速度も取得し，こ
の加速度の 3軸の平方和を動作量と見なして，心拍変
動係数，フラクタル次元と合わせて説明変数とし，熱
中度を目的変数とする重回帰分析を AIC によるモデ
ル選択と合わせて行った．結果を表 1・2 に示す．な
お，心拍変動係数は表中では CVR-R（Coefficient of
Variation of R-R intervalsの略）と記載した．両分析
では熱中度と心拍数の分析結果の時間的粒度には違い

表 1 AICによるモデル選択の結果：AICは相対的な値に
だけ意味があるので，各データセットに対して AIC 最小の
モデルを 0 基準とし ∗ で示したうえで，最小の値との差を
示した．脚注 4に示すように，AICが 2小さいと e倍，20
小さいと e10 倍尤度が大きくなる．

変数
セット
/AIC

相対値

CVR-R
+次元

+加速度
CVR-R
+次元

CVR-R
+加速度

次元
+加速度

No.7 0* 33.5 235.6 36.9
No.8 1.8 0* 21 371.3
No.9 0* 14.3 20.9 113.1

があるため，心拍数に合わせて熱中度のデータを補完
した．心拍数に合わせた理由は，熱中度が身体動作に
結びついているため，もし熱中度側に時間的粒度を合
わせると，静止時に比べて頻繁に姿勢を変える（熱中
度評価値が低い期間に多い）のデータが重視されて相
関分析・重回帰分析をすることになり，本実験の目的
にそぐわないためである．心拍 R-R 間隔はほぼ 1 秒
に 1回なので読書中特定の期間のデータが相対的に重
視されることなく分析できる．
交差相関分析結果（図 2）から，熱中度-心拍変動係

数，熱中度-フラクタル次元間にほぼ時間ずれなく有
意な相関が示唆された．また AIC によるモデル選択
（表 1，AIC の値が小さいほど相対的に良いモデルと
判断される）によって，心拍変動係数，フラクタル次
元ともに加速度よりも熱中度を良く説明することが示
唆された．加速度にのみ依存していれば，身体動作を
介した心拍数と熱中度の疑相関である可能性があった
が，これは否定されたと解釈できる．重回帰分析でも
交差相関分析と同様の有意な相関傾向が見られ，心拍
変動係数，フラクタル次元，加速度の 3変数が全て説
明変数として p < .0001で有意となった．心拍変動係
数は小さいほど交感神経優位で緊張状態にあると解釈
できるため，熱中度との負の相関は，熱中状態が緊張
状態にあることを示唆する．この傾向は，フロー状態
における自律神経の傾向に類似している．
これらの結果から，熱中度報告と心拍数の分析結果

の間には一貫した関係性があり，この関係性の意味で，
ある熱中状態が一貫した状態として観測可能である可
能性（1つのモデルとして表現できる）が示唆された．

5.2 実験 2：熱中度と身体動作の関係性
先行研究や著者らの研究によって，読者の熱中状態

の動作や姿勢には特徴があることが示唆されている
[13, 14]．もしそうなら，身体動作もまた熱中状態を記
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図 3 No.1の分類木分析結果の一部．ハイフンの前はそれぞれ，右手，左手，姿勢，感情を示す身体状態の変化，本の位置
のうち，どの対象の状態なのかを示し，ハイフンの後がどのような状態なのかを示す．例えば，「姿勢-前のめり」は姿勢が前
のめりであることを示す．分岐の右側が分岐の内容に合致する（例えば感情-泣くの右側は読者が泣いていることを示す）．木
の全体は紙面のスペースの都合上掲載できないため，寄与率が高い順に 20個の分岐までの木構造を載せた

表 3 熱中度を目的変数，身体動作を説明変数とした分類木の分析結果. 分類正答率の有意検定には p<.05の結果に ∗を付
した．No.1と No.2が長編作品を第一著者が読んだ実験，No.3～No.8が別の 6名がそれぞれ短編小説を読んだ結果を示す．

実験 No No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8

分類正答率 0.729 0.551 0.777 0.455 0.523 0.477 0.443 0.676
分類正答率検定 p 値 <.000* <.000* <.000* 0.093 0.003* <.000* 0.037* <.000*

表 2 3 データの重回帰分析結果（t 値のみ）：定数項以外
の p 値は全て p ＜.0001．No.8 では AIC によ るモデル選
択の結果，加速度を説明変数に採用せず，表中「未使用」と
記載．

定数項 CVR-R 次元 加速度
No.7 t値 -16.59 -6.24 15.57 5.96
No.8 t値 -0.42 -19.46 4.58 未使用
No.9 t値 -3.43 -10.37 3.73 2.71

述するモデルに組み込むことが可能な指標の 1つであ
るだろう7．実験 2 では読書時の身体動作を説明変数
に，読後の 2ページ単位の熱中度報告を目的変数とし
て分類木分析を行った．もし両者の間に一貫した関係
性があれば，分類木分析の正答率は偶然よりも有意に
高くなる．
実験は 2種類あり，実験 1と同様に被験者が第一著

者 1 名の 2 セッションの実験（実験 2-1）と，他者 6
名を 1名ずつ被験者とする 6セッションの実験（実験
2-2）に分けられる．実験 2-1 では長編小説を，実験
2-2では 49ページの短編小説（1セッションのみ長編
小説の冒頭 39 ページ）を読んだ．読後に再度作品の
各ページを確認しながら熱中度を 1ページごとに評価

7実験 1 ではこれらの先行研究を踏まえて熱中度を身体動作に紐
付けて評価した．実験 2 はこの正当性の検討を兼ねている．

した．その 1ページごとの評価を平均して 2ページ単
位の熱中度とし，書き出した動作（ページを捲る動作
から 2ページ間で行われた動作）と対応させて分類木
分析を行った．ただし，実験 2-1の初読データは実験
1と共有しており，実験 1の分析が全て終了してから
熱中度報告を行ったため，初読後 100日後に熱中度を
報告した．
分類木分析の一例を図 3 に示す．分類木分析では，

ある動作や姿勢のルールを作成して熱中度を分類す
る．両者の間に一貫した関係性があれば，作成された
ルールは熱中度を偶然よりも有意に高い正答率で当
てる．
分類分析の結果として，この分類ルールの正答率を

表 3に示した．分類木の正答率は，実験 2-1で 72.9%と
55.1%，実験 2-2 で 45.5%～77.7%であった（表 3 参
照）．本研究での分類木分析の目的は，身体動作から
熱中度を高い確率で推定できるルールを作ることでは
なく，この 2つの変数間に有意な関係があるか調べる
ことである．そのため，正答率の絶対値の大小を議論
するのではなく，この分類木の正答率が，最も頻度が
高く解答された熱中度の確率（チャンスレベル）に比
べて有意に高いかが意味を持つ．これを 2項検定で調
べた．その結果，実験 2-1では 2セッションとも，実
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験 2-2では 6回のセッション中 5セッションでチャン
スレベルに比べ分類木の正答率が p 値 <0.05 で有意
に高く，実験 2-2 の残りの 1 セッションも p 値 <0.1
で有意に高かった（表 3参照）．以上の結果から，身
体動作が熱中度を有意に分類可能な程度一貫した関係
を持つことが示唆された．この関係性の意味で，ある
熱中状態が一貫した状態として観測可能である可能性
（1つのモデルとして表現できる）が示唆された．

5.3 実験 3：熱中度と読解時間の関係性
読むことで熱中状態となるので，読者の熱中状態は

読解処理と関連する可能性が考えられる．そこで，著
者らは読解処理の時間的な変化と熱中度報告の関係
性を調べた．読解処理の推定には読解時間の統計的な
分布の推定を利用した．これまで多くの文章理解の研
究において，読解時間の増減から読解処理の変化が推
定されてきた（文章理解の研究方法を含むレビューと
して [17]）．しかし，読解時間の増減だけでは，読解
処理が質的に変化したのか，処理内容は変化せず処理
時間が変化したのか区別できない．著者らは Hidaka
(2013)[18]の方法を用いて，読解時間の統計的分布を
推定することで，ある認知処理に含まれているサブプ
ロセス数の変化，またはその処理速度の変化を推定し，
読解処理の質的変化を推定した．この推定方法では，
読解時間の統計的な分布がそれぞれ異なった読解処理
に対応すると解釈し，読解時間の分布が混合分布であ
れば，読解処理は含まれる分布の数に対応した複数種
類の処理で構成されていると解釈する．紙幅の関係上
この推定のプロセスの詳細は書けないため，本論文で
は以下に簡単に実験条件と結果のみ述べる．詳しくは
Fuyama & Hidaka (2016b)[10]を参照いただきたい．
実験 3は実験 2と同様に，被験者が第一著者（実験

3-1）か他者か（実験 3-2）で 2種類に分けられる．実
験 3-1は被験者が第一著者で 20編の長編作品を 1セッ
ション 1作品読んだ．このうち 9セッション分は実験
1のデータおよび実験 2の熱中度報告データを用いた
（実験 1・2 と別に新たに実験をしたのではなく同じ
データを分析した）．実験 3-2は 10名の被験者が 2作
品の短編小説および長編小説の冒頭を読んだ（2デー
タが欠損し，計 18データ）．このうち，6セッション
は実験 2と共通のデータを分析した．読んでいる際の
映像を録画してページを捲る動作を書き出し，2ペー
ジごとの読解時間を分析に用いた．熱中度は読み終
わってから作品を読み直しながら 1ページあるいは 2
ページごとに報告した．実験 3-1の主な目的は読解処

理推定手法の有効性および読解処理が 2種類以上推定
されるかを確かめることであったため，熱中度データ
は 2作品でのみ取得した（実験 2で分析に用いた熱中
度と共有）．
実験と分析の結果，2 種類の読解処理が推定され

（読解時間の統計的な分布が 2つのガンマ分布の混合
分布として最尤推定された），その時間的変化が熱中
度の時間変化と有意な相関を示した．熱中度とこの読
解処理の変化との関係を調べるため，読解処理の変化
に対応する読解時間から推定された分布のパラメー
タを目的変数，熱中度と各ページの文字数を説明変
数として重回帰分析を行った．その結果，目的変数が
読解時間の分布のため，文字数は当然有意な説明変数
となったが，加えて熱中度も有意な説明変数となった
（ただし，読んだ物語が作品の冒頭のみで作品に展開
がないと有意とならなかった）．読解処理のうちの一
種類は読み初めや物語の予想外の展開で用いられ，も
う一種類はある程度内容が読者に予想されやすい場所
で用いられていると解釈できた．また，実験 3-2の結
果から，同じ作品を読んでいる場合，被験者間で読解
処理の変化が類似（有意に正の相関をもつ）すること
が示唆された．これらのことから，推定された読解処
理は予測可能性に関わる文脈依存性をもち，この読解
処理の変化が熱中状態の多寡に一貫して関係している
可能性が示唆された．

6. 総合議論
以上 3 つの実験から，それぞれ熱中度-心拍数，熱

中度-身体動作，熱中度-読解時間の間に有意な線形の
関係性があることが示唆された．このそれぞれの関係
性は，熱中状態のモデルの一部の推定結果と見なせ，
これらの指標間の一貫した関係性の意味で熱中状態が
一貫した同一性をもった状態であると解釈できるだろ
う．ただし，3つの実験がそれぞれ示唆する 3つの熱
中状態がなんらかの意味で同一なのか，重複する部分
があるのか，あるいは別の “熱中”状態なのかは現段
階では不明である．直観的には，共通の（あるいは類
似の）熱中度という指標を用いているため，なんらか
の同一性や類似性をもった状態であると考えるのが自
然だと考える．
もちろん，読書に熱中する体験は個々人ごと，また

作品ごとに固有性があり，また “あの” 読書時の我を
忘れた感じが忘れられない，といった一回性を持つこ
ともあるだろう．一方で，本研究の結果は，熱中状態
のある側面は，客観的な指標によって一貫性をもって
観測・特徴づけ可能な認知的な状態であることを示唆
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する．この示唆は，無論，“あの” 読書体験の個人に
とっての一回性・特別性をなんら否定するものではな
い．一方で，このような観測や特徴づけ可能な一貫し
た同一性を持つ認知的状態として扱えることは，たと
えば物語理解や読後の現実世界の認識など，他の認知
的機能との関係性の議論を可能にする．
アリストテレスが悲劇の本質の 1つとして感情の浄

化であるカタルシスをあげたように [19]，またリクー
ルが忘我による読者の変化，それにともなう物語の本
質的理解と現実世界の認識の変化を議論したように
[20]，読者の熱中・忘我状態は単なる読者の一時的な
感情的・情動的状態として閉じるのではなく，他の認
知的状態と関連することが期待できる．近年，実証的
な先行研究においても，物語理解と熱中状態との関係
性 [2]や，読後の信念変化と熱中状態の関係性 [1]が注
目されている．本研究においても，読解処理が熱中状
態と関連して変化していたことは示唆に富む．
本研究によって読者の熱中状態が一貫性をもつ状態

であることをある程度確認できたことは，こういった
他の認知的機能との関係性を探る基礎として有益であ
ろう．著者らは，今後さらに読者の熱中や忘我状態の
特徴づけを進め，こういった他の認知的機能や状態と
の関係性を調べ，読者の熱中や忘我状態という読書中
の印象的な現象から読書行為を捉え直していくことを
目指す．
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Générale”, Constantin, M.（Ed). (影浦 峡・田中久美
子（訳）『ソシュール　一般言語学講義: コンスタンタ
ンのノート』，東京大学出版会．)

[4] Tsuchiya, N., Taguchi, S., & Saigo, H. (2016). “Us-
ing category theory to assess the relationship be-
tween consciousness and integrated information the-
ory”, Neuroscience research, Vol. 107, pp.1-7.

[5] Tononi, G., & Massimini, M. (2013), “Nulla di più
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Abstract 
In this study, based on our previous practices ([1][2]), in 

collaboration with a professional dancer, we designed a 

dance course focused on the creation process for non-dance 

majors. We analyzed its educational effects using four types 

of data: students’ response papers, evaluations of students’ 

physical expression, questionnaires administered before and 

after the course, and students’ final reports. The results show 

that the dance course improved various aspects of the 

undergraduates’ awareness (e.g., characteristic features of 

themselves and other students, and the relationship with 

other students), and their communication patterns. We 

discuss how the design of this dance course can be applied to 

various participants.  
 
Keywords ―  Artistic expressive education, Artistic 

creation, Physical expression , Dance, University 

education 

 

1. はじめに 

  身体表現を創作するという経験は大学生にどのよう

な変化をもたらすのだろうか．また，それらの変化を

効果的にもたらすための授業はどのようにデザイン・

実施されると良いのだろうか． 

 近年，「身体」や「身体活動」が注目され，関連した

様々な研究や教育的試みが実施されつつある．そもそ

も身体の重要性に関しては，例えばDamasio[3]が心身

二元論への反論として取り上げたのを契機として，身

体の認知への影響を検討した身体性認知（例えば[4]）

の重要性や，ジェスチャーなどの非言語コミュニケー

ションの重要性[5]などが指摘されてきた．そのような

「身体」を用いる様々な活動を考えてみると，スポー

ツ，芸術表現（演劇，音楽，ダンス），日常生活，など

が挙げられ，人間の活動はすべて身体を伴っている，

と主張することも出来よう．そこで本研究では，様々

な活動の中でもとりわけ，ダンスを創作するという活

動に注目する．「身体」を基にして考えたり，表現した

りするダンス創作という活動には，自分自身の思いや

感情やイメージを身体活動を通して他者に伝えたり，

身体感覚に基づいて自分自身や他者と深く関わり合っ

たり[6]，普段の言語的なコミュニケーションとは異な

るコミュニケーションの在り方に触れたり，ダンスの

文化そのものに参加したりといった，様々な教育的可

能性が秘められていると考えられる．教育の領域では，

創造的教養人[7]として生涯にわたって能動的に芸術

文化に触れていく力や，21世紀型スキル[8]のように自

ら新しい考えを生み出す創造力や他者と協働活動を行

っていく能力の重要性が主張され始めているが，これ

はダンス表現教育の持つ教育的可能性と重なるところ

が大きいだろう．以上のことを踏まえると，ダンスの

創作活動を体験することは，ダンスの専門家を目指さ

ない学生・社会人にとっても大きな意味があると考え

られるだろう．特に，大学教育では，これまで行われ

てきた教養教育の見直しの中で，情動や身体を介した

表現活動・創造活動に取り組むことの必要性が主張さ

れてきているにも関わらず，その実践はほとんど行わ

れていないのが現状である[9]．  

そこで，本研究では，ダンスアーティストの美木マ

サオ氏と協働で，ダンスを専門としない大学生を対象

に，創作に注目したダンスの授業をデザイン・実施し，

その教育的効果を多様な観点から測定した． 

1．1．ダンス創作において必要とされる要素 

創作に注目したダンスの授業をデザインするにあた

り，以下ではまずそもそもダンスを創作するとはどの

ようなプロセスで営まれるのか，その結果として創作

を行う人にはどのような変化が生じるのかを検討する

ことで，授業で何をどのように教えるべきか，その要

点について導出する． 

ダンスとは，「時間と空間において，目的的，意図的

かつリズミカルで文化的に影響された身体運動や静止

の連続によって構成された人間の行為」[10]と定義さ

れているように，身体を媒体として，ある時間と空間

において，伝えたいことを表現するといった特徴を持
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つ芸術表現である．即ち，1）内的なものを，2）身体

を通して表現し，3）誰かに伝えるという構造がダンス

の特徴であるといえよう[6]．とすると，ダンス創作の

本質的要素は，1）内的表象の形成，2）身体運動の形

成，3）他者への伝達であると考えられる．では，実際

の創作活動は，これらの要素がどのように機能するこ

とで営まれていくのだろうか．以下では，その具体的

なプロセスに着目した． 

1．2．ダンスの創作プロセス 

美術や演劇，ダンスといった多様な表現領域を対象

に，その創作プロセスを検討している岡田[11]は，様々

な先行理論を統合して芸術表現プロセスのモデルを提

案している．そのモデルでは，芸術創作は，芸術領域

との関わりの中で，「知覚と行為のサイクル」と「行為

と省察のサイクル」が繰り返されることで展開すると

主張されている．このモデルに基づいて考えると，ダ

ンス創作は，ダンス領域をはじめとした様々な領域の

文化との関わり（特に，上演芸術としてのダンスの特

性から観客や共演者といった他者や，音楽や空間とい

った環境との関わり[12]）の中で，「知覚と行為のサイ

クル」と「行為と省察のサイクル」という 2 つのサイ

クルが繰り返されることで展開すると考えられる（図

1）．具体的には，作品のコンセプトや知識といった様々

な事柄についての長期記憶から具体的なコンセプトや

アイディア，感情，イメージといった内的表象が形成

される．これがダンス創作の本質的要素の 1 つである

内的表象の形成である．その形成した内的表象を，運

動神経系や筋肉・関節などによる身体運動制御などを

通して実際に身体行為としてある環境の中で表す．こ

れがダンス創作の本質的要素の 2 つ目である身体運動

の形成と関わってくる．実際に運動としてある環境に

おいて行為が行われると（本質的要素の 3 つ目である

他者への伝達），環境や他者からフィードバックが返っ

てくる．それを積極的に知覚し，省察したりしながら

内的表象を形成し直し，その内的表象に基づいて，更

なる運動が生成されるというサイクルが繰り返されて

いくことで，ダンスは創作されると考えられる．もち

ろん，サイクルの始まりが内的表象の形成ではなく，

まず運動が生み出されて，それを環境の中で行うこと

で返ってきたフィードバックにより内的表象が形成さ

れていくという場合もあり得るだろう． 

まとめると，ダンス創作はダンス領域を始めとした

さまざまな領域の文化との関わり，観客や共演者とい

った他者や環境との関わりの中で，「知覚と行為のサイ

クル」と「行為と省察のサイクル」が繰り返されてい

くことで展開する。その際，ダンスの本質的要素であ

る 1）内的表象の形成，2）身体運動の形成，3）他者

への伝達が相互に関わり合うことで上述のダンス創作

のプロセスは営まれていると考えられる． 

1．3．創作者に起こりうる変化 

上述のようにダンス創作のプロセスが展開されると

すると，それを行う創作者にはどのような変化が生じ

るだろうか．例えば自分の内的表象や知覚したことに

対して省察したり，それをメタ的に制御して身体行為

を行う際に，自分自身のイメージやアイディア，感情

といった内的表象や身体行為について意識し自覚的に

なることで，自分自身の身体的，内的特性へ気づきが

生じる．またある環境の中で他者に対して自分の身体

表現を発信したり，他者からのフィードバックを得た

りしながら知覚と行為，行為と省察のサイクルを展開

させるということは，外的世界に注意を向けて，意識

的に関わることを意味し，その結果，他者の身体的・

内的特性への気づきや環境への気づき，自分と外的世

界（他者や環境）との相互作用や関係性に対する気づ

きが生じる可能性がある．更に他者との積極的な関わ

り合いが円滑に行われるということは，同時にコミュ

ニケーションが促進されることにもつながるであろう．

このように創作者には，様々な気づきやコミュニケー

ションの促進といった変化が生じうると考えられる． 

以上を考慮すると，創作に注目したダンスの授業は，

内的表象の形成，身体運動の形成，他者への伝達とい

ったダンスの本質的要素を体験するために，学習者の

中で「知覚と行為」「行為と省察」のサイクルが，多様

な外的世界との関わりの中で活発かつ効果的に繰り返

されるようにデザインされるべきであろう． 

1．4．創作に注目したダンス教育の目標 

上述したように，現代社会では身体への関心の高ま
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りとともに，生涯，芸術をはじめとした文化に能動的

に親しんでいけるような力（創造的教養[7]）や，現状

をきちんと理解するだけでなく，他者と協働で現状か

ら新しいアイデアや考えを自ら創出していく力（ 21

世紀型スキル[8]）が求められている．更に，特に大学

教育に関しては，情動や身体を介しての創造活動の必

要性が主張されている[9]．以上の現在の教育・大学教

育で目指されていること，そして上述したダンス創作

の際に創作者に起こりうる変化を考慮し，本研究では

教育目標を以下の 2 点に設定した．1 点目は，自分・

他者・環境について，多様な見方・観点を通して接し，

積極的に新たな気づきを得る力を促進すること，2 点

目は，他者とのコミュニケーションを促進することで

ある． 

1．5．教育プログラムのデザインの指針 

上述したダンス創作のプロセスを教育プログラムと

して具体的にデザインしていく上で，どのような指針

を設けると良いのか．中野・岡田[13]の熟達したダン

サーの振付創作についての実証的な研究によると，熟

達したダンサーは，確かにモデルにあるような実に

様々な対象（自分の身体やイメージといった内的表象

や，音楽や空間といった環境，他者など外的なもの）

に積極的に注意を向け，省察することでダンスを生み

出す際の着想を得ること，その着想を様々な身体運動

の観点（空間的側面や時間的側面）を利用することで

実際にダンスとなって現れる身体運動を生成し，その

運動に注意を向け更なる着想の観点を得て，再び動き

を生み出していく，といった認知過程と身体過程を複

雑に関わり合わせ，それを繰り返しながら，ダンス創

作を営んでいた．岡田[11]のモデルとこの知見を基に，

中野・岡田[1]やNakano, Shimizu, & Okada[2]におけ

るダンス教育プログラムのデザインでは，教育的介入

の観点として，様々な対象を積極的に知覚・省察する

ことと，その省察に基づいて行為を生み出すというこ

と，更に他者とのインタラクションを促進することを

重視していた．これら 2 回の実践からは，他者とのイ

ンタラクションや協働作業に困難さと面白さを感じる

参加者が多かったため，本研究では，上述した教育的

介入の観点の中でも，他者や環境という外界とのイン

タラクションを積極的に促進する，という点を強調し

て教育プログラムをデザインした． 

1．6．教育効果の測定 

新たな教育プログラムを開発する際，実践の教育効

果は様々な観点から測定される必要がある [14]．本研

究の教育目標は，ダンスの創作を体験することを通し

て，受講生の様々な気づきや，コミュニケーションを

促進することである．この目標が達成されたかどうか

を，本研究では，授業中と授業後の変化の 2 つの側面

から捉える．まず，授業時に受講生が自分や他者に注

意を向けて多様な観点から捉えることができるように

なったのか，それを受けて他者との関係の中で身体運

動を工夫して表現することができるようになったのか

について，受講生自身の認識と専門家の評価から検討

する． 

次にそのような授業でのプロセスを経て，結果とし

てどのような変化が起こったのかについて検討する．

変化については，これまでの著者らの実践（[1][2]）と

同様に授業前後の質問紙で，身体表現活動を通して受

講者のダンスや表現活動，日常生活における意識がど

のように変化したのかについて検討する．更に，気づ

きに焦点をあて，具体的に授業で印象に残った体験と，

そこで起こった気づきの内容の詳細を捉えるために，

授業後に課題として提出されたレポートの内容につい

て分析を行った． 

1．7．本研究の目的 

ここまでの内容を考慮し，本研究では，創作に着目

したダンスの授業を，他者や環境との関わり合いを重

視した設定の下，デザイン・実施し，その教育効果を

授業中に生じた変化と授業後に生じた変化，という 2

つの側面から実証的に検討することを目的とした． 

 

2. 方法 

以下で，実際に行われた授業の概要とそのデザイン，

また教育効果の検討方法について述べる． 

2．1．授業の概要とデザイン 

授業は東京大学教育学部において「身体表現の創作」

という講義名で，2016年 1月 18日から 22日までの 5

日間，集中講義として実施された．講師はダンスアー

ティストの美木マサオ氏であり，学部 3，4年生を中心

に 9名（男性：5名，女性：4名）が参加した．授業の

目的は，上記の教育目標等を踏まえ，「他者との関わり

の中から自分について気づきを得ること」と設定した． 

授業を担当した美木マサオ氏は，舞台等の作品創作

活動と，様々な人を対象としたワークショップ活動の

両方を 16年にわたり，多数行ってきた現役のエキスパ

ートの芸術家である．また，「機能の解体と再構築」と

いう創作ビジョンのもと，他者や環境（特にモノや人

工物）との関係を捉え直すことでダンス作品を生み出
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したり，そのような自身の創作プロセスを体験させる

教育活動を広く行っている[15]．これらのことから，

本研究におけるダンスの文化と創作活動を体験させる

授業の実践担当者としてふさわしいと考えられた．  

授業に関しては，美木氏と議論を重ねつつ，デザイ

ンを行う際の指針に基づいて計画を立てた．5 日間の

授業概要とそのねらいを表 1 に示す．教育目標である

外界とのインタラクションを効果的に体験することが

できるよう，様々な対象と段階的に関わりを深めてい

けるよう授業内容を設定した． 1日目は，今ここにあ

る物事を多角的に捉えるという観点を養うために，環

境と積極的に関わり合うことでダンスを創作するとい

う活動を主に行った．今回の授業では，初学者の大学

生が対象として関わりやすいように，環境の中でもモ

ノに焦点を当てた．具体的には，脚立やヘルメット，

サボテンといったモノを用意し，受講生がそれぞれに

好きなモノを選び，そのモノを様々な観点から注意深

く観察して，そのモノとの関係性からソロのダンスを

創作した．多角的にモノを観察する際の観点について

は，講師が手本を示した．2 日目は，他者からのフィ

ードバックを積極的に利用しながら自らの表現を創っ

ていくということを体験させるために，他者との関係

性の中から動きを生み出す活動や，他者の特徴を様々

な観点から捉え，他者のためのダンスを創作するとい

う活動を中心に行った．3 日目は，モノ（環境）と他

者の両者と関わりながらダンスを創作するという活動

を行った．また，授業日後半の作品創作に向けて，1

人 1 人が表現者であるという意識を促すために，講師

にパフォーマンスを行ってもらい，そのパフォーマン

スについて批判させるという活動も行った．4日目は 3

日目までに体験した活動を組み合わせて全員で 1 つの

作品を構成していくということが行われた．5日目は，

構成された作品を，文脈を共有していない他者に伝え

るということを体験させるために，授業と関わりのな

い外部の人を観客として招待し，発表する発表会が行

われた．発表された作品のタイトルは「each position」

（約 40分）であった． 

なお，これらの授業デザインは，講師と第一著者，

第二著者の三名で授業が実際に開始される 1 年前から

定期的にミーティングを実施し，議論を行った上で決

定された． 

2．2．教育効果についての検討方法 

授業の教育効果については，以下の 4 つの方法を用

いて，多角的に検討した。まずは，1）各授業回におけ

る認知的な変化を具体的に捉えるためのコメントシー

ト（1 回の授業ごとに提出），2）受講生の身体表現の

変化を捉えるための特定のワーク（エアー）における

パフォーマンス評価（ワーク自体は，1 回の授業ごと

に実施），3）授業前後での表現活動・日常生活に関す

る認知的変化を捉える質問紙（初日の授業開始時と最

終日の発表会後に実施），4)受講生が得た気づきの具体

的な内容と，それを引き起こした体験について検討す

るための受講生のレポート（全授業終了後 2 週間以内

に提出）の合計 4点である．以下詳述する． 

2．2．1授業ごとのコメントシート 

 授業時に受講生が自分や他者に注意を向けるように

なったか，それを受けて他者との関係の中で身体運動

を工夫して表現することができるようになったのか，

受講生の認識について検討した．毎回の授業後に全 13

項目の質問項目（5 件法；1：全くそう思わない～5：

そう思う）と 6 項目の自由記述を含むコメントシート

を配布し，それを次回の授業の冒頭で回収した．5 件

法による質問項目を表 2に示す． 

 分析においては，今回は 5 件法による質問項目のみ

を利用し，全 5 日間の授業を通した変化をその平均値

から検討した．  

2．2．2．エキスパートによる評価 

受講者の身体表現は，エキスパートから見ても，他

者を多様な観点から捉え，それを受けて身体表現を工

夫できるようになっていたのか．ここでは，授業に参

加することで生じた受講者の身体表現の変化に対して，

連日実施されたワークを対象にし，「他者を多様な観点

授業 目的 内容 調査

1日目 物事を多角的に捉える
環境（モノ）と積極的にかかわることでダ
ンスを創作する（例：サボテンと踊る）

質問紙調査（事前調査），エアー，コメントシート

2日目
他者からのフィードバックを積極的に
利用しながら自らの表現を創作する

他者との関わりからダンスを創作する
（例：他者のためのダンスを創作する）

3日目
環境（モノ）と他者の両者と関わるこ
とでダンスを創作する

少人数に分かれて，グループごとにモノ
とも関わりながらダンスを創作する

4日目 構成
3日目までにやったことを組み合わせて
一つの作品を構成する．

5日目 発表 作品の発表 質問紙調査（事前調査）

1～2週間後 レポート

表1　授業の概要
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から捉えられていたか」「他者との関係において身体の

動きを工夫できていたか」という観点からエキスパー

トに評定を行ってもらい検討した．対象としたワーク

は，「エアー」[16]という複数名の他者と協働で 1つの

身体表現を即興的に創作していくワークである（図2）．

分析では，2 日目から 5 日目に行われたこのワークで

の参加者の表現の質について，エキスパートによる評

定を行い，時期を通した変化を検討した．（1日目に関

しては，講師も共に参加し，表現を行ったため，分析

からは除外した．） 

 「エアー」では，受講生が 4～5人のグループに分か

れ，円になって立ち，少しずつ身体を様々に動かした

り，様々な声を出したりしながら，お互いを感じて動

いていく．他者に対して即興的に身体運動や声を用い

て反応し合うことで，グループ全員で 1 つの身体表現

を創発させていくワークである．毎回の所要時間はグ

ループによって若干異なるものの，5分程度であった 

このワークについて，授業に携わっていない 2 名の

熟達したコンテンポラリーダンサー（経験年数 11 年，

20年）に評定を依頼した．2名のダンサーは，講師の

美木氏，ワーク考案者の香瑠鼓氏の活動に長期間関わ

ってきた経験を有しており（美木氏：5年，10年；香

瑠鼓氏：5年，13年），このワークについての評価基準

を共有していると考えられる．評価の手続きとしては，

まず全グループの映像を 1 度通して見てもらった上で，

再度映像を見ながら，グループごとに 1)グループ全体

の評定，2)グループ内の個人の評定を行ってもらった1．

評定項目を表 3 に示す．これらの項目を全てのグルー

プ，全ての個人について，7件法（1:まったくそう思わ

ない～7:とてもそう思う）により評価してもらった．

なお，これらの評価項目の内容については，このワー

クの経験を豊富に有する第一著者が，考案者である香

瑠鼓氏と議論の上作成し，第二著者と協議し修正した

上で，講師の美木氏に確認し，作成した． 

                                                   
1 グループの提示順については，評定者ごとにランダム化し，
実施時期が分からないようにしたうえで提示した． 

2．2．3授業前後の質問紙 

 5 日間の授業を受けた結果として，受講生にどのよ

うな認知的な変化が生じたのかを捉えるために，授業

期間の前後（初日の授業開始時と，最終日の発表後）

に受講生 9 名を対象に質問紙調査を実施した．質問項

目については，中野・岡田[1]を参考にして作成した

Nakano, Shimizu, & Okada[2]と同様の，「表現活動に

関する興味や他者との関係性」と「日常生活における

ものの捉え方や他者との関係性」を問う全 35項目であ

った． 

 分析は，1）欠損値の補完，2）授業実施前後におけ

る各因子得点の変化の検討（Nakano, Shimizu, & 

Okada[2]の因子構造をそのまま利用），という手順で

進められた．各分析の詳細は，結果において後述する． 

2．2．4レポート 

 受講生に生じた気づきの詳細な内容を捉えるために，

授業の中でどのような体験から，どのような気づきが

引き起こされたのかについて受講生が授業終了後に書

いたレポートを分析対象として，検討を行った．レポ

ートは，様々な質問項目に対して自由記述形式で回答

を求めたものであったが，分析の目的から「授業につ

いての感想」と「授業を受けてからレポートを書くま

での間に，授業での体験が日々の生活にどのように影

響したか」という 2 つの項目についての回答を分析対

象とした． 

 分析は，1)回答の区切り，2)該当する回答の抽出，

3)カテゴリの生成，という 3 つの手順で行われた．ま

ず，意味内容に基づいて回答をセグメントに区切った．

次にその区切られた回答について，「気づきを引き起こ

した体験」と「気づきの内容」に関係したもののみを

抽出し，最後にそれぞれに関する回答をまとめて，ボ

トムアップにカテゴリを作成した．分析のすべての段

階は，第一著者と第二著者の協議により進められた． 

 

3. 授業実施による教育効果 

3．1．授業ごとのコメントシート 

 授業時に受講生が自分や他者に注意を向けるように

なったか，それを受けて他者との関係の中で身体運動

を工夫して表現することができるようになったのか，

受講生の認識について，授業 1 回ごとに尋ねたコメン

トシートを分析対象として検討した．結果を図 3 に示

す．まず項目 1,2 の自分自身への意識については，い

ずれの項目も平均点が 3.8 以上と高く，受講生が授業

の 5 日間を通して，自分自身のイメージや感情，アイ
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ディア，身体に終始注意を向けている様子が窺える．

特に項目 2の身体に関しては，平均点が 4以上と終始

高く，受講生が授業を通して特に自分の身体を意識し

ていたことが示唆された．  

 次に，項目 3,4 の他者に関しては，項目 3 の平均点

が終始 4 以上であるという結果から，授業期間を通じ

て，受講生は他者のイメージや感情，アイディアを常

に意識している様子が窺われた．一方で，他者の身体

状態への意識（項目 4）は，3 日目で下がり（3.38），

最終日に向かって再び上がっていく様子が見られた．

これは 3 日目に，多様な観点から他者や環境と関わっ

ていく中で，並行して身体運動を生み出していくこと

に困難が生じたためだと考えられる．確かに受講生の

コメントシートにおける自由記述を見てみても，印象

に残った出来事として「エアーがうまく展開できなか

った」と受講生の一人が述べているように，他者と関

わるワークについて苦心している様子が見受けられた．

これは，1日目，2日目とダンス創作の体験を重ね，活

動に慣れてきためにかえって様々なことを意識しすぎ

たためと，更に，3 日目の授業内容が環境と他者の両

方に注意を向けながらダンスを創作するという複雑な

内容であったことも影響して，他者の身体状態に対し

て，どのように自身の身体で反応したらよいのか，迷

いが生じてしまい，グループ内での反応が停滞してい

たためと考えられる．実際，「意識しすぎて動きづらく

なった」，「他の人の動きを感じるのが難しい」といっ

たコメントも見られた．よって，上記の理由から，3

日目に，他者の身体状態を意識できなかったと感じた

人が多かったのであろう．一方で，他者についての気

づき（項目 10）は終始 4.3以上と，授業期間を通じて，

高い状態を維持している様子が見られた．また，自分

と他者の関係性への気づき（項目 11）は，授業初日は

平均点が 3.2 と比較的低い状態から，授業を経るごと

に徐々に上がっていく様子が示された．これらの変化

には，他者と多様な観点から関わり合えるように，初

日はモノを多様な観点から捉え直すことから始めて，

徐々に他者との関わりを濃密にしていった授業デザイ

ンが深く関係していると考えられよう． 受講生は授業

を通して自分や他者に積極的に意識を向けながら身体

表現を行った結果，自分自身や他者，自分と他者の関

係性に対して何らかの気づきを得ていたのだと考えら

れる．また，「身体でよく表現できたと思う」という項

目 5 に関しても，授業後半になるにつれて徐々に得点

が上昇しており，注意を向けたことについて身体表現

として的確に表現できるようになったと受講生自身が

認識していった様子が窺える．  

以上のように，受講生は授業が展開するにつれて，

ある側面に困難を感じながらも，自分や他者により注

意を向けるようになり，身体運動を工夫して表現でき

るようになっていったと認識していたことが示された． 

3．2．エキスパートによるパフォーマンス評価 

受講生の身体表現の質はエキスパートの観点からも

授業を通して変化していったのだろうか。まず，グル

ープの結果を図 4 に示す．図からわかるように，身体

運動の側面，声の側面，空間の側面いずれに関しても，

授業前半（2日目，3日目）よりも後半（4日目，5日

目）に高くなっていく様子が見られた．このことから，

グループ全体としては，お互いにメンバーの身体の動

きや空間の使い方，声などを多様な観点から捉えるこ

と，そしてそれらを考慮し，身体の動きや空間の使い

表2 コメントシート質問項目

1. イメージ，感情，アイディアなどが浮かんできた
2. 自分の身体を意識した
3. 他者の持つイメージ，感情，アイディアなどに気づいた
4. 他者の身体状態について意識した
5. 今日は身体を使った表現がうまくできたと思う
6. 今日は自分の身体表現のバリエーションが増えたと思う
7. 授業中に自分のダンスについて振り返った
8. 自分について何か気づきがあった
9. 授業中に他者のダンスに注意を向けた
10. 他者について何か気づきがあった
11. 自分と他者との関係について何か気づきがあった
12. 表現として，次は何をしてみようかと考えたり，動きの順
序を工夫したりすることがあった
13. 考えすぎずに，感じたままに踊ることができた
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方，声を工夫して表現することが出来るようになった

と言えよう．他者と積極的に関わることが授業の主な

活動内容であったことと，その中でも更に，発表会に

向けて個人個人というよりはグループで 1 つの作品を

創ったという活動を行ったため，グループ全体として

は，他者を多様な観点から捉えて，その捉えたことを

実際に表現として具現化することができるようになっ

たと考えられる． 

次に，個人に関する結果を図 5に示す．図 5から，

項目 1（他者の身体の動きや空間の使い方，声を多様

な観点から捉えることが出来ているか），項目 2（身体

の動きや空間の使い方，声を工夫出来ているか），共に

4 日目，5 日目に評価が高くなっていることが分かる．

実際に分散分析と多重比較により検定を行ったところ，

項目 1において 2日目と 4日目，3日目と 4日目に差

異が見られたこと（分散分析：F (3, 21) =4.74, p=.011，

多重比較：p=.009, p=.057），また項目 2において 2日

目と 5 日目，3日目と 4日目，3 日目と 5日目に差異

が見られたこと（分散分析：F (3, 21) =5.52, p=.006，

多重比較：p=.047, p=.047, p=.014）が示唆された．こ

れらの結果から，個人に関してもグループと同様に授

業前半（2日目，3日目）よりも後半（4日目，5日目）

において，他者について様々な観点から捉えることと，

他者との関係において身体運動を工夫することができ

るようになっていたと考えられる．これは，上記した

他者と積極的に関わる活動を行ったことに加え，他者

との関わりを通して自分の特性について気づきを得ら

れるように，他者からフィードバックをもらう時間を

積極的に設けたり，一人一人が表現者であるというこ

とを自覚してもらうために，講師のパフォーマンスを

批判する時間や，少人数で講師と対等に踊り合うとい

う活動を行ったことも関係していると考えられる．こ

のように受講者一人一人が，個性を持った表現者とし

て，対等に刺激し合うことで最終日の発表会に向けて

の創作活動が営まれた．その結果として，グループ全

体としてだけでなく個人個人の表現としても，授業前

半よりも後半の方で評価が高くなったと考えられる． 

以上の結果から，エキスパートの観点からも，授業

を体験することによって，授業前半よりも後半の方が，

他者との関わりという観点からみたグループとしての

受講生の身体表現そのものが良くなる様子が見られた．

また個人に関しても，捉え方に関しては若干の変動が

見られるものの，特に実際に身体表現に工夫ができて

いたかどうかという点に関して得点が上昇した． 

グループ

1 他者の身体の動きを多様な側面から捉える

2 身体の動きを工夫する
3 他者の空間の使い方を多様な側面から捉える
4 空間の使い方の工夫
5 他者の声の使い方を多様な側面から捉える
6 声の使い方の工夫

7
他者の身体の動き，空間の使い方，声の使い方を
多様な側面から捉える

8 身体の動き，空間の使い方，声の使い方の工夫
9 グループとしての作品の良さ

10 評定者の作品に対する好み
個人

1
他者の身体の動きや空間の使い方、声を多様な観
点から捉える

2
他者との関係において身体の動きや空間の使い
方、声を工夫できていたか

表3 評定項目
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では，こういった授業のプロセスを経た結果，受講

生の認知的な側面はどのように変化したのだろうか． 

3．3．授業前後の質問紙 

 同様の質問紙を用いた Nakano, Shimizu, & 

Okada[2]では探索的因子分析の結果，5 因子構造が抽

出されていた．ここでは，この結果を参考にし，それ

らの 5 因子の得点が授業参加前後に変化したかどうか

を，受講生 9名のデータを用いて検討した（図 6）．対

応のある t検定を行ったところ，因子 1が t(8)=2.9, p

＜0.02,d=0.97,[0.13:1.17]，因子 2 が t(8)=1.61, p＜

0.15,d=0.54,[-0.10:0.54]，因子 3 が t(8)=1.8, p＜

0.11,d=0.6,[ -0.08:-0.66]，因子 4が t(8)=0, p＜1,d=0, 

[-1.36:1.36]，因子 5 が t(8)=1.53, p＜0.16,d=0.51, 

[-1.81:0.37]という結果が示唆された．9 名とサンプル

数は少ないものの，因子 1 において統計的に有意な差

がみられた．また因子 2，3，5においては統計的に有

意な差は見られなかったものの，中程度に近い一定の

効果量が示された（豊田[17]を参照）これらの結果か

ら，授業を通して受講生の表現活動・創作活動への興

味・思いが増したこと，ダンスを行う際に他者との関

わり方により注目するようになったこと，自己主張の

必要性への認識が下がり，日常生活における自分自身

や他者の感情や身体への注目が増加したことが分かる．

次節では，このような変化の中でも，特に教育目標で

ある自分自身や他者への「気づき」に焦点をしぼり，

レポートの分析を行う． 

3．4レポート 

 授業終了後のレポートの分析により，受講生は授業

の内容の中でも具体的にどのような「体験」から，ど

のような「気づき」を得たのかについて検討した．作

成されたカテゴリと回答を分類した結果を表4（体験），

表 5（気づき）に示す． 

 体験に関していえば，「他者と関わり合うことで動

きを生み出す体験」（9人中 7人）や「物事を多角的

に見る体験」（9人中 5人），「協働で 1つの作品を創

作する体験」（9人中 4人）が最も多く言及され，他

者との関わりを積極的に行ったり，モノを多角的に

観察したりすること，そして他者と協働で身体表現

を生み出すことといった，今回の授業で指針として

重視して設定した内容が，受講生の中で体験として

印象に残っているようであった． 

 またその体験から，受講生は「自分自身に対する

気づき」，「他者に対する気づき」，「他者と関わるこ

とに対する気づき」，「日常生活に対する気づき」，「芸

術表現に対する気づき」といった実に様々な気づきを

得ていた.その中でも特に「自分自身に対する気づき」

である「自分の特性」（9人中 7人），「他者と関わるこ

とに対する気づき」である「相互作用の面白さ」（9人

中5人），「場を共有することへの面白さ」（9人中5人）

をはじめとしたカテゴリが多く言及されており，受講

生が他者との関わり合いの中で，その関わり合いその

ものに対する面白さに気づいたり，その相互作用を活

発にするための要素である全員で一つの場を共有する

という感覚の面白さを体感していたり，そのような他

者との関係性の中における自分自身の個性や役割とい

った自分の特性に対して認識を深めている様子が伺え

た．このように授業を通して受講生は多様な観点に関

する気づきを得ていた．また，それらの内容を統合し

て考えると，他者とのやり取りや協働活動により注意

や興味を抱くようになっており，コミュニケーション

が促進されたと主張することも出来るだろう． 

 

4. 総合考察 

本研究では，ダンスを専門としない大学生を対象と

して，創作に注目したダンスの授業をデザイン・実施

し，その教育効果を多様な観点から測定した．なお，

授業のデザイン・実施に関しては，著者らがこれまで

積み重ねてきた実践（[1][2]）を考慮しつつ，ダンスア

ーティストの美木マサオ氏と協働で取り組み，今回は，

ダンスを通して，特に他者や環境といった外的世界と

の関わり合いを活発に行うことを強調した．また，授

業の教育効果について，質問紙や授業の感想やレポー

ト，授業時のダンスパフォーマンスといった多様な観

点から検討した結果，ダンスの創作に取り組む経験を

通して、受講者には自分や他者，そしてその関係性と

いった様々な点に気づきや変化が起こり、コミュニケ
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ーションが促進された様子が示された． 

4．1．大学における芸術教育への示唆 

 本研究は，先行研究や前例がほとんどない，大学に

おける専門教育以外での芸術表現教育，特にダンス教

育に対する具体的な教育プログラムとその背後にある

デザインの指針，そしてその教育効果を明らかにした

ものであると言えよう．本研究では，芸術表現を創作

するということがどのようなプロセスで成立している

のか，そのプロセスは活動者にどのような変化をもた

らしうると考えられるのかについて理論や先行研究を

整理し，そのメカニズムを考慮した上で授業をデザイ

ンしている．このように，本研究で提示した授業デザ

インとその教育効果は，芸術表現創作が営まれるメカ

ニズムについて深い理論的考慮の下で想定・検討した

ものであり，それによって得られた上記の知見は，他

の芸術表現の授業に対しても応用可能なある程度普遍

性を持ったものであると考えられるだろう． 

4．2．ダンス教育への貢献 

高校までのダンス教育は，創作ダンスがその教育の

根幹として位置付けられ，ダンスの専門家になる・な

らないに関わらず，松本千代栄による課題解決学習と

いう教育プログラムが開発され(例えば松本・山田[18])，

中心的に実施されている．課題解決学習では，イメー

ジ課題と運動課題という課題が教師から与えられて，

そこから生徒が自由に発展させていくという手順で創

作ダンスが行われている．形式的操作といった人間の

発達や現在の大学教育に求められている内容（創造的

思考や他者との協働）を考慮すると，抽象的思考が円

滑に行えるようになり，身体的にも十分に成熟した大

学生以降の教育では，（例えば高校までの学習では，き

っかけとして教師から与えられていたイメージや運動

自体についても自分自身で探索していくような）より

抽象度の高い教育プログラムがより必要になってくる

と考えられる．本研究では，実際に外的世界との積極

的な関わり合いから自分自身の表現したいイメージや

身体運動そのものを探求し，作り出すことを支援した

実践を行っており，現在高校までに行われている創作

ダンスの枠組みを，大学生に対しても効果的に適用出

来るよう，拡張した研究であると捉えることも出来る

だろう． 

番号 カテゴリー 定義 aさん bさん cさん dさん eさん fさん gさん hさん iさん total(人)

1
他者と関わり合うことで動きを生み出す
体験

他者とインタラクションを行う中でダンスを生み出していくという体験
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

2 物事を多角的に見る体験 一つのモノや他者を様々な観点から観察した経験 ○ ○ ○ ○ ○ 5
3 協働で１つの作品を創作する体験 他者と協力し合って，一つのダンス作品を創っていくという体験 ○ ○ ○ ○ 4
4 他者からフィードバックを得る体験 他者から自分の特性についてのフィードバックを得た体験 ○ ○ ○ 3

5
多様な他者と時間をすごす体験 普段の授業では知り合わないような多様な他者と集中講義を通して

時間を共にすごしたという体験
○ ○ 2

6 感じたことを直接表現する体験 感じた感情などを取り繕うことなくそのまま表現するという体験 ○ ○ 2
7 まず行動してみるという体験 一見難しそうに聞こえる課題でもやってみると意外と動けるという体験 ○ ○ 2
8 その他 ○ ○ ○ ○ 4

表4　気づきを引き起こした体験

番号 カテゴリー 定義 aさん bさん cさん dさん eさん fさん gさん hさん iさん total(人)

1 自分自身に対する気づき 将来に関する目標 自分自身の将来のビジョンや目標に気づく ○ ○ 2
自分の特性 自分自身の個性や集団における役割に気づく ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
自分の感覚 五感や体性感覚といった自分自身の感覚に気づく ○ ○ ○ ○ 4

2 他者に対する気づき 他者の特性 他者の個性や集団における役割について気づく ○ ○ ○ ○ 4

3
他者と関わることに対する
気づき

相互作用の面白さ 他者の動きに反応し合うことで，動きを生み出していく
ことの面白さに気づく

○ ○ ○ ○ ○ 5

協働作業の面白さ 他者と協力し合って，一つのダンス作品を創っていくこ
との面白さに気づく

○ ○ ○ ○ 4

場を共有することへの面白
さ

他者と1つの場所に共に存在し，互いに対する興味を
持ち合っている状態を体感し，その面白さに気づくこと

○ ○ ○ ○ ○ 5

4
日常生活に対する気づき 物事を多角的に見ることの

重要性
1つの物事に対して多様な観点から捉えることの重要
性に気づく

○ ○ ○ 3

コミュニケーションの際の観
点

日常生活におけるコミュニケーションの際に，他者の考
えや意図を推測することの重要性について気づく

○ ○ ○ 3

非言語コミュニケーションの
重要性

日常生活のミュニケーションにおいて，身体の表現が
伝える情報量の多さに気づく

○ ○ 2

5
芸術表現に対する気づき 感覚を直接表現することの

重要性
自分の感じた感情や感覚について，取り繕うことなく表
現することの重要性に気づく

○ ○ ○

身体表現の多様性 身体を用いて生み出される表現のバリエーションの豊
かさに気づく

○ ○ ○ 3

声で表現することへの困難 声を用いて表現を行うことに対する困難に気づく ○ ○ 2
芸術表現への興味 ダンスに限らず美術や音楽といった様々な芸術表現

に興味を持つ
○ ○ 2

芸術表現に対する親しみや
すさ

授業を経験することで，ダンスに対する抵抗感が緩和
され，親しみを持つ

○ ○ 2

6 その他 ○ ○ ○ ○ 4

表5　受講生が得た気づき
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4．3．今後の展開 

 本研究は，大学教育という，いわばフォーマルな教

育における教育プログラムのデザインとその教育効果

の検討を行った．今後の展開としては，もちろん，大

学教育において実践を積み重ね，デザインの原則を更

に精緻化させていくことが必要である．またそれに加

えて，例えばワークショップや美術館での教育普及活

動といったインフォーマルな教育に対しても，今回の

デザインの指針に基づいたデザインを行い，その拡張

可能性を検討することは十分に意義がある試みだと考

えられる．こういった試みの重要性を述べる理由とし

ては，特に自ら生涯にわたって芸術や文化に親しんで

いく創造的教養[7]や 21 世紀型スキル[8]などは，大学

生だけではなく，それ以降の大人にも継続的に必要と

される力であると考えられるためである．また，イン

フォーマルな教育の顕著な特徴の 1 つでもある「探

求・発見」といった活動[19]との相性の良さも，上記

の拡張を試みる理由として挙げられる．その際に，ど

のような実践をデザインし，その効果をどのように測

定していくのかといった点は，今回の知見や受講者の

特性等も考慮し，更に検討していくことが必要とされ

るだろう． 
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Abstract 
The author has been studying on total phenomenon which 

we feel while walking around our cities, based on the 
concept of "modality." This paper aims to discuss about 
research method on "cognition as it is," which is main topic 
of the organized session, by reviewing on my research about 
city-walk. 
By modality, I mean total mode of being, which can be 

understood with a theoretical model including concepts of 
route and frame. I conducted walkthrough experiment in 
Kyoto city, and asked subjects of those experiments to 
record what they feel as it is. A huge amount of records 
enabled me to visually depict urban modality both by 
numbers and words. By analyzing these recorded and 
depicted data, I could strengthen and expand the basic 
theoretical model. 
After introducing the outline and results of the research, this 

paper reflects on it from viewpoints of, firstly behavior of 
city-walk, secondly situation of the experiment, and finally 
recording by words. These reflection proved meaning and 
validity of the research method for empirically analyzing and 
theoretically modeling urban modality. Furthermore, I 
discuss on applicability of the method for other behaviors in 
our daily life, such as car driving, talking, internet browsing 
and so on. Conceptual model which is based on route and 
frame, and recording method of modality using free words 
have much possibility of application. Such inter-behavioral 
research on modality is expected to be an important 
approach for the cognition as it is. 
 
 Keywords ― modality, city-walk, route, frame, 

cognition as it is, spatio-temporal 

 

1. はじめに 

1.1. 本稿の背景と目的 

筆者は、われわれが街を歩くときに何を、どのよう

に感じ取っているかを明らかにするために、「都市の様

相」（urban modality）という概念を用いて研究してき

た[1] [2] [3] [4]。そこではまず、被験者に指定した街路

を歩いて、感じ取った様相を主に言葉を用いて記録

（record）してもらう実験を行なう。その記録を重ね合

わせることで、多くの人が共通して把握している都市

の様相を、定量的・定性的に記述（depict）する。そ

れらの記録・記述データを分析することを通じて、様

相と都市の構成や歴史との関係を分析し、また様相把

握を理解するための理論モデルを発展させてきた。 

本稿は、本オーガナイズドセッションの「ありのま

まの認知」という魅力的なキーワードを手がかりとし、

筆者の行なってきた研究を反省的に再解釈することを

通じて、「ありのままの認知」の研究方法について考察

することを目的とする。この研究はこれまで、主に建

築分野において発表を行なってきた。建築分野では都

市の物理的構成やデザインと認知との関係についての

議論が中心となったが、認知科学会においては、認知

過程そのものや、その研究方法についての深い議論が

できれば幸いである。 

1.2. 本稿の流れ 

2章では、様相概念とそれを理解するための理論モデ

ルについて述べる。3章では、筆者の行なってきた都市

歩行の研究を概観する。4章では、あらためてこの研究

に用いた様相の記録方法を検証し、5章ではその方法の

応用可能性を考えることで、「ありのままの認知」の研

究方法について考察する。 

 

2. 基本的な理論モデル 

2.1. 様相概念 

通常、認知科学において「モダリティ」という語は

刺激に対する知覚の諸相を指すが、本研究では「様相」

という意味において扱う。この概念はアリストテレス

以来の歴史をもち、定義も多様である。それらに共通

する考え方は、何かの存在物自体ではなく、その在り

方を指すということである。特に様相論理学では可能

と必然という二つの在り方を中心に、様相が定式化さ

れてきた。世界の集落を調査し、建築家としても著名

な原広司は様相の概念を建築・都市分野に導入し、「事

物の状態や空間の状態の見えがかり、外見、あらわれ、
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表情、記号、雰囲気、たたずまいなどと記録される現

象」を様相と呼んでいる[5]。 

本研究ではこの考え方を導入し、様相という語を、

ものごとの全体的な在り方（total mode of being）を

指すものとして用いる。すなわち都市の様相とは、都

市の全体的な在り方のことである。このような様相の

定義は都市以外にも適用可能で、「議論の様相」「国際

関係の様相」などといったような、一般的に様相とい

う語が用いられるときの意味内容にも合致する。 

そしてわれわれは、街を歩き、また日常生活を過ご

す中で、常に何らかの様相を把握（grasp）している。 

2.2. 経路 

前述の原は、様相を理解するための概念装置として

「経路」（route, path）を提示している[6]。われわれは

この世界を、経路に沿って経験する。生きることは、

時間的経路を辿ることである。街を歩くことで人は、

時間的経路と同時に空間的経路を移動する。経路は、

インゴルド[7]の「ライン」（line）の概念と符合するも

のである。 

経路上で、様相は変化する。ある世界がある様相を

もつとすれば、われわれは経路に沿って、複数の異な

る世界を横断（traverse）する。したがって、経路上

には様相としてのあるまとまりをもった領域（domain）

と、領域と領域の間の境界（boundary）が交互にあら

われる。これを図1のダイアグラムに示す。 

 

 

図1 経路の基本ダイアグラム 

 

2.3. フレームと様相 

人は常に経路上にあり、図1の世界に内在している。

したがって世界は客観的な世界ではなくその人にとっ

ての世界、つまりユクスキュル[8]の言う「環世界」

（Umwelt）である。 

その世界に在るとき、人は様相を把握しているだけ

でなく、その把握した様相を記憶として蓄積している。

本研究では記憶およびそれを司るメカニズムを「フレ

ーム」（frame）と呼ぶ。フレームはミンスキー[9]らに

よって用いられる語で、ナイサー[10]らの「図式」

（schema）とも似た概念である。ナイサーが指摘して

いるように、われわれは記憶をもとに常に次なる状態

を予想し、認知の仕方を方向付けている。様相把握の

仕方はフレームに制約される。 

経路が世界と世界との境界に達し、様相が変わると

き、フレームに生成された予想が裏切られる。ここに

おいて、次なる世界の様相が強く把握される。つまり

様相は差異のあるところで顕在化する。たとえばずっ

と静かな道を歩いているときや、ずっと賑やかな道を

歩いているときではなく、急に賑やかになる場所にお

いて、音はもっとも強く意識される。そしてその差異

を把握したとき、フレームは書き替えられる（図2）。 

 

 

図2 様相把握とフレームの基本ダイアグラム 

 

2.4. 様相把握と認知 

様相の把握は、認知、とりわけ「ありのままの認知」

という概念と非常に近い意味をもつと筆者は考えてい

る。両者ともに、時々刻々と変化する一回性のもので

あり、また表現の難しい不可分な全体性を感じ取るこ

とだからだ。 

しかし筆者はこれまで、認知（cognition）という言

葉を用いてこなかった。認知という語が、外的かつ具

体的な対象物に対する知覚や解釈を指す傾向が強いか

らである。それに対し筆者の様相論では、様相を把握

する当人も世界に含みこまれる、世界の一部だという

立場をとり、主体の内外は連続的である。また具体的

な対象物がなくとも、様相把握は生じる。たとえばあ

る人が街を歩いているときに空腹を感じたり、ふと昔

のことを思い出したりしても、それらも彼の世界に関

する様相把握であると考える―「都市の」様相の把握

とは呼べないまでも―。 

勿論、認知という言葉の捉え方にはさまざまな議論

があるであろう。特に「ありのままの認知」という言

葉には一回性や全体性が含意されている。しかし認知

科学は一回性をそのままにするのではなく、再現可能
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な知識を追求する科学の一領域である。では様相把握

あるいは「ありのままの認知」は、いかにして科学に

なりえるのであろうか。 

 

3. 都市の様相の記録・記述・分析 

筆者がとったアプローチは、まず把握した様相をな

るべくそのままに、多くの人に記録してもらい、次に

それらの中に共通の認知過程を見出しモデル化するこ

とで、そのモデルを個々の記録へと投げ返し、一回的

な現象を理解するというものである。 

様相の記録のために筆者は、「経路歩行実験」

（walkthrough experiment）という方法を考案した。 

3.1. 経路歩行実験による都市の様相の記録 

経路歩行実験では被験者に、京都市内の指定した3

つのルート（図3 ルートⅠ：四条大宮～八坂神社／ル

ートⅡ：同志社大学～金閣寺／ルートⅢ：嵐山～鳥居

本）を実際に歩いてもらった（写真1）。被験者は京都

大学で建築を学ぶ学部生・大学院生が中心で、のべ84

名であった。 

被験者は、ルート周辺の地図が載った記録用紙（図4）

とペンを持ってルートを歩き、捉えた様相をその場で、

地図上の位置と対応づけて自由記述で記録する（「様相

表現」と呼ぶ）。書き方の説明の際には「様相」「把握」

などの一般に馴染みのない用語は使わず「雰囲気」と

いう言葉で代表させ、記入例と口頭で、見たもの、音、

におい、なんとなく感じたことなど、把握した様相を

表現するあらゆる言葉を記入してよいことを補足した。 

また歩行終了後には、ルート全体を、大きく様相の

異なるいくつかの領域に分割してもらった（「領域分

割」）。そして各領域に対し、7指標での5段階評価（「領

域評価」）と、その領域を一言で表現する自由記述（「領

域表現」）を記入してもらった。この歩行後の作業は、

図1の経路－世界モデルに準じて、ルートを事後的に構

造化してもらうものである。 

3.2. 記録の重ね合わせによる都市の様相の記述 

次に、得られた記録を重ね合わせる（superimpose）

ことで、漠然とした都市の様相を可視的に記述する。 

歩行中に記す様相表現は、合計5,882得られた。その

一つ一つを表1の78の言葉（「様相因子」）でラベル付け

し、各ラベルのついた言葉がルート上のどの位置で使

われたかをプロットする（図5）。同じ四条通でも「四

条大宮～四条室町あたりは統一感がない」「四条烏丸周

辺は統一感がある」というような傾向が見て取れる。 

歩行後の領域分割は、各人の分割地点を合成するこ

 
図3 経路歩行実験のルート 

 

 
写真1 経路歩行実験の様子 

 

図4 記録用紙の例と説明 
 

表1 様相因子の一覧 
分類 内容 

視
覚 

左
右 

群建物 [1]住居, [2]マンション, [3]店舗, [4]観光, [5]業務, [6]茶道 

単体建物 [7]寺社・境内, [8]教育施設, [9]駅, [10]デパート, [11]その他単体建物 

建物の属

性 

[12]建物のスケール, [13]建物の素材, [14]建物のデザイン, [15]建物の色

彩, [16]建物の年代, [17]建物の密度, [18]建物の立ち方, [19]建物の付属

物, [20]建物内部の様子 

人・車 
[21]人の数, [22]観光客・外国人, [23]子ども, [24]学生, [25]人の行動, 

[26]車の数 

その他沿

道の要素

[27]空地, [28]塀・壁, [29]サイン, [30]工事, [31]駐輪, [32]その他沿道の

人工物, [33]沿道の植物, [34]沿道の生物, [35]川・水路, [36]その他沿道

の地形 

上 [37]空, [38]アーケード 

下 
[39]街路の幅, [40]街路の色彩・テクスチャ, [41]街路の勾配, [42]街路の

形態, [43]その他ルート上の街路について, [44]交差する街路について 

全体・遠方
[45]明るさ・陰影, [46]空間の広さ・開放感, [47]視界・見通し, [48]前方の

寺社, [49]遠方の山や森 

聴覚 [50]音環境, [51]人の声, [52]人工的な音, [53]自然の音 

嗅覚 [54]人工的なにおい・空気質, [55]自然のにおい 

触覚 [56]気温, [57]風 

印象 

[58]好み, [59]統一性, [60]普通さ, [61]調和・特異, [62]楽しさ・賑わい, 

[63]落ち着き・風情, [64]都市性, [65]中心性, [66]日本らしさ, [67]京都らし

さ, [68]地域らしさ, [69]いかにも, [70]グレード, [71]生活感, [72]親しみ, 

[73]裏, [74]歩きやすさ 

その他 
[75]固有名詞（場所）, [76]固有名詞（建物）, [77]街路の左右の比較, [78]

街路のサイド 
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とで、様相の変化度合を記述した（図6黒線）。そこか

ら、大きく様相の変化する場所「エッジ」（図内Eと表

記）とあまりかわらない場所「エリア」（図内Aと表記）

を検出した。領域評価も同じ考え方でグラフ化した（図

6赤線）。 後に領域表現は、検出したエリアに割り振

った上で様相因子によりラベル付けし、各様相因子を

用いた被験者の割合を算出することで、エリアの様相

を言語的に記述した（図7）。たとえば図6と図7を見る

と、AⅡ-3の住宅街からAⅡ-4に移ると京都らしさや古

さが大幅に増し、いい雰囲気になっているとわかる。

しかし次のAⅡ-5は寂しい住宅街では評価は急落し、前

エリアと共通する言葉はほとんどない。 

3.3. 都市の様相の分析 

記録および記述を元に、主に以下のような3つの方法

で分析を行なった。本稿では詳細には触れず、理論モ

デルの発展に係る部分のみ次節で言及する。 

1) 各記述データの定量的分析（記述データ単体での分

析、記述データ同士の関係性の分析、実際の都市空

間との関係性の分析） 

2) 記録データの直接的分析（主に言語とフレームに関

する分析） 

3) エッジ・エリアごとの総合的分析（記録・記述デー

タに、その場所の歴史や周辺環境を加味した分析） 

3.4. 分析を通じた理論モデルの発展 

前節の主に1), 2)のデータ分析の結果、2章で述べた

理論モデルをいくつかの方向で発展させることができ

た。本節ではそのモデル発展について概説する。なお

本節で例示する言語データの表はすべて、表2の凡例に

従うものとする。 

3.4.1. フレームについて 

1) フレームのタイムスパン 

スクワイヤの短期記憶と長期記憶の分類[11]をフレ

ームモデルに適用すると、図8のようになる。 

 

 

図8 短期的・長期的フレームを導入したダイアグラム 

 

フレームを頻繁に書き替えられる短期的フレーム

（short-term frame）と安定的な長期的フレーム

（long-term frame）に分けて理解するものである。い

つもの道を迷わず辿れること、目の前の建物を「住宅」

「店」と判断できること、また「住宅」「店」という言

葉を躊躇なく使えることも、長期的フレームに支えら

れている。また「住宅はこれくらいの大きさで、玄関

と窓と屋根がある」というような、ミンスキーの言う

デフォルト（default）に当たるものが存在する。 

短期的フレームは、様相が把握されると同時に書き

替えられる。つまり歩行中に記録されるすべての記録

は、フレーム変更の記録でもある。 

 

図5 様相表現に基づいた記述例（ルートⅠ「[59] 統一性」） 
 

 

図6 領域分割、領域評価に基づいた記述例 
 

 

図7 領域表現に基づいた記述例 
 

表2 3.4.で用いる表の凡例 
略記 意味 略記 意味 

No. 表内の様相・領域表現番号 始 始点 

被 被験者番号 終 終点（等質範囲、変化域、領域表現のみ）

R ルート番号 表現 様相表現または領域表現の内容 

種 記録の種類（図1参照）  

■その他 

〈記録数〉…全記録（様相表現5,882、領域表現

951、合計6,833）中どれだけの記録に

当該トピックの表現が見られたか 

二重線…表中でのトピックの区切り 

― …変化点

様相表現
↑ …変化域

｝ …等質範囲

☆ …特異点

領 ………… 領域表現
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長期的フレームは書き替えられにくいが、それだけ

に、デフォルトから外れたものはわれわれに驚きや疑

問を喚起する（表3-①）。また建物が建て変わるなど、

通常あまり変化しないものが変化すると、長期的フレ

ームも書き替えられる（表3-②）。 

2) フレームの社会性・個人性 

上述した「住宅」「店」などの判断や言語使用は、一

般的に常識と呼ばれるもので、かなりの程度で社会的

に共有されていると考えられる。 

ただし常識的知識の獲得を含め、フレームは各個人

が辿ってきた経路、つまりこれまでの人生を反映して

いる。表4-①, ②のような、きわめて個人的な記憶につ

いての記録や、特徴的な文章表現が見られた。 

社会と個人の中間に、集団がある。アルヴァックス

は、記憶が集団に属するという見方を提唱している

[12]。実際、被験者の多くを占める、京都大学で建築

を学ぶ学生に特有とみられるフレームの作用が見られ

た（表4-③）。他に今回の被験者には「日本人」「京都

在住」「年齢が10代後半～20代前半」などの共通項も

存在する。さまざまな集団の重なり合いが、一人ひと

りの人間のフレームを規定している。 

3.4.2. 空間モデルについて 

1) 領域の階層性 

領域評価の7指標を主成分分析した結果、「好印象」

「オープンさ」の2主成分が抽出された。各エリアの範

囲内での主成分得点の平均値をプロットし、ルートの

シークエンスでつないだものが図9である。 

この中で、隣接エリア同士のプロットが大きく離れ、

その間（つまりエッジ）で様相が急激に変化する部分

もあれば、グレーで示した部分のように、隣接エリア

間でもあまり様相が変わらないこともある。このとき、

それらのエリアはより大きな単位の「マクロエリア」

とでも言うべきものを形成している。さらに大きなマ

クロエリアも想定できる（図9の点線部分）。つまり領

域は階層構造となる（図10）。 

 

 

図10 領域の階層性のダイアグラム 

2) 領域の輻輳性 

ルートⅢのエリア別の領域表現の変遷（図11）を見

ると、AⅢ-3であらわれる「観光」は、割合を増減しな

がらも、AⅢ-8までをつなげるコネクター（connector）

である。一方「住居」はAⅢ-4までとAⅢ-7以降で共通

しており、「京都らしい」はAⅢ-3～6をつなぐコネクタ

ーである。 

このような現象を領域モデルに当てはめると図12の

ようになる。コネクターのつなぐ範囲は、入れ子にな

ったり、範囲が交差したりしている。 

 

表3 長期的フレームに関する記録 
①驚き・違和感 〈記録数：159〉 

No. 被 R 種 始 終 表現 

ⅰ 111 Ⅰ ☆ 778 池坊学園、ふところ深い＆赤いじゅーたんでぎょっ！！とする

ⅲ 213 Ⅱ ☆ 1,234 裏千家学園って！！？茶家関係？かと思った 

ⅳ 227 Ⅱ ― 3,602 意外に高い橋でびっくり 

ⅵ 309 Ⅲ ☆ 3,390 外壁がピンク！でかい！ 

②都市の変化によるデフォルト構造の修正 〈記録数：6〉 

No. 被 R 種 始 終 表現 

ⅰ 129 Ⅰ ☆ 1,040 いつの間にか、新しい建物ができてる 

ⅱ 129 Ⅰ ☆ 2,532 こんな所にスタバあったっけ？ 

ⅲ 124 Ⅰ ― 2,662 八坂神社の門がアイストップになっている、けど今は工事中

ⅴ 309 Ⅲ ☆ 1,540 コンビニあったっけ？ 

 

表4 フレームの社会性・個人性に関する記録 
①被験者129の個人的な記憶 

No. 被 R 種 始 終 表現 

ⅰ 129 Ⅰ ☆ 896 DIPLOMAXの思い出   

ⅱ ☆ 1,254 ヴィトン、そういえば永山ゆう子は可愛かったです 

②被験者210の特徴的表現 

No. 被 R 種 始 終 表現 

ⅰ 210 Ⅱ ― 494 合理主義的／くちゃっ／プレファブ。／白い 

ⅱ ― 974 町、人、生きている、いつもどおりふつうに 

ⅳ ― 2,490 むにゅっとのみこまれない 

ⅵ ☆ 3,186 長屋／愛／おとうちゃん 

③京都大学の建築系の学生被験者に特有とみられるフレームに基づく表現 〈記録数：73〉 

No. 被 R 種 始 終 表現 

ⅰ 203 Ⅱ ☆ 746 オリジンが見える   

ⅱ 209 Ⅱ ☆ 746 Shin TAKAMATSU   

ⅲ 214 Ⅱ ☆ 750 織陣   

ⅴ 102 Ⅰ ｝ 2,258 2,430 こっちのアーケードは、烏丸～河原町とちがって通り側に柱があ

る。キャンチじゃない。 

ⅶ 212 Ⅱ ☆ 1,980 ＧＬが低い   

ⅷ 216 Ⅱ ― 2,440 神社の手前で少しキレイめのファサード 

※二重線より上の記録はいずれも、当時京都大学の教授であった建築家・高松伸氏の代表作

「織陣」が脇道に見えることを意味する。二重線の下の下線部は建築用語。 

 

 
図9 主成分得点のエリア内平均値の変化 
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図12 領域の輻輳性のダイアグラム 

 

図10は領域間の類似・差異の度合いによる階層構造

を、図12は領域間の類似・差異をつくる要素による輻

輳構造を示す。これらの構造はそれぞれ、アレグザン

ダー[13]の言うツリー構造（tree structure）とセミラ

ティス構造（semi-lattice structure）に対応する。 

3) 遠方への気づき 

図2のモデルは基本的に、主体が現在いる世界につい

ての記憶をフレームに蓄積することを前提としている。

しかし実際には、われわれは広がりのある空間内に在

り、遠くのものを見ることができる。表5-①は前方、

表5-②は後方に対する気づきの記録である。前方への

気づきは、これから向かう世界についての予想を早く

から生み出し、世界とフレームとの差異を減少させる。

後方への気づきは、これまでに通過してきた世界の在

り方を改めてフレームにおいて構造化することに貢献

する（図13）。 

 

  

図13 遠方への気づきに関するダイアグラム 

 

4) アトラクター 

都市の様相において方向性をつくり出す要素を、本

研究では原[14]の用語を参照し、「アトラクター」

（attractor）と呼ぶ。 

具体的な記録としては表6のような表現がある。表6

の二重線による区切りは、アトラクターに言及した記

録の表現の類型を表わしている。上から、 

A. アトラクターを中心とした領域把握 

B. アトラクターから離れた場所での、アトラクターと

の関係による領域把握（「～の周辺」など） 

C. アトラクターとの距離の変化（「向かう」「遠ざかる」

など） 

D. アトラクターを通り過ぎたことの記録 

E. プロトタイプ性を示す表現（「いかにも」など） 

これまで経路モデルでは、何らかの境界が定められ

る世界を想定してきた。しかしアトラクターのつくる

領域はアトラクターの「周りに」形成される境界の曖

昧なものである（図14）。静的に見える都市も、アトラ

図11 領域表現のエリアごとの移り変わり 

表5 遠方への気づきについての記録 
①前方への気づき 〈記録数：91〉 

No. 被 R 種 始 終 表現 

ⅰ 123 Ⅰ ― 282 この先の四条は混んでそうに見える 

ⅱ 126 Ⅰ ― 724 前方の景観が都会って感じ 

ⅳ 102 Ⅰ ☆ 966 四条のアーケードが見え始める、あ、四条だというかんじ 

ⅵ 306 Ⅲ ☆ 2,728 前方に木のトンネルが見えてくる、涼しそう 

②後方への気づき 〈記録数：不可算〉 

No. 被 R 種 始 終 表現 

ⅰ 119 Ⅰ ― 578 工事中。そういえばトラックの音が気になっていた。全体的にうるさ

い。 

ⅲ 109 Ⅰ ☆ 782 ふと電柱に気づく、今までの道にもあったことに気づく 

ⅳ 116 Ⅰ ― 998 四条大宮からここまで工事中のビルが多かった

ⅵ 226 Ⅱ ☆ 2,712 わんこの前足だけ見える。そういえば犬が少ないなぁ…と思う

 

表6 アトラクターについての記録 
①アトラクター 〈記録数：合計553〉 

No. 被 R 種 始 終 表現 

ⅰ 126 Ⅰ ｝ 1,866 1,920 繁華街の中心的な雰囲気 

ⅱ 105 Ⅰ 領 1,988 2,220 鴨川を中心とした自然を感じるエリア 

ⅲ 221 Ⅱ 領 3,476 3,618 左大文字がきれいに見えるエリア 

ⅴ 128 Ⅰ 領 0 326 「駅前」のにぎわいを引きずっているエリア 

ⅵ 125 Ⅰ 領 1,132 1,544 繁華街の前の少し栄えたエリア 

ⅷ 325 Ⅲ 領 1,842 2,172 観光地のはずれ 

x 125 Ⅰ ↑ 1,932 2,070 中心部から遠ざかっていき、少しずつ落ち着いてくる 

xi 218 Ⅱ ↑ 2,234 2,472 鳥居に向けて聖なる感じがふえていく。 

xii 308 Ⅲ ― 1,068 観光地然としてくる 

xiii 218 Ⅱ ― 278 大学の終わり。ふつうのまちの始まり 

xiv 228 Ⅱ ― 1,294 いかにもなゾーンおわり 

xv 317 Ⅲ ― 2,092 観光地という雰囲気から町の雰囲気へ 

xvii 111 Ⅰ ｝ 1,658 1,710 「The 京極」的ふんいき 

xviii 220 Ⅱ 領 3,786 3,944 バリバリ観光地の雰囲気 

xix 308 Ⅲ 領 1,200 1,750 いかにも嵐山なエリア 
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クターの存在により様相としてはベクトル場を形成し

ている。またアトラクター自体は経路上に存在しなく

ても、その経路において把握されうる。 

 

 

図14 アトラクターによる領域形成のダイアグラム 

 

また①一般によく知られている、②周辺との差異が

はっきりしているものが、アトラクターとなりやすい。

前者は長期的フレームに、後者は短期的フレームに深

く関係する。 

5) 鳥瞰的視点 

アトラクターへの言及は、ランドマークや都市の中

心－周縁構造など、自分のいる都市のグローバルな構

造を参照しているものだと理解できる。それがより顕

著にあらわれるのが、東西南北の方角を用いた表現で

ある（表7-①）。 

東西南北を用いた表現は、ルートⅠで多い。ルート

ⅡやⅢでは方角を間違う被験者さえいる。ルートⅡや

Ⅲが曲がり角の多いルートであるのに比べ、四条通を

まっすぐ東進するルートⅠは、東西南北に敷かれた京

都の「碁盤の目」の街路構造に従っている。さらに「方

角＋山」という形式の表現も多い（表7-②）。これは京

都が東山、北山、西山という「三山」に囲まれた特徴

的な地形をしていることに要因がある。 

このように、都市の空間構造がフレームに組み込ま

れている。われわれは、現在地から周囲を見る虫瞰的

な目と、都市の中での自分の位置づけを推し測る鳥瞰

的な目を併せ持ち、使い分けることができる。 

 

4. 本研究の実験方法の再検証 

本章では、本研究の実験方法について「都市歩行と

いう行為」「経路歩行実験という状況」「言語を用いた

記録」という順にフォーカスを絞りながら再検証し、

「ありのままの認知」に対する研究方法としての妥当性

について考察する。 

4.1. 都市歩行という行為 

われわれの生活の多くの部分は都市において行なわ

れる。都市は主に建物と街路から成る。都市歩行は、

建物から建物への街路上の移動方法のうち、もっとも

原初的なものである。 

建物内での活動のみと考え、その間は単なる移動に

すぎないと考えると、街路はインゴルドの言う連結器

（point-to-point connectors）である。特に自動車に依

存した郊外生活は、そのようなモデルで捉えられるこ

とも多い。しかし都市歩行は時間や労力、継続的体験

を伴う。自動車での移動も実際には同じである。そう

捉えたとき、街路はインゴルドの言う踏み跡（trail）

という概念に相当するものとなる。 

さらに都市歩行は日常的行為でありながら、それ自

体が楽しみですらある。街路を逍遥しながら美しい景

色を楽しみ、人と出会い、また思索に耽ったり、食事

や娯楽に出かけたりといったように。ベンヤミン

（Walter Benjamin）や永井荷風らの文学作品は、こう

した街歩きの中で生まれてきたものであった。 

経路モデルは、われわれの人生のタイムラインその

ものにも適用可能である。すべての行為は時間的経路

の移動を伴う。そしてさまざまな行為の中でも、都市

歩行は時間的経路に加えて空間的経路をも辿る行為で

ある。したがって都市歩行は、経路モデルを用いて空

間の認知を研究するのにもっとも適した対象の一つで

あると考えられる。3.4.で示したように、把握した様相

についてのデータに、実際の空間構成というコンテク

ストを掛け合わせて分析すれば、様相把握のメンタル

モデルについて深く追求できる。 

4.2. 実験という状況 

都市歩行者の心理状況や歩行の目的にはさまざまな

可能性があり、それによって把握される様相も異なる

と考えられる。情緒的な気分で街を逍遙する人は、街

並みの機微や、季節の移り変わりを示す木々などに心

が惹かれるであろう。目的地へと急いでいる人や郵便

ポストを探している人にとっては、そうしたものはほ

とんど目に入らないはずである。 

こうした違いは、フレームの在り方の差異によって

表7 鳥瞰的視点についての記録 
①東西南北の方角 〈記録数：ルートⅠ30/ルートⅡ9/ルートⅢ4〉 

No. 被 R 種 始 終 表現 

ⅰ 101 Ⅰ ｝ 84 280 北側は金融系の店が立ち並び、南側は新しい感じの商店街の

様 

ⅱ 123 Ⅰ ― 236 堀川×四条北東のマンションがすごい存在感を出している 

ⅳ 111 Ⅰ ｝ 1,658 1,710 南は電気街／北は寺町＆新京極 

ⅵ 303 Ⅲ ― 1,600 南側 《正しくは東側》 のお店のひさしが多くなる 

②東西南北の山 〈記録数：ルートⅠ14/ルートⅡ5/ルートⅢ2〉 

No. 被 R 種 始 終 表現 

ⅰ 106 Ⅰ ― 460 このあたりから、向かいに東山が見えた／近くに東山が見える

だけで祇園を想い浮かべる 

ⅱ 109 Ⅰ ― 1,544 東山がよく見えてくる 

ⅲ 114 Ⅰ ☆ 2,092 東山近！ 

ⅳ 129 Ⅰ ｝ 2,080 2,132 鴨川、川の音、風、川床、北山が見える 
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説明できる。その時々の状況や目的が短期的フレーム

のはたらき方を規定し、予想を形成することで、次な

る様相把握の仕方を方向付けている。フレームは状況

に対して受動的に記憶を蓄積するだけではなく、志向

的なものでもある。 

それでは「経路歩行実験」という状況はどのような

ものであろうか。筆者としては、「さし迫った目的を持

たず、街をぶらぶら歩いている」状況を想定・期待し

た。そのために実験では、ルートは指定したものの、

歩くペースや記録する内容は被験者に一任し、休憩や

寄り道も自由とした。ただしその想定がどの程度達成

されているかは判断が難しい。無理に何かを感じよう

としたり、自分が感じていることをどう言語化するか

を意識的に考えたりしてしまう傾向があったと考えら

れるからだ。「交通量多かった。ふだんはそんなに変化

に気づかなそう」という様相表現も見られた。ルート

を歩いて記録することを繰り返すうちに、記録すると

いう行為自体が身体化あるいは目的化し、シュルレア

リスムの自動記述（automatic writing）のような状態

が生じていると見ることもできる。表4-②の被験者210

の記録などは特にそれを想起させる。 

ただそれを勘案しても、取得された記録は分析デー

タとして概ね有効であると筆者は考えている。普段の

状況と比べ、短期的フレームのある部分は異なってい

るものの、長期的フレームや、フレームのメカニズム

それ自体は共通していると考えられるからだ。街の情

緒を楽しんでいる人と、郵便ポストを探している人と、

経路歩行実験の被験者との間で、把握する様相の共通

部分も多いと考えられる。 

また、普遍的な「普段の状況」というものが果たし

て実在するのであろうか。実験中の様相把握も、実験

という状況下における「ありのままの認知」である。

それは街を逍遙していても、郵便ポストを探していて

も同じである。様相把握は常にフレームの制約下にあ

る。その影響を取り去った状況、あるいは平均化した

状況は理論上のものでしかないし、存在したとしても

それが普遍的な状況とは言えないであろう。 

4.3. 言語を用いた記録 

把握した様相を分析するためには、それを何らかの

かたちで表現し、外在化してもらわなければならない。

本研究ではその方法として、言語を用いた自由記述と

いう形式をとっている。 

他の記録方法について検証しよう。都市の記録のた

めに、写真や動画、スケッチはすぐれた方法である。

しかしそれらが表現しうることはその場の風景にすぎ

ない。また、歩いて感じた印象を多肢選択法やSD法な

どを用いて被験者に記録させる研究も広く行なわれて

いる[15]。これは被験者にとって簡便で、研究者にと

っても分析が容易な方法であるが、選択肢やSD法の形

容詞として選ばれている事項しか、被験者は表現でき

ない。きわめて理論負荷的であり、被験者が捉えた様

相を十分に表現することは不可能である。「ありのまま

の認知」の研究はなるべく理論負荷性を抑え、無仮説

に近い態度で行なうべきだと筆者は考えている。 

言語は、人間がこの世界の様々な事項の伝達手段と

して太古から発達させてきたものである。それに依拠

することで、捉えた様相のかなりの部分を、研究者の

期待や理論とは無関係に、自由に表現できると筆者は

考えた。実際に得られた記録は3.4.の各表に示すように

多彩で、ラベルづけには表1のように78もの分類を要し

た。 

とはいえ、言語をもってしても捉えた様相をそのま

ま表現できるわけではない。まず様相は不可分な全体

性を指しており、部分を表現する言語をいくら積み重

ねても、全体には到達しえない。次に言語には線条性

があり、同時に把握した様相も順を追ってしか記録で

きない。また使用言語によって認知や表現が制約され

る「サピア－ウォーフ説」[16]にも留意する必要があ

る。 

ただし、もし捉えた様相が言語によって全て記録さ

れると想定すると、記録は爆発的な数となる。したが

って言語の表現力が有限であることは、捉えた様相の

うち何らかの意味で重要な部分だけを抽出する仕組み

にもなっている。それによってはじめて、分析が可能

となる。このことは、記録方法に求められる条件には

「くまなく記録できること」と「分析しやすいこと」が

あり、両者がトレードオフ関係になりやすいことを示

している。多肢選択法やSD法は、記録の範囲は狭いが

分析は容易である。 

なお被験者に紙に記してもらう方法以外では、感じ

たことを自由に声に出してもらう "think aloud" 法が

考えられる。実際に都市における認知科学的研究の先

駆者であるリンチは、この方法を使って都市歩行実験

を行なっている[17]。 

 

5. 本研究の応用可能性 

前章において、本研究の実験方法が都市歩行という

行為における「ありのままの認知」の研究方法として
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一定の妥当性をもつことを示した。そこで本章では、

本研究の都市歩行以外の対象への応用可能性について

検証する。 

5.1. 実験方法として 

本研究の、何らかの行為をする中で捉えた様相を言

語で記録してもらうという実験方法は、多くの日常的

行為の研究に応用可能であると考えられる。 

まず、空間的移動を伴うさまざまな行為に応用でき

る。自動車の運転、旅行などがそれにあたる。 

空間的移動が伴わなくても研究は可能である。たと

えば都市のある場所に一日中座り、刻々と変化する様

相を言葉で書き留める実験がありうる。この場合、経

路は時間的である。人や車の増減や様子、気温や天気

の変化など空間の時間的変遷が、分析の際に参照する

コンテクストとなる。 

都市や空間以外でも、たとえばインターネットブラ

ウジングの研究が可能である。ページの遷移過程が経

路であり、そこでの表示内容やサイトの構造がコンテ

クストとなる。言語データの記録は "think aloud" 法

が適していると考えられ、発話時の表示ページと紐付

けることで分析が可能となる。これは、「インターネッ

ト空間」という仮想空間内での経路を辿る実験だとい

う解釈もできる。 

ただしページの遷移経路は統制しておく必要がある。

インターネット空間内を被験者が自由にブラウジング

すると、被験者ごとに通っている経路が異なることに

なり、特に3.2.で示したような記録の重ね合わせによる

記述が困難になる。これは都市歩行についても同じで

ある。筆者は本研究の発展として、都市の一定範囲を

自由に歩行してもらい、把握した様相を記録してもら

うことで、都市の様相を面的に記述する研究も展開し

ているが、経路モデルが適用できないため分析が難し

い[18]。 

また、言語が伴う行為には本研究の方法は適用が難

しい。たとえば会話も時間的経路を辿る行為であるが、

会話と様相の記録の両方の行為に、言語が必要となる

からである。 

5.2. 理論モデルとして 

図1で示した経路上の異なる世界の横断という基本

モデルも、多くの行為や経験の解読に応用可能だと考

えられる。たとえば人生は、幼年期、少年期、思春期、

…などの世界を経路に沿って横断するものである。世

界の横断と対応したフレームの書き替え（図2）や、

3.4.1のフレームのタイムスパン（図8）、および社会

性・個人性についても、同様に応用範囲が広い。 

3.4.2の空間的モデルは、都市歩行という行為に依拠

している部分も多いが、やはり他の対象にも読み替え

可能である。インターネットブラウジングの場合、サ

イト同士の関係やサイト内のディレクトリの構成は階

層構造（図10）となっている。しかし同時に、複数の

サイトで同じニュースを見るといったように、サイ

ト・ディレクトリ構成をまたぐ領域を規定することも

可能で、領域の構成は輻輳したもの（図12）となりう

る。 

空間から時間の写像も、多くの面で可能である。人

生という経路において、時間的には遠方のことを参照

することがある。昔のことを思い出せば経路の後方に

向かってフレームが再構成され、明日の天気予報を見

れば前もって予想が生まれる（図13）。アトラクター（図

14）は正月や結婚のような重要な出来事に相当する。

時間的表現として「この後」「明日」などの言葉を使う

ときは現在を起点とした虫瞰的な見方をしており、「18

時」「2030年」などと言うときは鳥瞰的な視点に立っ

ている。 

ただし思考を一歩進めると、対象によってうまく適

用できないことも考えられる。たとえば都市空間にお

いては経路上にない遠くの山もアトラクターとして認

識されたが、時間的経路において、経路上にない出来

事を認識するということはあるのだろうか。また空間

的経路やインターネットブラウジングでは後戻りがで

きるが、時間的経路ではそれができない。この違いは

何を意味するのであろうか。 

都市歩行とは異なる対象において研究することで、

このような差異が浮かび上がる。また3.4.で示したもの

とは異なる経路モデルの発展形が見出だされる可能性

も大きい。そうした研究対象間の違いを検証すること

によって、それぞれの研究対象の本質がより明確にな

ると考えられる。 

 

6. まとめ 

本稿で筆者が提案してきたのは、何らかの行為をし

ながら捉えた様相を言語で記録し、それを経路という

基本的な理論モデルに則って解読するという研究方法

である。言語による記録は、様相の全体性を表現しう

る、また研究者の期待や理論の入りこみにくい方法で

ある。さらに得られた記録は経路上における空間的・

時間的な位置情報を有している。これらの特性により、

豊富な分析が期待できる。言語をベースとすることで、
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3.2.で示したような様相の記述をするために、領域分割

や領域評価などの補助的手法がより有効になる。経路

モデルはプリミティブなものであるがゆえに、さまざ

まな展開が可能である。得られるモデルは仮説的解釈

にすぎないが、豊穣なデータによる裏付けが期待でき

る。 

また本稿では、都市歩行の研究の方法が他の多くの

行為の研究に応用可能であることを示した。そうした

応用は実験方法や理論モデルの発展を図る上でも有益

である。 

さらに、それらの異なる行為をつなぎあわせること

で、「都市歩行→建物内歩行→インターネットブラウジ

ング→会話→論文執筆→…」といったような、行為の

連続する経路を構想できる。都市歩行や会話により形

成されたフレームが論文執筆に影響することもあるだ

ろう。これは日常生活、あるいは人生そのものである。

こうした行為群を対象とした横断的な研究は、われわ

れが日常生活あるいは人生において成している「あり

のままの認知」そのものに対する、有力なアプローチ

になると考えられる。 
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Abstract 
How do practice and the experience of 

performing in front of an audience affect 
performers’ development of expertise in the 
domain of performing arts such as dance, theater 
and musical? In this study, we conducted 
fieldwork focusing on three expert break-dancers 
over a four-month period to investigate how they 
developed their expertise through the 
combination of practice and dance performance. 
We analyzed the changes in certain skills that 
were acquired during that period with regard to 
the following three aspects: 1) Quality of the 
skills; 2) Contents of the sequence (the skills and 
the movement before and after the application of 
those skills); 3) Purpose of the practice of the 
skills. The results indicate that dancers start to 
use a skill in dance performances after developing 
the content and quality through practice. It is also 
suggested that dancers actively create and 
develop variation in skills before and after dance 
performances. More research is needed to fully 
understand the influence of dance performance 
on the development of dancers’ expertise. 
 
Keywords ―  Expertise, Practice and Performance,  
Performing arts, Creativity, Skill acquisition 
 

1. 問題と目的	 
	 芸術表現活動において，実際に観客や聴衆を前に，

共演者と共にパフォーマンスを披露することは，活動

者の熟達にどのような影響をもたらすのであろうか．

本研究では，対象としてブレイクダンスを取り上げ，

練習と実践を通したダンサーの熟達過程について，数

ヶ月に渡るフィールドワークによる実証的な検討を行

った． 
	 熟達という，人が特定領域において習熟し，優れた

能力・活動を示すようになる過程については，心理学

において盛んに取り上げられてきた（e.g., Galton, 
1869; Watson, 1930）．それらの研究の中で，特に広く
扱われているのが，繰り返し練習を行うことの重要性

を示した研究である．例えば，認知スキル・身体スキ

ルの獲得過程におけるベキ乗則を示した研究（e.g., 
Newell and Rosenbloom, 1981）や教師・コーチによ
って構造化された練習に長期間取り組む重要性を示し

た deliberate practiceの理論（e.g., Ericsson, Krampe, 
& Tesch-Römer, 1993）が挙げられる． 
	 一方で，近年示唆されつつあるのが，実際に観客や

聴衆を前に，対戦相手や共演者と共に活動を行う実践

場面の重要性である．例えば，Gobet and Campitelli 
(2007)やHoward (2009)では，経験した実践場面の数
が，練習時間よりも成績や順位を強く説明すること，

そして実践の影響として，観客や共演者に対する慣れ

や動機づけの変化，実践を通して自分と異なる考え

方・方略を用いる他者と触れ合うことによる変化など

が提示されている．また，実践へのフィールドワーク

や準実験を通して，ブレイクダンスにおける実践の影

響を検討した清水・岡田（2013）や清水・岡田（2015a）
では，ダンサーがそれまで培ってきた動き（ある技術

や技術の連なり）を非常に多く用いつつも，実践を通

して新しい動きを少しずつ生成していくこと，対戦相

手の動きから影響を受け，動き全体の構成といったよ

り大きな観点に基づいた動きの変更・生成を行うこと

が示されている． 
	 このように，実践による熟達への影響が示される一

方で，実践と練習との関係性を明確に検討した研究は

未だ行われていない．両過程はどちらかが強く影響を

与える，といった切り離された関係にあるのではなく，

互いに影響を及ぼし合いながら長期的な熟達が進んで

いくと推測される（清水・岡田，2013）．本研究では，
練習と実践との関係性について，ブレイクダンスを対

象に探索的な検討を行った． 
 
2. 研究方法	 
	 国内の大会で入賞経験を有する熟達者 A，熟達者 B
の2名（両者とも20代男性，経験年数はそれぞれ8	 年，
9 年）を対象に，練習・実践（大会）に対するフィー
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ルドワークを行った．期間は，練習が 2011 年 7 月末
から 2011年 11月末まで（14回の練習），実践が 2011
年 7月末から 2012年 2月まで（6回の実践）である．
ともにビデオカメラ2台とICレコーダーにより映像記
録を取得した（練習：図 1，実践：図 2）．  
	 本研究では，分析単位として 1つ 1つの技術に着目
した．上述のように，ブレイクダンスの実践では既有

の技術や技術の連なりを多く用いつつ，それらを多様

な観点から変更しながら活動を営んでいく（図 3）．そ
のため，実践で多く行われた技術を抽出し，それらの

技術を練習でどのように行ったのか，特に実践の直

前・直後とその他の時期で差異が見られたのかを分析

することで，練習と実践との関係性について検討する

ことが可能である．分析については，結果と考察にて

詳述する． 
 
3. 結果と考察	 
3．1．熟達者A 
	 対象とした技術（エアチェアー）を図 4 に示す．熟
達者Aは，この技術を練習においては計 165回，実践
においては計 6回，使用していた． 
1）技術自体の内容（図 5，表 1） 

1" 2" " 3" "
4

"

30 60

1 1 1 2

3 1	

"
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	 まず，この技術自体について練習と実践でダンサー

がどのように実施していたかを検討した．指標として

は，熟達者本人から重要であると指摘のあり，領域に

おいても重要視されている「技術を維持出来た時間」

を用いた．時間については，映像記録よりブレイクダ

ンスに関する長期経験を有する第一著者と研究目的を

知らない認知科学領域の研究者とが議論を行いながら

抽出した．なお，時間の抽出はフレーム単位（1/30秒）
で行った． 
	 結果を表 1，図 5 に示す．ダンサーが，練習である
程度長時間実施出来るようになってから実践で使用す

ること，一方で，実践では必ずしも練習と同等の質を

保てていないことが分かる． 
2）技術の前後も含めた連なり（表 2，図 6） 
	 次に，技術の前後も含めた連なりとして，ダンサー

がどのような動きを実施していたかを検討した．ここ

では，清水・岡田（印刷中）で作成したカテゴリー（全

部で 57のカテゴリーに内容を分類したもの）を利用し，
内容を判断・分類した．  
	 結果を表 2，図 6 に示す．技術自体と同様に，ダン
サーは，ある程度様々な種類の連なりを作った上で実

践に用いること，実践では練習で多く行っていた内容

を行う場合が多いこと，一方で実践の前後の練習では，

過去に生成した内容をあまり繰り返さずにさらに新し

い内容を生成していくことが示唆された． 
3）技術の練習を行った目的（表 3，図 7） 
	 熟達者Aに対し，事後インタビューを行い，どのよ
うな目的で各練習を実施したかを清水・岡田（2015b）
に基づいて作成した選択肢により検討した． 
	 結果を表 3，図 7 に示す．ダンサーは，技術自体を
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洗練させようとする取り組み（目的 1）を実践の前後
であまり実施しないこと，技術自体を変化させた派生 
系を生成しようとする取り組み（目的 2）が実践の，
特に直前で多く行っていたことが分かる．このことは，

実践の直前，直後，それ以外を予測変数，練習の目的

を従属変数とした多項ロジットモデルによる分析によ

っても示された（紙面の都合上，結果は省略する）． 
3．1．熟達者B 
	 紙面の都合により詳細は省略するが，全体として熟

達者Aと同様の結果が示唆された． 
 
4. 総合考察	 
	 本研究で示唆されたことを整理すると，以下の 3点
にまとめられる． 
1）ダンサーは，練習において技術を一定期間繰り返し，
ある程度技術自体の質を上げ，技術の前後も含めた内

容を十分に生成した上で，実践に用いる． 
2）実践では，基本的に練習で行った内容に基づいて技
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術を用いる． 
3）実践の前後，特に直前では，新しい内容を活発に生
成しようとする． 
	 特に重要と考えられるのは，2，3である．2につい
ては，練習で行ったことのない新しい動きが生成され

るとする先行研究の知見（清水・岡田，2013）と異な
った結果が得られた．この結果については，対象とし

た実践の数が 6 個と非常に少なかったこと，新しい動
きが稀にしか生じないことを踏まえ，データや対象者

を追加した上で，さらに検討を行うことが必要だと考

えられる．また 3 についても，実践の直前で，一見実
践と関連の薄い技術の派生形の生成・探索が活発に行

われていた．この点については熟達者へのインタビュ

ーや練習過程の分析を行い，さらなる検討を行うこと

が必要であろう．一例ではあるが，この点を熟達者に

質問したところ，実践で激しく変化しうる状況（対戦

相手や音楽）に柔軟かつ即興的に対応するために多様

なやり方を発展させ，有しておくことの重要性を述べ

ていた． 
本研究では，特に身体表現芸術における練習と実践

との関係性の一端を探索的に検討したに過ぎない．今

後は対象者数を増やし，練習と実践に関する詳細なイ

ンタビューデータも加えることで更なる検討を行う予

定である． 
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Abstract 
It has been reported in many studies that synchronizing body 

movements with others can greatly transform interpersonal 

relationships. Our goal in this study was to investigate the 

effects of synchronizing body movements on conscious and 

unconscious attitudes toward others. In the experiment, the 

subject was asked to synchronize with a decoy using upper 

arm exercises for two minutes. We then used questionnaires 

to measure the subject’s conscious attitudes toward the decoy. 

To measure unconscious attitudes, we used the distance 

between the chairs of the subject and decoy. On the 

conscious level, significant trends were seen in the “similar 

scale” questionnaire and the prisoner's dilemma, while the 

other measures did not differ significantly. On the 

unconscious level, we found that the proportion of subjects 

choosing to engage in cooperative behavior in the prisoner's 

dilemma rose with synchronization. The distance between 

the chairs of the decoy and the subject was also shortened 

after the subject synchronized with the decoy. This result 

suggests that synchronization of physical movements affects 

unconscious attitudes toward others. 
 
Keywords ―  physical synchronization, Unconscious 

attitude 

 

1. はじめに 

他者との体の動きの同期 (synchrony) は，他者との

関係性を大きく変容させることがこれまで多くの研究

で示されてきた。例えば，参加者と実験者がコンピュ

ータに表示される合図に合わせて指でドラムパッドを

叩く同期運動あるいは非同期運動を実施した後に，実

験者に対する好意度を測定した実験では，同期運動を

行った参加者は非同期運動を行った参加者に比べて，

実験者に対する好意度が高くなることが報告されてい

る[1]。また，同期運動を行うことで，相手に対する好

意度が高くなるだけではなく，相手との類似感が高く

なったり，相手との一体感が高くなることも報告され

ている[2] [3]。このように，他者との体の動きの同期は，

心理尺度のような我々の意識的な態度に影響を及ぼす

ことが示されている。 

さらに，他者との体の動きの同期は，心理尺度以外

の意識的な行動にも影響を及ぼす。例えば大学生を対

象とした実験では，参加者と実験者とでボタン押しを

用いた同期運動あるいは非同期運動を行った後，実験

者がペンを落とす状況を提示された。その結果，非同

期運動を行った参加者よりも同期運動を行った参加者

の方が，実験者が落としたペンをより多く拾うという

援助行動を行ったことが報告されている[4]。つまり同

期運動を行うことは，我々の心理的な側面だけではな

く，他者を援助するといった意識的な行動にも影響を

及ぼすことが示唆される。さらに，このような影響は

成人に限られたことではない。1 歳過ぎの乳児を対象

とした同期運動の研究においても，非同期運動を行っ

た相手よりも，同期運動を行った相手に対する援助行

動 (被援助者が落下させた物を拾って渡す行動) が高

くなることが報告されている[5]。このように，リズム

に合わせてボタンを押す，あるいは体でリズムをとる

といったように，実験者からの教示により外発的に同

期運動を行ったにもかかわらず，同期した相手に対し

て好意度が高くなったり，援助行動を促進する効果が

あることが示唆されている。 

しかしこれまでの研究は，身体的な同期運動を行う

ことが，心理尺度や援助行動といった我々の意識的な

態度に及ぼす影響を検討するものであり，我々の無意

識的な態度へ及ぼす影響の検討を行っていない。従来

から行われてきた質問紙法などの意識的 (顕在的) 指

標は，社会的に望ましい方向への自己呈示・自己欺瞞

が起こりやすく，社会的望ましさの影響を強く受ける

ことが知られており[6]，他者に対する態度を十分に測

れていない可能性が挙げられる。そこで本研究では，

他者との身体的な同期運動・非同期運動が意識的およ

び無意識的な態度に与える影響を検討することを目的

とした。 

 

2. 方法  

参加者 参加者は，57 名 (男性 29名，女性 28名，

平均年齢 = 20.35歳，範囲 = 19―29歳，標準偏差 = 1.47

歳) であった。各参加者はランダムに各条件 (同期･非

同期) に割り当てられた。同期条件は 29 名 (男性 15

名，女性 14 名，平均年齢 = 20.17 歳，範囲 = 19―23
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歳，標準偏差 = 0.89歳)，非同期条件は 28名 (男性 14

名，女性 14 名，平均年齢 = 20.54 歳，範囲 = 19―29

歳，標準偏差 = 1.90歳) であった。 

同期運動課題 課題には，同期運動条件および非同期

運動条件を設けた。また，各条件で 2 種類のリズム 

(BPM = 80または 112) を用いた。同期条件では，参加

者と協力者 (サクラ) の 二者が同じリズム (協力者-

参加者: BPM = 80-80，または 112-112) とし，一方非同

期条件では，異なるリズム (80-112，112-80) とした。

リズムの組み合わせは参加者ごとにカウンターバラン

スを取った。参加者と協力者は，ヘッドホンから聞こ

えるメトロノームのリズムに合わせて右腕の上下運動

を行った。また，リズム課題中の参加者と協力者の運

動の同期または非同期の操作チェックとして，モーシ

ョンセンサーを 2 台使用し，運動の加速度を 3 次元で

測定した。参加者と協力者に，右腕の上下運動中にこ

れをそれぞれ右手で所持させることで，同時刻での運

動の測定を行った。 

対人距離 参加者の無意識的態度の指標として，対人

距離を用いた。同期運動課題の終了後，参加者と協力

者に紙媒体の質問紙 (ダミー質問紙) に回答するよう

に教示した。質問紙は，参加者と協力者が同期運動課

題を行った場所とは別の場所に配置された。机の上に

は質問紙が置いてあるだけで，椅子，回答用のペンは

配置されていなかった。実験者が“回答に必要なペンを

用意するのを忘れていました。△△ (協力者) さん，こ

ちらにペンを取りに来てください。○○ (参加者) さんは，

後ろにある椅子を二脚，机の方へ運んで座っておいて

ください。”と教示した。参加者が椅子を配置している

ことを確認した後，実験者は協力者にペンを手渡し，

その後質問紙へ回答してもらった。全ての課題が終了

後，参加者が配置した 2 つのイスの距離を測り，無意

識的な態度の指標とした。 

質問紙（心理尺度） 日本語版対人反応性指標 

(Interpersonal Reactivity Index: Davis, 1994 菊池訳 

1999) ，We-ness Scale (Fergus & Reid, 2001) ，Inclusion of 

Other in self Scale (Aron, Aron, & Smollan, 1992)，類似感

尺度(Valdesolo & DeSteno, 2011; Wiltermuth & Heath, 

2009)，Dyadic Trust Scale (Larzelere & Huston, 1980)，共

感的感情反応尺度 (桜井他, 2011)，協力者(サクラ)に対

する囚人のジレンマゲーム (Batson & Moran, 1999)を，

場面想定法を用いて実施した。質問文および選択肢は

PC上に提示され，参加者はマウスを用いて回答を行っ

た。 

手続き 参加者は，協力者の待機する部屋に入室した

後，机を 2 台挟んで協力者の正面に用意された椅子に

座った。その後，“これからお二人には，目の前にある

装置を使って，ヘッドホンから聞こえるリズムに合わ

せて腕を上下に振っていただきます。”と教示した。参

加者，協力者それぞれの机上には，ヘッドホン，モー

ションセンサーが配置されており，ヘッドホンから聞

こえるリズム音に合わせて“上”，“下”，“上”，“下”

と右腕を振るように教示を与えた。実験者が開始の合

図をしてから 2 分経過後に，実験者が再び参加者と協

力者の傍に立ち，“終了してください”と教示をして終

了した。なお，参加者と協力者が腕の上下運動を行っ

ている間は，実験者は参加者と協力者の視界に入らな

い位置に待機した。その後，参加者は紙媒体の質問紙

に回答するために，椅子の設置を行った。質問紙への

回答終了後，参加者は PC が設置された別の実験室に

移動した。参加者には，設置してあるパソコンの前に

座り，画面に表示される内容をよく読み，全ての質問

に回答するように教示した。回答は，画面に表示され

る選択肢をクリックすることで行われた。参加者にす

べての質問への回答が終了したら，実験者の待機する

部屋に入室して回答が終了したことを報告することを

求めた。参加者が実験者に報告した時点ですべての手

続きを終了とし，デブリーフィングを行った。 

 

3. 結果および考察 

まず，同期運動課題について，参加者と協力者(サク

ラ)の運動の加速度をそれぞれ3次元ベクトルの値を一

方向に統一し，標準化した後，二者間の相関係数を同

期率の指標として用いた。条件間で同期率を比較した

結果，条件間で同期率に有意な差が示されたため (t 

(55) = 13.77, p = .001)，条件間で同期・非同期運動の操

作が適切に行われていたことが示された。 

次に，全ての指標について，同期運動条件と非同期

運動条件を独立変数とした対応のないｔ検定を行った。

その結果，意識的な態度を測るための質問紙（心理尺

度）では，類似感尺度において条件間で有意傾向にあ

る差がみられた(t (55) = 1.89, p = .06)。つまり，同調運

動条件の参加者は，非同期運動条件の参加者よりも，

協力者に対して自分との類似感を高く感じていること

が示された。また，相手への信頼的態度を反映すると

考えられている一回限りの囚人のジレンマにおいて，

同期運動条件の参加者の方が非同期運動条件の参加者

よりも協力行動を選択する参加者の割合が高かった 
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(Mann-Whitney U=317.5, z=2.00, p=.04) 。この結果から，

他者との身体的な同期運動の影響は，行動面において

も見られることが示された。他方，他の心理尺度につ

いては，条件間で有意差はみられなかった。また，無

意識的な態度を測るための対人距離について，参加者

が配置した自身の椅子と協力者の椅子との距離は，同

期運動条件の方が非同期運動条件よりも短かった (t 

(55) = 1.72, p = .09) 。つまり，他者との身体的な同期運

動は，無意識的な他者への態度にも変化を及ぼす可能

性が示された。以上の結果から，他者との身体的な同

期運動は，意識的な態度だけではなく無意識的な他者

への態度にも影響を及ぼすことが示唆された。 
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ジェットコースター刺激を用いた高覚醒状態における景観記憶の研究 

○佐久間嶺央* 横山ゆりか 福田玄明 植田一博 

（東京大学大学院 総合文化研究科） 

 

はじめに 
 ジェットコースターでは興奮や恐怖を伴う上下運動の間に

様々な景色を探索することが出来る．そのような複雑な空間情

報が飛び交う中でも，特に頂上で見る景色を記憶している人が

多いようである．これはどうしてか考察する．頂上では速度が

最小になるために景色を眺めやすいことが予想されるが，ここ

では速度を統制し，覚醒水準に着目する．興奮や恐怖の心理状

態に伴う覚醒水準が記憶に影響を及ぼすとする研究はこれま

で多く行われてきた．例えば Loftus らは事件・事故の写真を刺

激に用いて再認課題を行い，統制条件に比べて記憶が抑制され

たと報告した[1]．また Libkuman らや野畑らは IAPS 写真群を

用いて実験を行い，高覚醒状態では写真の中心情報の記憶が促

進され，周辺情報の記憶は快不快感情で異なる挙動を示すと示

唆した[2] [3]．このように覚醒状態と記憶に関する様々な研究の

多くが，記憶課題とは直接関係のない写真を刺激とする実験手

法を用いてきた．本実験ではジェットコースター乗車時のヴァ

ーチャルリアリティ映像(以下 VR）を，首の動きに映像が追従

する 360 度ヘッドマウントディスプレイで提示する．そのこと

で，より迫力のある 3D 映像を刺激とし，低覚醒から高覚醒ま

で 一 連 の 状 態 を 実 現 し て 覚 醒 状 態 と 景 観 の 記 憶 の 関 係 を 調 べ る ． 

方法 
実験参加者：健常な視力を有する大学生および社会人 29 名(男

性 13 名，女性 15 名，平均年齢 24.3 歳） 

実験装置：ヘッドマウントディスプレイ(Oculus Rift DK2）,皮

膚電位計(Polymate AP1132)，ヘッドホン，PC 

VR 環境：ジェットコースターの VR 環境と乗車中の移動アニ

メーションを Unity および City Engine で制作した．なお，

ジェットコースターの速度は違和感のない範囲で調整をし，走

行開始から上昇まで，上昇時，頂上で同程度の速度を保った．

落下と落下後の上昇までの区間については自然な速度とした． 

手続き：まず参加者に Oculus Rift と皮膚電位計を装着し，テ

スト VR による練習と，暗転による安静状態 2 分をとってもら

った．その後，実験開始とともにジェットコースターVR をス

タートした．VR では 540sec の間に 3 回上昇と落下を行った

（図 1）．実験が終わり，暗転して 2 分間の安静の後，装置を外

して再認課題を行った．再認課題では，実験に使用した VR 環

境のキャプチャ画像 36 枚と，VR 環境の街並みを一部変更した

画像 72 枚について，見覚えのある画像か否かを弁別してもら

った．  

 

 

 

 

 

 

 

 

分析：(1) まず実験で提示した VR が高い覚醒状態を誘起して

いたかどうかを確かめるために，ジェットコースターの上下運

動にあわせて，皮膚電位の SCLが変動するかどうかを調べた．

上昇開始から VR 終了までの速度の高さ成分の絶対値と SCL

の相関を求め，参加者毎の回帰係数β1 とゼロ行列を比較した． 

(2) 次に頂上で見た景色と頂上以外で見た景色のどちらをより

記憶しているかを調べるべく，『頂上区間』と『頂上区間以外』

に分けて，再認課題の正答率を比較した． 

(3) さらに，『頂上区間』と同程度に速度の高さ成分の絶対値が

小さい『VR 開始から上昇開始までの区間』と『落下終了から

続いての上昇開始までの区間』をとりあげ，これらの再認課題

の正答率を『頂上区間』の正答率と比較して，(2)の結果が頂上

区間だけに見られる現象かどうかを検定した． 

結果と考察 
(1) 速度の高さ成分の絶対値と SCL の相関を求め，参加者の各

回帰係数β1 とゼロ行列を比較した結果，回帰係数β１の平均

値はゼロよりも有意に大きいことがわかった(t = 2.43, df = 28, 

p < 0.022)．従って，速度の高さ成分の絶対値が小さい区間で

は覚醒度が低くなり，大きい区間では覚醒度が高くなっていた．

VR 環境では上下移動というジェットコースターの環境特性に

あわせて自律神経系が賦活されていたと考えられる． 

(2)『頂上区間』とそれ以外の

再認課題の正答率を比較し

た結果，『頂上区間』の方が

『頂上区間以外』の正答率よ

りも有意に高かった(図 2，t = 

2.57, df = 54, p < 0.013)．頂

上以外の景色よりも頂上の

景色を覚えている現象が，

VR 環境において起こってい

たことがわかった． 

(3) 図 3 の 3 群において 1 要因分散分析を行った結果，有意な

主効果が見られた(F 2, 76 = 13.07, p < 1.32E-05)．また多重比較

(Holm の方法)を行った結果，『頂上区間』における正答率が，

『走行開始から上昇開始までの区間』と『落下終了から続いて

の上昇開始までの区間』における正答率よりも有意に高いこと

が分かった(図 3, (a)と(b) p < 0.017 / (a)と(c) p < 3.11E-05)． 

以上の結果から，ジェットコースターから見た景観の記憶は，

単純に速度の高さ成分の絶対値や覚醒水準に対応するもので

はなく，相対的に低い覚醒度の場面の中でも特に頂上での景色，

つまり落下恐怖を伴う高覚醒の直前で見た景色を記憶しやす

いということが分かった．視覚情報の認知処理が落下直前で促

進されるこの現象は，一定時間後に中覚醒で不快な写真を提示

することを予告すると，不安感情を抑制して N-back 課題の成

績が統制条件よりも高くなるとする研究結果と類似しており[4]，

落下を予期できるジェットコースターによって生じた情動予

期に関連して生じたのではないかと考えられる． 

文献： 

[1] Loftus, et al. (1987). Memory and Cognition, 10, 318-323. 

[2] Libkuman, et al. (2004). Memory vol.12, 2, 237-247. 

[3] 野畑, et al. (2005). 認知心理学研究, 3, 23-32. 

[4] Erk, et al. (2006). European Journal of Neuroscience. 24, 

1227-1236.  
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図3，(a)頂上区間と(b)走行開始から上昇開始までの区間と(c)

落下終了から続いての上昇開始までの区間における正答率
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情報の「理解」の定式化に向けて 
Toward mathematical formulation of what understanding is 
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Abstract 
A long-standing dream in research on artificial intelligence 

(AI) is to build a strong AI termed by Searle (1980), which 

understands and processes the input, unlike a weak AI which 

just processes it as programmed. The key question here is 

what understanding is. In this study, I propose a direction 

toward a mathematical formulation of understanding. 

Revisiting Searle’s Chinese room argument, we find the 

importance of information transmission, and I propose an 

extension of Shannon’s information theory by relaxing its 

key assumption on the common codebook. Further, I point 

out the essential difference between learning and 

understanding. From this series of arguments, I summarize it 

by showing research steps toward a formulation of 

understanding. 
 
Keywords ―  Understanding, strong artificial 

intelligence, information theory, and learning. 

 

1. 理解と強い AI 

  人工知能(以下 AI)の研究における哲学は、大き

く二つに分けられる。一つの流儀は、ある特定の機構

をもった機械あるいは計算プログラムを作り、人ある

いはその他動物の行動や心の働きとその機械を比較し、

人の心の働きと同種の機構を実現する一例として機械

をみなす方法論である。もう一つは、人を含め「知能」

をもつものは、特定の機能の実現によって定義できる

とし、逆にそうした機能実現こそが「知能」の本質で

あると考える方法論である。前者は特定の認知機能を

実現するモデルとしてのAI、後者は機能が実現できる

限り人と機械を区別せず、高い機能をもったAIにより

人と同等の「知能」を人工的に実現できると考える。

Searle(1980)は前者を「弱い AI」、後者を「強い AI」

と呼び、強いAIの思想に懐疑的な批判を行った。 

Searle の強い AI に対する批判は、「中国語の部屋」

と呼ばれる思考実験に集約される。この思考実験では、

中国語を知らない Searle自身が、小窓からスクリプト

の出し入れが可能である部屋に入り、彼にとっては理

解できない中国語の問いを受け取り、Searleの母国語

である英語で書かれた回答手順書にしたがって中国語

の答えを返す(図 1(A))。もし英語で書かれた手順書が

十分に洗練されていれば、Searle自身が中国語をまっ

たく理解できないとしても、部屋から出てくる中国語

の答えは、外の観察者からは中国語話者と違いが判別

できないであろう。したがって、この中国語の部屋に

おける、英語の手順書(プログラム)、そしてそれを実現

する Searle 自身(機械・AI)は中国語を理解できずに、

言語的な応答能力によって知能を定義する Turing 

testに合格するはずである。 

以上の中国語の部屋論法により、Searle は強い AI

と弱いAIをわける鍵が「理解」とし、単に特定の機能

あるいは入出力の対応関係の実現だけにとどまらない

「理解」なるものが知能の本質であると批判した。し

かし、Searle自身は「理解」が何であるか明確な定義

を与えておらず、直感的な事例の列挙による説明にと

どめている。 

 

2. マネ碁と情報の伝達 

 本稿では、「理解」とは何かという問いに対し、直観

や共感に訴ることなく定式化を与えたい。まず直観に

訴えるために作られた中国語の部屋論法を、その本質

を失わずより簡潔にした思考実験を考える。 

ごく最近、チェスや将棋より複雑な探索空間をもつ

と考えられてきた囲碁でも、ついにDeepMindの開発

した Alpha Go が人間のトッププレイヤーを破ること

となった(Silver et al., 2016)。この囲碁を例にとり、名

人と同等以上の強さをもつ AI プログラムが作れたな

ら囲碁版の Turing testに合格と認めるとしよう。それ

には、AlphaGoの開発を待たずとも以下のようなごく

簡単なプログラム(マネ碁AI)を作ればよい(図 1(B))。 

1. 対局１では名人とAIプレイヤーが、対局２

では名人と肩を並べる挑戦者とAIプレイヤ

ーが対局する。 
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2. 対局１では AI プレイヤーが後手番となり、

対局２ではAIプレイヤーが先手番とする。 

3. 対局１で名人の第一手をまち、それと同じ

の手をAIプレイヤーは対局２で打つ。 

4. 対局２での挑戦者の第二手をまち、それと

同じ手をAIプレイヤーは対局１で打つ。 

以下これを繰り返すと、AIプレイヤーは二局とも引

き分けあるいは、一勝一敗の結果を得る。従って、こ

のAIプレイヤーは名人と同格であり、囲碁版のTuring 

test (Turing, 1950)を合格する。 

このマネ碁の思考実験は、Searle論法の中国語話者

を名人、また Searleに英語の手順書を与える翻訳者を

挑戦者とすると、本質的に中国語の部屋論法と同型で

ある(図 1)。一方、Searleの「理解」の直観的説明なし

に、このマネ碁AIが囲碁の理解を必要としないことが

明白である。つまり、このマネ碁AIは、対局１と２の

間の通信あるいは情報の伝達しているに過ぎない。こ

れは中国語の部屋論法において、Searleが中国語話者

と翻訳者の問答を媒介するのと同型である。翻って、

中国語の部屋論法は、本質的に情報の伝達と理解の違

いを指摘しようとしているのである。 

 

3. 情報の伝達を超えて 

 以上の思考実験から、「理解」と情報伝達の類似性

および、本質的な違いが示された。本論では、情報

伝達の数理を再考し、情報「理解」の定式化に向け

た提言を行いたい。 

 Shannon (1948)によって定式化された情報理論

は、伝達可能性を与える通信容量定理により、情報

 

図 1：(A)Searleの中国語の部屋と(B)マネ碁AI(着手伝達エージェント)の同型性 

 

図 2: Shannonの情報伝達モデル。送り手(情報源)から送り先へ、通信路を通じて符号を送ることによっ

て信号を伝える。一般に通信路は確率的誤りを含むが、信号を符号へと変換する符号器、符号を信号へと

変換する復号器を適切に設計することで、誤り確率の任意に小さい通信が可能である。この Shannonモ

デルでは、復号器の設計には符号器の知識を必要とする。 
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の概念に明確な定義を与える。この情報理論の定式

化において、Shannonは情報の「理解」という問題

の定式化を巧妙な前提を置くことにより避けて、情

報の「伝達」のみに焦点絞って数学的に表現してい

る。逆に言えば、情報理論の前提の再考および緩和

により、「理解」の定式化できる。実際、Shannon

とWeaver (1948)は、明確に情報の伝達・理解・因

果性の 3つを区別し、情報理論によって伝達の問題

だけを解くことを宣言している。 

  Shannon の情報伝達モデル(図 2)の再考から得ら

れる洞察は、伝達される符号列と元の信号との対応

表である符号器が、情報の送り手と受け手の間で事

前に共有されているという仮定(共有符号器の仮定)

が、この定式化において重要な役割を果たしている

という点である。この仮定により、最も重要な伝え

られた符号列の「解釈」あるいは「理解」の問題に

悩まされることなく符号列が誤りなく伝達可能な条

件にのみ焦点を絞って数学的な議論を展開できる

(詳細については、日高 (2016; 査読中 )および

Hidaka & Kashyap (2014)を参照)。  

 

4. 情報・学習・理解 

 一般に、学習と理解は異なると考えられる(たとえ

ば、佐伯 (2007))。たとえば、算数教育において、

特定の手続きで計算ができるようになるには、繰り

返し計算問題を解くことで成績が上がる(学習)。し

かし、これは、応用的な問いに対する答えから察せ

られる本質的な数学的な理解とは必ずしも同じでは

ない(銀林, 2007)。この意味で、情報伝達と学習、さ

らに学習と理解と違いは考察に値する。 

 情報の伝達では、静的な復号器を想定していたが、

データから復号器を近似的に推定する方法のひとつ

として学習について考えよう。情報理論の枠組み(図

2)において、「学習」とは、近似的に復号器を再構成

することである。一例として、教師あり学習による

分類問題を解くことを考えよう。この場合、ある特

徴空間上に表現された事例(データ/符号)の少なくと

も一部に対して同一性を明示する教師信号が与えら

れる。教師信号は事例のクラスを明示し、同じクラ

スに属する事例を同じクラスに分類し、異なるクラ

スに属する事例を異なるクラスに分類する分類器は、

符号(事例の特徴)から信号(クラス)を与える写像(復

号器)の近似とみなせる。この問題において、特定の

学習則により、近似的な復号器を構成可能であれば、

一見、この学習により前述のメタ復号器の問題を解

けるように見える。しかし、こうした教師あり分類

学習は、符号、信号の両方が与えられており、メタ

復号器の問題の一部にトップダウンに正解を与えて

いる。従って、符号・信号の両方が与えられた条件

下での復号器の再構成は、それだけではメタ復号器

の問題の十分な解とはいえない。 

 これは他の種類の学習においても同様である。次

の例として、教師なし学習のひとつとしてクラスタ

リングを考えてみよう。一般に、クラスタリングで

は、事例の特徴と、その特徴空間上の類似性(距離関

数)が与えられ、クラスタ間と比較してクラスタ内の

事例の類似度が高くなるように事例のクラス分けを

行う。この種の問題では、信号(クラス教師信号)は

陽に与えられていない。しかし、特徴空間の距離関

数が与えられているため、暗に復号器に相当する類

似性が与えられている。この意味で、やはり教師な

し学習もメタ復号器の問題の解にはなりえない。 

 ここで述べたように、特徴の解釈たる類似性が与

えられれば分類が可能であり(教師なし学習)、ある

いは、クラス信号が与えられれば、そのクラスを与

えるのに適した類似度の関数を構成できる(教師あ

り学習)。しかし、その両方を同時に解決することは

難しい。こうしたジレンマは、概念獲得の根本的な

問題であると考えられている(Murphy & Medin, 

1985)。 

 近年の機械学習分野の発展により、特徴とクラス

の 繰 り 返 し 相 互 に 推 定 す る 方 法 (e.g., 

Expectation-Maximization(EM) 法 (Dempster et 

al., 1977)など)など、こうした特徴とクラスの相互

参照性を部分的に解決する方法論は存在する。しか

し、こうした解決法は、復号器の推定と信号の推定

の両面で使える目的関数(上記 EM 法の場合、尤度

関数)を与えており、本質的には与えられた枠組みの

中で部分的な変数を統計的に推定する構造となって

いる。従って、本質的に、「学習」は与えられた条件

の下で特定の写像(復号器、あるいは信号)を構成す

る計算とみなせる。 

 すでに述べたとおり、学習と理解が異なるとすれ

ば、こうした学習において本質的にみられる、符号・

復号器・信号の相互依存的な関係を解消する性質を

「理解」が持つと考えられる。この学習と理解の違

いは、それぞれ「(部分的な)記述」と「説明」ではな

いだろうか。これらの本質的な違いは、「記述」が断
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片的な情報の集合であるのに対し、「説明」がその局

所的記述と全体の整合性を有する情報の集合であ

る点にある。「学習」が、与えられた他の部分を補う

ように、未知の部分を推定する(記述する)のに対し、

「理解」は、完結した「説明」を構成するのに対す

る述語と考えられるのではないだろうか。 

 

5. 理解の定式化に向けて 

 以上をまとめて本論では、この共有符号器の仮定

を緩和することで、情報の理解の数学的な定式化を

模索することを提案する。 

 結論として、本研究では以下の理論的な予想・研

究プログラムを提案する。 

（１）情報の理解とは、信号から符号への写像であ

る符号器を、符号列だけから推定する復号器を、推

定することである。陽には与えられない復号器を、

符号列のみから推定するこの問題をメタ復号器の

問題と呼ぶ。 

（２）情報の伝達と理解に対応する「記述」と「説

明」の本質的な違いを捉え、全体的な整合性を有す

る情報の単位を同定する問題を全体性単位の問題

と呼ぶ。 

 

個々の記述から全体性へと対応付ける(～説明する)

ことが（１）メタ復号化であり、またメタ復号化に

過不足のない情報の単位が、（２）全体性の単位であ

ると言えると予想される。従って、この２つの相補

的な問題を追究する研究プログラムの推進により、

情報理解の数学的な定式化を提案する。（１）および

（２）は、それぞれ Shannon の情報理論の、共有

符号器のない状況への拡張、および多数の送り手と

受け手の全体的な整合性を制約としておいた通信へ

の拡張、に相当する。大会発表では、著者のこれま

での研究(日高, 2016; 査読中; Hidaka & Kashyap, 

2014)および、最新の研究(Hidaka, in preparation)

を具体的な基礎として、研究の方向を論じたい。 
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Abstract 
 There are two stages in literacy acquisition, the first stage, in 

which letters are not used as tool, and the second stage, in which 

letters are used as tool. The present study focused on how the 

task solving method changes in this transition and examined the 

function of private speech (PS) which regulates task solving. 

This study focused on 31 participants (age 5-7) who wrote using 

Japanese Hiragana letters during a memory task with pen and 

paper. This study analyzed the PS which they uttered while they 

wrote. It was found that the function of PS changed depending 

on the literacy acquisition stage. Finally, it is discussed that the 

organization of task changes in literacy acquisition. 

 

Keywords ― Literacy Acquisition(文字獲得), Private 

Speech (プライベートスピーチ), Tool (道具) 

 

1. 問題と目的 

1.1. 道具としての文字 

文字は，何らかの課題を遂行するための道具として利

用される．例えば，メモを書いてから買い物に行くこと

がある．その場合，書かれた文字は買い物を成し遂げる

ための道具になる．文字は，こうした特定の文脈におい

て道具として役に立つ． 

文字は社会の歴史において改変されながら継承されて

きた道具であり[4]，私たちは，自らの課題を達成するた

めの道具として歴史的に継承されてきた文字を使用して

いる．レオンチェフ[14]は，他の動物には見られない人間

の個体発生の特殊性を，「人類によって蓄積された経験」

を獲得する点に見出したが，文字の獲得はそれにあたる．

歴史的に改変されながら継承されてきた文字を，子ども

はどのような過程を経て自分のものにして，課題を達成

するための道具として使用するようになるのだろうか． 

 一般的に，「道具」は課題の遂行を容易にするものだと

想定される．しかし，文字などの表記を課題遂行の道具

として捉えるこれまでの研究では，子どもが表記を産出

してもそれが課題遂行の役に立たないことがあることが

指摘されてきた[3][6][7][8][9][12][15]．例えば，Eskritt & 

Lee [6]は，小学生に対して，トランプの「神経衰弱」の

ように絵カードの図柄と位置を覚える課題を，紙とペン

が使用できる条件で行った．その結果，課題遂行に必要

なカードの図柄や位置について紙に書き込まないことが

あり，表記が課題遂行の手段にならないことがあること

が示された． 

特に注目したいのは，子どもの文字獲得過程において，

文字を書いてもその文字が課題遂行の手段として役に立

たない段階があるという指摘である．文字の獲得の途上

にある幼児を対象にした研究において，幼児が文字を書

いたときにその文字が課題遂行の役に立たない段階があ

ることが報告されている[12][15]．ルリヤ[15]は，語や文

を呈示してそれらを後で思い出すように求める課題を，

紙とペンが使用できる条件で実施した．その結果，子ど

もが文字を獲得する途上で，文字を書いてもその文字が

語や文を思い出すために役に立たないことがあったとい

う． 

なぜ子どもが書く文字は課題遂行の手段にならないこ

とがあるのだろうか．その説明の一つとして，レオンチ

ェフの指摘が有効であろう．レオンチェフ[14]は，単語な

どを呈示してそれを後で思い出すように求める課題を，

その課題遂行の道具となりうる絵カードが使用できる条

件で行った．その結果，道具を使うことによって逆に課

題が複雑になってしまって，本来の課題の達成が妨害さ

れてしまう場合があると指摘している[11][14]．子どもが

書いた文字が課題遂行の道具にならない場合も，同じこ

とが予想される．つまり，子どもが文字を書くことによ

って，課題遂行が容易になるというよりも，逆に子ども

にとって課題が複雑になってしまって，本来の課題の遂

行が妨害されてしまう場合があるのではないか． 

以上の観点に基づいて子どもの文字獲得過程について

考えると，次の点が問題になる．文字を書いてもそれが

課題を達成する手段として役立たない段階から，文字が

手段として役立つ段階へ移っていく過程で，どのように

子どもの課題の遂行の仕方が変わっていくのだろうか． 

これまで，子どもの表記を課題遂行の道具とみなす研

究[3][6][8][9][15]では，表記が課題を達成するための道具

になる場合とならない場合で，子どもの課題遂行の仕方

がどのように異なるのか検討してこなかった．例えば，

表記のタイプと課題の成績の関係[3][6][9][15]や，表記の

タイプと年齢の関係[3][6]，表記のタイプと課題のタイプ
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の関係[8]などは分析されてきたが，文字などの表記が道

具として使用されるプロセスは分析されてこなかった．

本研究では，子どもが文字を使用して課題を遂行するプ

ロセスに着目して，文字が課題遂行の道具になるにつれ

てどのように子どもの課題遂行の仕方が変わるのか検討

する． 

1.2. プライベートスピーチの機能 

上記の問いに取り組むために，本研究では，メモを取

ることができる記憶課題を遂行しているときの幼児の

「プライベートスピーチ（PS）」に着目する．PSは，課

題の遂行を自ら制御する際に発せられるつぶやきである

（総説として，[2][20]）．PS がどんな働きをしているの

か詳細に分析することによって，幼児がいかにして課題

を遂行するのか検討することができる．本研究では，記

憶課題を遂行するための手段として文字を書く過程に着

目し，文字を書いている間の PS がどんな働きをしてい

るのか明らかにすることを目的とする． 

課題の遂行において発話される PS の機能は，どのよ

うに分析することが出来るのか．ヴィゴツキーは，PSの

機能について，行為と発話の時間的順序の観点から分析

していた．それによれば，PSは「子どもの活動の発達に

つれてどのようにだんだんと操作の中間に，そしてつい

には操作の最初に移行し，こうしてこれからの行動の計

画・方向づけの機能を獲得する」（[19], p.60）．つまりヴ

ィゴツキーは，PSの機能が，行為の後や途中に発せられ

る場合と，行為の前に発せられる場合で異なると捉えて

いた． 

  ヴィゴツキー以降，PSの機能の発達について研究が蓄

積されてきた．多くのPS研究（例えば，[13]）は，PS

の発話内容を分析してきた．それに対して，Duncan & 

Pratt [5]は，上記のヴィゴツキーの観点を強調して，PS

の機能の発達を検討するためには，発話と行為の時間的

順序を検討する必要があると主張した．しかし，Duncan 

& Prattは発話と行為の順序性に着目したが，発話内容に

は着目しなかった．発話内容を考慮せずに，発話と行為

の順序性だけを分析しても， PSの機能を検討すること

は難しいと考えられる．本研究では，行為と発話の時間

的順序と発話内容の両方を分析することによって，子ど

もが文字を書いているときのPSの機能を検討する． 

 本研究の目的は，子どもが文字を書いているときに自

ら発する PS の機能の発達を明らかにすることである．

それを明らかにすることによって，子どもが文字を書い

てもそれが課題を達成する手段として役立たない段階か

ら，文字が手段として役立つ段階へ移っていく過程で，

課題の遂行の仕方がいかに変わるのか，示唆が得られる

はずである． 

 

2. 方法 

 石黒・石本[12]のデータを再分析した． 

2.1. 実験協力者 

 年少児（平均年齢 3:10（3:4-4:3）），年中児（平均年齢

4:10（4:4-5:3）），年長児（平均年齢 5:10（5:4-6:4）），小

１児（平均年齢6:10（6:5-7:4）），各20人．計80人． 

2.2. 材料・装置 

 鉛筆とA6判の白紙を使用した．記録には三脚で固定さ

れたビデオカメラを用いた． 

2.3. 手続き 

 ヴィゴツキー[18]の「二重刺激の機能的方法」の枠組み

に基づいて，紙と鉛筆を使ってメモを取ることができる

記憶課題を実施した． 

実験協力者に紙と鉛筆を渡して，呈示された文を後で

思い出せるように紙にかくように教示した．8文を口頭で

呈示し，各文を読み上げる前に紙を一枚ずつ渡した．呈

示文は相互に関係のない状況記述文であった（例えば，

「たくさんの星がキラキラと光っています」，「女の子が

怒っています」など）．8文すべて呈示した後，「今言った

ことを最初から教えてください」と指示し，子どもが呈

示した8文に対応させてかいた紙を順に一枚ずつ見せて，

呈示文の想起を求めた．これを2セット（計16文）行っ

た． 

課題の全過程を，子どもの手元が映るように後方から

ビデオカメラで撮影した． 

2.4. 分析 

 課題において文字を産出した年長児 11 名と小１児 20

名（計31人）を分析対象とした． 

2.4.1. 課題遂行の手段の分析 子どもが書いた文字

が，呈示文を思い出す課題達成のための手段になってい

たかどうか分析した．まず，子どもが自ら書いた文字を

見て想起した内容の分類項目を作成した．この分類項目

は，呈示文の内容が保持されている程度によって区別さ

れ，「不正解」「部分正解」「完全正解」に大きく分けられ

た．「不正解」は呈示文と無関係な内容の想起であり，「部

分正解」は呈示文の内容に対して部分的な変更がなされ

ている想起であり，「完全正解」は呈示文と内容が等しい

想起である． 

2.4.2. プライベートスピーチの分析 文字を書いて

いる間の子どもの発声を分析した．発声が一度でも見ら

れた子どもに関しては，比較的多くの発声が見られた１

文をそれぞれ抽出し，その１文を書く過程を Adobe 製

Premiere Element 9で1/30秒毎にコマ送りし，0.2秒単

位で発声と行為を記述してトランスクリプトを作成した．
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そのトランスクリプトに基づいて発声を分類した． 

 まず，Duncan & Pratt [5]の分類方法を参考に，ある

発声が，（I）次の発声と 2秒以上空いている場合，（II）

次の発声と異なる行為時（後で定義するように，「筆記時

間」・「停留時間」を「異なる行為時」として区別した）

に発せられた場合，（III）実験者との会話を構成している

場合に，その発声を「1つの発話」とした．呼吸音やため

息などの発声は分析から除いた． 

 次に，すべての発話を，自己に向けられた「PS」と，

他者に向けられた「社会的言葉」に分けた．具体的には，

McGonigle-Chalmers, Slater & Smith [16]の分類方法

を参考に，実験者と顔を見合わせながらの発話や，実験

Figure 1 主要なPSのタイプ（1-A-a, 1-B-a, 2-C-a）の事例 

「1-A-a」
秒 0 1 2
1/10秒 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

発話 ヒ （6:00　年長）

筆記 ひ → → → → 「二匹の猫と四匹の犬が寝ています」の「ひ」の書字

「1-B-a」
秒 0 14 15 16
1/10秒 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

発話 キ （5:11 年長）

筆記 き → → ～ → → 「二匹の猫と四匹の犬が寝ています」の「き」の書字

「2-C-a」
秒 0 1 2
1/10秒 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

発話 キ （6:05　小１）

筆記 き → → → → → 「二匹の猫と四匹の犬が寝ています」の「き」の書字

～

 

Table 1 書き言葉におけるプライベートスピーチのタイプ 

（１）停留時間
　【Ａ　：　まだ書いていない文字に関する発話】

1-A-a 次に書く文字をつぶやく発話。
1-A-b まだ書いていない文字・文字列をつぶやく発話。
1-A-c まだ書いていない文字にコメントする発話。（例えば，「”な”が難しい」，「これ書けそう」）

　【Ｂ　：　既に書いた文字に関する発話】
1-B-a 直前に書いた文字をつぶやく発話。（つまり，直前に書いた文字の読み直し）
1-B-b 既に書いた文字・文字列をつぶやく発話。（つまり，既に書いた文字・文字列の読み直し）
1-B-c 既に書いた文字にコメントする発話。（例えば，「出来た」，「間違えた」）

　【Ａ＋Ｂ　：　ＡとＢの組み合わせ】
1-AB-a 既に書いた文字・文字列をつぶやく。その後，その次に書く文字をつぶやく発話。
1-AB-b 既に書いた文字・文字列をつぶやく。その後，まだ書いていない文字列をつぶやく発話。

（２）筆記時間
　【Ａ　：　まだ書いていない文字に関する発話】

2-A 次に書く文字をつぶやく発話。

　【Ｃ　：　書いている途中の文字に関する発話】
2-C-a 書いている途中の文字をつぶやく発話。

2-C-b
書いている途中の文字にコメントする発話。
（例えば，書いている途中の文字を間違えた時の「いやあ」という発話）

　【Ｃ＋Ａ　：　ＣとＡの組み合わせ】
2-CA 書いている途中の文字をつぶやく。その後，まだ書いていない文字・文字列をつぶやく発話。

　【Ｂ＋Ｃ　：　ＢとＣの組み合わせ】
2-BC 既に書いた文字・文字列をつぶやく。その後，書いている途中の文字をつぶやく発話。
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者の方を振り向きながらの発話，実験者によって応答さ

れた発話を，「社会的言葉」とした．そして，「社会的言

葉」に該当しない発話をすべて「PS」と定義した． 

 PSは，発話と書字行為の時間的順序の観点と，発話内

容の観点から，計13のタイプに分類した（Table 1）．ま

ず，平林・河野・中邑[10]の分析方法を参考に，一文字の

一画目のストローク開始時点からその文字の最終画のス

トローク終了時点までを「筆記時間」，その終了時点から

次の文字の一画目のストロークの開始時点までを「停留

時間」と定義した．全ての PS を（1）「停留時間」の発

話と，（2）「筆記時間」の発話に分類した．それから，PS

の発話内容によって，（A）まだ書いていない文字に関す

る発話，（B）既に書いた文字に関する発話，（C）書いて

いる途中の文字に関する発話，そしてこれらの発話を組

み合わせた発話に分類した．分類の詳細とその例は，

Table 1とFigure 1の通りである． 

 

3. 結果 

3.1. 課題遂行の手段としての文字 

 子どもが自ら書いた文字を見て想起した内容は，「不正

解」「部分正解」「完全正解」に分類された．「部分正解」

と「完全正解」の両方を「正解」とすると，本研究が分

析対象とした年長群・小１群の計 31 人の想起の「正解」

率は95.8%（475/496）であった．全体としては，課題遂

行の手段として文字が使用されていると言える． 

 しかし，文字を書いた年長群・小１群の子ども全体の

「正解」率が 95%を超えるなかで，31 人中 3 人（いず

れも年長群の5歳11ヵ月）は，文字を書いたにもかかわ

らず「正解」率が 80%（16文中 13文）未満であった．

その 3 人を「文字が課題遂行の手段にならない子ども」

とみなすことにする． 

文字を書いたにもかかわらず，それが課題遂行の手段

にならない子どもは，年長群だけに見られた．年長群と

小１群の間に，課題を遂行する仕方にどのような違いが

見られるのだろうか．次節以降で PS を詳細に分析する

ことによって，それについて示唆が得られるだろう． 

3.2. 書字中のプライベートスピーチ 

 Figure 2は，年齢順にPSのタイプ毎の発話数をまと

めた図である．縦軸は年齢順に並べられた個体で，横軸

はPSのタイプ（Table 1）である．個体ごとに最も多く

見られたPSのタイプに網掛けを施した．PSが一度も見

Figure 2 プライベートスピーチのタイプの年齢順の推移 

注）個体ごとに最も多く見られたPSのタイプに網掛けを施した．PSが一度も見られなかった場合は「PS無し」に■を記入

した．「文字が課題遂行の手段にならない子ども」（年長群の3名）には下線を引いた． 

7:04 小１ ■
7:02 小１ ■
7:02 小１ 3 1 8
7:02 小１ 1 1 3 1 7
7:01 小１ ■
7:00 小１ ■
7:00 小１ ■
7:00 小１ 5 9 1
6:10 小１ ■
6:10 小１ ■
6:10 小１ 7 1 1 7 1
6:08 小１ 1 2 3
6:07 小１ ■
6:07 小１ ■
6:07 小１ ■
6:06 小１ ■
6:06 小１ 3 2
6:05 小１ ■
6:05 小１ 3 1 1 14
6:05 小１ 1 1 10
6:01 年長 10 3 6 1 3 1 4 1
6:00 年長 7 1 6
5:11 年長 3 2
5:11 年長 14 2 3 1 1 1 1
5:11 年長 10 1 1 2 3
5:11 年長 5 1 4 2 1 3
5:09 年長 2 2
5:08 年長 5 2 2 1 10
5:08 年長 1 4 3
5:07 年長 7 3 4 5 2 3 2 14
5:07 年長 1

（１）停留時間 （２）筆記時間 PS無し

【A】 【B】 【AB】 【A】 【C】 【CA】 【BC】
1-A-a 1-A-b 1-A-c 1-B-a 1-B-b 1-B-c 1-AB-a 1-AB-b 2-A 2-C-a 2-C-b 2-CA 2-BC
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られなかった場合は「PS無し」に印（■）を記入した． 

 PS のタイプ毎に見ると，「1-A-a」と「2-C-a」が多く

見られた．「1-A-a」は，停留時間（文字を書いていない

時）にこれから書く文字の音韻をつぶやく PS である．

これは全PSの28.6%（79/276）を占めていた．「2-C-a」

は，筆記時間（文字を書いている途中）に，その時書い

ている文字の音韻をつぶやくPSである．これは全PSの

36.6%（101/276）であった． 

 次に年齢群ごとに検討する．文字が課題遂行の手段に

ならない子ども 3 名を含む年長群では，様々なタイプの

PSが散見されたが，「1-A-a」が最も多く見られた．年長

群（計11名）の「1-A-a」の平均出現数は5.7回であり，

小１群（PS無しの子どもを除く，計8名）の2.0回と比

べても多かった．一方，小１群では「2-C-a」が最も多く

見られた．小１群（PS無しの子どもを除く，計8名）の

「2-C-a」の平均出現数は 7.5 回であり，年長群（計 11

名）の3.7回と比べても多かった．さらに，一度もPSが

確認されなかった「PS無し」は，年長群では0名であっ

たのに対して，小１群では計12名と大幅に増えていた． 

 以上の結果から，文字が課題遂行の手段にならない子

どもを含む年長群では，文字を書き始める前にその文字

の音韻をつぶやく PS が見られたが，小１群ではそれが

大幅に減少し，その代り，文字を書き始めてからその文

字の音韻をつぶやく PS が見られるようになった．さら

に，小１群では PS を発しない人数が大幅に増えていた

ことも分かる． 

 

4. 考察 

子どもが文字を書いてもそれが課題を達成する手段と

して役立たない段階から，文字が手段として役立つ段階

へ移っていく過程で，どのように課題の遂行の仕方が変

わるのか．それについて示唆を得るために，本研究では，

PS の機能の発達を明らかにすることを目的とし，PS の

機能を詳細に検討した．PSの機能を検討するために，PS

の発話内容と，発話と行為の時間的順序に着目し，PSの

タイプを分類した．その結果，確認された PS のタイプ

が，文字が課題遂行の手段にならない子どもを含む年長

群と，小１群では，異なっていることが分かった．最も

多く見られた「1-A-a」と「2-C-a」の二つのタイプのPS

を中心に考察していく． 

年長群では，文字を書き始める前にその文字の音韻を

つぶやく PS（1-A-a）が，最も多く見られた．文字が課

題遂行の手段にならない子どもにも，その PS が最も多

く見られた．行為に先行する PS は，その行為をプラン

する機能を果たすと考えられる[5][19]．それに基づけば，

この PS は，これから書く文字の音韻に注意を向け，そ

の音韻に対応した文字形態を思い出す機能を果たしてい

ると考えられる．文字を書き始める前に，書こうとして

いる文字を思い出さない限り，その文字を書くことはで

きないと考えれば，当然発せられるべき PS だと言える

だろう． 

それに対して，小１群では，年長群で最も多く見られ

たその PS が大幅に減少した．その代わり，文字を書き

始めてからその文字の音韻をつぶやく PS（2-C-a）が，

最も多く見られた．この PS は，年長群が最も多く発し

ていた PS と明らかに異なる．なぜなら，年長群で最も

多く見られた PS は，文字を書き始める「前」に，まだ

書いていない文字をつぶやく PS であったのに対して，

小１群で最も多く見られたこの PS は，文字を書き始め

た「後」に，既に書き始めている文字をつぶやく PS で

あったからである．PSが発せられるタイミング（発話と

行為の時間的順序）は，PSの機能について考察する上で

重要なポイントだと考えられてきたが[5][19]，この PS

が発せられるタイミングの変化は何を意味するのだろう

か． 

まず考えられることは，小１群は，PSによる制御なく

文字を書き始めるようになったということである．小１

群は，年長群のように文字を書き始める時に PS によっ

て自分の行為を制御する必要がなくなった．いわば，「手

が文字を覚えた」と言い換えられるかもしれない．佐々

木・渡辺[17]によれば，大人は文字を思い出す時に「空書」

を行うが，それは文字の記憶に感覚運動的な成分が関与

することを示している．この知見に基づくと，本研究に

おいて小１群が PS の制御なく文字を書き始めるように

なったことは，文字を思い出す時に感覚運動的な成分に

依存するようになったことが推測される． 

 ただし，小１群においても PS が無くなったわけでは

なく，文字を書きながらその文字を読み上げるPS（2-C-a）

は多く見られた．文字を読み上げることには，どのよう

な意味があるのだろうか．既に書いた文字を読み上げる

PS（1-Bと1-AB）は，年長群にも見られた（Figure 2）．

年長群におけるこのような PS は，既に書いたものを読

み上げることによって，次に書くべき文字を特定する機

能を果たしていたと考えられる．例えばFigure 3は，あ

る年長児が既に書いた文字を読み上げる PS を発したと

きのトランスクリプトである．年長児（5:11）が，「たく

さんの星がきらきらと光っています」という文の「と」

を書く場面である．「たくさんのほしがきらきら」と既に

書いた文字を読み上げてから，「と」を書き始めている．

このような PS は，既に書いた文字を読み上げることに

よって，次に書くべき文字を特定する機能を果たしてい
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ると考えられる．そもそも，ある文字を書き終えた後，

次に書くべき文字を特定するためには，既に書いた文字

を覚えておく必要があり，覚えていない場合はそれを確

認する必要がある．小１群で多く見られた，書いている

途中の文字を読み上げる PS も，年長群で見られたもの

と同様の「文字を読み上げる PS」であったと考えると，

次に書くべき文字を特定する機能を果たしていたと考え

られる． 

 また，年長群と小１群で異なる点として，小１群では

「PS無し」が多く見られた．一度もPSを発話しない者

は，年長群には一名も見られなかったが，小１群では12

名見られ，大幅に増加していた．この PS の消滅は，何

を意味するのだろうか．PSが内言の前身であるという知

見[1][19]に基づくと，それは内言の発生を意味する．小

１群で使用されていた PS は内化し，内言によって制御

された書字が生まれたのだと考えられる． 

 本研究では，PSの微視的な分析によって，年長群と小

１群でつぶやかれるPSの機能が異なることが示された．

年長群では，これから書く文字をつぶやき，その文字形

態を思い出す機能を果たす PS が頻出した．それに対し

て，小１群では，書いている文字をつぶやき，次に書く

べき文字を特定する機能を果たすPSが頻出していた． 

 最後に，この PS の機能の変化に基づいて，最初に提

示した問いについて議論しておきたい．子どもが文字を

書いてもそれが課題を達成する手段として役立たない段

階から，文字が手段として役立つ段階へ移っていく過程

で，子どもの課題の遂行の仕方はいかに変わるのだろう

か． 

文字が課題遂行の手段にならない子どもを含む年長群

では，文字を書く前にこれから書く文字をつぶやき，そ

の文字形態を思い出す機能を果たす PS が最も多く見ら

れた．さらに，Figure 3で確認したような既に書いた文

字を読み直すPS（1-B, 1-AB）も頻繁に見られた．これ

らは，年長群の子どもにとって，呈示文を後で思い出せ

るようにメモする課題が，「一文字を書くこと」と「既に

書いた文字を読んで次に書くべき文字を特定すること」

という時間的に別々に行われる二つの課題によって組織

されていたことを示唆する． 

それに対して，文字が課題遂行の手段になっていた小

１群では，書いている途中の文字をつぶやいて，次に書

くべき文字を特定する機能を果たす PS が最も多く見ら

れた．これは，小１群の子どもが，ある文字を書くのと

同時に，次に書くべき文字を特定していたことを意味す

る．そのため，年長群において時間的に分かれて順々に

組織されていた課題が，小１群では一つに統合されて組

織されていたことが推測される．つまり，小１群の子ど

もにとって，呈示文を後で思い出せるようにメモする課

題は，「一文字を書くこと」と「書いている文字を読んで

次に書くべき文字を特定すること」が，時間的に別々に

順々に行われるものではなく，同時に行われる一つの課

題として組織されていたようだ． 

以上のように考えると，文字が課題遂行の手段になら

なかった年長群の子ども達は，複数の別々の課題に直面

していたため，課題が複雑化し，本来の課題遂行（呈示

文を後で思い出せるようにメモすること）とは異なる課

題に推移してしまったのかもしれない．それに対して，

小１群の子ども達は，そのような別々の課題に直面する

ことなく，本来の課題遂行に留まったのだろう．ただし，

本研究では分析対象にした PS の数が少なく，課題遂行

の過程の変化について十分に検討できたとは言えない．

デジタルペン等の機器を用いて，書き言葉における PS

の微視的な検討を縦断的に積み重ねることによって，道

具としての文字の獲得過程で子どもにとっての課題の組

織のされ方がいかに変わるのか明らかになる可能性があ

る． 

 

Figure 3 既に書いた文字を読み上げるPSの事例 

注）年長児（5:11）による，「たくさんの星がきらきらと光っています」という文の「と」の書字と，その前の発話

のトランスクリプト．点線で囲まれた箇所は，既に書いた文字を読み上げているPSである． 

秒 0 1 2 3 4
1/10秒 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

発話 たくさんの ほ し が き ら き ら
筆記

5 6 7 8 9
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

と
と → → → → → → → → → →
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Abstract 
 The experiment examined the relationship between cues of 

language expression and conversational contexts in children 
with Autism Spectrum Disorder (ASD) and typically 
developing (TD) children. Participants were 18 ASD children 
and 14 TD children. The experiment consisted of two factors; 
cues of 1) language expression including facial expression and 
prosody and 2) conversational contexts. In the experiment, the 
participants looked at some video clips that show, for example, 
a child gives a graded test that was either excellent or poor to 
his mother (i.e., a conversational context). Then the mother 
responded using four different combinations of facial 
expressions and prosody, that is, praise, joking, sarcasm, and 
scolding. Participants answered to three questions. The results 
show that both ASD and TD children interpreted positive 
utterances in positive contexts as praise. However, some ASD 
children more frequently interpreted positive utterances in 
negative contexts as praise than TD children. 
Keywords - Pragmatic Interpretation, Communicative 
Intentions, Autistic Spectrum Disorder 
 
1. はじめに 

コミュニケーションを円滑に行う上で、発話の意図

を適切に推測することは重要なことである(Tomasello, 
2008, 2014)。日常場面において，話者の発する言語情報

とその発話意図は必ずしも一致するとは限らず、その

理解には韻律や表情等の語用論的理解を必要とする。

よって非言語情報を利用することが困難な自閉スペク

トラム症(Autism Spectrum Disorder: ASD)児・者は発話

意図を適切に推測することが難しい (Happè, 1993; 大
井, 2006)。ASD 児は、社会的相互交渉の障害、コミュ

ニケ―ションの障害、想像力の障害という 3 つの主な

特徴を持っているとされている(Wing, 1996)。 
日常会話においてコミュニケーションを的確に成立

させるためには、他者から発せられる言語がどのよう

な意図を持っているか適宜判断する必要がある。特に

複雑な発話意図を有する皮肉では、言語的意味と発話

意図が一致しない状態であり、ASD 児は、この発話意

図を理解することが困難であるとされている(伊藤, 

2015; 大井, 2015)。定型発達 (Typically Developing: TD)
児では、9 歳ごろには皮肉を理解する兆しを見せるよう

になるとされる (松井, 2013)。この実験は、子どもと保

護者との会話やりとりが2つの状況(i.e., 肯定的場面:お
もちゃが散らかっていない 否定的場面:おもちゃが散

らかっている)で行われた後、保護者が子どもにいずれ

かの 3 つの韻律(i.e., 褒める, 叱る, 棒読み)で声がけす

るという刺激を見せた後に、それがどのような発話意

図で発せられたかを選択させるものであった。その結

果、叱るという韻律情報を用いた場合は、保護者が提示

している発話情報が皮肉であるという理解を行った。

一方、否定的場面であった場合、褒める韻律であっても

参加児は皮肉であると判断した。一方、棒読みであった

場合では、韻律情報を用いることができないので、否定

的場面であっても褒めていると判断した参加者がいた。

以上のことから定型発達の 9 歳児であれば、韻律や場

面の情報を利用することで、発話意図の特定がしやす

くなる可能性がある。三浦ら(JSDP 2015) によれば、

ASD 児は韻律情報の理解に関して TD 児のパターンと

異なるというデータを提出している。また、これらの理

解を ASD 児・者は、定型発達(Typically Developing: TD) 
児と異なる方略で理解していると指摘している研究も

ある(Pexman, Rostad, McMorris, et al., 2011)。 
Happè and Frith (2006)のWeak Central Coherence 理論

によれば、ASD 児は他者から発せられた情報の部分の

みに注意することが情報統合する力の弱さにつながっ

ているとしており、ASD 児のコミュニケーションの困

難さの理由として、統合の弱さを挙げている。様々な研

究で、ASD であると言語的意味と発話意図が一致しな

い場合の理解が困難であるという知見が提出されてい

るが、情報の統合の困難さゆえの問題の可能性も考え

られる。 
本研究では、映像刺激を利用した発話意図推測課題

のデータ(伊藤・安田・高田・小林, JSDP 2015)に TD
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児のデータを加え、比較・再分析を行い、発話意図を

推測するために重要な要因を、文脈と発話の観点から

検討した。 
 

2. 方法 
医師により ASD と診断された小学生の参加児 18 名 

(平均年齢 = 9 歳 1 カ月, SD = 1.28, レンジ = 7 – 12 歳, 
女児 2 名)、定型発達とされる小学生 14 名(平均年齢 = 
9 歳 3 カ月, SD = 1.20, レンジ = 7 – 12 歳, 女児 7 名)が
実験に参加した。実験を行うにあたり，著者らの所属す

る各大学の研究倫理審査委員会の審査を経て，保護者

及び参加児に対し調査目的および方法を説明し研究協

力の同意を書面にて得た。 
実験は、注視点計測装置 (Tobii X2-30)が備わったモ

ニター上にビデオ刺激を提示させ、その後 4 つの発話

意図に関しての回答を求めるものであった。使用した

言語表現は、言語的意味が相手を賞賛する表現（e.g. 上
手ね）と言語的意味が相手を叱責する表現（e.g. 下手ね）

であった。ビデオ刺激の構成は、母親役の女性話者 1 名

が息子役の男児に向かって、やり取りする場面で作成

されており、発話意図を推測させるものとして賞賛・皮

肉・冗談・叱責の 4 種類の発話を設定した。発話意図

を推測させることが容易になるように、その発話に対

して文脈情報(e.g. 習字場面においては、文字のきれい

さ)を付加した。よって、文脈では 2 種類(e.g. きれいな

字、汚い字)が、発話では 2 種類(e.g. 上手ね、下手ね)が
設定され、2×2 の要因計画を用いた実験とした。刺激映

像はたとえば、息子が母親に手渡す資料の情報が(1a = 

Positive な文脈 ; 1b = Negative な文脈)が提示され、その

後母親が資料を受け取り、その資料に対して発話と表

情の情報(3a = Positive な発話; 3b = Negative な発話)が提

示されるものであった。なお、発話の情報には、その発

話意図に合わせた韻律情報が付与された。 
参加者にモニター上に母と子がやりとりしている刺

激映像を呈示した後，同一モニターに以下の 3 つの質

問（質問①お母さんは何と言いましたか？②お母さん

の本当の気持ちは何ですか？③それはなぜですか？）

が文字と男性音声によってそれぞれ提示され，参加児

はこれらの質問に，ことばもしくは指さしによって回

答した。質問③の選択肢は、ほめているから(賞賛)、じ

ょうだんを言っているから(冗談)、いやみを言っている

から(皮肉)、しかっているから(非難)、であった。 
分析を行なう際、③で得られた参加者の選択に関し

て、各条件で、賞賛だと判断した合計数(Max = 5)、皮

肉だと判断した合計数(Max = 5)を、従属変数として得

点化を行った。 
 
3. 結果 
発達 (2: ASD vs. TD) × 文脈 (2: Positive vs. Negative) 

× 発話 (2: Positive vs. Negative)を独立変数とし、各得点

を従属変数とした混合 3 要因分散分析を行なった。な

お、発達は参加者間要因であった。 
参加児が発話意図として賞賛を選択した場合を調べ

たところ(図 3)、文脈(F(1,30) = 123.885, p < .001)、発話

(F(1,30) = 45.938, p < .001)に有意な主効果が認められた。

また、文脈×発話に有意な交互作用(F(1,30) = 82.994, p 

文脈情報                                               表情＋韻律 

       
図 1  賞賛場面の一例 

 

       
図 2  皮肉場面の一例 

1a 

1b 
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< .001)、発達×文脈×発話に有意な 2 次の交互作用

(F(1,30) = 6.140, p < .05)が認められた。 
2 次の交互作用に関して単純交互作用を求めたとこ

ろ、ASD 児における文脈×発話に有意な単純交互作用

(F(1,60) = 21.993, p < .001)、TD 児における文脈×発話に

有意な単純交互作用(F(1,60) = 67.141, p < .001)が認めら

れた。この単純交互作用から単純・単純主効果を求めた

ところ、ASD 児における、Positive な発話の場合では、

Positive な文脈 (M = 4.16)の方が Negative な文脈 (M = 
0.78)よりも多く、賞賛だと判断していた(F(1,60) = 
90.441, p < .001)。Negative な発話の場合では、Positive な
文脈の方(M = 1.50)が Negative な文脈 (M = 0.28)よりも

多く、賞賛だと判断していた (F(1,60) = 11.764, p < .005)。
また、TD 児における、Positive な発話の場合では、

Positive な文脈 (M = 4.71)の方が Negative な文脈 (M = 
0.14)よりも多く、賞賛だと判断していた(F(1,60) = 
136.033, p < .001)。Negative な発話の場合では、Positive
な文脈の方 (M = 0.79)が Negative な文脈 (M = 0)よりも

多く、賞賛だと判断していた(F(1,60) = 4.019, p < .05)。 
Positive な文脈の場合は、ASD 児、TD 児共に Positive

な発話を賞賛だと判断していた(ASD: F(1,60) = 36.296, 
p < .001, TD: F(1,60) = 78.776, p < .001)。また、Positive な
文脈でありNegativeな発話の場合は、ASD児の方がTD
児よりも賞賛だと判断している傾向にあった(F(1,60) = 
2.793, p = .09)。これ以外の要因においては、ASD 児と

TD はほぼ同様の結果であった。 
参加児が発話意図として皮肉を選択した場合を調べ

たところ(図 4)、文脈(F(1,30) = 15.643, p < .001)に有意な

主効果が認められた。また、文脈×発話に有意な交互作

用が認められた(F(1,30) = 6.570, p < .05)。この交互作用

における単純主効果を求めたところ、ASD 児と TD 児

共に、Positive な発話の場合では、Negative な文脈 (M = 

1.39)の方が Positive な文脈 (M = 0.03)よりも多く、皮肉

だと判断していた(F(1,60) = 21.424, p < .001)。また、

Positive な文脈の場合では、ASD 児、TD 児共に Negative
な発話(M = 0.51)の方が Positive な発話 (M = 0.03)より

も多く、皮肉だと判断する傾向にあった (F(1,60) = 
2.842, p = .097)。また、Positive な文脈の場合では、ASD
児、TD 児共に Negative な発話(M = 0.84)の方が Positive
な発話 (M = 1.39)よりも多く、皮肉だと判断する傾向に

あった (F(1,60) = 3.571, p = .06)。 
また、皮肉に関しての理解を直接 ASD に尋ねたとこ

ろ、多くの参加者がネガティブな印象であると答えて

いた。 
 
4. 考察 
本研究は、賞賛と皮肉の発話意図の理解がどのよう

に異なるかを、2 つの文脈と 2 つの発話意図の要因を

映像刺激により ASD 児と TD 児を対象に調べた。 
ASD 児と TD 児共に文脈と発話が Positive に一致し

た場合は賞賛を選択し、Positive な文脈でNegative な発

話等の発話意図が一致しない場合は皮肉を選択するこ

とが示唆された。 
Negative な文脈の場合は、発話内容の Positive, 

Negative に関わらず皮肉の理解が変わらないことが示

唆された。しかしながら Positive な文脈であれば

Negative な発話であっても、ASD 児は TD 児と比べ、

より賞賛と判断する傾向にあることが示唆された。

ASD児は5場面中、3回以上皮肉として回答した3名、

1 回皮肉として回答した 2 名の計 5 名、TD 児では 5 場

面中、1 回皮肉として回答した 2 名が字義通りの解釈

をしていた。これらの ASD 児は TD 児よりも字義通り

の解釈を多く行ったと考えることができ、これは先行

研究の知見と一致していたと言える。一方、ASD 児の

    

図 3 各要因における賞賛として選択した頻度    図 4 各要因における皮肉(嫌味)として選択した頻度 
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13 名は文脈依存の回答を行っており、この結果は字義

通りに解釈するという先行研究の知見とは異なってい

た。今回の実験は文脈情報を映像のみで提示しており、

先行研究とは文脈の提示方法が異なっていたことが影

響していたかもしれない。Happé 等の研究では、言葉等

を用いて文脈情報を提示していたため、ASD 児は言葉

等の情報により多く注意してしまい、その情報に影響

を受けた可能性がある。今回は言語での文脈情報の提

示は行わず、ビデオ刺激のみの文脈情報提示であった

ため、字義通りの解釈が行われづらかった可能性も考

えられる。 
ASD 児、TD 児共に Positive な文脈情報で Positive な

発話は、皮肉として判断していないことから、皮肉は

Negative な発話意図を持っていると理解していること

が示唆される。一方、松井の結果とは異なり、9 歳児で

も皮肉の理解が困難であったことは、文脈情報を映像

のみで提示したことが理由として考えられる。文脈情

報を映像と文章で提示すると、TD 児は情報の統合がで

きるので、正しい解釈ができると考えられる一方、映像

のみの文脈情報では情報の資源が乏しく、皮肉のよう

な難しい解釈の場合に、多様性をもたらしてしまう可

能性も考えられる。 
本研究は、ASD 児の発話意図推測プロセスにおいて、

言語情報が比較的少ない場合には、文脈情報を発話意

図の解釈において利用できる可能性を示したと言える。

今後、注視点計測装置からのデータを利用し、分析する

ことで発話意図推測プロセスがどのように TD 児と

ASD 児で異なるかを調べる必要がある。  
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Abstract 
The current study examined the effects of different 

communicative demands on children’s naming of 28 

cutting/breaking events. In the experiment, 4-years, 6-years 

old children and adults participated in the experiment. The 

naming task was contrasted with two versions. In one 

version, participants asked to tell what is going on in the 

video which was visible to the addressee. In the other 

version, participants are again asked to tell the events but 

they were not visible to the addressee. Multivariate analysis 

was conducted to evaluate how differently participants use 

words across the two conditions. The results showed that 

4-years old children tuned their word uses, and produce 

more spontaneous gestures when the videos were not visible 

to the addressee. The results indicated that young children 

are sensitive to communicative demand of others, and this 

affects the process of organization process of lexical 

development.   
 
Keywords ―  Lexical development, Word learning, 

Shared intentionality 

 

はじめに 

子どもは言語習得の初期において，語の参照対象の

カテゴリーを適切な基準を用い素早く推論することが

できる(即時マッピング：fast-mapping). 一方，個別言

語毎に異なる複雑な意味体系の習得には，即時マッピ

ングを端緒としつつも，非常に長い時間をかけて行わ

れることが近年様々な研究で指摘されている[1, 2, 3, 

4]．本研究は，この語の意味体系の習得過程において、

「相手に自分の知っている情報を伝える」という人間

の情報共有志向性に基づくコミュニケーション上の要

請(communicative demand)が，この過程にどのように

影響を与えるかを検討する． 

個別言語は外界の事象・事態を非常に複雑な仕方で

分節する．例えば日本語には「切る」や「壊す」のよ

うな，他動的行為の結果モノに対して状態変化を引き

起こす事態を表すための一連の動詞群があるが，これ

らは動作様態や結果状態等の様々な分節基準によって，

非常に細やかに使い分けられる[5]．子どもはこのよう

な複雑な語の意味体系をどのように習得するのであろ

うか．この問題を扱った古典的観察研究では，子ども

が用いる語の分節基準となる意味特徴の「数」が中心

に論じられていた．例えばClarkは，子どもは語を運

用するあたり，対象を表す限られた意味特徴の集合か

ら始まり，この意味特徴の数を増やしていくことによ

って正確な語の使い分けができるようになることを指

摘している[6]．またNelsonは逆に，語の意味が単に

対象の性質としてでなはく環境との相互作用の中で生

まれる機能(function)にある故に多分に状況依存的で

あり，必然的に大人にとっての意味よりも多くの意味

特徴を含んでいると論じている[7]．両者は，それぞれ

子どもの語運用の過剰汎用と過小汎用を説明する議論

として注目を集めてきた．但し一方で，これらの議論

の中心にある意味特徴それ自体は，そもそも大人側の

語の運用基準から求められたものであり，子どもにと

ってそれらの意味特徴が分節の基準として用いられて

いる保障はない[8]． 

そこで近年多くの研究が，子どもが初期の習得過程

において質的に大人とどのように異なった基準を用い

て語を運用し，それがどのように変化しているかに着

目している．例えば Sajiらでは，中国語母語児を対象

に，子どもが「モノを持つ」動作を表す様々な動詞を

どのように習得するのか調査した．その結果，子ども

は，初期には持っている「モノの性質」(e.g., 「ボウル」

か「鞄」か等)のような定常的に安定した要素を分節基

準として用い，次第により抽象的な「動き」(例えば「手

を用いるどうか」等)に重みを置いていくことを報告し

た[1]．更にYurovskyらは，行動実験データを基

に”red”, ”blue”などの色語彙の使い分けの習得モデル

を構築し，それぞれの色語彙の「カテゴリーサイズ」，

参照される色の「知覚的顕現性」，環境からの「語の入

力の頻度」等，カテゴリー学習一般の特徴が正確な色

語習得の学習過程を説明する要因になることを報告し

ている[9](類似のモデルとして[1]も参照)．このように，
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近年多くの研究が個別言語における語の意味体系の学

習において子どもは，参照対象となるカテゴリー自体

の性質と，実際に入力を受ける言語側の性質の双方が

影響を受けていることを報告している． 

語の意味体系の学習を進める原動力として，その重

要性が認識されつつも未だ充分に検証されていない要

因の一つとして，情報共有志向性があげられる[10]．

情報共有志向性は，人間が他者と情報を共有したいと

いう基本的な志向性であり，実際に，この志向性に基

づくコミュニケーション上の要請は子どもの言語/非

言語コミュニケーションにおいて様々な調整行動を引

き起こす．例えば，子どもは他者に新奇の語音を「教

える」状況において，母音を伸ばすなどより明瞭にな

るように音響的調整を行う[11]．また聞き手の知識状

態を想定できる場合において生起するジェスチャーは

客観的視点を伴ったものになる[12]．本稿の主題であ

る語の使い分けにおいても，事物や事態に対する命名

行為に際し文脈が大きな影響を与えうることは古くか

ら指摘されてきたが[13]，Maltは，「相手に情報を伝

える」という文脈がどのように名詞の選択的運用に影

響を与えるかを実験的に調査した[14]．ここでは，成

人を対象に，実験協力者が「自らには知覚可能だが，

他者には知覚不可能な状況」にあるモノ(この実験では，

様々な「容器」)を他者に伝える場合どのように言語的

調整が行われているかを調査した．その結果，相手に

伝えなければいけないというコミュニケーション上の

要請があった場合，修飾詞の量は増えるものの，名詞

自体の産出傾向は変わらないことを報告している， 

但しMaltの実験で分析されたのは産出された語(名

詞及び形容詞)のタイプ数の比較のみであり，語がどの

ようなカテゴリーを参照していたか等，複数の語の使

い分けの詳細にまで踏み込んだ分析は行われていない．

更に，このような調整が子どもの言語習得過程におい

てどのように起こるのかを実証的に研究した研究は未

だない．情報共有志向性が子どもの共同注意の成立や

それに基づく記号表現である叙述的指さしをはじめと

する種々の自発的ジェスチャー(spontaneous gesture)

の発現に強く関与しており，さらにそれらを基盤とし

た初期の語の意味推論には有効に働くことがこれまで

に報告されている[10]．しかしこの点に着目する多く

の議論は語彙習得の初期過程に集中しており，その後

訪れる語の意味再編成過程においてこのような志向性

が，語の使い分けにどのように影響を与えるのか，ま

たそこにジェスチャー等の非言語的記号表現がどのよ

うに働くのかという問題は未解決の問題である．  

そこで本研究では，子どもが語の使い分けを学習す

る際，情報共有志向性に基づくコミュニケーション上

の要請が，語彙の使い分け及びそれに伴う自発的ジェ

スチャーの利用にどのように影響を与えるかを探索的

に調査した．実験では，子どもは二つの条件での実験

に参加した．情報の共有条件では，被験者は実験者と

共に 28の様々な「切る」/「壊す」動きを表したビデ

オを見て，一つ一つのビデオの動きを言語化して表し

てもらった．更に情報の非共有条件では，実験者はビ

デオを見えない位置に座し，被験者に対してビデオの

内容を言語化してもらった．分析では，両条件におい

て被験者の語の使い分けの調整，及びそれに伴う自発

的ジェスチャーの生起がどのように行われたのかを吟

味した． 

 

実験 

実験参加者 

実験には，日本語を母語とする 4歳児 17名， 6歳

児 20名，大人 21名が実験に参加した． 

刺激 

刺激として，28種の「切る」/「壊す」事態を撮影し

たビデオを作成した．これらの事態は，全 28言語を対

象に「切る」/「壊す」系動詞の通言語的な分節基準を

調査したMajidらの研究を参考に作成された(表1)[5]．  

 

表 1 刺激に用いたビデオ一覧 

ID 道具 対象 硬さ 方向 相 面予測 結果 

1 包丁 肉 柔 縦 継続 可 二分 

2 包丁 肉 柔 横 継続 可 二分 

3 包丁 肉 柔 横 継続 可 二分 

4 包丁 肉 柔 縦 瞬間 不可 細分 

5 包丁 ニンジン 硬 縦 継続 可 二分 

6 包丁 ニンジン 硬 縦 瞬間 可 細分 

7 包丁 骨 硬 縦 瞬間 不可 二分 

8 包丁 トマト 柔 縦 継続 可 二分 

9 鎌 草 柔 横 瞬間 不可 二分 

10 斧 丸太 硬 縦 瞬間 不可 二分 

11 鋸 丸太 硬 縦 瞬間 可 二分 

12 はさみ 草 柔 横 瞬間 可 細分 

13 はさみ 髪 柔 縦 瞬間 可 細分 

14 はさみ 紙 柔 縦 瞬間 可 二分 

15 はさみ 布 柔 縦 継続 可 二分 

16 爪切り 爪 硬 縦 瞬間 可 二分 

17 カッター 紙 柔 縦 継続 可 二分 

18 手 パン 柔 横 継続 不可 二分 

19 手 パン 柔 横 継続 不可 二分 

20 手 パン 柔 横 瞬間 不可 細分 

21 手 鶏肉 柔 横 瞬間 不可 二分 

22 手 紙 柔 横 継続 不可 二分 

23 手 布 柔 縦 継続 不可 二分 

24 手 肉まん 柔 横 継続 不可 二分 

25 手 割り箸 硬 横 瞬間 不可 二分 

26 手 ニンジン 硬 横 瞬間 不可 二分 

27 手 チョコレート 硬 横 瞬間 可 二分 

28 手 りんご 硬 横 瞬間 不可 二分 
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Majidらの研究では，28言語に共通する分節基準と

して「切断面の予測可能性」(鋭利な刃物であれば切断

面の形が用意に予測可能/鈍器で壊すような事態であ

ると予測し難い)，「手を使うかどうか」「折るか/砕くか」

といった特徴を抽出しているが，これらを表現するた

めに，撮影されたビデオでは他動的事態における「道

具」及び切断の「方向」，切断の「対象」，対象となる

モノの「硬さ」，切断面の予測可能性を表す「面予測」，

力を加えた状態としてのモノの状態として「結果」の

状態を考慮して決定された． 

 

手続き 

実験では被験者にビデオがランダムで提示され，そ

のビデオが表す動作を答えてもらった．また 4歳及び

6歳の被験者は，一人の被験者が二つの異なる条件下

で産出実験に参加した．まず共有条件では子どもは，

実験者と子どもが共に映像を見ながら，「何をしている

か」を実験者に伝えてもらった．非共有条件では，実

験者は映像が見えない位置にいる状況下で子どもは実

験者に対して，「何をしているか」を伝えてもらった(図

1)．実験の状況はビデオで撮影され産出された言語表

現，言語表現を行っている間に産出されたジェスチャ

ーが書き起こされた． 

 

図 1 共有条件と非共有条件 

 

分析と結果 

まずMaltら[12]と同様，言語表現中において動作を

表すために産出された動詞を抽出した．産出された語

彙数は 4歳児共有条件が 3.6語，4歳児非共有条件が

3.8語，6歳児共有条件が 4.0語，6歳児非共有条件が

4.2語，大人が 8.4語であり，Malt[14]の報告と同様，

子どもの間で産出動詞タイプ数に有意な差はなかった．

表 2に各ビデオに対して産出された最頻出動詞のリス

トを示す． 

4歳児は共有/非共有条件の別を問わず，殆ど全ての

ビデオに対して，動詞「切る」を最頻出動詞として産

出している．6歳でも，やはり両条件に跨って「切る」

が最も多く産出されるが，「おる」「わる」「ちぎる」等

の動詞の産出も現れる．大人はそれに加え「やぶる」

「さく」「かる」等の動詞を用いて動作を表すようにな

る．この集計は，子どもが 4歳時点において限られた

既知語彙(i.e., 「切る」)を大人と比べ過剰に汎用する

こと，それ故に経るごとに新たな動詞が新規に現れる

過程を示す[6]． 

 

表 2 年齢及び条件ごとの最頻出動詞  

ID 4歳(共有)  4歳(非共有) 6歳(共有) 6歳(非共有) 大人 

1 きる(1) きる(1) きる(0.95) きる(0.95) きる(0.9) 

2 きる(1) きる(1) きる(1) きる(0.85) きる(0.76) 

3 きる(0.94) きる(1) きる(0.95) きる(0.95) きる(0.95) 

4 きる(0.88) きる(0.94) きる(0.75) きる(0.7) たたく(0.52) 

5 きる(0.94) きる(1) きる(0.95) きる(0.9) きる(0.9) 

6 きる(1) きる(0.94) きる(0.9) きる(0.9) きる(0.76) 

7 きる(0.88) きる(1) きる(0.85) きる(0.75) きる(0.71) 

8 きる(1) きる(1) きる(0.95) きる(0.85) きる(1) 

9 きる(0.65) きる(0.82) きる(0.7) きる(0.6) かる(0.81) 

10 きる(0.29) きる(0.59) きる(0.7) きる(0.8) わる(0.95) 

11 きる(0.88) きる(0.88) きる(0.95) きる(0.95) きる(0.9) 

12 きる(1) きる(1) きる(0.95) きる(0.95) かる(0.48) 

13 きる(1) きる(0.94) きる(1) きる(0.95) きる(1) 

14 きる(0.94) きる(1) きる(1) きる(0.95) きる(1) 

15 きる(1) きる(1) きる(1) きる(0.9) きる(0.81) 

16 きる(0.94) きる(1) きる(1) きる(0.95) きる(1) 

17 きる(0.94) きる(0.94) きる(1) きる(0.95) きる(1) 

18 きる(0.65) きる(0.41) ちぎる(0.6) ちぎる(0.5) ちぎる(0.52) 

19 きる(0.76) きる(0.82) ちぎる(0.55) ちぎる(0.45) ちぎる(0.86) 

20 きる(0.53) きる(0.65) ちぎる(0.6) ちぎる(0.5) ちぎる(0.81) 

21 きる(0.29) きる(0.59) ちぎる(0.55) ちぎる(0.5) さく(0.71) 

22 きる(0.76) きる(0.76) きる(0.6) きる(0.5) やぶる(0.48) 

23 きる(0.94) きる(0.82) きる(0.55) ちぎる(0.4) さく(0.43) 

24 きる(0.47) きる(0.53) きる(0.35) きる(0.4) わる(0.57) 

25 きる(0.47) きる(0.41) おる(0.4) きる(0.4) おる(0.81) 

26 きる(0.35) わる(0.41) きる(0.45) きる(0.3) おる(0.71) 

27 きる(0.35) きる(0.53) わる(0.4) わる(0.4) わる(0.86) 

28 きる(0.41) きる(0.53) わる(0.6) わる(0.5) わる(0.9) 

()内は最頻出動詞が各ビデオに対して産出された全動詞に対する割合 

 

しかし表 2からはそれぞれの動詞がどのような範囲

のビデオを参照していたか，最頻出動詞以外の動詞が

どのように異なった分布をしていたか，またそれらが

どのように条件間で異なっていたか等に踏み込む詳細

な情報は分からない．そこで，この点を分析するため

に多次元尺度法のアルゴリズムの一つである

individual scaling(INDSCAL)を実施した(図 1)．

INDSCALは，5つのグループにおいて共通にビデオ

を言い分ける際に用いた共通次元を抽出し，更にそれ

ぞれの次元に各グループがどれくらい重みを置いてい

たかを算出する．INDSCALを実施するために，Malt 

らにならい，ビデオに対して産出された動詞のパター

ンを表す類似度行列を作成した[15]．行列は年齢群毎

に作成された．まず被験者毎に，あるビデオと別のビ

デオが同じ動詞で表されていれば 1，別の動詞で表さ

れていれば 0とし，各被験者動詞を用いてどのように
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ビデオを区別したかを表した．更にこれらを合算する

ことにより，年齢ごとに各ビデオをどのように共通の/

異なる動詞で表していたかを表す類似度行列を作成し

た，INDSCALへの入力とした．抽出された共通空間

の座標を図 2に，個人空間の座標を図 2に示す． 

 

 

図 2 子ども-大人の動詞産出に関わる共通空間  

 

 

図 3 子ども-大人の動詞産出に関わる個人空間 

 

図 2における点は 28のビデオを表し，距離は各ビ

デオのペアがどれくらい同じ動詞で表されていたかを

示している．各点に付与したラベルには，どのような

ビデオであったか想定しやすい様，大人の最頻出動詞

を示した．まず共通空間の次元 1は，道具を持って切

っているビデオが全て正方向に集中し，負方向に分布

するビデオは殆どが手でちぎったり割いたりしている

ものであることから，明確に「切断の際に用いる道具

の利用」を表している軸と解釈できる．特に道具を用

いているビデオについては，切断面が予測可能なもの

が多い．次元 2は，正方向に，切断の結果モノが多数

に分かれているもの，負方向に切断の結果モノが二分

されているものが配置されており，「結果状態」を表し

ている軸として解釈できる．それぞれ前者には瞬間相

の動作が，後者には継続相の動作が多い．図 3の個人

差プロットを見ると次元 1に関しては，大人の重みづ

けが強く，次元 2に関しては子ども重みづけが強い．

このことは，大人は日本語動詞を使い分ける際に「道

具」の有無を重要な分節基準として用いているが，速

度を含む「結果状態」を重要な分節基準として用いて

いることを示している．更にこの傾向は，6歳児では

共有/非共有条件間でほぼ差がないが，4歳の非共有条

件で特に顕著である．このことは，4歳の非共有条件

下において特に子どもが他の条件・年齢群と比べて異

なるコミュニケーション行動をおこなっていたことを

示唆する． 

この点を精査すべく，本研究では子どもが言語表現

時にどのような非言語的調整を行っていたかを吟味し

た．具体的には，年齢及び条件がジェスチャーの生起

にどのように影響を与えるかを調査した．ここでは年

齢(4歳/6歳)及び条件(共有条件/非共有条件)及び年齢

と条件の交互作用を固定効果，実験参加者及び刺激の

ビデオを変量効果として，ロジスティック混合効果モ

デルを利用しジェスチャーの生起(あり/なし)を予測し

た．固定効果においては，4歳，非共有条件をそれぞ

れダミー変数の基準に定めたその切片(β=4.27, SE=.66, 

z value = 6.51, p<.00)，年齢(β=-2.04, SE=.86, z value = 

-2.37, p<.05)，条件(β=-.83, SE=.26, z value =-3.28, p<.01)

の主効果，及び交互作用(β=.66, SE=.32, z value = 2.03, 

p<.05)が有意であった．このことは，特に語の運用方略

が大人から最も離れている 4 歳の非共有条件において，

他条件と比べジェスチャーの生起が高まっていたこと

を示している． 

 

総合考察 

本研究では，情報の共有を求めるコミュニケーショ

ン上の要請が，子どもの言語運用にどのような影響を

与えるのかを産出実験を用いて調査した．結果，6歳

においては，コミュニケーション上の要請が語の使い

分けに影響を与えることは少ないが，4歳においては

その影響がみられることを示した．4-6歳の子どもの

一般的な傾向として，大人よりもモノの状態に対して

名づけの重きを置く傾向が見られた．動作状態を表す

際に，子どもはより定常的なモノの状態に依存した動
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詞の使い分けをする傾向があることは先行研究からも

示唆されていたが[1]，特に低年齢(4歳)の段階では他者

と情報が共有できない場面においてその傾向が強まる

可能性を示した．更に子どものジェスチャーの生起を

みると，4歳の子どもは他者と情報が共有できない条

件において情報伝達の目的を達成するために動作様態

を表す自発的ジェスチャーが増えていた．興味深いこ

とに，このジェスチャーの利用は，動詞語彙の運用に

影響を与えている可能性がある．例えば非共有条件に

おける 4歳児は「切断の際に用いる道具の利用」より

も相対的に「モノの結果状態」に関する分節基準に重

みづけをしていたが，「モノの結果状態」は動作様態で

ないために，ジェスチャーで表すことは難しい．一方

「切断の際に用いる道具の利用」は，「手でちぎる」「ハ

サミで切る」等，動作様態に直結するためにジェスチ

ャーによる表現が容易である．このために，ジェスチ

ャーで表すことが難しい「モノの結果状態」に関して

は，言語的表現による分節による説明が積極的に行わ

れた可能性がある．  

本研究の結果は，今後の語の意味体系の習得研究に

対して，次の二つの論点を提示する．第一に，情報共

有に関する志向性は，従来指摘されていた初期の言語

習得過程のみならず，語の意味体系の構築過程にも影

響を与えうることである．今後このような影響が，ど

のような意味領域にて，どのような機序で現れるのか

を精査する必要があるだろう．第二に，語の意味体系

の構築過程を調査するにあたり，言語コミュニケーシ

ョンの側面だけではなく非言語コミュニケーションの

側面にも焦点を当てる必要があることである． これま

での語の意味体系の習得研究は，その殆どがカテゴリ

ーの知覚的特性や入力の頻度分布に基づく説明を試み

ていた．初語から語意爆発に至る初期の言語習得過程

においては，種々の有縁記号や非言語的コミュニケー

ション行動が語習得の牽引的役割を担うことについて

はこれまでも多くの議論があったが，その後の習得過

程においてそれらがどのように意味の体系の精緻化に

寄与するかは今後検討されるべき問題であると考える．  
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Abstract 
Emotion is a very popular but not well-known phenomenon 

of animals. Human feeling is more complex including the 

emotion features and the intelligent features. Though there are 

many researches on emotion / feeling, its computational role 

on survival or intelligence is not known well. But it must be 

important because most of animals look to have similar 

emotion and there must be a reason of its similarity. Therefore, 

in this paper, we discuss on a possible component of emotion 

system, compare their computational model, and propose a 

possible hypothesis that the emotion is a system of value 

calculation for a decision making. For a discussion, we show 

a possible computational model of feeling system in brain. 
 
Keywords ― Emotion, Decision Making, Monte Carlo 

method, Value System, Model 

 

1. はじめに 

近い将来，人工知能（AI）の技術を用いた製品は社

会へ広がり，より人間的な機能が要求される場面が多

くなってくると予想される．その典型例は，対人イン

タラクションであり，AI の重要な応用領域の一つで

ある．対人インタラクションとは基本的には人を対象

とする広義のコミュニケーションであり，その実行の

ためにはまず相手の人の意図や要請・ニーズの理解，

自身の認識や意図の伝達が必要であり，その次に相手

に対するサービスの提供がある． 

しかし，ヒトのコミュニケーションの方法は多様か

つ複雑である．それは，言語やサインによる命令のよ

うな明確な解釈が可能である情報から，身振りや行動

による暗黙かつ曖昧な情報まで，様相の異なる多様な

相互作用を同時並列的に含んでいる．対人インタラク

ションとは，これらの多様な情報を同時進行的に読み

取り，それに基づいて相手に働きかけることで相手の

認識，行動を変えていくタスクを通じて，自己の目的

を達成する課題である． 

これは人間にとっては無意識的にでも行うことが可

                                                   
1 本稿では動物の情動の機能についての議論を通じて人の感

情を論じる．感情と情動はその複雑さにおいては区別する

能であるため，比較的易しいタスクと考えられている

が，その内部過程を考えると決して単純ではない．さ

らにこれを汎用人工知能に実現させようとすると，AI

にはどういう機能が求められるのか．その問題理解と

モデル化についての議論が本稿の目的である． 

対人インタラクションの理解の鍵となる要素として

本研究では感情に注目する．コミュニケーション場面

をはじめ，感情は動物にとって重要な機能を持つ現象

である．しかし，これまでに多くある感情研究の大部

分は現象面からの解析と分類であり，感情の発生する

認知的なプロセス，さらにはその計算論的役割を検討

したものは少ない．そこで本研究では，感情とは行動

の意思決定のための価値計算システムであると想定

し，その計算モデル化の可能性を検討する． 

 

2. 従来の感情／情動モデル 

2.1. 動物に共通な情動1 

情動に関しては心理学や生理学の分野でこれまでも

多くのモデルがあり[1][2][3]，コミュニケーション

場面における感情の役割についても従来から多くの研

究がなされてきた[4][5]．対人インタラクションの場

面では，阿部[6]はロボットと子どものインタラクシ

ョンの行動調査を通じて保育士の対人インタラクショ

ン戦術について研究し，インタラクション場面におけ

る感情の誘導がコミュニケーションの成功に重要であ

ることを示している． 

従来，コミュニケーションとは言語による情報伝達

や表情認識であると考えられてきた．しかし実際に成

功するコミュニケーションには，相手の心の中の状態

の推定，すなわち相手の注意，興味，意図，目的など

の文脈の推定が重要であることは，人対人のコミュニ

ケーションを考えても自明である． 

が，機能に本質的な違いはないものとして扱う．そのため，

感情と情動は本文中で明白な区別はせずに使用する． 
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例えば，ある人に特定の行動をしてほしいとき，

我々は以下のように行動するだろう． 

(1) 相手に声をかけて注意を引く 

(2) 自己紹介をして，相手にこちらの言葉を聞くス

タンスを取ってもらう 

(3) こちらからの依頼の必要性を言い，それへの協

力の意義を伝える 

(4) 相手がこちらの伝えたことを理解したことを確

認する 

(5) 相手がこちらの言葉を聞くスタンスになるまで

待つ 

(6) 意図した依頼について発話する 

通常のコミュニケーションでいう発話とはここでい

う(6)だけであり，相手にコミュニケーションに必要な

心的姿勢になってもらうまでの(1)…(5)の過程は従来

的なコミュニケーション研究では想定されていなかっ

た．しかしその部分こそが成功するコミュニケーショ

ンのカギとなる要因である． 

この事例で我々が対話ロボットのプログラムを書く

としたら，例えば以下のような機能が必要となろう． 

(1) 相手の注意が自身に向いていることの判定 

(2) 相手がこちらの言葉を認識したことの判定 

(3) 相手がこちらの要請を理解したことの判定 

(4) 相手がポジティブ／ネガティブな心的状態にあ

ることの判定 

(5) 適切な言葉をかけることによる相手の心的状態

の変化の予測 

これらはいずれも相手の心的状態の推定である．相

手の心的状態は従来の言語や身振りによるコミュニケ

ーションでは考慮されていない．他者の心的状態は，

明示的には計測できない変数であり，その推定は技術

的な困難が多いものと思われる．しかし，人間のコミ

ュニケーションが相手の心的状態に依存して大きく変

わることは自明な事実であり，人工知能やロボットの

ような擬人化エージェントによる対人インタラクショ

ンを考えるなら避けて通ることはできない． 

さらにここでいう心的状態とは，注意の向き，認識

の状態，理解の状態，心的状態の良し悪し，働きかけ

による変化の予測など，極めて動的なものである．本

稿では，ここまでの心的状態を含めて「広義の感情」

と呼ぶ．そして，人は他者の感情を知ることでインタ

ラクションをより円滑に遂行できる．人のインタラク

ションを理解する上で広義の感情のモデル化は重要で

ある． 

2.2. 感情のモデル 

感情に関してはこれまで多くのモデルがある．

Ekman の FACS model[1]は表情筋の緊張の記述から

得られた表情の分類モデルであり，その分類がそのま

ま基本 6分類として顔からの感情の分類に用いられて

いる．また Russel は二次元の軸で表される空間に円

環状に感情を配置し，個別の感情状態の間の関係を示

した[2]．しかしこれらは現象の記述モデルであり，

脳や認知のメカニズム，さらにその計算的意味には迫

るものではない． 

それに対して戸田は，人間の複雑な感情から行動決

定に至る過程の定性的な説明理論を構築し[7]，結果

として感情はその場の状況に価値を振り振って意思決

定に至る過程であるという説明をした．この研究は，

人間の多様かつ複雑な感情を基本情動の価値の計算に

落とし込む概念モデル化を試みた，という意味で画期

的であった． 

一方で Koelsch[8]は，情動を生存・安全・愛着・

価値の４要素に分解して脳の部位に対応付けての説明

を試みた．この研究では，感情の中に価値も含まれて

いて眼窩野前頭葉がその責任部位とされており，戸田

の概念的ではあるが複雑な人間感情を説明するモデル

や現在の脳生理学の知見との矛盾はない．これらの理

論は，広義の感情に関して新しい概念を提供してくれ

ているように見える． 

 

3. 広義の感情＝価値計算システム仮説 

3.1.動物に共通な感情 

 脳を持つ動物には，少なくとも爬虫類から哺乳類ま

で脳幹や間脳が共通にあり，この部分は爬虫類脳と呼

ばれている．爬虫類脳があることにより，脳を持つ動物

は自らの身体を守るために恐怖などの情動を持つこと

ができるとされる．ルドゥー[3]は感情の一部である恐

怖情動に注目し，恐怖の認識や学習によって恐怖に対

応する危険の認識が導出される過程について生理学的

な視点から解明している．動物はこの導出された恐怖

の情動を受け，次に行う行動を決定している． 

恐怖に限らず，多くの喜び，怒りなどの基本的な情動

はヒトを含む多くの動物で共通しており，進化の過程

において変化が少なかったことが推測される．とする

と，情動には進化の過程で維持されるべき理由があっ

たはずである．それを明らかにするには，進化という現

象を理解する以上に，現在の動物で情動がどういう役
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割を果たしているか，抽象的なレベルで明らかにする

必要がある．なお，感情は情動に推論や学習などの知的

情報処理が加わって実現されていると本稿では考える．

そのため，情動の理論が得られたなら，必然的に感情の

理論もまた得られると期待する． 

3.2.感情と価値計算システムの関係 

ヒトは日々の生活において様々な意思決定を行って

いる．この意思決定の際，ヒトは意識的／無意識的に各

選択肢の価値を計算すると考えられている[9]．これに

よりヒトは，一見して無益と見える行動でも長期的に

は価値があると判断したときは，将来的な価値を期待

して行動する．また戸田[7]は，感情は適応的な行動選

択システムであるとし，感情メカニズムのモデルとし

てヒトの比較的高度な感情を説明するアージ理論を提

案した．アージ理論では，ヒトの複雑かつ多様な感情は

基本的な情動と知的能力による推論により導きだされ

るものとして，多様な高次な感情の説明を試みている． 

一方で Koelsch ら[8]は，このように幅広いヒト脳の

感情系のモデルとして，脳幹，間脳，海馬，前頭眼窩野

の４要素が相互作用する感情のカルテット理論を提案

した． 

・ 脳幹は自律神経系の中枢である．身体の状態の自律

的な制御に関わり，ホメオスタシスの維持を行うと

同時に，生殖，不安，恐れなど個体の維持と種の保

存に関わる生物としての基本機能をつかさどる．こ

の目的に適合する状態は報酬，不適な状態は罰と考

えると，個体維持についての価値の表現となる．基

本的には遺伝子にプログラムされている． 

・ 間脳は，古典的な意味の情動システムである．我々

が報酬や罰と感じる，喜び，痛み，闘争，逃避など

の基本的な情動を表し，結果として対外的な安全に

かかわる価値の表現となっているように見える．遺

伝的にプログラムされた部分と，扁桃核のように経

験によって学習する部分が混在している． 

・ 海馬系は，一般には記憶のシステムと言われるが，

同時に感情にも深く関与する．例えば場所の好みの

ような親近性を表現し，愛着の中心でもある．情動

のシステムと認知のシステムが同居し，結果として

両者の接点ともなっている． 

・ 前頭眼窩野は，推論などの高次情報処理の中枢とさ

れる．推論により外部の刺激についての報酬価の予

測を行うと考えられ，ここの障害は無謀なギャンブ

ルを引き起こす．また，より高次の価値としての倫

理，罪や恥の感覚なども表現すると言われている．

推論は前頭眼窩野に限らず前頭葉全体に見られる

機能でもあり，その関係は明確ではない． 

このモデルの特徴は，愛着や推論と言ったこれまで

は感情に含まれていなかった要素まで含めて広義の感

情としたことにある．しかしその内容を見ると，感情と

いうよりは身体維持や安全まで含めた広い意味の意思

決定のための価値表現および価値計算であるように見

える．そこで本研究では，ヒトを含む多くの動物の感情

は意思決定のための価値計算システムとして働くと考

えそのモデル化を試みる． 

3.3.仮説的価値計算システム 

本研究で想定する広義の感情モデルでは，ヒトの感

情系は Koelsch らが提案した脳部位だけでは不足があ

ると考える．すなわち，ヒトの感情系は脳幹，間脳，海

馬，前頭眼窩野に加え，扁桃体，大脳基底核，前頭葉内

側部，そして側座核を含むより幅広いシステムである

と想定する．Koelsch らの論文にもこれらの領域はコ

メントがあるが，その位置づけは不明確である． 

各脳部位の役割は，ヒトの身体維持に関連する脳幹・

間脳，報酬予測誤差に基づく強化学習を行う大脳基底

核，記憶に関連する海馬，海馬とともに価値記憶の固定

に関わるとされる扁桃体，推論を行うとされる前頭野，

それぞれの脳部位の価値情報を統合して大脳皮質への

中継核として働くと考える側坐核，などが想定される．

外界からの刺激は知覚の処理の後に脳幹・間脳，大脳基

底核，海馬，扁桃体，前頭葉の各脳部位にて固有の価値

に変換され，それを側坐核にて統合して意思決定に利

用する，と現時点では考えている．（図１） 

 

図 1 感情＝価値計算システム概要 
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4. 検証方法 

4.1.感情に関わる脳モデルについて 

本研究の感情＝価値計算システムのうち，側坐核は

他の脳部位で処理された価値情報を統合し，大脳皮質

に伝達する中継点であると考える．そのため，ここでは

側坐核を除いた各脳機能のモデルについて例を交えて

述べる． 

・ 脳幹：身体状態を［良い－悪い］の軸にマップする

変換器とされ，Gerken[10]がモデル化している． 

・ 扁桃体：川村[11]により海馬と共に臨床心理の立場

から機能の分析が行われている． 

・ 海馬：記憶に関係した部位として佐藤[12]はじめ多

くのモデルがある． 

・ 大脳基底核：強化学習の部位としてSchultzら[13] 

により生理学的に検証されており，さらにSuttonら

[14]によりモデル化されている． 

・ 前頭葉：一杉[15]によりベイズ理論を用いた階層的

マルチエージェント強化学習としてモデル化され

ている．しかし前頭葉は，神経興奮により並列的か

つ探索的に推論すると考えると，神経回路で可能な

分散的な推論の表現モデルが必要であろう． 

4.2.前頭葉推論モデル 

 前頭葉は現在状態に世界についての知識を加えて確

率探索をすることで予測を行い，その結果に付随する

価値をリアルタイムで判断することで枝刈りをする，

というサイクルを行うと考える． 

感情を価値計算システムであるとしたとき，その計

算過程はどのようなものであろうか．感情の計算メカ

ニズムの理解はその計算論的意義の理解にも関わるた

め重要である．表１に現在ありうると考えている計算

モデルについてまとめた．身体と安全については遺伝

子により規定される身体部分に作用するため，かなり

の部分が固定であり，学習が含まれる部分も比較的容

易なパターン認識で実現可能と思われる．ここでの一

番の課題は外界の事象や状況の認識であろう． 

 愛着とは，過去の価値に関わるエピソードの蓄積と

しての価値の習慣的な想起と考える．その実現には，

個々の場面での価値につながる事物／事象の認識と，

その場面の集合の一般化による習慣の形成の二段階が

あると考えられ，前者はパターン認識として，後者は強

化学習として説明・実現ができるように思える．そう考

えると，愛着については基本的にはこれまでの機械学

習の枠組みでアプローチが可能であるように見える． 

表 1 価値システムの脳でありうる計算モデル 

項目 ありうる計算モデル 該当する脳部位 

身体 センサによる直接検出

およびその組み合わせ

によるパターン認識と

固定価値 

遺伝子で固定さ

れた生体センサ

による検出とパ

ターン認識 

安全 感覚センサからの固定

パターンおよび学習さ

れたパターンの認識と

価値判断 

感覚領野，特徴

抽出系としての

感覚性連合野，

間脳，扁桃体 

愛着 場面認識と価値の連合

（エピソード）と，そ

の一般化（強化学習） 

新皮質での場面

認識，海馬系で

の記憶，線条体 

経済的

価値 

知覚された現在状況か

らの推論，ツリー探索

や関数近似での状況・

価値マッピング 

前頭眼窩野，社

会的価値につい

ては前頭葉内側

面，推論は前頭

葉とされる 

ここまでの計算理論は既に多くの研究とモデルがあり，

実現にあたってはそのうちのどれを選択するか，場面

や対象に応じたアルゴリズムの選択が課題となるであ

ろう． 

 一方で，価値の推論の方法と，全体のシステムを統

合，制御する方法については議論が必要である．推論を

用いた価値の計算とは，以下のようにモデル化できよ

う． 

(1) 新規場面に出会い過去の経験による価値が割り

振れない（強化学習が適用不可）場合に 

(2) 周りの環境に基づき今後起こりうる場面を予測

することを繰り返し 

(3) 予測結果に価値の割り当てが可能となる状態に

到達する． 

(4) 予測の不確実性を考慮し，(1)の場面に価値を割

り当てる 

(5) 予測可能な全状況について価値を求め，価値が

最大化となる行動を選択する 

この方法は，AI の行動探索手法としてよく用いられ

る Tree Search の過程として実装が可能であるように

見える．Tree Search は広く深い探索を行い，その探索

結果を最後に評価することで，最良の行動を選択する．

しかし，ヒトの行動決定は Tree Search 的ではないと

考える．ヒトは，やや精度は劣るが狭く浅い探索を予測

とそれに伴う評価を，瞬時かつ並列的に行っているよ
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うに見える．この点において現在までに行われてきた

AIの探索手法と前頭葉における推論とは異なっている

ように思える． 

そのため本研究では前頭葉という脳のデバイスに可

能な瞬時かつ並列的な探索方法として，モンテカルロ

法による確率探索的なモデルを考える．このモデルで

は，前頭葉の神経興奮の連想的活動伝搬が条件付き確

率探索のモンテカルロ法的な表現になっており，そこ

に価値システムからの価値の興奮が加わって，実質的

な探索の枝刈りをする，という推論方式を用いる．次章

では，実世界のナビゲーションの推論場面に近いトイ

モデルを作成し，そこでのシミュレーションを通じて

その妥当性を検討する． 

 

5. 前頭葉シミュレーション 

5.1.ヒトの脳における価値付き探索モデル 

ヒトは行動選択を行う際，無意識的に最適な行動を

行う事ができる．逆に，初めて経験する場面において

は過去に経験したものの中から近いと判断した経験を

基に，適切な行動を見つけていく行動選択をするよう

に思える．例えば Navigation Planning のトイ問題で

は，現在位置にて動かないまま，これからの行動の結

果を確率的かつ並列に探索して評価する，という設定

になろう． 

Navigation 課題での最適経路探索はこれまで強化

学習を用いて説明されてきた．しかし，強化学習は試

行を何度も繰り返す必要があり，ヒトや多くの動物が

行っている直感的かつ思考的な一撃での行動決定とは

異なる．そこで本研究では強化学習にて繰り返し行な

われていた探索的な行動の替わりに，複数ステップ先

の経路を連想により確率的かつ並列に推論し，最適で

あると判断した行動を選択する探索モデルを作成して

評価する． 

5.2.モデルの三層構造 

本研究で作成したモデルは三層構造をしており，そ

れぞれ「地図」，「場所－価値連合」および「確率並列探

索」の機能を持つ（図２）．「地図」を表す第一層は，空

間地図の脳内表現の部位に相当し，脳では例えば海馬

系や前頭前皮質が想定されよう．実際のフィールドを

考えると，現在位置からすべての方向に移動可能であ

るとは限らない．また，最適なコースを通るには敢えて

迂回する必要もある．これより本モデルでは，推論にお

いても環境世界の経路地図そのものは脳内にあらかじ

め用意されていると想定する．ヒトの場合には，街の基

本的なレイアウトや店舗の特徴などは過去の経験から

一般知識として持っている，という想定になろう． 

「場所－価値連合」を表す第二層は，一部の場所に対

して過去の経験に基づいた価値（予測報酬）と実環境か

らの報酬の価値を割り振る機能を持つ．実際の脳では

大脳基底核と脳幹や間脳がこれに相当し，前者は期待

報酬を学習し，後者は実際に報酬が得られたときにそ

の価値を伝搬させる．価値が割り振り可能な領域はそ

の個体の経験の量により異なるであろう．本モデルで

は，この価値の分布は Q 学習（（１）式）で獲得した． 

𝑄(𝑠𝑡+1, 𝑎𝑡+1) ← 𝑄(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) + 𝛼 (𝑟 + 𝛾max
𝑎

𝑄(𝑠𝑡+1,𝑎) − 𝑄(𝑠𝑡, 𝑎𝑡)) 

・・・（１） 

本トイモデルの課題設定では，探索を行う際にはこ

の価値の分布は世界の一部分のみで獲得されており，

その外の世界では経験不足による現在位置に価値が割

り振られないため，推論による予測と価値の評価を繰

り返す，という想定である． 

「確率並列探索」を表す第三層は，脳内におけるニュ

ーロンの発火による連想的な脳活動を表現する．外部

からの刺激入力に対してエージェントは現在位置から

価値が最大となる位置（ゴール地点）への確率並列探索

を行う．それに対応する脳神経細胞の興奮伝搬を表現

するためモンテカルロ法による事前分布付き確率連想

を用いた．この連想を複数回行うことで，エージェント

の頭の中での探索を表す神経興奮が広がり，現在位置

から価値の割り振りが可能な過去の経験で知っている

状態への到達を可能とする．  

モンテカルロ法におけるニューロンの興奮確率の計

算および，探索の結果得られた価値に基づくエージェ

ントの行動選択には SoftMax法を用いた．SoftMax法で

は，エージェントが行動 i を選択する確率を以下の式

（２）により算出する． 

𝑃(𝑖) =
𝑒𝑥𝑝(

𝑄(𝑠,𝑎𝑖)

𝑇
)

∑ 𝑒𝑥𝑝(
𝑄(𝑠,𝑎𝑗)

𝑇
)𝑛

𝑗

     ・・・（２） 

この式では選択肢の中からQ 値の高い行動が選択さ

れやすくなるるため，Q 値の差が大きいほど貪欲法に

近い選択をするようになる．また，SoftMax 法では 

T 値（温度パラメータ）を用いることで選択確率の 

Q 値に対する感度を変えることができる．具体的には，

T 値が大きいと Q 値による影響が少なくよりランダム
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に近い行動選択を行ない，逆に小さくすると選択肢内

の Q 値の差に敏感になる．本シミュレーションでは 

T 値は 1 で固定化したが，より複雑なタスクを行う場

合などは T 値を調節することで探索の広がりを制御で

きることを期待している[16]． 

 

図２ トイモデルの図式化 

5.3.シミュレーションにおけるコスト定義 

本研究では三層構造のうち，第一層（地図），および

第二層（事前確率分布）を事前知識として与え，そこに

2 種類の探索（従来からの Tree 探索による方法と今回

提案したモンテカルロ法による確率探索的な推論）を

行い，その探索コストを比較した．ここで，探索のコス

トとして我々は，エージェントが実際に移動すること

によるコストが，脳内での神経興奮の伝搬による推論

コストよりもずっと大きいと想定した．具体的には，移

動にかかるコストは 1 回あたり 10 を，推論のコストは

モンテカルロ法による 1 回の興奮伝搬あたり 1 を割り

当てた． 

また，実環境では，目標となる価値が割り当てられた

瞬間における状態（初期位置）は必ずしも同じであると

は限らない．そのため本研究では，学習が完了するたび

に初期値をランダムに変化させ学習を行なっている． 

 

6. 結果 

図３にシミュレーションの結果を示す．図３では，縦

軸はエージェントの初期位置から目標価値を得るまで

にかかったコストの合計を，横軸は学習回数を示し，全

体として試行毎のコストの変化を表した． 

従来法である Tree 探索手法よりも本研究にて想定

した前頭葉における確率探索的推論の方が，価値を得

るまでに必要な探索コストが早い段階で少ないことが

わかる．また，推定を行なう際のエージェントの初期位

置が毎回異なっても探索コストは大きくは変化せず，

環境の変化にも強いことがわかる． 

  

図３ 探索手法の違いによる探索コストの違い 

 

7. 考察とまとめ 

以上，感情／情動の脳過程と価値に基づく意思決定

についての考察から，広義の感情とは価値計算システ

ムであるとする仮説を提案し，その計算論的な実装に

必要な神経論的に妥当な推論の表現について検討した．

トイモデルではあるが，ヒトの推論の基本的な特性は

実現できたのではないかと考える．今後は，推論過程の

より現実的なシミュレーションによる妥当性の検討と，

感情システム全体を仮想的な環境で実装しての評価を

行う必要がある． 

ヒトの感情は幅広く，単なる価値による意思決定を

超えて我々の日常を豊かかつ複雑にしている．それに

対して本研究で考える広義の感情モデルは，ヒトを含

む動物に広く共通した価値最大化のための計算論的意

思決定の過程である．そのため，例えば Russel の二次

元モデルが扱うヒトの多様な感情については説明でき

ていない．ヒトの感情は，価値計算に戸田[7] が考えた

ような複雑な知的推論過程が加わって現れるものと考

えるが，これについては今後の課題である． 

 ヒトの感情状態を場面と観測に基づいて推定できる

システムが出来たなら，ヒト－ヒト間のインタラクシ

ョンのより深い理解だけでなく，ヒト－ロボットにお

けるインタラクションにも応用できよう．本研究は文

部科学省科研費 15H01622 の助成を受けた．支援に感

謝する． 
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ライフログ写真と認知アーキテクチャを利用したモデルベース回想法:
ケーススタディの報告
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Architecture: A Case Study

森田 純哉 1，平山 高嗣 2，間瀬 健二 2，山田 和範 3

Junya Morita, Takatsugu Hirayama, Kenji Mase, Kazunori Yamada

1 静岡大学，2 名古屋大学，3 パナソニック式会社

Shizuoka University, Nagoya University, Panasonic Corporation
j-morita@inf.shizuoka.ac.jp

Abstract

This paper proposes an approach to elderly men-
tal care called model-based reminiscence, which uti-
lizes cognitive modeling to guide a user’s mental time
travel. In this approach, a personalized cognitive
model is constructed by implementing a user’s lifelog
in the ACT-R cognitive architecture. The constructed
model retrieves photos based on human memory char-
acteristics such as learning, forgetting, inhibition,
context, and noise. These memory characteristics
are regulated with parameter values corresponding to
cognitive and emotional health. The authors assumed
that it would be possible to motivate a user by guiding
their memory recall with photo sequences generated
from a healthy optimal state model. As a preliminary
step toward realizing model-based reminiscence, this
paper presents a case study in which an elderly per-
son was presented with photo sequences generated by
a cognitive model having her lifelog. From the verbal
protocols obtained in the case study, it is suggested
that a model-based lifelog presentation elicits story-
telling and social reactions, pointing to the feasibility
of the proposed concept.
Keywords — Photographs, Life log, ACT-R,

Reminiscence

1. はじめに
人生のログとしてためられた写真（ライフログ写真

とよぶ）は，過去を思い出す手段として有用である．

神経心理学的に，過去の想起は，未来の活動のプラン

ニングと表裏一体である．ともに現在ではない時間

に意識を向けることから，メンタルタイムトラベルと

呼ばれる [1]．過去と未来のメンタルタイムトラベル
は共通の脳部位が担う．その部位は，安静時に賦活す

るデフォルトモードネットワークと重なる．デフォル

トモードネットワークは認知症診断のバイオマーカー

としても注目されている．また，メンタルタイムトラ

ベルは，時として過去の生々しい再体験を含み，強い

情動状態を導く．記憶と情動の関係について，神経科

学・心理学的な知見が多く積み重ねられている [2]．
以上のように，ライフログ写真の閲覧は，記憶の想

起，情動の喚起，未来のプランニングを伴う．よって，

ライフログ写真を用いることで，高齢者の認知機能や

情動機能の健全さを測定するとともに，未来の活動を

ガイドするアプリケーションを考えることができる．

これを実現するために，著者らは，モデルベース回想

法という仕組みを検討している [3]．システムがユー
ザの認知的・情動的な状態を具体化するモデルをもち，

ユーザの理想的な状況を表現するモデルをもつ．前者

によってユーザの状態をモニタリングし，後者によっ

てユーザの活動を導く．

本発表では，モデルベース回想法に関わる研究とし

て，メンタルタイムトラベルのモデル化，およびモデ

ルによって検索されるライフログ写真をユーザに提示

したケースを示す．

2. メンタルタイムトラベルのモデル化
認知アーキテクチャベースのユーザモデリングをお

こなう．本研究で用いた認知アーキテクチャはACT-R
[4] である．ACT-Rは人間の心理的機能と対応する複
数のモジュールからなる．用いた ACT-Rのモジュー
ルと構成を図 1に示す．
本研究のモデルは，ACT-R の宣言的記憶にライフ

ログ写真を搭載することでユーザの記憶の状態を表

現する．写真は撮影時期 (When)，撮影場所 (Where)，
人物 (Who)，シーン (What) の観点で属性づけされ
る．撮影時期と撮影場所は Exif データのクラスタリ
ング，人物は写真ライブラリソフトに付属する顔認識，

2016年度日本認知科学会第33回大会 O3-2

443



シーンは深層学習モデルによって属性を付与した．モ

デルは，現在想起している写真と共通する属性の写真

を検索し，連想を繋げる．ACT-R による記憶の検索
は，これまで多くの実験室実験の結果をシミュレート

するようにチューニングされてきた．よって，ACT-R
の記憶検索に即すことで，写真検索のプロセスに一定

の人間の記憶らしさを加えることができると考えた．

本研究のモデルの持つ特性は，以下のようにまとめら

れる．

• 忘却: 最近撮影された写真ほど検索されやすく，
古い写真は検索されづらい.

• 学習: 過去に複数回検索された写真は検索されや
すい．よって，古い写真であっても，一旦検索さ

れればそれ以降検索されやすくなる．

• 抑制: 直近に検索された複数枚の写真の活性値を
抑制する．

• コンテクスト: 現在表示されている写真と複数の
属性が共通する写真は，単一の属性が共通する写

真に比べ，検索されやすくなる．

• 活性ノイズ: 上記一連の効果の強さは，ノイズの
大きさによって弱くなる．

図 2は，モデルパラメータとして，抑制の有無と活
性ノイズの高低を操作した結果を示している．シミュ

レーションには第一著者のライフログ写真 3,202枚を
用いた（1977-2014 年に撮影）．図 2 の横軸は，検索
された頻度によって写真を降順に並べている．図より

忘却と学習のみが働くモデル（左の青線）は，少数の

写真に偏った検索がなされたことがわかる．それに対

して，抑制は，忘却と学習によってもたらされる繰り

返し検索を，わずかではあるが抑えた．抑制の効果に

比べ，ノイズの効果は，より顕著に観察される．高ノ

イズが付与された条件（青線）では，低ノイズの条件

（黒線）に比べ多くの種類の写真が検索された．

ACT-Rの研究者は，しばしば学習と忘却のみが働
くベーシックなモデルによる連想検索の挙動を，病

的なものと表現する (pathological behaviors such as
out-of-control looping [5])．実際，記憶の研究者は，
PTSDなどの精神的な疾患において，記憶が偏って繰
り返し検索される症例を報告している [6]．また，同
一の内容の繰り返し的な検索は，認知症の人の振る舞

いでも観察される．つまり，ACT-R は，デフォルト
で精神疾患や認知症の人の振る舞いを再現する．図 2
は，デフォルトのモデルに抑制や適度なノイズを加え

ることで，健常な人の記憶のプロセスを再現できるこ

とを示唆している．さらに，先行研究に従えば，抑制

とノイズはそれぞれ認知的な状態と情動的な状態に関

わるパラメータと考えられる．抑制はデフォルトで起

動されるメンタルタイムトラベルを方向づける前頭葉

の働きを表し [5]，ノイズはアドレナリンと関係づけ
られた働きを表す [7]．

3. モデルベーススライドショーの提示実験
前節の認知モデルを用いることで写真スライドシ

ョーを作ることができる．この写真スライドショーに

おいて，ユーザはモデルによって検索されるライフロ

グ写真を観察する．この際，モデルによる写真検索を

ユーザが好み，また自分の記憶想起と，（何らかの抽象

度で）同型性を感じるのであれば，そのモデルはユー

ザの心的な状態を具体化したものとなる．それに対し

てモデルによる写真検索にユーザが違和感を抱くので

あれば，そのモデルはユーザの状態をモデル化するも

のとはならない．たとえば，図 2に示したような病的
な検索に違和感を抱かない場合，なんらかの精神疾患

の可能性が推測される．こういったモデルベース回想

法のアプリケーションを実現する前段階として，ユー

ザに写真スライドショーを提示したケーススタディを

報告する．

図 3は一名のライフログ写真を，写真を保持してい
た本人（75歳）にスライドショー提示したケースを示
している．写真提示のアルゴリズムやパラメータを実

験者が変更しつつ，複数回スライドショーを提示した．

左側は忘却に関わるパラメータを設定しない条件で写

真スライドショーを走らせたケース，右側は完全にラ

ンダムに写真を検索したケースを示している．スライ

ドショー提示時に，参加者は写真を見て思ったことを

自由に発話することを求められており，図にはその内

容も書き入れている．

両者で検索された写真シーケンスには，「まとまり」

という点でちがいがある．左側は共通する時代の写真

が連続して検索されている．それに対して右側の写真

には規則性がみえない．興味深いことに，両者では発

話の「まとまり」も大きく異なっている．左側のシー

ケンスでは「修学旅行」や「中村先生」という単語が

写真をまたいで連続して発話されている．

参加者から得られた発話を表 1 のように分類した．
はじめのカテゴリは，写真の場面を認識する発話，も

しくは関連する記憶を想起する発話である．表に示さ

れるように場所，時間，人，シーンに関わるものを含

む．2節で示したように本研究のモデルは，写真に対
してこれらの属性を付与し，連想検索に用いている．

よって，これらの発話はモデルが採用した属性付与に

対して一定の心理学的妥当性を与える．
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図 1 モデルの概略

図 2 検索された写真の順位別頻度

2つめのカテゴリは，写真を観察して喚起された感
情や意欲に関わる．1節で述べた想定と整合し，感情
にかかわる発話が多くなされた．さらに，過去の想起

と未来のプランニングは表裏一体というメンタルタイ

ムトラベルに関わる主張と整合し，未来の意欲に関わ

る発話がなされた．このことはライフログ写真の提示

が高齢者の活力を向上させる手段となることを示唆し

ている．

上記 2つのカテゴリは，モデルベース提示，ランダ
ム提示に関わらず観察された．それに対して 3つめの
カテゴリは，モデルベース提示とランダム提示で内容

がことなった．モデルベース提示では「よっぽどこの

写真が気に入った」，「なんか魂胆がある」などスライ

ドショーの意図を問う発話が多く出現した．これらの

発話には，通常人間に対して用いられる動詞が含まれ

ている．つまり，参加者は，認知モデルを利用したス

ライドショーに対人的な状況に近い反応を返した．図

3の傾向（発話のまとまり）と合わせて考えれば，そ
の反応は発話をつなぐストーリーを語るものというこ

とができる．こういった対人的反応は人間と機械のイ

ンタラクションを持続させる重要な要素と考えられて

いる [8]．よって，ここで得られたケースから，我々の
目指すモデルベース回想法の実用化可能性が示唆され

たといえる．

4. おわりに
本稿では，まずモデルベース回想法のコンセプト，

メンタルタイムトラベルに関わる認知モデルのプロ

トタイプを示した．構築されたモデルは，シミュレー

ション研究，および一人の高齢者が参加するケースス

タディに適用された．シミュレーション研究の結果，

構築されたモデルのモデルベース回想法への適用可能

性が示され，ケーススタディによって構築されたスラ

イドショーシステムの特徴が明らかになった．

本研究には未だ多くの限界がある．ケーススタディ

にて報告した定性的傾向は統制された実験における定

量的な検討によって確かめられるべきであろう．今後，

こういった限界を克服するために，ライフログの収集
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図 3 認知モデルベースのスライドショーとランダムなスライドショー

を含む実験を計画している．
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表 1 発話カテゴリ

カテゴリ 発話例

認識と想起 どこいったんだっけ，富士山だ [where]
これは中学 [when]
現代だ [when]
＊＊さん お世話になったのに，ご恩返しできなかった [who]
雪みたいだ，まわり [what]

感情・動機づけ なつかしいね 【感情】
かわいいね 【感情】
このころが一番しあわせ 【感情】
また頑張ろうという気になってきた．原点に帰ってね 【動機づけ】
写真を見ると歩みがわかって幸福感がます．ここまで頑張ってきた 【動機づけ】

評価 ずいぶんちぐはぐにならべたね【ランダム条件】
複雑にさせるね．昔の写真と並べられると．面白いもんだ．変化がでる 【ランダム条件】
よっぽどこの写真が気に入ったと見えて．この写真は進路が別々になって．胸がきゅっとなる
【モデルベース条件】
なんでこれが出てくるのか．なんか意味があるかね．誰とも付き合ってないよ． 【モデルベー
ス条件】
またこの写真．なんべん見てもわからない．どういう意味なんだ．同級生なんだよね．おさげの
子．なんか魂胆があるんだろうね．おなじような写真を見せるということは． 【モデルベース
条件】
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Abstract 

Food tastes better when eaten in company than when 
eaten solely. Although several accounts are proposed 
for this social facilitation of eating, they share the 
basic assumption that this facilitation is achieved by an 
existence of other individuals. We previously reported 
that the "social" facilitation of eating was observed 
with a mirror, suggesting a possibility of the social 
facilitation of eating without an actual existence of 
others. We further explored a minimal condition for 
the "social facilitation" in terms of a static picture of 
self-image. Despite neither the synchronization of 
the action with someone nor the dynamic visual 
information was provided during eating, the elderly 
participants tasted popcorn better and eaten more 
with the static picture of self-image than with a 
static picture of the wall. These results suggest that 
the "social" facilitation of eating to occur requires 
neither an existence of other individual nor an 
engagement of the same activity (i.e., eating). 
 
Keywords ― Taste, Consumption, Eating 
together, Eating alone, Social facilitation of eating, 
Co-action 

 

1. はじめに 
 他者と食を共にする「共食」は人間の食の大きな
特徴である。共食することは個人間の社会的結びつ
きを強め[1]、集団のパフォーマンスも向上させる[2]。
食事らしい食事として家族や友人との楽しく食べる
食事を想起することが多いように[3]、共食は他者と
の社会関係を構築する場としての役割もある[4]。  
 共食することは食行動それ自体にも影響する。共
食すると１人で食事する「孤食」と比べて食品をお
いしく感じ[5]、摂取量が増加する[6]。従来の研究で
は、この現象（食行動の社会的促進[7]）は日常的な
共食場面[8]やそれを模した実験状況[9]で検証され
ることが多かった。そのため、日常的な共食場面で
通常行われる会話などのコミュニケーションやそれ

によって高まる気分、リラックスした雰囲気がこの
現象の要因として考えられてきた [10]。 
 しかし近年になって、それらを統制した状況であ
っても、食行動する対象が視覚刺激として存在する
だけでも食行動の社会的促進が生じることが明らか
になってきた。中田・川合 (2015)は鏡に映る自分の
姿を見ながら食べると、実際には孤食であっても、
ポップコーンをおいしく感じ、摂取量は増加するこ
と、若齢者でも高齢者でも同様に効果が認められた
ことを報告した[11]。これは食行動の社会的促進に
とって他者の存在それ自体が必ずしも必要とされな
いことを示している。 
 鏡映自己像に含まれるどの情報が現象の生起に重
要であるか検討することは、この現象のメカニズム
を明確にするために重要である。鏡映自己像には実
際の共食場面と共通する情報として、食事を行う対
象の動的な視覚情報が含まれている。共食場面にお
いて他者の「食べる」活動に影響され食品の摂取量
が変化することが指摘されており[12]、鏡映自己像
に含まれる「食べる」動的な情報によって効果が生
じている可能性がある。そこで本研究では動的情報
を統制しても鏡を見ながらの食事と同様の効果が生
じるか、事前に撮影した食事場面の静止画像を刺激
とすることで検討した。  
 高齢化が急速に進む日本において、高齢者の孤食
は近年顕著になってきた特徴である。特に70代以上
の女性では、ほとんど毎日孤食すると答えた割合は
19.0% と全体の平均である9.8%とくらべて突出し
ている[13]。食事を楽しむことは高齢者のQOL 
(quality of life)と密接に関係していることが指摘さ
れている[14]。誰もが他者と共食して食事を楽しむ
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ことができる社会が望まれるが、現実的には孤食は
家族形態やライフスタイルといった環境要因との関
連が強く、改善は容易ではない。特に高齢者は現在
の環境を変化させることへの抵抗感が強く、変化さ
せた際のネガティブな影響も考慮しなければいけな
い[15]。もし孤食でも食品のおいしさが向上するの
であれば、高齢者のQOLを向上させ心身ともに健康
な生活を営むことに役立つかもしれない。そこで本
研究では高齢者を対象にして、自分の食事中の静止
画を見ることで孤食にもかかわらず食行動の社会的
促進が生じるか検討した。 
 

2. 方法 
65歳以上（66歳～74歳）の高齢者12人（女性７
名、平均年齢68.9歳）を実験参加者とした。すべて
の実験参加者に改訂長谷川式簡易知能評価スケール
(HDS-R)を実施し、総合点21点以上で認知症の可能
性が低いことを確認した。実験で使用した食品への
忌避やアレルギーがないことを確認した。 
 独立変数として、２つの食事条件を設けた。実験
ブースの卓上に設置した24インチの縦型モニタ(38 
cm x 57 cm)上に実験参加者が食事している静止画
像を呈示した条件（自己像条件）とブース内の無人
の静止画像を呈示した条件（統制条件）であった（図
１）。実験参加者はそれらの画像を見ながら食事した。
自己像条件の画像は後述する練習試行で食事中に撮
影した画像を使用した。本試行用の食品としてキャ
ラメル味のポップコーンを使用した(図２)。練習試
行用の食材として煎り大豆を使用した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 自己像条件と統制条件のイメージ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ キャラメル味のポップコーン 
 

 実験参加者は実験前後に現在の気分を日本語版
UWIST気分チェックリスト（JUMACL）[16]により
評定した。実験前に数種類の種類の異なるポップコ
ーンの味を評価する課題であること、ポップコーン
は好きなだけ食べてよいことが教示され、その後に
練習試行として煎り大豆を90秒間食べた。その直後
に食べた食品の味に関する７項目（おいしい、質が
良い、また食べたい、腹の足しになる、しょっぱい、
甘い、苦い）を６段階（６: 非常によく当てはまる
～１: まったく当てはまらない）で評定した。続く
本試行ではキャラメル味のポップコーンを食べ（90
秒）、評定（練習試行と同様の項目について６段階）
することを２回（自己像条件と統制条件）繰り返し
た。自己像条件と統制条件の順番は実験参加者ごと
にランダマイズした。食事中、実験ブース内には実
験参加者のみが滞在していた。つまり実験参加者は
ひとりで食事した。実験終了後に実験参加者が食べ
残した各ポップコーンの量を計量し、残さず食べた
場合を100%として、条件別にポップコーンの平均
消費割合を計算した。 
 

3. 結果 
	 評定項目のうち、「おいしい」、「甘い」の平均評定
値と平均消費割合を図３に示す。各項目について被
験者内要因として自己像条件と統制条件の間でt検
定を行ったところ、「おいしい」の項目と平均消費割
合で条件間に有意な差が認められた（おいしさ：自
己像条件 (M = 5.08, SD = 0.90)、統制条件 (M = 4.75, 

SD = 0.97)、 t(11) = 2.35, P < 0.05）、消費割合：自己
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像条件 (M = 48.18, SD = 15.02)、統制条件 (M = 40.31, 

SD = 17.97)、 t(11) = 3.76, P < 0.05）。具体的には、自
己像条件の評定値と消費割合が統制条件よりも高か

った。 

その他の項目には条件間で有意な差は認められなか
った（図４）。JUMACLによる実験前後の気分評定
の結果を図５に示す。実験前後の気分評定値に差は
認められなかった。 

 
 
 
  
 
 

図３ おいしさ、甘さの評定値と消費量 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          数値は平均値（標準誤差） 

図４ 各条件の評定値と消費割合 
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図５ 実験前後の気分評定値 
 
4. 考察 
 自分が過去に食事した際の静止画を見ながら食事
すると、実際には１人で食事しているにもかかわら
ず、ポップコーンをおいしく感じ、摂取割合も増加
することがわかった。一方で甘さやしょっぱさとい
った味覚に差は生じなかった。食品摂取の前後で気
分に差がなかったにもかかわらずこの効果は生じた。
いずれも鏡を見ながらの食事[11]と同様の傾向であ
った。 
 実際の共食場面と共通する視覚情報として、鏡映
自己像には食事を行う対象の動的情報が含まれてい
たが、これらの情報はおいしさの向上や食品摂取量
の増加に必ずしも影響するわけではないようだ。さ
らに今回使用した静止画は別の食品を食べている画
像であることから、「同じ食品」を食べなくても効果
は生じると考えられる。 
 食行動の社会的促進はこれまで自己と他者が「共
に」食事をする場面で確認されてきた[7]。本研究で
用いた食事の場に他者は存在せず、視覚情報として
存在したのは自己の過去に食事した際の静止画であ
った。これは現実の共食場面に存在する「食事とい
う活動に従事する他者」という要素は必ずしも食行
動の社会的促進に必要ではないことを示唆している。 
 食事内容や食事の準備状況を想像させるなど、食
事に関係する心的な感覚を生起させると食認知や食
行動は変化する[17] [18]。今回の現象も刺激に含ま
れる特定の視覚情報の直接的な影響というよりも、
視覚情報を通して「だれかと」共食している心的な

感覚が生起することによって効果が生じたのかもし
れない。それによって孤食であっても「擬似的な共
食」としてポップコーンをおいしく感じ、消費量が
増加するという通常の共食場面と同様の効果が生じ
た可能性がある。 
 高齢者の孤食は配偶者に先立たれるなど共食する
相手を失うことによる食習慣の大きな変化にともな
って生じることが多い[19]。さらに孤食傾向の高い
高齢者はうつになりやすいことも報告されている
[20]。つまり日常的に共食する習慣を有している高
齢者であっても、食習慣の変化によって孤食傾向が
高まり、心身の健康に悪影響を及ぼす恐れは常に有
しているといえる。面接や調査によって高齢者の食
について多くの知見が得られている一方で、高齢者
の食行動を実験的に検討した研究はまだ少ない[21]。
本研究では実際には孤食にもかかわらず「擬似的な
共食」によって食品のおいしさを高め、摂取量を増
やすことができた。「擬似的な共食」を応用すること
は、孤食時の食事の質を簡便に高め、食事への興味
を向上させ、孤食を改善することに役立つかもしれ
ない。 
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Abstract 
A purpose of this study is to explore the endowment effect 

(e. g., Kahneman, Knetch, & Thaler, 1990) when 
people pay or receive to exchange information. To 
accomplish this, the current article performed two 
experiments where participants estimate value of 
information about gossips (Study 1), course credit (Study 2), 
or chocolate bar (Study 3). Although results of Study 3 
contradicted to the existing endowment effect that value of 
willing to accept (WTA) is estimated higher than that of 
willing to pay (WTP), result of the three studies consistently 
demonstrated discrepancy between WTA and WTP for value 
of information.  
 
Keywords ― endowment effect, knowledge, willing to 
accept (WTA), willing to pay(WTA) 
 

1. はじめに 

  教育産業やコンサルティング，あるいはマスコミな

どの例をみる限り，知っていることを教える，知らな

いことを教わるという知識のやりとりは，人間社会の

中で欠かすことの出来ない経済活動として定着してい

るものあるといえる．これらの活動では紛れもなく知

識は価値を持つものとして扱われ，持っているものは

一定の報酬と引き換えにそれを与え，持っていないも

のはコストを払ってそれを得ている．その意味で，知

識は経済学でいうところの財にあたり，実際経済学の

中でもArrow (1962)が商品としての情報を論じて以来，

多くの議論が重ねられてきた． 

  財としての知識や情報が特徴的であるのは，他者に

伝達してもそれが自分の手元に残るという点である．

すなわち，知識を相手に教えて報酬を得たとしてもそ

の知識は報酬と交換ということではなく，自分の手元

に残ったまま再び知らない他者に与え報酬を得るとい

うことが可能になっている．この意味で知識という財

は生産コストが殆ど生じないこと，誰かが所有すれば

それ以外の人は所有できないといった競合性という性

質を持たないといった特徴を有している．それでは，

このような特徴を持つ知識という財に対し，人はどの

ような形で価値を見積っているのだろうか．このよう

な問題はこれまで殆ど検討されていないものである． 

  知識のコストや生産性という側面を考慮すると興味

深いのが所有効果(endowment effect; Kahneman, 

Knetch, & Thaler, 1990)である．この所有効果とは同

じものであっても他人が持っているより自分が持って

いる方がそのものの価値を高く見積もるという現象で

あり，これまで様々な場面・状況で確認されているも

のである．その一般的な実験手続きでは，実験参加者

をマグカップのようなものを予め与えられた条件か，

これから与えられる条件のどちらかに振り分け，前者

の条件では幾ら貰えば譲り渡すことを受け入れるか

(Willing to accept: WTA)，後者の条件では幾らまでな

ら譲り受けるために払ってもよいか(Willing to pay: 

WTP)を回答させる．ここでいわゆるコースの定理

(Coase’s theorem; Coase, 1960)，すなわち取引コスト

などが成立しない場合はものの価格は一意に定まり，

WTA と WTP の間に差は生じないはずである．しかし

ながらこれまでの研究では一貫してWTAの値がWTP

の値を上回ることが示されており(Kahneman, 

Knetch, & Thaler, 1990; また Plot & Zeilr, 2005 も参

照)，一度自分がものを所有してしまえばその価値を市

場価格より高く見積もる傾向があることの証拠として

考えられてきた． 

これまでの所有効果の研究ではいずれもマグカップ

やキャンディー(Kahneman, Knetch, & Thaler, 

1990))といった実験刺激を用いてきており，これらは

いずれも生産コストや競合性を有する財と考えること

ができるものである．ここで仮に所有効果が知識とい

う財についても成立するのだとすれば，知識に対して

も人は何らかの形で生産コストや競合性が生じうる財

とみなしている可能性が考えられだろうる．また，所

有効果という現象の成立範囲という問題としても，知

識という題材は非常に興味深いものと考えられる． 

そこで本研究では，情報を伝える条件と受け取る条
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件の 2 つを設定し，両条件間での情報の価値づけを検

討した．具体的には，タレントのゴシップや都市伝説

の真偽といった情報に対する価値づけ(研究 1)，実験的

に設定された情報交換状況における価値づけ(研究 2)，

の 2 点から検討を加えた． 

 

2．研究1 噂話の値段 

  研究１では質問紙状況で様々なゴシップに対する

WTA と WTP の金額を比較することを目的とした．こ

の目的のため，Table 1 に示した様々な分野における

ゴシップ・噂話について，自分がこれらの情報を知っ

ていた場合にいくら払ってもらえれば教えるか，ある

いは相手が知っていた場合にいくらまで払って教えて

もらうかのどちらかを実験参加者に尋ね，両者の値を

比較した． 

 

方法方法方法方法    

都内の私立大学生 89 名が参加し，刺激文の提示・参

加者の回答の測定は全て質問紙上で行った．41 名が

WTA 条件，39 名が WTP 条件にそれぞれ割り当てら

れた．両条件の参加者は，Table 1 に示す 23 の話題に

ついて，それぞれに対して自分が最も適切だと思う金

額を質問紙上に回答した．ただし，WTA 条件に割り当

てられた参加者に対しては，“自分が下に示すような内

容を知っているとします。これらの内容を知らない人

に教えるなら，あなたは最低いくら欲しいと思うでし

ょうか?もっとも適切だと思う金額を記入してくださ

い”という文面で回答を求めた．それに対して WTP

条件の参加者に対しては，“知人が下に示すような内容

を知っているとします。これらの内容を教えて貰える

のなら、あなたは最大いくらまで払っていいと思うで

しょうか?もっとも適切だと思う金額を記入してくだ

さい”という文面で回答を求めた．全ての参加者は 10

分以内に回答を終了した． 

  

結果および考察結果および考察結果および考察結果および考察    

Table 1 に各項目に対する WTA・WTP の平均・中

央値・最大値を示す．参加者の評定値の幅が大きく正

規分布を仮定できないため，これらの項目の WTA・

WTP 間の差に対してマン・ホイットニーの U 検定を

行った結果，ほぼすべての項目で WTA の WTP より

も有意に高い値を示した．このような結果は，知識の

様な生産コストや競合性を有さない財についても所有

効果が生じることを示している． 

3.研究2・3 実験的な交換状況における検討 

研究 2・3 の目的は，実験的に設定した情報交換状

況における WTA と WTP の差を検討することである．

研究 2 と 3 は交換する情報に伴う利益が授業のポイン

ト(研究 2)，あるいはチョコバー(研究 3)という点のみ

が異なり，大まかな手続きは一致するため，ここでは

まとめて説明する．  

 

方法方法方法方法    

  授業の一環として集団状況で大教室内で実施した．

研究 3 では 242 名(WTA 条件 123 名，WTP 条件 124

名)，研究 3 では 47 名(WTA 条件 22 名，WTP 条件 25

名)が実験に参加した．実験参加者には実験前に，実験

者が心の中で思い浮かべていることばを当ててもらう

ゲームに参加してもらうと説明した後，実験参加者に

は 2 つのグループに分かれ，お互い離れて着席させた．

着席した後，双方のグループに異なる種類の実験刺激

が記入された紙を配布した．参加者には実験者の教示

があるまで紙に書かれた内容をみないよう教示した． 

  配布後，実験参加者には以下の教示を口頭で与えた

(カッコ内は研究 3 の教示)； 

 

私が思い浮かべている言葉は 2 つあります。どち

らの言葉を言っても 3 ポイントアップです(1 つ

もらえます。両方言えれば 6 ポイントアップです

(両方貰えます)。 

さて、今皆さんに渡された紙には答えの言葉の

2 つのうちの 1 つが書かれています。もう片方の

言葉は、反対側にいる人達の紙に書かれています。 

まず、反対側の人にみえないように黙って紙を

裏返して言葉をみてください。この言葉が正解の

1 つです。 

 

  ここまでの教示を与えたのち，実験参加者に紙に書

かれた内容をみるよう教示した．正解として書かれた

言葉は 2 つの無意味綴り(“リテワノ”，“ズムサメ”)

のうちの 1 つであった．紙に書かれた言葉をみたのち，

以下の教示を与えた； 

 

今皆さんは、少なくとも 3 ポイントアップできる状

況にあります。 

もし 6 ポイントアップを目指す場合， 

反対側にいる人たちからもう 1 つの正解を聞かな

ければいけません。 
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一方、それは反対側の人たちも同じで、6 ポイン

トアップしたい場合には 

あなたにもう 1 つの正解を聞く必要があります。 

このような状況を踏まえ、紙に書いてある質問に

回答してください。質問には正答や誤答と言った

ものは一切ありませんので、自由に感じたままを

お答えください。また、隣の人と相談せず、自分

だけで考えて回答してください。 

 

 以上の教示を与えたのち，WTA 条件の実験参加者は

“反対側の人に紙に書かれている言葉を教えてあげる

には、最低いくら払って欲しいと思いますか?”という

質問に，WTP 条件の被験者には“反対側の人に紙に書

かれている言葉を教えてあげるには、いくら払って欲 

 

 

 

しいと思いますか?下線部に自分が考える金額を記入

して下さい”という質問に円単位で回答することを求

められた．全ての実験参加者は 2 分以内に回答した． 

 

結果結果結果結果および考察および考察および考察および考察    

研究 2 における両条件の WTA・WTP の平均値を

Figure 2 に示す．Figure 2 が示すように，WTA 条件

の方が WTP 条件より高い値を示しており，この差は

統計的に有意であった(t(245)=2.27, p<.05)．また，研

究 3 における両条件の WTA・WTP 条件の平均値を

Figure 3 に示す．平均値をみる限り，情報に伴う利益

が授業の成績ではなくチョコバーである場合，WTP の

値の方が WTA よりも高い．両条件の値の分布に正規

性を仮定できなかったため，Man-Whitney の U 検定 

項目 WTA (median) WTP (median) p

次の定期試験の問題の内容と解答 270002.44 10000 9285.00 3000
0.009

**

厳しいドハマり授業や楽勝科目の情報 1056.12 500 1047.80 500
0.066

†

気になる異性の現在の恋人の有無や過去の恋愛関係の情報 4882658.56 500 2291.25 400 0.601

綾瀬はるかのスキャンダル 742212.22 10000 98.18 0 0.000

**

次に覚醒剤使用で逮捕される有名芸能人やスポーツ選手の名前 291648.80 5000 220.63 0
0.001

**

週刊文春や週刊新潮が次に繰り出すスクープ 295432.98 3000 338.13 0
0.002

**

次にマグニチュード8以上の巨大地震が起きる場所 20613148.80 2000 46347.37 6250 0.423

明日の気象情報 244.39 1 68.28 0 0.122

次に無差別テロが起きる場所 3677102.73 100 44223.68 5000 0.523

次の競馬の天皇賞の一着 199751041.65 100000 2882148.75 1000
0.000

**

年末ジャンボ宝くじのあたり番号 81438589.74 100000 4608518.42 20000 0.001

**

次のKEIRINグランプリの一着 8741425.00 50000 129722.75 200 0.004

**

STAP細胞の存在の真偽 25000036630.10 6500 4158.35 0 0.008

**

P≠NP予想の証明 395209.13 1000 205.28 0
0.000

**

邪馬台国の本当の場所 1007732.33 10000 942.78 1
0.000

**

ムー大陸の場所 3938693.87 10000 927.78 0 0.000

**

アトランティス大陸の場所 6353226.53 10000 3552.78 0 0.000

**

坂本竜馬の暗殺犯の名前 6128176.53 10000 3347.58 0
0.000

**

切り裂きジャックの正体 5718165.67 3000 2727.83 0
0.000

**

ツチノコが生息する場所 255404273.78 22500 42775.28 55 0.000

**

効果的なダイエットの方法 278741.05 1000 26832.53 100 0.071

†

次に流行するファッションスタイル 37912.90 500 3191.83 0 0.009**

おいしいスイーツの穴場の店 1669.26 100 862.83 100 0.381

Table 1 研究１における各質問項目の内容と記述統計量・検定結果 
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Figure 2 研究 2 における WTA・WTP 条件の平均評定金

額：エラーバーは 95%信頼区間を示す． 

 

 

Figure 2 研究 3 における WTA・WTP 条件の平均評定金

額：エラーバーは 95%信頼区間を示す． 

 

によって条件間の差を比較したところ差は有意であっ

た(p<.05)．以上の結果は，実験的に設定した交換状況

でもWTA とWTP の差がみられることを示している． 

 

4.結論 

  これまでの所有効果(Kahneman, Knetch, & Thaler, 

1990)の研究では，マグカップやチョコレートバーとい

った生産コストや競合性を有する財を用いて検討が加

えられてきた．それに対し本研究の結果は，情報とい

う財に対しても所有効果が生じることを示している．

このような知見は所有効果という現象が成立するあら

たな状況を示したと同時に，情報という財の持つ心理

的価値を考える上でも重要である．すなわち，情報は

他者と競合せず，与えたのちでも送り手に残るにもか

かわらず，“自分が有していた”ということによる付加

価値が伴うような財である可能性を本研究は示してい

る．このような知見は，情報はそれ自体の価値のみな

らず，知っていることがもたらす他者に対する優位性

がある種の価値をもたらすことといった社会的比較()

を示唆しているのかもしれない． 

  一方本研究では，WTP の方が WTA よりも高い値を

示す場合があることを示している(研究 3)．著者の知る

限り，このような知見は所有効果の文脈ではきわめて

まれであり，情報という財の特殊性を示唆するものと

してとらえられるかもしれない．結果の再現性やメカ

ニズムなどは今後の興味深い検討課題といえよう． 
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Abstract 
We examined the characteristics of eye movements 
during mind wandering and developed a model to 
discern whether mind wandering is occurring. We 
recorded eye movements by an eye tracker during 
participants executed an n-back task. A discriminant 
analysis showed the pattern of eye movements can 
predict the occurrence of the mind wanderings. The 
participants tended to report the mind wanderings 
when their gaze were located on the right side of the 
display. 
 
 
Keywords ―  mind wandering, eye movements,  
eye tracker，discriminant analysis 
 
 
1. はじめに 

 講義中や運転中など，何かに集中しないといけな
い時にそれとは別の事を考えてしまい注意がそれ
てしまう経験をした事はないだろうか．このよう
に注意が外部環境(課題)から内的な表象(課題無関
連思考)に逸脱する現象をマインドワンダリング
(mind wandering)と呼ぶ（Smallwood& Schooler, 

2006）．認知課題遂行中にマインドワンダリングが
生じると課題遂行成績が低下する(Mooneyham & 

Schooler, 2013)といったネガティブな側面がある
ことはよく知られている．マインドワンダリング
は課題の難易度が低い時により多く生起し，未来
方向の思考は記憶を再構成するための認知資源を
要するため，課題の難易度が低い時は未来方向の
マインドワンダリングの生起頻度が多く，課題の
難易度が高い時は未来思考が抑制されて過去方向
のマインドワンダリングの生起頻度が多くなる
(Smallwood,J., Nind,L., & O’Connor,R.C., 2009)．ま
た Mason, Norton, Van Horn, Wegner, Macrae (2007)

は，認知負荷がマインドワンダリングの発生を抑
制していることを示した． 

  ワインドワンダリング研究で使われる課題無関
連思考の測定は自己報告測定とプローブ報告測定
に大別される(Smallwood & Schooler, 2006)．自己報
告測定は課題中すべての思考を抽出したり参加者
がマインドワンダリングを認めた時に報告したり
する方法で，プローブ報告測定は課題中に割り込
む形で参加者の思考を抽出する方法である． 

  本研究では眼球運動に注目し，マインドワンダ
リングが生じたことを眼球運動から識別できるか
どうか検討した．眼球運動については，そのパタ
ンから個人を識別可能(白間. 小泉. 北川. 2012)な
ど様々な研究があるが，眼球運動とマインドワン
ダリングの関係は充分理解されていない． 

  本研究は眼球運動とマインドワンダリングの関
係を調べることを目的とし，飯島・丹野（2012）
の実験を追試しながら眼球運動を測定し，マイン
ドワンダリング時の眼球運動特性を用いて判別分
析を行う事で眼球運動からマインドワンダリング
を判別可能かどうか検討する． 

 

 2. 方法 
2.1実験参加者  

実験参加者は大阪府立大学で心理実験を 1回以上
経験している第 2学年以上の学生 29名(女性 20名，
男性 9 名)で，平均年齢は 20.4 歳(標準偏差 0.9)で
あった． 

2.2アイトラッカー  

眼球運動を測定するアイトラッカーは Tobii 

Technology社製品 Tobii Pro X2-60を使用し，制御
には同社の Tobii Pro Analytics SDK を用いて
MathWorks社の MATLAB®で制御した．この装置
は 500mm( 幅 ) × 360mm( 高 さ ) で 動 作 距 離

2016年度日本認知科学会第33回大会 P1-1

457



400mm~900mm の頭部動作補正があるので，本研
究ではアゴ台等による身体の固定は行わなかった．
なお実験参加者には頭は大きく動かさないように
教示した．ディスプレイは Iiyama PLG2488H (24

インチ 1920×1200 pixel)を使用した． 

2.3認知的負荷課題  

認知負荷課題は飯島・丹野（2012）を倣って行っ
た．黒色文字の 1から 8までの整数および，緑色
文字の 1から 8までの整数が刺激である．数字は
ひとつずつ呈示されるが，緑色の整数が呈示され
たときに，n 回前（n=0,1,2）に呈示された整数が
偶数か奇数かの判断を求めた．反応は，参加者の
回答は，参加者の正面に置かれたボタンが白，赤，
緑の 3つだけのキーボックスを用いて取得した．
偶数なら白ボタン，奇数なら緑ボタンを数字の呈
示から 2 秒以内に押すように求めた．2 秒を超す
と自動的に次の試行に進んだ．n=0 のときの 0 バ
ック条件，n=1の 1バック条件， n=2の 2バック
条件の合計 3条件を被験者内計画で行った．刺激
が呈示される前に画面中央に注視点を 1000msec

呈示し，刺激の整数を 2000msec呈示し，何も提示
されないブランク(白い画面)を 250msec おいた．
各条件において，緑色の整数は 24回（1から 8ま
での整数が 3 セット），黒色の整数は 152 回（同
18セット）で，緑色の整数が次の緑色の整数のタ
ーゲットとならないようにセミランダムで呈示さ

れた．また全条件で最初の 3試行以前に緑の整数
が呈示されないように行った．課題の概要を
Figure1に示した． 

2.4思考サンプリング  

思考サンプリングも飯島・丹野（2012）を倣って
行った．思考サンプリングは認知的負荷課題をし
ているときのマインドワンダリングの有無を測定
するために行った．ブランクの後に青い背景に黒
い文字で「いまあなたは何を考えています？選択
肢から選んで回答してください．」と表示して，過
去のときは白，課題そのもの(現在)のときは赤，
未来のときは緑のボタンを押すように求めた．思
考サンプリングは認知的負荷課題中に行われ，各
条件 5回ずつ，その間隔は刺激呈示 20個以上あけ
るようにセミランダムに行った．思考サンプリン
グの制限時間は設けなかった． 

2.5手続き  

まず実験参加者ごとアイトラッカーのキャリブレ
ーションを行った．画面上の 5ヶ所にランダムに
呈示される青い点を身体を動かさずに目だけで追
うように求めた．キャリブレーションの成否は
Tobii Pro Analytics SDKのプログラムで自動的に
判定され，できなかった参加者にはもう再度キャ
リブレーションを行うように求め，すべての参加
者が 3回以内にキャリブレーションに成功した．
次に認知的負荷課題の説明文を画面に呈示して，

Figure 1. 認知的負荷課題の概要 

7 

2 

● 

● 

1000msec 

2000msec 
250msec 

If displayed number is green, 
participants answer the designated  
number was odd or even. 
(This example is one back.) 

Time 
(blank) 
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参加者の任意のタイミングで課題を実行するよう
求めた．練習試行を 5試行行った後に本試行を行
った．実験条件(0,1,2 バック)の実施順序はカウン
ターバランスを取り，各条件の間には 30秒の休憩
をおいた．  

 

3. 結果 
課題中にプログラムが停止しデータを取る事がで
きなかった 2名を分析から除外し，27名のデータ
を分析に用いた．課題の条件ごとの正答率は 0バ
ック条件 0.85，1 バック条件 0.87，2 バック条件
0.82 で 有 意 な 主 効 果 は み ら れ な か っ た
(F(2,52)=0.89,n.s.)．次にマインドワンダリングの
発生頻度について検討するため時間（過去・未来）
×実験条件（0,1,2バック）の被験者内２要因計画
で分散分析した結果，実験条件に主効果はなく
(F(2,52)=0.739,n.s.)，交互作用が有意であった
(F(2,52)=7.89,p<.01)．Ryan法による多重比較の結
果，未来方向では 0 バックより 2 バック，1 バッ
クより 2バックの方がマインドワンダリング発生
頻度が 5%水準で有意に低かった．これは
Smallwood et al.(2009)の課題が困難になると未来
思考が抑制されるという結果と一致する．なお全
体のマインドワンダイングの発生頻度は 0.549 で
あった．Figure2に過去，課題種集中，未来の思考
の生起頻度と分析結果を示した． 

 眼球運動データについて，生データを凝視クラ
スターとサッケードに分ける変換作業を行った．
変換にはMATLAB®上で動く EyeMMV toolbox (V. 

Krassanakis, V. Filippakopoulou & B. Nakos, 2014) 

を利用した．変換過程において実験者は t1，t2，
Minimum Duration（MD），思考サンプリングから
何 msec の眼球運動データを用いるのか（Time）
を任意に決定しなければならない(t1, t2, MDの詳
細については Krassanakis et al.(2014)を参照の事)．
そこで上記 4変数について，それぞれ t1（50，150，
300），t2(40，120，240)，MD（30，90，180），Time

（2500，5000，10000）の 3値を設定し 81通りを
検討した．なお変換後の結果凝視クラスター総数
が 100以下になるような組み合わせは，眼球運動
のデータとして少ないので除外した． 

 変換後に出力されるデータは 7つあり，原点を
ディスプレイ左上とした各凝視クラスターの重心
ユークリッド X,Y 座標[pixel](V1)(V2)，変換の最
終過程で削除される前のデータの個数(V3)，削除
後のデータの個数(V4)，凝視の開始時間[msec](V5)，
凝視の終了時間 [msec](V6)，凝視の継続時間
[msec](V7)である．V3， V4は凝視の回数であり，
これらが多いとよく目が動いている事を表す．こ
れら 7変数に加えて，画面に呈示されている数字
の大きさの範囲に各凝視データの重心が有るか無
いか[0 or 1](V8)，各凝視データの重心が画面の範
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Figure 2. 条件と思考方向ごとの頻度 
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囲の中に収まっているのか[0 or 1](V9)を加えた．
上記 9つを説明変数とする判別分析を行うが，V3

と V4 の相関が .94(p<.01)，V5 と V6 の相関
が.99(p<.01)強く，多重共線性をさけるため V3 と
V5は判別分析の説明変数から除外した． 

 マインドワンダリングの有無を目的変数，上記
7変数を説明変数として R Ver3.1.1*を用いて判別
分析を行った．正しく判別できた率を判別率とし
て，判別率の信頼性を検討するために凝視データ
を半分に折半し，一方をサンプル群もう一方をテ
スト群にして t1-t2-MD-TIMEの組み合わせごとに
判別分析を 100回繰り返して判定率の標準偏差を
算出した．最も判別率が高かった組み合わせは
t1:300，t2:240，Minimum Duration:90，Time:5000

の時で，判別率は 0.687(標準偏差 0.046)であった．
判別率上位 5組の判別係数を Table1に示した． 

Table 1 より，V9，V1，V6 の順に影響力が強く，
V4と V7の影響力が弱い傾向が見られた．  

 

4. 考察 
本研究の目的は眼球運動とマインドワンダリング
の関係を調べ，眼球運動からマインドワンダリン
グの有無の判別が可能か検討する事であった．ま
ず後者については，ある程度高い判別率が得られ
たことから，判別できる可能性が示唆された．今
後は実際に参加者の眼球運動データを取りながら
リアルタイムでマインドワンダリング生起を検知
するような実験で判別式が機能するのか検討を進
めていきたい． 

 本研究は飯島・丹野（2012）の実験を追試した．
Figure2より，課題の難易度が高い 2バック条件で

未来方向のマインドワンダリングが抑制され
Smaiiwood et al.(2009)の説を支持する結果が得ら
れた．しかし飯島・丹野（2012）の結果とは違い，
本研究では 2バック条件の時に過去方向のマイン
ドワンダリングが有意ではないが増加していた．
Smaiiwood et al.(2009)は未来方向の思考では認知
的負荷の影響を受けると述べてはいるが，過去方
向の思考には触れられてはいない．Marson et al. 

(2007)の認知負荷が増えるとマインドワンダリン
グが抑制されるという結果は，未来方向の思考だ
けが強く抑制されたことによって，全体としてマ
インドワンダリングが減少したのかもしれない．
そうすると，本研究で過去方向の思考が増加した
事がこれまでの研究と矛盾する事にはならず，む
しろ未来思考が強く抑制されるという事で
Smaiiwood et al. (2009)の仮説をより強く支持する
可能性がある．ただし本研究ではそれを明らかに
する根拠は充分ではなく，これから検討する必要
があると考える． 

 眼球運動とマインドワンダリングの関係につい
て，判別分析では V9（各凝視データの重心が画面
の範囲の中に収まっているのか）の影響が大きか
った．これは視線が画面外に向けられている状態
なので課題から注意が逸脱していると言える．V1

（各凝視クラスターの重心の X座標）が負の値を
取っているという事は，画面の右側を見ているほ
どマインドワンダリング傾向が高いということで
ある．またどの組み合わせでもその傾向が一貫し
ており，マインドワンダリングと視線方向の関係
が示唆される．V2（各凝視クラスターの重心の Y

座標）は V1ほど影響力はなかった．V6(凝視の終

5000-300-240-90 (n=166) 

5000-300-120-30 (n=196) 

5000-300-240-30 (n=202) 

5000-300-240-180 (n=140) 

5000-300-40-30 (n=153) 

-0.88  0.34   0.20   -0.63  0.02   0.14   -1.06  0.687   
-0.59  0.08          -0.02   -0.70  0.32   0.61   -0.84  0.668 
-0.61  0.25   0.05   -0.68  0.32   0.60   -0.52  0.668 
-0.93  0.15   0.30   -0.59 　　-0.13          -0.16  -0.70  0.664 
-0.60  0.19   0.22   -0.67  0.14   0.23   -1.51  0.660 

   Combinations  
(Time-t1-t2-MD) V1 V2 V4 V7 V8 V9 Coefficients of 

Discriminants V6 

Table 1. 組み合わせごとの標準判別係数 
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了時間)はすなわち実験開始から時間が経過した
方がマインドワンダリング傾向が高くなるという
事である．これは課題に慣れて認知負荷が下がっ
たためだと考えられ，これは Marson et al.(2007)が
認知負荷が低い課題は高い課題よりマインドワン
ダリングを生じやすといった事に一致する．一方
で V4（凝視変換過程を経て削除された後の生デー
タの個数）,V7（凝視の継続時間）の影響力は低か
った．つまりある区切りの時間内では凝視の長さ
は影響しないという可能性がある．つまりマイン
ドワンダリング中であっても凝視が長くなる事も
短くなる事もないという事である． 

 以上をまとめると，マインドワンダリング中の
眼球運動は激しくも沈黙もせず，課題から目が逸
れており，特に右側を見ている状態であると考え
られる．本研究では利き手の調査を行わず，ボタ
ンを押す手の指定をしなかった．日本人の多くが
右利きであり，ボタンを右手で扱っていたと推測
される．実験中は実験者は退室しており，実験室
には本研究で使用しているパソコン以外の動くも
のや課題実行中に目につくようなものは置かれて
いないが，参加者の右手が参加者から見える唯一
の動いているものであり，それがマインドワンダ
リング中の視線を引きつけたという事が考えられ
る．この仮説は本実験だけでは立証できず，今後
検討していく事になる．また本研究では眼球運動
によるマインドワンダリング判別の可能性が示さ
れた．今後は眼球運動によるマインドワンダリン
グ判別法の精緻化を図っていく事が望まれる． 

 

5. 参考文献・資料 
飯島 雄大. 丹野 義彦.(2012) “認知的負荷がマインド

ワンダリングの時間方向に及ぼす影響”. 心理学研
究, 83, 232-236 

Mason, M. F., Norton, M. I., Van Horn, J. D., Wegner, 
D. M., Grafton, S. T., & Macrae, C. N. (2007). 
“Wandering minds: The default network and 
stimulus-independent thought.” Science, 315, 
393- 395. 

* R Core Team (2016). R: A language and 
environment for statistical computing. R 
Foundation for	 Statistical Computing, Vienna, 
Austria. URL https://www.R-project.org/. 

白間 綾. 小泉 愛. 北川 智利. (2012). “発話中の眼球運
動に現れる個人性”. 電子情報通信学会 信学技報 
19-24 

Smallwood, J., Nind, L., & OʼConnor, R. C. (2009). 
“When is your head at? An exploration of the 
factors associated with the temporal focus of the 
wandering mind”. Consciousness and Cognition, 
18, 118-125. 

Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2006). “The restless 
mind”. Psychological Bulletin, 132, 946-958. 

2016年度日本認知科学会第33回大会 P1-1

461



マルチタスク環境下における認知的リソース配分の個人差	 
Individual differences in Distribution of Cognitive resources    

under Multitasking  
 

西崎 友規子†，永井 聖剛‡ 

Yukiko Nishizaki, Masayoshi Nagai 
†
京都工芸繊維大学，

‡
立命館大学 

Kyoto Institute of Technology,  Ritsumeikan University 
yukikon@kit.ac.jp    mnagai@fc.ritsumei.ac.jp 

 
Abstract 
This study aims to create a design guideline for 

multitasking support system and to investigate the individual 
differences in the multitasking ability. Result of the dual-task 
experiment, participants who has theoretical low 
multitasking ability, measured by working memory task 
(LST), were not influenced of the multitasking when the 
load of secondary task was small. However, participants 
who have theoretical high multitasking ability were affected 
to multitasking even in the small load of secondary task. It 
would be suggested that only individual differences in 
working memory tasks dose not estimate accurately 
multitasking ability. 
 
Keywords ― multitasking, working memory capacity, 
individual differences 
 

1. はじめに	 
	 近年，スマートフォンに代表される機能的な電子機

器の広がりとともに，マルチタスク遂行による問題は

避けられなくなっている．米国運輸省の 2014 年の調
査によれば，自動車運転中にスマートフォンなどの機

器を手に持って操作したことがある人の割合は 2011
年から急速に増加しており，重大な交通事故を引き起

こす要因として大きな社会問題となっている． ナビ操
作や空調操作等を含めれば自動車運転そのものがマル

チタスクであり，安全にマルチタスク遂行させるため

には，マルチタスク遂行の特性を明らかにし，個々人

の能力に応じた支援や操作制限を行っていく必要があ

ると考える． 
	 認知資源の容量には個人差が認められること，さら

にマルチタスク遂行における容量配分の仕方にも個人

差が存在することは，多くのワーキングメモリ研究か

ら明らかにされており（Unsworth & Engle, 2007, 
Ophir et al., 2010 など），日常的なマルチタスク遂行
における弊害の大きさにも個人差が生じると推定でき

る．著者らは，ワーキングメモリ容量の個人差によっ

て，マルチタスク遂行時にいずれの課題成績も低下し

ない人が一定数いる可能性を示した（Nishizaki & 

Osaka, 2006）．さらに，Watsonらもマルチタスク遂
行 の ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 全 く 受 け な い 人

（supertaskers）が集団の中に 2.5％程度いることを明
ら か に し て い る (Watson & Strayer, 2010; 
Medeiros-Ward & Watson, 2015)． 
	 安全なマルチタスク遂行を支援するインタフェース

の設計指標作成のために，マルチタスク遂行能力が何

に起因する個人差であるのかを解明することが必要で

あると考える．本研究は，ワーキングメモリ課題で測

定するワーキングメモリ容量の個人差と，日常場面で

起こり得るマルチタスク遂行の個人差との関係を検討

することを目的とする． 
 
2. 方法	 
実験参加者	 日本語を母語とする大学生 139名を対象
に，ワーキングメモリ容量の異なる実験参加者群抽出

のため，日本語版リスニングスパンテスト（LST，苧
阪, 2003）を実施した．その中から，低スパン群（LST
得点 1.0-3.0，正誤判断正答，且つ再生単語総数 50 以
下）13 名，高スパン群（LST 得点 4.5-5.0，正誤判断
正答，且つ再生単語総数 60以上）11名を抽出し，計
24名が本実験に参加した． 
実験計画	 二重課題法を用い，一次課題が負荷量の異

なる二次課題から受ける影響を，実験参加者群間で比

較した．実験参加者群（低スパン群・高スパン群）× 課
題負荷（小・大）の２要因混合計画とした． 
実験課題	  
一次課題：テレビやラジオ等による情報収集をイメー

ジし，リスニング課題とした．日本語能力検定試験の

最上級レベルで過去に実施された聴解問題，及びその

想定問題集より引用した 12種の聴解課題を使用した．
文章の平均呈示時間は 51.25秒（42-60秒，SD5.13），
平均モーラ数は 318.83（247-401, SD42.09）であり，
文章呈示後に１つの問題がそれぞれ設けられていた． 
二次課題：書字課題とした。負荷小条件では，実験参
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加者は時間内に自分の名前をできるだけたくさん書く

ことが求められた．負荷大条件では語流暢課題とし，

実験者が指示した音を文頭にした単語（例：“あ”から

始まる単語→“あめ”，“アメリカ”等）を時間内にで

きるだけたくさん書くことが求められた． 
手続き	 実験参加者は最初に，リスニング課題，及び

書字課題（負荷小，負荷大）の練習を行い，各課題の

回答方法が習熟できた後，本実験に移行した．本実験

では，統制条件（書字課題の負荷なし），負荷小条件，

負荷大条件の３条件で各⒋つの聴解課題を行い，試行

順と使用する 12文章はカウンターバランスされた．す
なわち，各条件の成績は 0から 4点の範囲で計測され
た．なお，LST実施と同時期に実験参加者全員に，日
常的注意経験質問紙（篠原ら, 2007）を参考に作成し
た，日常的なながら行動の頻度を問う質問（７問）を

課した．  
 
3. 結果	 
二重課題実験の結果	 一次課題の成績について，負荷

小条件，負荷大条件ともに統制条件との差分を算出

し，各条件の一次課題成績とした（図１）．実験参加

者群（２）×条件（２）の２要因分散分析を行った

ところ，条件の主効果が有意（F(1,23)=5.23,  
MS=4.93, p<.03），さらに実験参加者群の主効果に
有意傾向（F（1,23）=3.17, MS=3.64, p<.08）が認
められた．交互作用は認められなかったが，本研究

は実験参加者群間で二次課題から受ける影響が異な

る可能性の検討を目的としていたため，条件毎に実

験参加者群間の比較を行った．その結果，負荷小条

件においては，低スパン群と高スパン群間で有意差

が認められた（F(1,23)=5.74, MS=4.12, p<.003）が，
負荷大条件においては２群間に有意な差は認められ

なかった． 

図 1	 各群の一次課題成績（統制条件との成績差） 

なお，二次課題の成績は，各条件において実験参加

者群間で有意差は認められなかった． 
日常的ながら行動傾向との関係  LST 得点と日常的
ながら行動傾向質問紙の関係を検討したところ，両

者は負の相関関係にあること（r=-.25, p<.006）が示
された．二重課題実験の結果と日常的ながら行動傾

向の間に関しては，特に有意な関係は認められなか

った． 
 
4. 考察	 
ワーキングメモリ課題（LST）で測定された認知資
源容量の少ない群（低スパン群）はリスニング課題遂

行中，低負荷の書字課題を課されてもリスニング成績

に変化が生じないことが示された．認知資源容量の少

ない群は，適切な負荷量であれば，２つの課題を同時

に遂行できることを示しており，彼らにとってマルチ

タスク遂行は必ずしも不安全なものとは限らない可能

性を示唆している．反対に，認知資源容量の多い群（高

スパン群）は，低負荷の二次課題であってもリスニン

グ課題成績が低下した．彼らは同時に２つの課題を遂

行することが困難であることを示唆している．本結果

は，先行研究（Nishizaki & Osaka, 2006）を支持する
ものであり，低スパン群はマルチタスクではない統制

条件においても，一つの課題に注力することができず，

何か他のことに注意が拡散してしまっている可能性が

考えられる．このように実験参加者群間で有意差が認

められたことは，実験室で測定するワーキングメモリ

課題（LST）の個人差，つまり理論上のマルチタスク
遂行能力だけでは，マルチタスク遂行能力を予測する

ことができないことを示しているといえよう． 
さらに，LST得点と日常的ながら行動指向性の間に
は負の相関が認められ，“理論上のマルチタスク遂行能

力が高い人は，日常的にマルチタスクを行っていない”

ことが明らかとなった．本結果は，先行研究（Ophir et 
al., 2010, Sanbonmatsu et al., 2013）を支持するもの
であり，ワーキングメモリ課題成績が高い人は状況判

断やメタ認知の能力が高いことが想定できるので，マ

ルチタスク遂行による問題を予測し，マルチタスクを

好んで日常的に行うことを避けているのではないかと

推察できる． 
これらのことから，マルチタスク遂行の個人差は，

ワーキングメモリ課題で測定する認知資源容量という

理論上のマルチタスク遂行能力だけでは予測できず，

日常経験，さらにそれを支える認知スタイルや性格特
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性の個人差をもが複雑に絡み合っていると考えられる．

今後，自動車運転など，よりリアルなマルチタスク遂

行における個人差をも対象に，さらなる検討を行って

いく． 
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Abstract 
We investigated whether observing or hearing other 

people's swallowing aids in one's own swallowing. Humans 
have a response tendency to unconsciously imitate the 
actions of other individuals, known as automatic imitation 
(AI). If AI of swallowing can be achieved, it would lead to 
the development of a simple and intuitive rehabilitation 
method for patients with dysphagia. The surface 
electromyography (EMG) electrodes were attached to the 
right suprahyoid muscles, and an electronic microphone was 
attached to the left side of the laryngeal prominence in 16 
healthy adults (mean age, 23.1 years). The participants were 
asked to swallow 3 mL of water as soon as possible when 
the color of the white fixation cross changed to green. 
Simultaneously, one of the four experimental stimuli (a 
moving image of a man swallowing with a swallowing 
sound, a moving image without sound, a still image of a 
man with a swallowing sound, and a still image without 
sound) was displayed behind the cross. We calculated the 
swallowing reaction time (SwRT) from the amplitude of 
EMG and acoustic data under each condition. The SwRT 
was approximately 70 ms faster when the swallowing sound 
was played, while observing the action had no effect. In 
daily life, we rarely observe the laryngeal swallowing 
movement but commonly hear the swallowing sound. 
Therefore, a swallowing sound would have a greater effect 
on the AI.  
 
Keywords ―  Swallowing, Automatic imitation, 
Electromyography 
 

1. はじめに 

  嚥下は複数の筋が関わる緻密かつ連続的な運動あり、

随意的および不随意的に開始・実行されている。その

ため脳血管疾患などにより嚥下障害を起こし、リハビ

リで意識的に実行する必要が生じた際に、その実行方

法（筋の動かし方など）の理解には困難が伴うことが

多い。そこで本研究では、言葉では理解が難しい嚥下

運動を見たり聞いたりすることで促進できる可能性

を検討した。そのための根拠となる認知機能が

Automatic imitation である。Automatic imitation と

は目にした他者の運動を無意識のうちに模倣してし

まう認知機能のことであり、言い換えれば外部刺激と

自身の運動の互換性による運動の促進効果のことで

ある[1]。例えば、人差し指のタッピング課題において、

被験者に他者のタッピング運動と、指を逆方向に（下

から上に）動かすリフティング運動の映像を見せた場

合、タッピング運動を見せたときの方が反応時間が有

意に早くなることが報告されている[2]。本研究では他

者の嚥下場面を見たり聞いたりしているときの参加

者の嚥下運動を筋電計とマイクによって記録し、

Automatic imitation による嚥下運動の促進効果を検

討した。 

 

2. 方法 

 参加者は嚥下障害のない健常成人 16 名（男 8, 女 8, 

平均 23.1 歳）であった。参加者の右舌骨上筋群と右舌

骨下筋群上の皮膚に無線筋電計（WEB-1000, 日本光

電）の電極を装着し、喉頭隆起の左 4～5cm の位置に

咽喉用マイク（SH-12iK, 南豆電機）を装着した。筋

電は 1000Hz、音は 44,100Hz で記録した。 

視覚刺激として事前に撮影した嚥下場面の動画（男

性の横顔）と動画の1フレーム目を抽出した静止画を、

聴覚刺激として嚥下音を用い、それらを組み合わせた

動画・嚥下音条件、動画・無音条件、静止画・嚥下音

条件、静止画・無音条件の 4 条件で測定した。実際の

嚥下場面においては喉頭挙上よりやや遅れて嚥下音が

発生するが、刺激のオンセットを揃えるため、動画・

嚥下音条件では喉頭挙上と同時に嚥下音が提示された。

視覚刺激は 23 インチ液晶モニタに提示し、聴覚刺激

はヘッドフォンで提示した。参加者とモニタの距離は

約 60cm とした。 

1 試行の手続きは以下の通りである。実験者が 3ml

の水が入った紙コップを参加者の前に置き、参加者は

その水を口に含んだ状態で待つ。試行開始の合図とし

て 450Hz の矩形波音が 100ms 提示され、同時にモニ

タの中央に注視点となる白い十字が提示された（図 1）。

その 3 秒間後に十字の背景に男性の横顔が表示され、

さらに 1.2 秒（または 2.4 秒後）に嚥下開始のキュー

として十字の色が緑色に変化した。参加者は事前に十 
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図 1 各試行のシークエンス 

 

字を見続け、十字が緑色に変わったらできる限り早く

口に含んだ水を飲み込むように教示されていた。嚥下

開始のキューと同時に条件に応じて動画または嚥下音

が（動画・嚥下音条件のときは両方同時に）再生され

た。そしてその3秒後に横顔が消え十字が白色に戻り、

さらに 3 秒後に試行終了となった。 

各条件 4 試行ずつと、さらにキャッチ試行として十

字が緑色に変わらない静止画・無音条件を 2 試行加え

た計 18 試行を 1 ブロックとし、ブロック間に数分の

休憩を挟んで 2 ブロック実施した。各ブロックの冒頭

には練習試行を 5 回行い、条件の出現順序はランダム

とした。 

 

3. 解析 

 嚥下開始のキューから 4 秒間を解析区間とし、筋電

および録音データのOnset（嚥下反応時間に相当）と

Offset、継続時間（Onset からOffest までの時間）、4

秒間の平均振幅（筋電は全波整流値、音は 1ms ごとの

RMS を使用）を求めた。筋電は全参加者で明瞭な活

動が見られた舌骨上筋群のデータを用いた。嚥下動画

と嚥下音による嚥下運動への影響を検討するため、各

測定データの嚥下反応時間、継続時間、平均振幅ごと

に反復測定二要因分散分析［映像（動画／静止画） × 

嚥下音（あり／なし）］を行った。筋電と音の平均振幅

は各参加者の静止画・無音条件の平均振幅が 1 となる

ように正規化してから分析を行った。 

 

4. 結果 

嚥下反応時間は筋電と音のいずれにおいても嚥下音

の主効果が有意であり（筋電: F(1,15) = 10.58, p < 

0.01; 音: F(1,15) = 29.30, p < 0.01）、嚥下音ありの方

が反応時間が短かった（図 2）。音の平均振幅では嚥下

音の主効果が見られ（F(1,15) = 9.07, p < 0.01）、嚥下

音ありの方が振幅が大きかった（図 3）。筋電の平均振

幅においては交互作用が見られ（F(1,15) = 5.21, p < 

0.05）、単純主効果検定の結果、静止画・嚥下音条件よ

りも動画・嚥下音条件の方が振幅が小さい傾向が見ら

れた（p = 0.06）。信号の継続時間には主効果や交互作

用は見られなかった。 

 

5. 考察 

 本研究では他者の嚥下を見たり聞いたりすることに

よる嚥下運動の促進効果を検討した。その結果、他者

の嚥下音を聞くことで嚥下反応時間が短くなり、自身

の嚥下音の音量が大きくなることが明らかとなった。 

嚥下運動自体は延髄にあるパターンジェネレータに

よって制御される不随意な運動であるが、本実験のよ

うに意識的に嚥下運動を開始する場合、大脳皮質の嚥

下関連領野からの遠心性の信号によってパターンジェ

ネレータが駆動されることが知られている[3]。嚥下反

応時間の短縮はこの遠心性の信号伝達が迅速に実施さ

れたことを示唆しており、その背景にはミラーニュー

ロンシステムの介在があるのかもしれない。脳磁図を

用いた研究では、嚥下動画や嚥下音を視聴したときに

運動前野が活動することが報告されている[4]。 

嚥下音が増大した要因については、飲み込む食塊の

量が増えると嚥下音の音量が大きくなることが示され

ているため[5]、もしかすると本研究のように同容量の

水を口に含んだ場合でも、嚥下音を聞くことによって

一度に咽頭に流れ込む水の量が増えていたのかもしれ

 

 

 

 

 

 

 

図 2 各条件の嚥下反応時間 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 各条件の嚥下反応時間 
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ない。嚥下音を分析した研究は複数存在するが[6, 7]、

その多くは嚥下音の継続時間や成分数、周波数、また

それらの年齢差、男女差などに着目しており、個人内

の同一容量の嚥下における音量の変化とその要因につ

いて検討した研究は見当たらない。そのため本研究に

おいて嚥下音が増大した要因については推測の域を出

ず、その正確な解釈にはさらなる研究が必要である。 

一方で、他者の嚥下を見ることによる顕著な効果は

観察されなかった。今回は視覚刺激として喉頭隆起の

上下運動のみを用いたが、四肢の運動と比べて規模が

小さく、我々が日常生活において他者の嚥下運動を直

視する機会はあまりない。むしろ嚥下音を聞く機会の

方が多いため、聴覚刺激の方が効果的に働いたのかも

しれない。 

ただし筋電の平均振幅が静止画・嚥下音条件よりも

動画・嚥下音条件のときに小さくなったという結果は、

他者の嚥下運動の観察が自身の嚥下運動に何らかの影

響を及ぼしている可能性を示している。筋電の振幅は

筋肉の活動量に比例しているため、静止画を見ながら

嚥下音を聞いたときよりも、動画と嚥下音を同時に視

聴したときの方が嚥下に関する筋活動量が小さかった

ことになる。これは筋活動が不十分な嚥下運動が行わ

れたという解釈も可能だが、嚥下反応時間や音量、継

続時間に両条件間の差はなかったことから、いずれの

条件においても同質の嚥下が実行されていたと考える

こともできる。つまり静止画・嚥下音条件よりも、動

画・嚥下音条件の方がより少ない筋活動量で同質の嚥

下運動を実行できていたと解釈することが可能である。 

また、統計的に有意ではなかったものの、図 3 を見

ると無音条件間ではこの傾向が逆転しており、動画・

無音条件よりも静止画・無音条件の方が筋活動量が小

さいように見える（p = 0.11）。もしかすると、静止画・

嚥下音条件と動画・無音条件では、音と映像の不一致

によって余計な認知的負荷がかかったため、嚥下の開

始に本来よりも過剰な筋活動を生じさせる必要があっ

たのかもしれない。 

 

6. おわりに 

本研究により、嚥下音を聞くことで自身の嚥下が促

進されることが明らかとなった。ただし今回用いた聴

覚刺激は嚥下音のみであるため、この結果が嚥下音に

よって惹起されたAutomatic imitation なのか、単な

る聴覚刺激による反応促進効果なのかは不明である。

また嚥下動画による筋活動の変化が観察されたものの、

嚥下音ほどの顕著な促進効果は見られなかった。今後

は嚥下音とその他の音声の比較や、日常的な嚥下場面

に近い視覚刺激を用いた実験を実施し、嚥下運動の

Automatic imitation の存在とその効果についてより

詳細に検討していく予定である。 
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Abstract
In this paper, we examined whether feeling of self-

motion that is induced by visual stimuli (’vection’)

affect our subjective sensory wind speed and sen-

sory temperature. We hypothesized that vection bi-

ases participants’ sensory wind speed. Furthermore,

it was hypothesized that the biased sensory wind

speed makes participants overestimate sensory tem-

perature. To examine the hypothesis, we conducted

a psychological experiment. The result showed that

vection biases participants’ sensory wind speed and

sensory temperature. Especially, when wind speed

was fast, vection whose speed was faster than wind

speed lowered participants’ sensory temperature. On

the other hand, vection whose speed was slower than

wind speed increased participants’ sensory tempera-

ture.

Keywords — ,༠ಋӡಈʢϕΫγϣϯʣݾࣗ Թײɼ
ମײ෩
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Ϋγϣϯө૾ʹΑͬͯମײԹΛΑΓ֮͘͞ࡨ

ͤΔ͜ͱ͕Ͱ͖Εɺ͜͏ͨ͠໘ʹ͓͍ͯ҆

શʹԹڥͷٙࣅମݧΛఏ͢ڙΔ͜ͱՄʹ

ͳΖ͏ɻ·ͨɺ֮ࢹʹΑͬͯԹใʹόΠΞε

͕͔͔Δͱ͢ΕɺౙొͳͲͰࣗͷମԹ

ͷޡΛট͖҆શੑΛ͔͢ڴͷʹͳΓ͏Δɻ

ใͱ֮ࢹ͔ΒϕΫγϣϯͳͲͷ؍ͨ͠͏͜

ମײԹͷ૬ޓͷؔΛݕ౼͢Δ͜ͱ͕ඞཁͱͳ

Ζ͏ɻ

ຊڀݚͰ·ͣɺϕΫγϣϯͱଞͷ֮ײͱͷ

෩ͷʹੜ͡ΔͱԾఆ͠ɺ͕ڹతͳӨํ

ʮମײ෩ϕΫγϣϯܹʹΑͬͯଅਐɺ੍͞

ΕΔʯͱ͍͏Ծઆ̍Λཱͯɺઅʹ࣮ͯݧʹΑΔ

ΑͬͯମʹܹͰ෩ڀݚߦɻ·ͨɺઌ͏ߦΛ౼ݕ

Թ͕Լ͢Δ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͔Βɺײ

Ծઆ̍Λલఏͱͯ͠ʮϕΫγϣϯʹΑͬͯମײ෩

͕͍ͱ͡ײΒΕͨ߹ʹମײԹԼ͢

Δʯͱ͍͏Ծઆ̎͋Θͤͯݕ౼͢Δɻ

2. ݧ࣮
2.1 ํ๏

2.1.1 ऀྗڠ

ͷ݈ৗͳେֶੜ13໊ʢஉੑ7໊ɺঁੑ6໊ɺ֮ࢹ

ฏۉྸ20ࡀʣ͕࣮ʹݧՃͨ͠ɻ෩ܹΛఏࣔ

͞ΕΔ্ͷணҥຕԼணΛআ͖ฏ1.84ۉຕɺ

શһԼ෦Λ࿐ग़ͨ͠କͷҥྨΛண͍ͯͨɻԼ

ͷҥྨʹ͍ͭͯɺ2໊͕7ৎɺ11໊͕ͷ

͍ζϘϯΛண༻͍ͯͨ͠ɻ

2.1.2 ࡐɾ࣮ڥݧ

6݄த०͔Β7্݄०ͷ3िؒʹΘͨͬݧ࣮

࣪ۉԹ23.4ˆɺฏࣨۉͷฏؒظΘΕɺ͜ͷߦͯ

52.3ˋͰ͋ͬͨɻ࣮ࣨݧ3mʷ 2mͷԻࣨͱ

ͳ͓ͬͯΓɺ૭ͷ֎෦͔Βͷޫःஅͨ͠ɻڠ

ྗऀഎͨΕͷͳ͍Ҝ࠲ʹࢠΓɺΛҜࢠʹ͔

͚ͳ͍Α͏ͨࣔ͠ڭɻ·ͨɺ͕চʹ͔ͭͳ͍Α

68cmͷͷΛ༻͍ͨɻ͜ΕɺΛෆߴ໘࠲͏

҆ఆʹ͢Δ͜ͱʹΑͬͯҠಈײΛଅਐ͢ΔతͰ

ͷૢ࡞Ͱ͋ͬͨɻ

ͷఏࣔʹɺιχʔϔουϚϯτܹ֮ࢹ

σΟεϓϨΠʢHMZ-T2ʣΛ༻͍ͨɻϕΫγϣϯө

૾ɺࠇͷഎܠʹ৭ͷυοτ͕தԝ͔Βपล

ͱ֦͢ΔΑ͏ઃఆͨ͠લਐͷҠಈײΛ༠ಋ͢

Δө૾Λ༻͍ɺυοτͷҠಈεϐʔυߴͱ

ͷ2ஈ֊Λઃఆͨ͠ɻͰυοτ͕ը໘த

৺͔Βը໘पลҠಈ͠ফࣦ͢Δ·Ͱ3ඵɺߴ

Ͱ1ඵ͔͔ΔΑ͏ઃఆͨ͠ɻ

෩  ܹ ͷ ఏ ࣔ  γΟʔɾωοτ ࣾ  ઔ ෩ ػ

ʢCFML101ʣΛ༻͍ͨɻઔ෩ػऀྗڠͷ1mखલ

ʹஔ͠ɺऀྗڠͷ͔ڳΒإʹ͔͚ͯ෩͕ͨΔ

Α͏͞ߴΛௐͨ͠ɻऀྗڠͷҐஔ͢Δ1mखલ

Ͱͷ෩ͷ͞ڧʹ͍ͭͯɺڧ෩ʢ2.7m/ඵʣɺऑ෩

ʢ1.7m/ඵʣͷ2ஈ֊Λઃఆͨ͠ɻ

2.1.3 खॱ

ͷऀྗڠʹ։લݧલͷ֬ͱ࣮ͯ͠ߦࢼͣ·

ྸɺੑผɺྗࢹɺڲྗࢹਖ਼ͷ༗ແɺͷ

Λ֬͠ɺ࣮ݧ։લͷർ࿑Λ10ஈ֊ʢ1ɿർ࿑

ײʣͰਘͶͨɻͳ͓ർ࿑͍ڧ͕ײͳ͠ʙ10ɿർ࿑ײ

͕7Λ͑Δඃऀݧډͳ͔ͬͨɻଓ͍ͯɺ࣮ݧ։

લͷ࣮ࣨݧͷମײԹͷճ͢ΔΑ͏՝ͨ͠ɻ

ճޙʹͷ࣮ࡍͷࣨԹΛͨࣔ͠ڭɻ

ଓ͍ͯࣄલ࣭ͱͯ͠ɺ෩ܹΛఏࣔͤͣϕΫ

γϣϯө૾ͷΈΛఏࣔͨ͠߹ͷʮҠಈ͍ͯ͠Δ

ԹΛճ͢ΔΑ͏՝͠ײʯʢ101݅๏ʣͱମ͡ײ
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ਤ 2 खॱߦࢼͷ࣭ޙࣄ

ͨɻө૾ͱߴͷ2छྨΛઃ͚ɺͦΕͧΕ

ʹ͍ͭͯҠಈ͍ͯ͠Δ͡ײͱମײԹΛճͤ͞

ͨɻ͜ΕΛ̍ηογϣϯͱͯ̏͠ճճΛٻΊɺ̏

ճͷதԝΛੳʹ༻͍ͨɻ

ߦࢼͱൺֱߦࢼ४جͰҎԼʹड़Δ࣭ޙࣄ

Λͨͬߦʢਤ2রʣɻઌʹج४ߦࢼͱͯ͠ϕΫγϣ

ϯө૾ແ͠Ͱऑ෩ɺ͋Δ͍ڧ෩ͷ෩ܹͷΈΛ

20ඵؒఏࣔ͠ɺͦͷޙʹମײԹΛਘͶͨޙɺ

20ඵؒͷ҆੩ؒΛͱͬͨɻͦͷޙʹൺֱߦࢼ

ͱͯ͠ɺߴɺ͋Δ͍ͷϕΫγϣϯө૾Λ

ఏࣔ͠ͳ͕Βಉ͡͞ڧͷ෩Λ20ඵఏࣔ͠ɺͦͷ

ڧͷ͡ײԹɺҠಈ͍ͯ͠Δײ෩ͱମײମʹޙ

͞ΛਘͶͨɻମײ෩ৗͰਪଌ͢Δػձ͕

͍ͨ͠Ίɺج४ߦࢼͰͷ෩ͷ͞ڧΛج४1ͱ͠

ͨ߹ͷ͞ڧΛͰճ͢ΔΑ͏՝ͨ͠ɻҠಈ

͍ͯ͠Δ͡ײͷ͞ڧ101݅๏ͰͷճΛٻΊͨɻ

͜ΕΛ̍ηογϣϯͱͯ̏͠ճͷܹఏࣔͱճ

Λ͍ߦɺ̏ճͷதԝΛੳʹ༻͍ͨɻ͜ͷ࣮ݧ

෩ͷ͞ڧͷཁҼʢ3ਫ४ɿແ෩ɾऑ෩ɾڧ෩ʣͱ

ϕΫγϣϯ͞ͷཁҼʢ2ਫ४ɿɾߴʣ͔Β

ͳΔඃऀݧཁҼܭըͱ࣮ͯͨ͠͠ࢪɻ

2.2 ݁Ռ

·ͣɺऀྗڠͷԹ֮ײΛ֬͢ΔͨΊɺແ෩ɺ

ө૾ܹແ͠ͷ݅ԼͰͷମؾײԹͱࣨԹͷࠩΛ

SD)ˆ0.52-ۉɻͦͷ݁Ռɺฏͨ͠౼ݕ = 2.39)ͱͳ

Γɺج४ͱͳΔࠩҟ0ͱͷؒʹ༗ҙͳࠩΊΒ

Εͳ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺࠓճͷऀྗڠશମ

ͱͯ͠ԹײʹաͳภΓ͕ͳ͍ͷͱΈͳͨ͠ɻ

ଓ͍ͯɺ෩ఏࣔʹΑΔϕΫγϣϯڧͷมԽʹ

͍ͭͯɺਤ3ʹࣔͨ͠ɻ෩ͷڧ ʢ͞ແ෩ɾऑ෩ɾڧ෩ʣ

ͱϕΫγϣϯʢɾߴʣͷ̎ཁҼͷ

ੳΛͨͬߦͱ͜ΖɺϕΫγϣϯͷཁҼͷओޮ

ՌʢF (1, 12) = 51.493, p = 0.010,ภη2 =)ͱަ࡞ޓ༻

ʢF (1, 24) = 7.289, p < 0.05)͕༗ҙͰ͋ͬͨɻ୯७ओ

ޮՌݕఆͰɺϕΫγϣϯఏࣔʹ෩ʹ

ΑΔ༗ҙࠩݟΒΕͳ͔ͬ ʢͨF (2, 48) = 0.273, p =

0
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ਤ 3 ෩ܹʹΑΔϕΫγϣϯڧͷมԽ
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ਤ 4 ϕΫγϣϯఏࣔʹΑΔମײ෩ͷมԽ

0.729,ภη2 = 0.22ʣ͕ɺߴϕΫγϣϯఏࣔʹ

෩ʹΑΔ༗ҙ͕ࠩݟΒΕͨ(F (2, 48) = 7.032, p =

0.004,ภη2 = 0.369)ɻڧ෩ఏࣔऑ෩ఏࣔʹ

ରͯ͠ϕΫγϣϯڧ͕͘ߴ (t(12) = −2.475, p =

0.029, d = 0.667)ɺ·ͨແ෩ʹରͯ͠ϕΫγϣϯ

ͱ͍͏݁Ռʹͳͬͨ(t(12)͍ߴ͕ڧ = −2.368, p =

0.036, d = 0.693)ɻ

ϕΫγϣϯఏࣔʹΑΔମײ෩ͷมԽʹ͍ͭͯ

ਤ4ʹࣔͨ͠ɻऑ෩ఏࣔɺڧ෩ఏࣔͦΕͧΕʹ

͍ͭͯɺϕΫγϣϯө૾Λఏ͍ࣔͯ͠ͳ͍෩ܹͷ

Έͷ߹Ͱͷମײ෩Λج४1ͱ͠ɺϕΫγϣϯ

༩ͷମײ෩ͷมԽΛൺֱͨ͠ɻWilcoxonූ

߸ॱҐݕఆͷ݁Ռɺऑ෩ఏࣔɾߴ ͲͪΒ

ͷϕΫγϣϯө૾Λఏࣔͨ͠߹༗ҙʹମײ෩

্͕ͨ͠ (p = pߴ,0.035 = 0.005)ɻ

·ͨɺڧ෩ఏࣔϕΫγϣϯө૾Λఏࣔ͠

෩͕Լ͠ײ༗ҙʹମʹࡍͨ (p = 0.028)ɺߴ

ϕΫγϣϯө૾ఏࣔʹ༗ҙʹମײ෩্͕͠

ͨ(p = 0.018)ɻ

ϕΫγϣϯఏࣔʹΑΔମײԹมԽʹ͍ͭͯਤ

5ʹࣔͨ͠ɻ·ͣɺ֤݅ͰͷମײԹʹ͍ͭͯج

४Ͱ͋Δ0ͱͷ͕ࠩ͋Δ͔Ͳ͏͔Λݕ౼ͨ͠ɻج

४Λ0ͱͨ͠ҰඪຊͰͷtݕఆΛ݁ͨͬߦՌɺڧ෩

ఏࣔʹϕΫγϣϯΛఏࣔ͞Εͨ߹ʹ༗
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ਤ 5 ϕΫγϣϯఏࣔʹΑΔମײԹͷมԽ

ҙʹମײԹ্͕ঢ͠ʢt(12) = 2.540, p = 0.026ʣɺ

ײϕΫγϣϯΛఏࣔ͞Εͨ߹ʹ༗ҙʹମߴ

Թ͕Լͨ͠ʢt(12) = −2.540, p = 0.025ʣɻ

֤݅ؒͰͷҧ͍Λൺֱ͢Δʹ͋ͨΓɺ෩ͷڧ

ʢ͞ແ෩ɾऑ෩ɾڧ෩ʣͱϕΫγϣϯʢɾߴ ʣ

ͷ̎ཁҼͷੳΛͨͬߦͱ͜Ζɺ༗ҙͳަ࡞ޓ

ΒΕͨʢFݟ͕༺ (2, 24) = 9.197, p = 0.001,ภБ2 =

0.434)ɻ୯७ओޮՌݕఆͰɺڧ෩͕ఏࣔ͞Εͨ

݅ԼͰߴϕΫγϣϯఏ͕ࣔϕΫγϣϯ

ఏࣔʹൺͯମײԹ͕͘ͳΔͱ͍͏݁Ռ͕

ࣔ͞Εͨ(t(12) = 3.343, p = 0.006, d = 1.140)ɻऑ෩

ఏࣔʢt(12) = −0.186, p = 0.856, d = −0.063ʣɺ͓

Αͼແ෩ʢt(12) = −0.186, p = 0.856, d = −0.063ʣ

ʹ͓͍ͯϕΫγϣϯʹ͏ମײԹͷҧ͍

ΒΕͳ͔ͬͨɻݟ

2.3 ߟ

·ͣɺ෩ఏࣔʹΑΔϕΫγϣϯڧͷมԽʹͭ

͍ͯɺߴϕΫγϣϯఏࣔʹ͓͍ͯઌݚߦ

ͷڧ͏ϕΫγϣϯʹ্ͱಉ༷ʹ෩ͷڀ

্͕ΈΒΕͨɻϕΫγϣϯఏࣔͰ෩ʹ

ΑΔӨݟ͕ڹΒΕͳ͔͕ͬͨɺ͜ΕϕΫγϣ

ϯͷ͕͍ͨΊʹɺ෩ܹʹΑΔϕΫγϣϯ

ͷաେධՁ͕ੜͯ͡ɺ༗ҙͳҧ͍ͱͯ͠දڧ

Εʹ͔ͬͨͨ͘Ίͩͱ͑ߟΒΕΔɻ

ҰํɺϕΫγϣϯఏࣔʹΑΔମײ෩ͷมԽʹ

͍ͭͯɺऑ෩ԼͰߴɾͲͪΒͷϕΫγϣ

ϯө૾Λͯݟମײ෩্͕ͨ͠ɻ͜Εఏࣔ

͞Εͨऑ෩͕ߴɾͷ྆ํͷϕΫγϣϯө૾ʹ

ൺͯ͠ͳ͓ಈ͖͕͔ͬͨͨΊɺͲͪΒͷ߹

ϕΫγϣϯө૾ʹ༠ಋ͞Εͯ෩ΛաେධՁͨ͠

ͷͱ͑ߟΒΕΔɻ͜Εʹର͠ɺڧ෩ԼͰ

ϕΫγϣϯΛఏࣔͨ͠߹ʹମײ෩͕Լ͠ɺ

෩͕ײϕΫγϣϯΛఏࣔͨ͠߹ʹମߴ

্ͨ͠ɻڧ෩ͱͱʹϕΫγϣϯΛఏࣔͨ͠

߹ʹɺ෩͕ϕΫγϣϯʹ༠ಋ͞Εͯաখධ

Ձ͞ΕɺߴϕΫγϣϯΛఏࣔͨ͠߹ʹϕΫ

γϣϯʹ༠ಋ͞ΕͯաେධՁ͕͖ͨىͷͱΈΒ

ΕΔɻ͜ΕΒͷ݁Ռɺʮମײ෩ϕΫγϣϯ

ܹʹΑͬͯଅਐɺ੍͞ΕΔʯͱ͍͏ຊڀݚͷԾ

આΛ͢ࢧΔͷͰ͋ͬͨɻ

·ͨɺϕΫγϣϯʹΑΔମײ෩มԽʹͱͳ

͍ɺʮϕΫγϣϯʹΑͬͯମײ෩͕͍ͱ͡ײΒ

Εͨ߹ʹମײԹԼ͢Δʯͱ͍͏ୈ̎ͷ

ԾઆΛཱ͕ͯͨɺ͜ͷԾઆҰ෦ࢧతͳ݁Ռ͕

ಘΒΕͨɻऑ෩ఏࣔʹӨ͕ڹΈΒΕͳ͔ͬͨ

ͷͷɺڧ෩ఏࣔʹߴϕΫγϣϯө૾Λఏࣔ

͢ΔͱମײԹ͕Լͨ͠ɻ·ͨɺڧʹٯ෩ఏࣔ

ʹϕΫγϣϯө૾Λఏࣔ͢ΔͱମײԹ͕

্͕Δͱ͍͏݁ՌಘΒΕͨɻऑ෩ఏࣔͰޮ

Ռ͕ݟΒΕͳ͔ͬͨͷɺఏࣔ͞Εͨ෩ܹͷ෩

͕͍ͨΊʹɺ෩͕աେධՁ͞ΕͯମײԹ

ʹӨٴ͕ڹͿʹेͰͳ͔ͬͨͱ͑ߟΒΕ

ΔɻҰํɺڧ෩ఏࣔʹ͓͍ͯɺϕΫγϣϯ

ఏࣔମײ෩͕աখධՁ͞Εɺମײ෩ʹԠ

ͯ͡ମײԹ͕૬ରతʹ૿Ճ͢Δํʹิਖ਼͞Ε

ͨͷͱ͑ߟΒΕΔɻڧ෩ఏ͔ࣔͭߴϕΫγϣ

ϯఏࣔͷ߹ମײ෩ͷ૿ՃʹΑΔิਖ਼͕ੜ

͡ɺΑΓମײԹ͕͘ධՁ͞Εͨ͜ͱ͕ࣔࠦ͞

ΕΔɻ

3. ݁
ຊڀݚͰϕΫγϣϯఏࣔʹΑΔମײ෩ͱମ

Ռ͔Βɺϕ݁ݧɻ࣮ͨ͠౼ݕΛڹԹͷӨײ

Ϋγϣϯө૾ͷͱ෩ܹͷ෩ͱͷؒͰͷෆ

Ұக͕͋Δ߹ʹɺ෩͔ܹΒड͚Δମײ෩

ମײԹ͕ϕΫγϣϯө૾ʹ༠ಋ͞Εͯิਖ਼͞Ε

Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ͜͏ͨ݁͠Ռɺ෩Թײ

ͱ͍͏ෆՄࢹతͳ֮ײใ͕ϕΫγϣϯͱ͍͏ࢹ

֮ใʹΑͬͯΊΒΕΔ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻຊ

ͰϕΫγϣϯఏࣔʹΑΔ෩ͷաେධՁɺڀݚ

ԹײͷաখධՁΛ༧ଌ͍͕ͯͨ͠ɺ࣮ݧͷ݁ՌͰ

෩ͷաখධՁɺԹײͷաେධՁͱ͍͏݁Ռ

ಘΒΕͨɻମײԹͷաେධՁʹ͍ͭͯຊڀݚ

ͷԾઆͱ͍ͯͯ͛͠ڍͳ͔͕ͬͨɺ֮ࢹใʹ

ΑͬͯԹΛޡݟ͘ߴΔͱ͍͏݁ՌԹڥԼ

ͷ׆ಈͳͲͰͷମԹѲͳͲɺ࣮ݱͷ໘Ͱͷ

҆શ໘ʹର͢Δࣔࠦ͋Ζ͏ɻ

ͨͩ͠ɺࠓճͷݕ౼ʹ͍ͭͯɺ·ͩະݕ౼ͷ

ଆ໘ଟ͍ɻࠓճඃऀݧͷ҆શ໘࣮ࢪ࣮ݧ
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1. はじめに 
 私たちが普段運動をする時，運動の結果は視覚と

固有受容覚により知覚される．固有受容覚は姿勢や

身体位置の感覚を求心性に伝え，特に暗闇の中で自

らの身体位置を知覚する．また，固有受容覚は運動

の熟達に伴い正確性が向上することから，運動の熟

達との関連も示唆されている(Lin, Lien, Wang, & 

Tsauo, 2006)．  

 固有受容覚は筋紡錘や関節受容器などいくつかの

受容器の情報が中枢神経で統合された複合感覚で，

知覚の正確性には様々な要因が影響する．例えば，

固有受容覚により記憶された空間上の参照点への到

達運動では，参照点が身体の中心線から遠くなるに

つれて運動の誤差が大きくなり，さらにその誤差は

加齢によって増大することが示されている（Schaap, 

Gonzales, Janssen, & Brown, 2015）． 

 求心性の感覚神経線維が障害された場合，視覚遮

断下での誤差の修正や空間における運動の位置表現

が障害され，身体が空間上のどこに位置し，どこで

運動しているかを知覚することが困難になる

（Nougier et al., 1996）．一方，健常成人ではこのよう

な空間上の身体位置の知覚がどの程度正確か，また，

身体から近い，あるいは離れた場所でどのように変

化するかについてはほとんど知られていない．その

ため，今回は到達運動の参照点が前方・側方，同側・

鏡像に移った場合の位置誤差の計測をし，その際に

誤差評価がどのように変化するかを検討した． 

 また，運動の得意な者，不得意な者，あるいは自

信のある者，自信のない者で位置誤差や誤差評価に

違いがみられるかどうかを検討するために，実験参

加者に運動有能感尺度（伊藤，1986），個人志向性・

社会志向性 PN 尺度（伊藤，1995），特性的自己効

力感尺度（成田 et al., 1995），自己受容測定尺度（沢

崎，1993），運動経験年数の５つの回答をさせ，質

問紙の解答と位置誤差，誤差評価，誤差評価と位置

誤差の差分との相関を検討した．  
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2. 実験手順 
 本研究では，右利きの成人 14 名（男性 11 名，女

性 3 名; 平均 22.09±2.31 歳）が参加した．身体位

置の計測には5台の赤外線カメラで構成される三次

元動作解析装置（Qualysis, Sweden）を使用し，右手

指先，左手指先，胸骨の３点にマーカーを貼付し，

３点の位置座標を計測した．指先のマーカーは，示

指と中指をテープで固定した指先に貼付した．  

 実験課題は，4 条件（同側前方，同側側方，鏡像

前方，鏡像側方）で，すべて視覚遮断下で行った．

まず，参加者はそれぞれの条件で到達運動を行い，

その最終地点を各条件の参照点とした．同側条件の

場合，実験参加者は参照点を決定する到達運動を左

手で行い，その後の７試行では，参照点に対して到

達運動も左手で行った．鏡像条件の場合，実験参加

者は参照点を決定する到達運動を右手で行い，その

後の 7試行では，正中線を挟んで参照点と鏡像にな

る位置に対して到達運動を左手で行い，最終位置で

3 秒間静止することが求められた．また，実験参加

者は各試行後に直前の到達運動の静止地点と参照点

との誤差について空間上の直線距離を回答するよう

教示された． 

3. 計測方法 
 計測した３点の位置座標データは 100Hz で計測

し，平滑化を行った（Butterworth filter, cut off 

frequency 8Hz）．参照点と到達運動最終地点との距

離は以下の式で算出した. 

 

 dx, dy, dz はそれぞれ x, y, z 方向の参照点と最終

地点の誤差である．参照点，到達運動の最終地点の

位置座標は，運動を行う上肢の運動速度が 0±2SD

以下の時点での位置座標を平均した (Adamovich, 

Berkinblit, Fookson, & Pozner, 1999)． 

 
4. 結果 

位置誤差と誤差評価についての解析 

解析ではまず，参照点と到達地点との直線距離を位

置誤差とし,同側前方，同側側方，鏡像前方，鏡像側

方の各条件で比較した（Figure2）. その結果, 位置

誤差は前方に比べ側方への到達運動課題の際に大き

くなり(F(1,13) = 17.7, p<0.01) , 鏡像条件では同側

での到達運動課題に比べ有意に大きいことが明らか

となった(F(1,13) = 6.1, p<0.05). 誤差評価は前方

に比べ側方への到達運動の際に大きくなったが

(F(1,13) = 4.94, p<0.05)，同側条件と鏡像条件では

有意な差はみられなかった.  

 位置誤差と誤差評価の差は，位置誤差と同じ 

く前方条件に比べ側方条件で差が大きく(F(1,13) = 

17.99, p<0.01)，同側条件に比べ鏡像条件で差が大

きいことが明らかとなった(F(1,13) = 5.33, p<0.05)． 
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心理尺度との相関分析 

 到達運動課題を実施した実験参加者に，運動有能

感尺度（伊藤，1986），個人志向性・社会志向性 PN

尺度（伊藤，1995），特性的自己効力感尺度（成田 et 

al., 1995），自己受容測定尺度（沢崎，1993）の５

つの質問紙と，運動経験年数の聴取を行った．個人

志向性・社会志向性 PN 尺度の下位項目４項目と，

他の心理尺度，運動経験年数の９項目を独立変数と

し，到達運動課題を従属変数としてステップワイズ

方式の重回帰分析を行った．到達運動課題は，４条

件（前方同側，前方鏡像，側方同側，側方鏡像）の

位置誤差，誤差評価，誤差評価と位置誤差の差分に

ついて解析を行った． 

 解析の結果，位置誤差については前方条件で同

側・鏡像条件ともに心理尺度との相関はみられなか

った．側方・同側条件では運動有能感尺度，自己受

容測定尺度，個人志向性・社会志向性 PN 尺度の個

人志向性 N 尺度の３つの心理尺度と正の相関

（Table１）がみられ，側方・同側条件ではこれら

の心理尺度の得点が高いほど位置誤差が大きくなる

傾向が示された． 側方・鏡像条件では運動有能感と

正の相関（Table２）がみられ，側方・鏡像条件で

は運動有能感の得点が高いほど位置誤差が大きくな

る傾向が示された． 一方，誤差評価はいずれの質問

紙とも相関がみられなかった．  

  誤差評価と位置誤差との差分では，側方・同側条

件で個人志向性 N 尺度と負の相関（Table３）がみ

られ，個人志向性 N尺度の得点が高いものほど自ら

の位置誤差を実際より少なく評価する傾向が示され

た．一方，側方・鏡像条件においては運動有能感尺

度・特性的自己効力感尺度と負の相関，個人志向性

P 尺度と正の相関がみられ，運動有能感尺度，自己

効力感尺度の得点が高いものほど自らの位置誤差を

実際よりも少なく評価し，個人志向性 P尺度の得点

が高いものほど自らの位置誤差を実際よりも大きく
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評価する傾向が示された（Table４）.  

 

５．考察  
 到達運動課題の結果から，位置誤差は前方条件よ

りも側方条件，同側条件よりも鏡像条件で大きくな

ることが示された．一方，誤差評価は前方条件と側

方条件の間では変化せず，より誤差の大きい条件で

は実験参加者の想定以上の位置誤差が生じることが

示された.  

 到達運動の位置誤差と心理尺度の回帰分析の結果

から，運動有能感尺度と自己受容尺度，個人志向性

N尺度の得点が高い者ほど，側方・同側条件での到

達運動の正確性が低下することが示された．運動有

能感が高い者は自らの身体能力を高く評価し，運動

のモチベーションを維持できるとされるが，身体能

力への高い自己評価とは対照的に，運動有能感が高

いほど側方・同側への到達運動の正確性は低下する

ことが示唆された．また，自己受容測定尺度におけ

る自己受容感の高さは一般的に対人面において肯定

的に捉えられることが多いが，側方・同側への到達

運動では自己受容感の高さが運動の正確さを低下さ

せる可能性が示唆された．個人志向性 N尺度は個人

の否定的側面における志向性を示し，この項目の点

数の高いものは非適応的な自己表現によって, 周囲

との齟齬を生み出す傾向があるとされるが，側方・

同側条件の到達運動では自己表現において非適応的

な傾向が高いものほど運動の正確性が低下すること

が示唆された．一方，側方・鏡像条件では運動有能

感尺度のみと正の相関がみられ，運動有能感が高い

者ほど側方・鏡像への運動の正確性が低下すること

が示された．一方，誤差評価はいずれの質問紙とも

相関がみられず，個人の心理過程と位置誤差の関係

が主観のみによって変化するものではないことが示

された． 

 また，位置誤差，誤差評価の差分と心理尺度の回

帰分析の結果では，側方・同側条件において個人志

向性 N 尺度と負の相関がみられ，個人志向性 N 尺

度の得点が高い場合実験参加者は実際の誤差よりも

誤差を少なく見積もることが示された．一方，側方・

鏡像条件で運動有能感尺度・自己効力感尺度と負の

相関，個人志向性 P尺度と正の相関がみられた．こ

の結果から，運動有能感尺度・自己効力感尺度の点

数が高い者ほど，想定よりも大きな位置誤差が生じ

ていることが示された．また，個人志向性P尺度は，

得点が高いほどより適応的な形の自己表現をなす傾

向があると言われており（伊藤，1995），この尺度

の点数が高い者ほど，位置誤差を実際の誤差と同等

か，実際よりも多く見積もることが示された． 

 同側条件と鏡像条件間で相関の違いがみられた原
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因として，参照点と同側の位置誤差は非適応的な自

己表現の傾向など個人内の心理特性と関係する一方，

参照点と鏡像の位置誤差は運動有能感や，自己効力

感など他者との関係の中で形成される心理特性と関

係している可能性が考えられる．例えば嬉しさや悲

しさなど個人の心理過程と密接に関係するジェスチ

ャーの多くは片手で行うが，運動有能感や自己効力

感，適応的な自己表現は幼少期からスポーツや遊び

など，様々な活動を通して他人との関わりの中で形

成されるものであり，その多くは両手を使用する動

作である．このような動作の持つ心理的な特性が同

側条件と鏡像条件の違いに影響している可能性があ

る． 

 

6. 結論 
 本研究では運動空間によって位置誤差が変化す
る一方，誤差評価は変化せず，位置誤差が大きい条

件では実験参加者の想定以上の位置誤差が生じるこ

とが明らかとなった．  

 また，心理尺度との相関から，同側への到達運動

は鏡像への到達運動に比べ，より個人の内的な心理

的側面との関わりがあることが示唆された．一方，

鏡像への到達運動は同側への到達運動に比べ，より

他人との関わりの中で形成される心理特性との関わ

りがあることが示唆された． 今後これらの違いは利

き手，非利き手の違いや左右間の感覚運動転移によ

るものかについて検討が必要である． 
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刺激画像が示唆するパワーと発揮握力との関係	 
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1.	 はじめに	 

	 	 刺激−反応適合性研究に関しては空間次元につ

いて検討したものが多いが（ e.g., Simon & 
Berbaum, 1990），少数ながら刺激の物理的強度
と反応強度（「強い」あるいは「弱い」キー押し）

との間の刺激—反応適合性，すなわち，大きい，明

るいなど物理強度が大きい刺激に対し強い反応が

適 合 し て い る こ と が 報 告 さ れ て い る

（Romaiguère et al., 1993）。我々はさらに，刺激
の単純な物理的性質だけでなく，より抽象化され

た概念的レベルでの刺激情報が反応出力システム

と共有されていることが示唆するデータを報告し

た（永井・山田・河原，2013 年日本心理学会）。
また，抽象化レベルでの情報共有は運動出力間で

も生じること，すなわち，大きな声を出している

ときには，小さな声を出しているときよりも，描

画される円の大きさが大きくなることも報告して

いる（永井・山田・河原，2014年日本認知心理学
会）。したがって，刺激の物理量に関する情報，運

動の強さ/大きさに関する情報は，知覚と運動との
区別なく，抽象レベルで（例，大-小，強-弱）共
通に表現され，相互に影響を与えるものと考えら

れる。 
	 	 そこで本研究ではさらなる検討として，刺激が

示唆するパワーと発揮される握力という刺激-運
動反応間での適合性について調べた。レスラーの

画像と乳幼児の画像を実験参加者に提示し，刺激

が示唆するパワーが大きいレスラー画像の場合に

発揮握力がより大きくなるものと予測された。 

 

2.	 方法	 
	 実験参加者	 大学生 15 名が実験に参加した。	 

	 実験装置	 実験参加者から200	 cm離れたスクリ

ーン（265	 cm	 x	 149	 cm）に，MacBook	 Pro によっ

て制御された液晶プロジェクタによって視覚刺激

を提示した。握力測定のため，デジタル握力計を

用いた。	 

	 刺激および手続き	 実験参加者は事前に，利き

手および非利き手での最大筋力を計測し，その

50	 %の値を目標とした。実験参加者が目標値に近

い数値を出力できるように練習を行った後，実験

を開始した。	 

	 各試行では，黒の背景に，緑の点が 3 回点滅し

た後，乳幼児画像，レスラー画像，あるいはブラ

ンク画面が提示された。実験参加者は人物画像が

提示されたときに，事前に練習を行った 50	 %目標

値で握力計を握ることを求められた。各ブロック

は 4 試行から成り，乳幼児画像 1 試行，レスラー

画像 1 試行，ブランク 2 試行が含まれた。また，

ブロック内では計測する手（利き手，非利き手）

は固定された。実験参加者は，利き手，非利き手

でそれぞれ 2ブロックずつ，計 4ブロック，16 試

行行った。	 

 

3.	 結果	 
	 利き手，非利き手に分けて，乳幼児画像ある

いはレスラー画像が提示されたときの発揮握力

を 50%目標値との差（= ( (測定された握力値– 
50%目標値) / 50%目標値 )を算出した（図 1）。
利き手，非利き手いずれにおいてもレスラー画

像に対し乳幼児画像よりも発揮握力が大きくな

っているが，この傾向は非利き手においてのみ

統計的に有意であった（非利き手，t (14) = 2.51, 
p < .05 ; 利き手，t (14) = 1.08, p = .30）。 
 
4.	 考察	 
	 実験の結果から，刺激が示唆するパワーが発

揮される筋力の強弱に関連することが示された。 
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図１.各手における乳幼児およびレスラー画像に

対する発揮握力および標準誤差	 

 
 
今回では 50 %筋力を発揮するように実験参加
者に求めた。利き手では随意的な筋力のコント

ロールが正確なため刺激が示唆するパワーの影

響を受けにくく，非利き手では相対的にコント

ロールが不正確であるために刺激の影響を受け

たものと推察される。本実験で得られた「提示

する刺激の質によって，発揮筋力が変化する」

という知見から，視覚刺激を有効活用すること

によって麻痺四肢の筋力アップ等に役立つもの

と考えられる。 
	 今後は，筋力を発揮する部位や提示する刺激

を変更することを予定している。例えば，「豆」，

「船」のような単語刺激を提示し，刺激の物理

的パワーではなく，単語が示唆する抽象的・概

念的意味によって発揮筋力が変化するか等を調

べる予定である。 
 

5．参考文献	 
Simon, J. & Berbaum, K. (1990). Effect of 

conflicting cues on information processing: 
The Stroop effect vs. the Simon effect. Acta 
Psychologica, 73, 159-170. 

 
Romaiguere, P., Hasbroucq, T., Possamai, C.-A., 

& Seal, J. (1993). Intensity to force 
translation: A new effect of 
stimulus—response compatibility revealed 
by analysis of response time and 

electromyographic activity of a prime mover. 
Cognitive Brain Research, 1, 197-201. 
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戦略的文脈における無意識的模倣の影響 
Automatic imitation in a strategic context 

 
井藤 寛志 

Hiroshi Ito 

愛知大学 
Faculty of Letters, Aichi University 
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Abstract 
We examined the effect of automatic imitation in a strategic 

context within an East Asian culture (i.e., Japan) by using the 
rock-paper-scissors game; the task of strategic players was to 
avoid imitating their opponents. Participants (N = 27) were 
instructed to play the rock-paper-scissors game with the aim 
of achieving as many “wins” as possible, while either one or 
both players were blindfolded. Results revealed that sighted 
participants did not unconsciously imitate the gestures of 
blindfolded participants. Previous findings from Western 
populations on the effect of automatic imitation were not 
replicated within the current East Asian sample. 
 
Keywords ― Automatic imitation, rock-paper-scissors 
game, mirror neuron system 
 

1. 序論 

	 	 近年、他者とのより良い共感的なコミュニケーショ

ンを行うための根幹には、相手の非言語的な行動（細

かい身体運動）への同調が重要な機能の１つを担って

いることが明らかになってきている。身体運動（以下、

単に運動と呼ぶ）への同調は、他者の行動を観察する

と、同時に自分に類似した行動が起こるという意味で

行動的共感と呼ばれる。行動的共感を生み出す心的過

程とそれを支える脳神経基盤の仮説が、ミラーニュー

ロン・システム（mirror neuron system）と「心の理
論（theory of mind）」の研究から提案されている。近
年、これら 2種類の認知システムが他者への共感を実
現する相補的なシステムを構成するとして注目されて

いる[1]。 
	 	 しかし、相手の運動に同調するか否かがどのように

決定されるのか、また、運動への同調がどのように共

感に結びつくのかというメカニズムは十分に明らかに

されていない。そこで本研究では、運動への同調を引

き起こす心的過程の特徴について，無意識的な模倣

（automatic imitation）に注目した。 
	 	 本研究では，意識的に他者の運動を真似する（模倣）

課題ではなく、2者間で思わず無意識的に運動への同
調（模倣）が生じるとされるジャンケン[2]を課題とし
て用い、そのメカニズムを検討した。Cook et al. [2]は，

実験参加者 2名が対面してジャンケンを行い、対戦相
手の身振りを無意識的に模倣する行動が起こることを

報告した。彼らの実験では目隠しの有無が操作された。

両者が目隠しをしてジャンケンを行えば、偶然「あい

こ」になる確率は約 33％になると予測される。これに
対して、一方の参加者が目隠しをして、もう一方の参

加者のみが対戦相手の身振りを見ることができる条件

では、目隠し無しの実験参加者は無意識的に相手の身

振りを模倣してしまい「あいこ」になる確率は両者が

目隠しをしている条件のそれよりも高くなった。しか

しながら，Aczel et al. [3]は，Cook et al. [2]の追試を
行い，無意識的な模倣は生じなかったと報告しており，

ジャンケンのような戦略的な文脈においても無意識的

な模倣が生じるか否かは議論がある。 
	 	 そこで本研究では，Cook et al. [2]のジャンケン課題
を用いて同様の実験を行い，日本人において先行研究

で示された無意識的な模倣が生じるか否かを検討した。

意識的に何らかの判断を下す場面には，他者に対する

同調傾向が，欧米人のみならず [4]，日本人を対象とし
て社会的同調を調べた研究においても報告されている 
[5]。 
 
2. 方法 

	 実験参加者: 矯正あるいは裸眼視力が正常な大学生
27名（男性 10名，女性 17名）が個別に実験に参加し
た。平均年齢は 20.4歳（±0.7）であった。 
	 実験計画: 本実験では 1 要因被験者内計画を用いた。
要因はジャンケン課題中における目隠しの有無であり，

一方の実験参加者のみが目隠しをする条件（目隠し無

し：blind-sighted）と両方の実験参加者が目隠しをす
る条件（目隠し有り：blind-blind）の 2水準を設けた。 
	 装置: 実験参加者が出した身振り（手の運動）の同
期を分析するために，課題遂行中の実験参加者の身振

りをハイスピード撮影が可能なデジタルビデオカメラ

（FDR-AX100, SONY社製）によって記録した。サン
プリングレートは 120 fpsであった。 
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	 手続き: 実験は 3名 1組で実施され，実験参加者は
各組へランダムに割り当てられた。女性のみの組が 2
組，女性 2名と男性 1名の組が 5組，女性 1名と男性
2名の組が 1組，男性のみの組が 1組，合計 9組で実
験を実施した。実験参加者はお互いに授業や学内で顔

を合わせたことはあるが，友人同士ではなかった。 
	 実験参加者の課題は，2 名ずつ対面でジャンケンを
行うことであった。対戦中は 2 名の実験参加者がジャ
ンケンを行い，残りの 1名の実験参加者が審判を務め，
ジャンケンの身振りの種類（グー，チョキ，パー）と

勝敗をスコアーシートにコンピュータで記録した。審

判の存在は後出しのような戦略を防ぐためでもあった。

1組あたり 9回の対戦があり，各対戦では 20試行のジ
ャンケンを行った。各対戦では，一方の実験参加者が

目隠しをしているか，あるいは，両方の実験参加者が

目隠しをしていた。Figure 1は各条件の実験場面を示
す。 
 
（A）blind-sighted condition 
 
 
 
 
 
 
 
 
（B）blind-blind condition 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.	 Experimental settings 
  
	 1 試行は以下のとおりであった。ジャンケンの身振
りを出す前に，実験参加者は椅子に座りお互いに対面

し，体の前のテーブルに握り拳を置いた。握り拳はグ

ーと区別するために，少し手の力を緩め指が少し開い

た自然な状態であった。次に，審判の合図に従ってジ

ャンケンを行った。審判は目隠しをした実験参加者が

対戦相手を見ることができないこと，実験参加者が各

対戦において必ず対面していることを確認した。そし

て，審判は目隠しをした実験参加者に相手の出した身

振りを知らせ，各対戦の勝敗を声に出して宣言した。

実験参加者は，2 試行からなる練習試行を行った後，
本試行に参加した。各対戦における条件の実施順序は，

blind-sighted条件を交互に行った後に，blind-blind条
件を実施する順に固定された。各条件を実施した後に

対戦相手を交代した。 
	 実験参加者の勝利への動機付けを高めるために，実

験参加への謝礼（2000円）に加えて，ある対戦者との
60 試行のジャンケンで勝利数が多い実験参加者に対
して勝利ボーナス（500 円）を与えた。この手続きは
実験参加者が意図的に引き分けを狙うことがないよう

に，引き分けと負けの場合にはボーナスは与えられな

かった。 
 
3. 結果と考察 

	 まず各条件において，実験参加者が示した 3種類の
身振りの出現頻度をカウントし，条件ごとに平均出現

頻度を算出した。Table 2は各条件における身振りの平
均出現頻度を示す。 
 
Table 1. Distribution of the three gestures for the 
blind-sighted games, the blind-blind games and 
collapsed across all manipulations (%). 
 
 
 
 
 
 
	 目隠しの有無が 3 種類の身振りのいずれかを選択す
る割合に影響するか否かを検討するために，目隠しの

有無（2）と身振りの種類（3）を要因とする 2要因被
験者内の分散分析を実施した。その結果，いずれの主

効果（目隠し: F (1, 26) = 0.25, p = .62; 身振り: F (2, 
52) = 0.35, p = .71），および交互作用も有意ではなかっ
た（F (2, 52) = 0.61, p = .55）。このことは目隠しの有
無に関わらず，3 種類の身振りの平均出現頻度に差が
無いことを示す。つまり，実験参加者はいずれの対戦

条件においても 3 種類の身振りを偏りなく出していた
と考えらえる。 
	 次に，実験参加者ごとに各条件の勝利数と引き分け

rock paper scissors

blind-sighted 31.4 33.9 34.6
blind-blind 33.0 33.8 33.3
overall 32.2 33.8 34.0
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数をカウントし，条件ごとに平均の勝率と引分率を算

出した。Table 2は各条件の平均勝率と平均引分率を示
す。 
	 無意識的な模倣が生じているか否かを検討するため

に，目隠し無し条件における引分率と目隠し有り条件

の引分率に対して 1 要因の分散分析を実施した。その
結果，目隠しの有無の主効果は有意傾向であった（F (1, 
26) = 3.56, .05 < p < .10）。このことは目隠し無し条件
における引分率（34.2%）が目隠し有り条件における
それ（30.9%）よりも有意に高い傾向にあることを示
す。本研究の結果は，目隠し無し条件の引分率（36.3%）
が目隠し有り条件のそれ（33.3%）よりも高いことを
示したCook et al. [2]の結果と一致する傾向にある。 
 
Table 2. Summary of the outcomes observed across 
the 27 participants. 
 
 
 
 
 
 
 
	 だだし，先行研究との相違点は，本研究では目隠し

有り条件の引分率が相対的に低くなっている可能性が

あることである。ジャンケン課題の場合，偶然に引分

になる確率は 33.3%であると考えると，本研究の目隠
し有り条件では，引分が少なくなっているという解釈

が成り立つ。 
	 そこで，目隠し無し条件において対戦相手に対する

無意識的な模倣が生じているか否かをより詳細に検討

するために，ハイスピードカメラで撮影した引分時の

運動の同期を分析した。具体的には，まず各試行にお

いて，目隠しをした実験参加者と目隠しをしていない

実験参加者のそれぞれの身振りが同定可能な最初のフ

レームを反応の開始点（オンセット）として取り出し

た。次に，目隠し無しの実験参加者のオンセットから

目隠し有りの実験参加者のオンセットを引いて，身振

りの時間的なズレを算出した。もし，対戦相手の身振

りが見えている目隠し無しの実験参加者が，相手の身

振りを見た後にその身振りを模倣するのであれば，時

間的なズレはポジティブ（+）な値を示すと予測されれ
た。 
	 Figure 2は全引分試行（370試行）における身振り

の時間的なズレの分布を示す。ズレの頻度のピークは

-25msから 25msの間であり，平均の時間的なズレは
-16.0ms（±81.4ms）であった。また，時間的なズレ
がネガティブ（-）な値を示した試行は214回（57.8%），
0を示した試行は 7回（1.9%），そしてポジティブな値
を示した試行は 149 回（40.3%）であった。時間的な
ズレがポジティブな値を示した試行は約 40％存在し
ていた。しかしながら，Cook et al. [1]が指摘している
無意識的な模倣に必要な最小限の時間である 200ms
を超える試行は 5回のみであった。 
	 これらの結果は，目隠し無しの実験参加者が相手の

身振りを無意識的に模倣したために引分の頻度が高く

なったという解釈を支持しないと考えられる。つまり，

目隠しが無い条件において対戦相手に対する無意識的

な模倣は生じているとは結論づけられなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Distributions of asynchronies observed for the 
27participants to analysis. 
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Abstract
In this study, we investigated the relationship be-

tween color focality and short-term memory (STM)

performance for colors in the case of the Japanese

language, firstly aiming to evaluate the universality

of the focality effect of language-specific basic color

terms (LSBCTs). Noticing that the LSBCTs in the

Japanese language and the universal basic color terms

(UBCTs) are similar in focal color location, we also

employed our experiment data to approach the de-

bates on the focality effect of UBCTs. Our experi-

ment found no correlation between color focality and

STM performance for colors, but detected a strong

correlation between color discriminability and STM

performance for colors, suggesting that STM perfor-

mance for colors was mainly determined by color dis-

criminability. Considered together with the results of

some previous studies, our experiment results implied

the possibility that the strength of the focality effect

of LSBCTs may differ greatly across languages, and

that there lacks enough evidence supporting the exis-

tence of the focality effect of UBCTs.

Keywords — color, category, Japanese, focal-

ity, short-term memory, discriminability, basic

color term

1. Research Background and Objec-

tive
The research history on the relationship between

linguistic color categorization and color perception be-

gan with Brent Berlin and Paul Kay[1]’s study. Berlin

and Kay investigated 98 languages and found that

the basic color terms in any language are restricted in

the eleven terms white, black, red, green, yellow, blue,

brown, purple, pink, orange and grey. To explore the

cause of this phenomenon, Eleanor Rosch Heider[2]

conducted a series of psychological experiments and

put forward the hypothesis (called ”Rosch’s hypoth-

esis” for short in this paper) that the special status

of these eleven color terms are derived from the uni-

versal perceptual saliency of their focal colors. One of

her experiments delved into the relationship between

focality of colors and humans’ short-term (STM) per-

formance for colors. The focality of a color means the

goodness of the color as a representative of the cate-

gory it belonged to. In this experiment, Rosch used a

simplified version of the color array used by Berlin and

Kay[1], and selected from it 24 color chips as experi-

mental stimuli of which eight were of the highest focal-

ity for each of the eight basic color terms red, green,

yellow, blue, brown, purple, pink, orange (i.e. focal

colors), eight of intermediate focality (i.e. internom-

inal colors) and eight of low focality (i.e. boundary

colors). Each of the stimuli was tested on two groups

of subjects, one speaking English and the other Dani.

In each trial, the subject was instructed to watch the

color chip for five seconds and search for it in the color

array after a 30-second interval. The results showed

that for both subject groups, the focal colors were

better recognized than the non-focal colors, namely

the internominal and the boundary colors. Consider-

ing that the Dani language has only two basic color

terms white and black, this result implies, in Rosch’s

view, that in any language the focal colors of the basic

color terms are more perceptually salient, and hence

tend to be better recognized through STM than other

colors, no matter whether the lexicon of the language

actually includes all these color terms or not.
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In this paper, we name the correlation between

color focality and STM performance for colors as ”fo-

cality effect”. We call this effect ”focality effect of

universal basic color terms (UBCTs)” if the calcula-

tion of color focality is based on the universal basic

color terms, which are what we get if we, as Rosch did,

average language-specific basic color terms (LSBCTs)

across languages. And, we call this effect ”focality ef-

fect of LSBCTs” if the calculation of color focality is

based on the LSBCTs of a specific language. Because

Rosch used the UBCTs to determine the focality of

her test colors, the focality effect reported in her study

was the focality effect of UBCTs.

Debi Roberson et al.(2005)[3]’s study marks a turn-

ing point. Although using Rosch’s experiment de-

sign, they failed to find the same effect on a group

of Himba-speaking subjects. When they noticed that

some of the internominal colors for UBCTs were

within the focal color range for the LSBCTs of the

Himba language, they compared the colors that were

focal only in English, those focal in both languages,

and those focal only in Himba, in terms of STM per-

formance. The results showed that while there was

no difference in STM performance between the colors

that were focal only in Himba and those focal in both

languages, the colors that were focal only in Himba

were better recognized than those focal only in En-

glish. A re-analysis of a data set collected from a

group of Berinmo-speaking subjects using the same

method obtained a similar result. In view of the

absence of the focality effect of UBCTs in Himba,

and the discovery of the focality effect of LSBCTs in

Himba and Berinmo, Roberson et al. argue that what

is universal is the focality effect of LSBCTs, rather

than the focality effect of UBCTs as proposed by

Rosch, thus casting doubt on the validity of Rosch’s

hypothesis.

In our study, we try to further evaluate the univer-

sality of the focality effect of LSBCTs through a psy-

chological experiment to see whether this effect can be

detected in the Japanese language. And, owing to the

similarity between the LSBCTs of the Japanese lan-

guage and the UBCTs in coverage distribution, which

we discovered during the process of data analysis, we

also employ our experiment data to probe into the

existence of the focality effect of UBCTs.

2. Experiment Settings
Thirteen subjects (six males and seven females,

ages: 32.69 ʶ 12.78, native Japanese speakers, no

art experience) participated in our experiment. All

of them passed the Ishihara Color Vision Test (38

plates, International Edition), thus being considered

as normal in color vision.

Fig. 1 The experiment procedure.

The whole experiment, which was conducted in

Japanese, had two sessions (procedure shown in Fig-

ure 1). The first session, which had a similar proce-

dure as Rosch’s experiment, aimed to test the sub-

jects’ STM performance for colors. It consisted of 33

trials. In each trial, a color chip, mounted on the

white surface of a cardboard (5.0 cm*5.0 cm), was

presented to the subject for five seconds and then re-

trieved by the experimenter. After a 30-second inter-

val, the subject was asked to find the color in a color

array, which was mounted on the white surface of a

cardboard (58.5 cm*28.5 cm), by writing on an answer

sheet the index of the color chip that he/she thought

was the right answer. There was no conversation be-

tween the experimenter and the subject during the

interval. The color array was the one developed by

Rosch, which had the layout shown in Figure 2. The

colors tested in this session (called ”test colors” in the

following) are those within the bold-line-surrounded

area in Figure 2. When an answer sheet was com-

pleted, the experimenter retrieved it to prevent the

subject from referring to the previous answers in the

following trials. Each test color was tested at least

once to each subject, and for each subject the order

of color-testing was randomly determined. For each

subject there were three repeated trials, which were

intended to prevent the subject from using the strat-

egy of excluding the already tested colors. Before the

formal experiment started, a two-trial training using

a different set of test colors was carried out. All the

color chips were picked from Munsell Book of Color

(Glossy Edition), like those in the aforementioned pre-
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Fig. 2 The layout of the color array.

vious studies.

The second session is targeted to elicit the cover-

ages of the six color categories corresponding to the

six basic color terms Akairo (Red), Pinkuiro (Pink),

kiiro (Yellow), Orenjiiro (Orange), Chairo (Brown)

and Murasakiiro (Purple)[4], and to obtain the focal-

ity of each test color using a modified version of Berlin

and Kay[1]’s method. Firstly, the subjects were re-

quired to write on six answer sheets, one for each

basic color term, all the colors which they thought

could be named by each of the color terms. When a

subject completed an answer sheet, the experimenter

retrieved the answer sheet before giving him/her the

next one to prevent the interference of past answers.

The six answer sheets were provided to each subject

in a random order. Then, the subjects were asked

to write on an answer sheet the indexes of the colors

that they thought were the best examples of each of

the six basic color terms. For each basic color term,

reporting more than one colors was allowed, but the

subjects were instructed to narrow down their choices

as they could. The introduction of the second session

was made after the end of the first session, so during

the first session the subjects did not know that this

experiment was about color categories or color terms.

The experiment was performed indoors with fluo-

rescent lighting (type: National FHF 32EX-N-H; day-

light color; color temperature: 5000K), which was

close to the CIE D50 standard illuminant. The ex-

perimenter and the subject sat opposite at a table on

which the stimuli were presented. The distance be-

tween the stimuli and the subject’s eyes was fixed at

50 cm. A cardboard separating the two persons was

set on the middle of the table, making the subject

unable to see the experimenter’s face when observing

the stimuli, waiting at the time interval, or filling the

answer sheets.

3. Data Analysis for Investigating the

Focality Effect of LSBCTs

3.1 Coverages of Basic Color Terms

and Quantification of Focality

Using the data obtained from the second session

of our experiment, we specified the coverages of the

color categories corresponding to the six basic color

terms, and defined the focality of the test colors in a

quantitative way.

First, we introduce Red Index, Pink Index, Yellow

Index, Orange Index, Brown Index or Purple Index,

which measure how often a color has been named us-

ing each of the basic color terms. The Red Index of a

color is defined as the percentage of the subjects who

named the color as red, and the other five indexes are

similarly defined. Then, we define the Overall Index

(OI) of a color as the largest of the six indexes of the

color. Figure 3 shows the distribution of the non-zero

OIs and the partition of the six color categories. We

classify a color into the color category Red if its OI is

its Red Index, or the color category Pink if its OI is

its Pink Index, and so forth.

Fig. 3 The distribution of the Overall Indexes of the

test colors (colors within the area covered by thin

diagonal stripes) and other relevant colors, and the

partition of the six basic color categories Red, Pink,

Yellow, Orange, Brown and Purple. Color depth cor-

responds to the magnitudes of Overall Indexes.

Because the colors having the largest OIs and the

colors most frequently selected as the best examples

(shown in Figure 4) overlapped greatly in location,

we think that the OI of a color probably represents

the goodness of the color as a typical example of its

category. Thus, we quantitatively define the focality

score (FS) of a color as its OI value.
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Fig. 4 The colors most frequently selected as the best

examples of the color terms Red, Pink, Yellow, Or-

ange, Brown and Purple.

3.2 Relationships Between STM Per-

formance and Focality

We adopt memory accuracy score (MAS) and error

distance score (EDS) as two measures of STM per-

formance, like Rosch’s and Roberson et al.(2005)’s

studies. Because the variable FS is continuous in

our study, rather than categorical as in Rosch’s and

Roberson et al.(2005)’s studies, we think it is best

to deem the variables MAS and EDS as continuous.

Thus, we define the MAS of a test color as the per-

centage of the trials where the subjects correctly rec-

ognized the color. And we define the EDS of a test

color as the mean of the color differences between the

test color and the colors mistaken for the test color

in the incorrect recognition trials. Color difference

is defined as Euclidean distance in the CIE L*a*b*

color space throughout this study. So, before cal-

culating color distances, we transformed the Munsell

coordinates of the relevant colors into firstly the CIE

xyY coordinates (using the O.S.A.-developed conver-

sion tables[5]), then the XYZ coordinates, and finally

the L*a*b* coordinates.

To look into whether STM performance for col-

ors correlates with color focality in the Japanese lan-

guage, we calculated the Person’s correlation coeffi-

cient between the FSs and the MASs of the test col-

ors, as well as that between the FSs and the EDSs

of these colors. No statistically significant correlation

was found (FS and MAS: Pearson’s correlation coeffi-

cient = 0.174, P = 0.356, scatter plot shown in Figure

5; FS and EDS: Pearson’s correlation coefficient = -

0.009, P = 0.964, scatter plot shown in Figure 6). It

means that, contrary to what Roberson et al.(2005)’s

study implies, we failed to find a focality effect of LS-

BCTs in the Japanese language.

Fig. 5 The relationship between the focality scores

and the memory accuracy scores of the test colors.

Fig. 6 The relationship between the focality scores

and the error distance scores of the test colors.

4. Data Analysis for Investigating the

Focality Effect of UBCTs

4.1 Overlapping of the LSBCTs and

the UBCTs in the Japanese Lan-

guage

During data analysis, we noticed that on the color

array the locations of the colors that have the highest

FSs for the the LSBCTs of the Japanese language are

nearly the same as the locations of the focal colors for

the UBCTs1, which suggests a large overlapping of

these two sets of color terms in coverage distribution.

We then considered that even if the focality effect of

LSBCTs does not exist in the Japaese language, if

the focality effect of UBCTs exists in this language,

we should still have been able to detect the correla-

tion between color focality and the STM performance

1To see the locations of the focal colors of the UBCTs in
Rosch’s color array, please refer to Rosch’s paper ”Universals
in color naming and memory”[2].
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for colors. Not founding this correlation in our ex-

periment indicates that the focality effect of UBCTs

does not exist in the Japanese language, which runs

counter to what Rosch’s study suggests.

In order to figure out the cause of the discrep-

ancy between the result of our experiment and that

of Rosch’s, we searched the literature and found two

studies, one by John Lucy and Richard Shweder[6]

and another by Debi Roberson et al.(2000)[7], both

of which opposed Rosch’s proposition. Lucy and

Shweder raised the concern that because the discrim-

inability of Rosch’s focal colors was higher than that

of the non-focal ones in her color array, it was pos-

sible that what actually determined the STM perfor-

mance for her test colors was not their focality, but

their discriminability. Here, discriminability of a color

means how easily we can discriminate a color from its

surrounding colors in the color array. Through dis-

carding some color chips and then randomly shifting

the locations of the remaining color chips, Lucy and

Shweder changed the color chips which were adjacent

to the test colors, and thereby the discriminability

of the test colors. Using this new array, they could

not detect the focality effect of UBCTs on a group

of English-speaking subjects, despite using the same

experimental paradigm as Rosch’s study. Roberson

et al.(2000)’s study, through a successful replication

of Lucy and Shweder’s experiment results on a group

of English-speaking subjects and a group of Berinmo-

speaking subjects, supports the idea that it is the dis-

criminability of Rosch’s test colors that plays the chief

role in determining the STM performance for the col-

ors. In Roberson et al.(2000)’s first experiment, which

used Rosch’s color array, they obtained a similar re-

sult as Rosch’s experiment especially in the case of

English-speaking subjects. But, when they changed

the array configuration to Lucy and Shweder’s design

and ran the experiment again, they detected the fo-

cality effect of UBCTs in neither subject group.

To see whether the discriminability of the test

colors, as Lucy and Shweder’s and Roberson et

al.(2000)’s studies suggest, acts as the determining

factor for the STM performance for the colors in

our experiment, we firstly defined the discriminabil-

ity scores of our test colors, and then investigated the

relationships between discriminability score and the

Fig. 7 The correlation between the discriminability

scores and the memory accuracy scores of the test

colors (Pearson’s correlation coefficient = 0.545, P =

0.0018).

two indicators of STM performance, namely MAS and

EDS.

4.2 Relationship Between STM Per-

formance and Discriminability

We defined the discriminability score (DS) of a color

as the average of the color differences between this

color and its eight adjacent colors.

The DSs of the test colors have a standard devi-

ation of 4.61, which is a relatively large quantity as

compared to the mean (22.437), and relatively large

statistically significant correlations are found between

the DSs and MASs of the test colors (Pearson’s cor-

relation coefficient = 0.545, P = 0.0018, scatter plot

shown in Figure 7) and between their DSs and EDSs

(Pearson’s correlation coefficient = 0.626, P = 0.0002,

scatter plot shown in Figure 8). These results confirm

the heterogeneity in discriminability over the color ar-

ray and suggest the great impact of the discriminabil-

ity of the test colors on the STM performance for these

colors.

5. Discussion

5.1 Implication to the Focality Effect

of LSBCTs

Our experiment did not find the focality effect of

LSBCTs in the Japanese language, thus casting doubt

on the universality of this effect which was proposed
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Fig. 8 The correlation between the discriminability

scores and the error distance scores of the test col-

ors (Pearson’s correlation coefficient = 0.626, P =

0.0002).

by Roberson et al.(2005). In their study, they de-

tected this effect in both the Himba-speaking subject

group and the Berinmo-speaking subject group. Be-

cause both of the two languages differ from each other

and from English in focality distribution2, it is reason-

able to rule out the discriminability of the test colors

as the cause of their superiority in STM performance.

On the other hand, like the Japanese language, the

LSBCTs of the English language are also similar to

the UBCTs in focal color location over Rosch’s color

array[3][7], which suggests that the coverages of these

two sets of color terms overlap greatly. Hence, Lucy

and Shweder’s and Roberson et al.(2000)’s experiment

results, which were originally used to disconfirm the

existence of the focality effect of UBCTs, can also

be taken as counter-evidence to the existence of the

focality effect of LSBCTs in the English language.

Considering these experiment results as a whole, we

speculate that the focality effect of LSBCTs exists in

some languages (e.g. Himba and Berinmo), but not

other languages (e.g. Japanese and English), perhaps

due to the differences in living environment between

the people speaking the former languages and the peo-

ple speaking the latter languages.

2Both the Himba language and the Berinmo language have
five LSBCTs[3][7].

5.2 Implication to the Focality Effect

of UBCTs

In Rosch’s study, the same test colors and color ar-

ray are presented to both the English-speaking sub-

jects and the Dani-speaking subjects. As mentioned

in Section 4.1, Lucy and Shweder’s and Roberson et

al.(2000)’s studies found that in Rosch’s set of test col-

ors the focal colors are more discriminable than the

non-focal ones in average over the color array, and

when this discriminability advantage of the focal col-

ors is eliminated, there is no correlation between the

focality of the colors and the STM performance for

the colors. These results, as the researchers of the two

studies argue, imply that the superiority of the focal

colors in STM performance observed in Rosch’s exper-

iment actually resulted from the higher discriminabil-

ity of the focal colors, rather than their higher degrees

of focality as contended by Rosch. In other words,

what seems to be the ”focality effect” in Rosch’s ex-

periment is probably a ”discriminability effect”.

By calculating the DSs of Rosch’s test colors us-

ing our definition and calculation method described

in Section 4.2, which were based on strict modern

colorimetry, we affirmed the higher discriminability

of the focal colors as compared to the non-focal col-

ors (the DSs of the focal colors: mean = 26.17, SD

= 9.52; the DSs of the internominal colors: mean =

22.31, SD = 8.43; the DSs of the boundary colors:

mean = 21.30, SD = 7.03). And, because the fo-

cality of the test colors used in our experiment does

not correlate with their discriminability (FS and DS:

Pearson’s correlation coefficient = 0.125, P = 0.509),

we are able to investigate respectively the two rela-

tionships, one between the focality of the colors and

the STM performance for them, and another between

their discriminability and the STM performance for

them. Our experiment results indicate that the fo-

cality effect of UBCTs does not exist in the Japanese

language, thus objecting to the universality or even

the existence of this effect, and support the decisive

role of color discriminability in determining the STM

performance for colors. Obviously, these results tally

well with the conclusions of Lucy and Shweder’s and

Roberson et al.(2000)’s studies.
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6. Summary and Future Works
In this study, we conducted a psychological exper-

iment to see whether the focality effect of LSBCTs

exists in the Japanese language. Although this exper-

iment is originally intended to evaluate the universal-

ity of the focality effect of LSBCTs, due to the great

possibility that the LSBCTs of the Japanese language

coincide with the UBCTs in focality distribution, our

experiment data can also be employed to approach

the focality effect of UBCTs. Our experiment found

no correlation between the focality of the test colors

and the STM performance for them, but detected a

strong correlation between the discriminability of the

colors and the STM performance for them.

Considered together with the results of Roberson et

al.(2005)’s study as well as Lucy and Shweder’s and

Roberson et al.(2000)’s studies, our experiment re-

sults suggest that the strength of the focality effect of

LSBCTs may vary greatly across languages. And, re-

garding the focality effect of UBCTs, like the studies

by Lucy and Shweder and by Roberson et al.(2000),

our experiment data argue against the universality

or even the existence of this effect, and support the

hypothesis that what appeared to be the ”focality ef-

fect” in Rosch’s study was in fact a ”discriminability

effect”.

To see how robust our experiment results are, we

plan to recruit more subjects and use test colors differ-

ent from this time in our future studies. In addition,

a closer scrutiny of Figure 5 makes us feel that there

seems to be a weak tendency that STM performance

improves as focality gets closer to its two extremes.

Although this U-shaped relationship has not reached

statistical significance, we think that in future studies

it is important to consider the possibility of nonlinear

relationships between color focality and STM perfor-

mance for colors.

Of course, to eventually resolve the long-term de-

bates on the existence, robustness or universality of ei-

ther the focality effect of LSBCTs or the focality effect

of UBCTs, much more studies investigating different

languages and using different experimental methods

are needed3. One thing to note is that, to prevent

3There is a study by Linda Garro[8] whose results conflict
with Lucy and Shweder’s and Roberson et al.(2000)’s for the
reasons still unclear to us, and it is difficult for us to explain why
the discriminability advantage of the focal colors did not lead

the factor of color discriminability from disturbing the

analysis of the relationship between color focality and

STM performance for colors, researchers should avoid

using test colors whose focality correlate with their

discriminability.
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Abstract 
 How an image of clothing brand is going to change 
on a long-term basis, what factors constitute brand 
image in the case of clothing brand in the first place, 
and how such factors will explain long-term change 
were investigated.  Results show that misattribution 
occurred, even though "famousness" of existing clothing 
brand is gradually reduced year by year.  Results also 
indicate that the image of clothing brand consists of 
"high-class sense", "uniqueness", and "novelty".  The 
difference among existing clothing brand, and, learned 
or not learned fictional brand was thought to be the 
difference in degree of "novelty".  A clothing brand are 
going to be felt less fresh as time goes by, so that 
famousness of it will diminish.  Nevertheless, 
misattribution to the learned fictional brand will still 
remain large, because a word sound itself of the 
fictional brand comes to be felt new. 

Keywords － memory misattribution, implicit 
memory brand, brand image 

 20代前半の女性はファッションに敏感で，彼女らの

好みは他の購買層と比べとりわけ多種多様である。実

際，彼女らをターゲットとした既製服には，多くのブ

ランドが存在し彼女らが個々のブランドに対して抱く

イメージも多様である。一般に，ブランドのイメージ

は，製品に関するイメージ，メーカーに対するイメー

ジ，言葉そのものに対するイメージが合わさったもの

である。このことは服飾ブランドにもあてはまる。製

品に関するイメージ，メーカーに対するイメージ，言

葉のイメージは時間的に互いに異なる変化の仕方をす

ると考えられる。言葉のイメージは時間がたつにつれ

聞きなれてきて新鮮さがなくなるが，製品やメーカー

に対するイメージはその製品が良く使われている限り

さほど変わらないと考えられる。また，製品やメーカ

ーに対するイメージは，経済状況の変化によって変容

するが，言葉のイメージはさほど変化しないであろう。

本研究では，次の二つの仮説を検証することにした。

まず，ブランドイメージが潜在記憶であることを確認

する。潜在記憶であるとすれば，記憶の誤帰属現象を

引き起こす。この仮説を実験1で確認する。次に，ブ

ランドイメージの潜在記憶は，製品とメーカーに対す

るイメージと言葉そのものに対するイメージ，など，

性質の異なる部分からなっている。それぞれが長期的

な時間経過とともに異なる変化の仕方をする。このこ

とを実験 2で明らかにする。 

 本研究では，服飾ブランドに関する同じ実験（実験

1および実験2）を 2001年，2008年（リーマンショッ

ク発生直後），2013年の3回にわたって行い，結果の

違いを分析した。 

 実験1では，実在する20代の女性向け既製服ブラン

ドと，これらに似せた架空のブランドを使い，架空の

ブランドに対し，記憶の誤帰属課題（Jacoby, Woloshyn, 

& Kelley, 1989）を行い，記憶の誤帰属が生じることを

確認する。さらに，2001年時，2008年時，2013年時の

すべてで誤帰属が生じているかどうか，生じていると

すれば大きさはどのように変化するかを調べる。 

 実験2では，実験1で呈示したブランドに対する印

象評定を行いブランドイメージが長期的にどのように

質的に変わるかを調べた。既存の有名ブランドそのも
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のは，2001年当時に有名であったものを選んでいるた

め，既存の有名ブランドそのものに対するイメージも，

また，有名ブランドから架空ブランドに（誤）帰属さ

れるイメージも，2001年時，2008年時，2013年時で少

しずつ変わる。まず全体で因子分析を行い，服飾ブラ

ンドのイメージを構成する因子を抽出し，各因子が

2001年，2008年，2013年でどのように変わるかを調べ

る。 

実験1 

方法 実験参加者 大学生の女子 100名であった。 

 材料 実在する20代の女性向け既製服のブランド

をできるだけ多く集め，きわめて有名（CHANELのよ

うな）ではないが，ある程度有名なブランドを20個選

んだ。選択は学生2名と著者が行い，3名のうち2名

が有名と判断したものを採った。 

 洋服に詳しい女子学生2名が実在しない架空のブラ

ンドのリストを作成し，その中から実在するブランド

と雰囲気は似ているが綴りの似ていないものを20個選

んだ。 

 手続き 参加者は暗幕で仕切られた実験スペースに

連れて来られ，コンピュータの前に座らせられる。実

験は学習段階とテスト段階の2回に分けて行われる。 

 学習段階において，架空のブランド 10個が一つずつ

ランダムな順番で提示されるたびに，参加者はそれを

声に出しできるだけ早く読み，読み終えると同時に画

面上の「終了」の表示をクリックするよう言われる。

ブランドの下には，タイマーが表示されており，ブラ

ントが提示され読み終わるまでの経過時間が分かるよ

うになっている。 

 学習段階の課題を行った直後，3日後，一週間後の

いずれかにテスト段階の課題が行われる。参加者は，

40個のブランドがランダムな順番で一つずつ提示され

るたびに，提示されたブランドが有名か無名かを判断

しなければならない。40個のブランドのうち，10個は

学習段階で提示された架空のブランド，10個は初めて

提示の架空のブランド，残り20個は実在する有名ブラ

ンドであった。学習段階の直後にテスト段階の課題を

行う場合にのみ，有名/無名判断と同時に，実験者によ

って乱数が読み上げられ，偶数が三つ連続したら「は

い」と口頭で答えるよう求められた。 

 実験計画 実験実施年度（2001年，2008年，2013

年），二つの実験段階の間の時間間隔（直後，3 日後，

一週間後）を参加者間要因，ブランドの種類（テスト

段階で新たに加えられた「学習していない」架空ブラ

ンド，学習段階で提示された「学習した」架空ブラン

ド，実在する有名ブランド）を参加者内要因とした。

また，実験参加者，ブランドをランダム要因とした。 

結果 ブランドの種類の主効果が有意であった（F(2, 

37) = 24.56. p < .0001）。参加者は，有名ブランド（.57）

を学習した架空ブランド（.34）よりも有意に有名と判

断した（t(37）= 3.88, p < .0001)。さらに，学習した架空

ブランドを学習していない架空ブランド（.17）よりも

有意に有名と判断した（t(37) = 2.56, p < .05）。学習した

架空ブランドと学習していない架空ブランドのとの間

に有意差が認められたことから，記憶の誤帰属が生じ

ている可能性が示唆される。実験段階の間の時間間隔，

および実験実施年度の主効果は有意ではなかった（順

に，F(2, 94) = .66, p > .52；F(2, 94) = .01, p > .90）。 

  ブランドの種類と実験実施年度との交互作用が有意で

あった（F(4, 3572) = 48.25. p < .0001）。3つの実験実施年

度，2001年，2008年，2013年のいずれにおいても，ブ

ランドの種類の単純主効果が認められた（2001年，F(2, 

37) = 24.56. p < .0001；2008年，F(2, 37) = 24.56. p < .0001；

2013年，F(2, 37) = 24.56. p < .0001）。Figure 1に，ブラン

ドを有名と判断した割合を，「ブランドの種類」およ

び「実験実施年度」ごとに示す。2001年，2008年，

2013年のいずれの実験実施年度においても，学習した

架空ブランドは学習していない架空ブランドよりも有

意に有名と判断した割合が大きくなっている（2001 年，

t(44) = 2.30, p < .02；2008年，t(63) = 2.29, p < .02；2013年，
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t(48) = 2.48, p < .01）。にもかかわらず，有名ブランドを

有名と判断した割合は年を追うごとに小さくなってお

り，2001年は2008年，2013年よりも有意に高かった

（順に，t(160) = 5.22, p < .0001；t(119) = 7.03, p < .0001）。有

名ブランドと学習した架空ブランドとの間に有意差が

認められたのは，2001年度のみ（t(44) = 7.90, p < .0001）

であった。2008年度には有意な傾向（t(67) = 1.89, p < .06）

は認められたが，2013年度には有意性は認められなか

った（t(48) = 1.13, p > .25）。2001年度に比べ，2008年度，

2013年度には，実在する有名ブランドを有名と判断し

た割合，すなわちブランドイメージそのものが小さく

なっているが，記憶の誤帰属そのものは 2001年度だけ

ではなく，2008年度，2013年度にも生じていることが

分かる。 

 ブランドの種類と「実験段階の間の時間間隔」との

間の交互作用，実験実施年度と実験段階の間の時間間

隔との間の交互作用，ブランドの種類と実験段階の間

の時間間隔と実験実施年度との間の交互作用はいずれ

も有意ではなかった（順に，F(4, 3557) = 1.87. p > .011；

F(4, 93) = .06. p > .99；F(8, 3557) = 1.23. p > .027）。 

 

実験2 

方法 実験参加者 実験1と同じ大学生の女子100名

であった。 

 材料 実験1で用いた「学習していない」架空ブラ

ンド，「学習した」架空ブランド，実在する有名ブラ

ンドに対するイメージがどのように変化したかを調べ

るために 10対の形容語尺度「子供っぽい-大人っぽ

い」，「高級な-低級な」，「上品な-下品な」，「洗

練された-やぼったい」，「派手な-地味な」，「大胆

な-繊細な」，「華麗な-質素な」，「個性的な-平凡

な」，「斬新な-時代遅れな」，「魅力的な-魅力のな

い」が用意された。 

 手続き 参加者は実験 1のテスト段階終了後，引き

続きコンピュータの前に座らせられる。画面には，

「学習していない」架空ブランド 10個，「学習した」

架空ブランド 10個，有名ブランド 10個の中のいずれ

か一つが提示されている。ブランドは必ず実験1で提

示されている。ブランドの下には 10対の形容語尺度が

並び,尺度の順序と向きはランダムにされている。参加

者はそれぞれのブランドの印象を形容語尺度上で評定

しなければならない。制限時間は課されない。 

結果 

 探索的因子分析を行った。反復主因子法（共通性の

初期値は SMC），スクリープロット基準，斜交回転

（プロマックス回転）を使い，3 因子を抽出し，それ

ぞれ高級感，個性，新しさと命名した。累積寄与率

44.8％であった。結果をTable 1に示す。 

 

探索的因子分析の結果を使って検証的因子分析を行っ

た。結果をFigure 2に示す。AGFI = .972，CFI = .976，

RMSEA = .047となり，適合度は良好であった。パス係

数はすべて.1％水準で有意であった。 
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Figure 1. ブランドランドイメージの誤帰属の時間的な変化

2001年

2008年

2013年

高級感 個性 新しさ

子供っぽい-大人っぽい -.68 -.04 .10
高級な-低級な .62 .08 .09
上品な-下品な .62 -.21 .11

洗練された-やぼったい .42 -.01 .38
派手な-地味な .05 .77 -.02
大胆な-繊細な -.25 .54 .00
華麗な-質素な .33 .52 .00
個性的な-平凡な -.03 .50 .26

斬新な-時代遅れな -.02 .17 .59
魅力的な-魅力のない .17 -.01 .55

寄与率(%) 18.24 17.65 8.93

Table 1

探索的因子分析の結果．
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 次に，検証的因子分析の結果を使って，実験実施年

度別に分けた平均構造を含む多母集団の同時分析を行

い，各因子の因子平均を実験実施年度別に算出した。

結果をFigure 3(a)，(b)，(c)に示す。識別性を確保するた

め，2001 年度の有名ブランドの「高級感」，「個性」，

および「新しさ」の因子平均を0と置いた。 

 因子平均の間の一対比較を行ったところ，2001年度

には，学習していない架空ブランドの「高級感」

（.173，Figure 3(a)を参照）は有名ブランドより（.00）

も有意に高かった（z = 2.63, p < .01）。また，2001年度

Figure 2. 検証的因子分析の結果（標準化解）
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Figure 3(a).「高級感」の時間的な変化.
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Figure 3(b).「個性」の時間的な変化.
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Figure 3(c).「新しさ」の時間的な変化.

有名ブランド

学習した架空ブランド

学習していない架空ブランド
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有名ブランド（.00）の「新しさ」は学習した架空ブラ

ンドの「新しさ」（-.367，Figure 3(c)を参照）および，

学習していない有名ブランド（-.553）よりも有意に高

くなった（順に，z = 4.17,  p < .01；z = 5.86，p < .0001）。

2001年度の比較の中で，これ以外に有意差は認められ

たものはなかった。 

 2008年度の一対比較では，有意差の認められたもの

はなかった。 

 2013年度の一対比較では，2008年度の「新しさ」と

似たパターンが認められた。すなわち，有名ブランド

の「新しさ」（.00）は，学習した架空ブランドの「新

しさ」（-.194，Figure 3(c)を参照）および学習していな

い架空ブランドの「新しさ」（-.553）よりも有意に高

くなった（順に，z = 2.46,  p < .01；z = 3.25，p < .01）。

2013年度の比較の中で，これ以外に有意差は認められ

たものはなかった。 

 2001年度と2013年度に，学習した架空ブランドは学

習していない架空ブランドよりも「新しさ」が数字の

上では大きくなった。誤帰属によって，架空ブランド

に付与されるブランドイメージの属性は「新しさ」と

関係があるのかもしれない。 

 そこで，実験 1の有名性（有名と判断した割合）の

結果に，実験 2の因子がどの程度影響しているかを調

べた。Figure 5のモデルを構成した。図の中の「有名性」

に誤差を設定すると不適解となったため誤差はモデル

に含めなかった。Table 2 に結果を示す。2001，2008，

2013年度すべてにおいて「新しさ」因子から有名性へ

のパスが有意であった。 

 パス係数間の一対比較を行ったところ，2001，2008，

2013年度すべてにおいて，有名ブランドと学習した架

空ブランドは，ともに学習していない架空ブランドよ

りも有意にパス係数が大きかった。「新しさ」因子が，

有名ブランドと学習した架空ブランドには影響してい

るが，学習していない架空ブランドには影響していな

いことが分かる。このことからも誤帰属によって付与

されるブランドイメージの属性が「新しさ」と関係が

あることが示唆される。 

 

 

 

 

Figure 5. 因子から有名性へのパスを引いたモデル.

2001年度 2008年度 2013年度 2001年度 2008年度 2013年度 2001年度 2008年度 2013年度

有名ブランド -.035 * -.049 -.050 * .023 .020 .028 .433 *** .495 *** .495 ***

学習した
架空ブランド

-.046 .011 .001 -.003 .039 .027 .439 *** .486 *** .488 ***

学習していない
架空ブランド

-.015 .073 * -.004 -.036 -.014 -.004 .304 *** .387 *** .412 ***

*p < .05, **p < .01, ***p <.001.

因子から有名性への非標準化パス係数

高級感→有名性 個性→有名性 新しさ→有名性

Table 2
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 実験 1 の有名性判断に「新しさ」因子が影響して

いるとすると，有名ブランドの有名性そのものが年

度を追うごとに小さくなっている理由は容易に説明

できる。また，2001，2008，2013 年度すべてを通して，

学習した架空ブランドの有名性が学習していない架

空ブランドの有名性よりも有意に高くなっている理

由は，学習した架空ブランドがスラスラ読める印象

に，言葉の響きの新しさ，すなわち，初めて見る新

しいブランドのような印象が加わって，有名性が増

幅されたからかもしれない。 
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Abstract 
The present study examined whether the elicited verbal 

framing scaffolds the accomplishment of analogical 

reasoning in children and adults. In the experiment, 4-, 

5-years old children and adults were assigned to either of the 

following two experimental conditions. In the passively 

hearing condition, the participants were told the two 

picture-stories which were conceptually similar but used 

complementary verbs, such that the subject of the one event 

was the object of the other event. In the verbal flaming 

condition, the participants saw the same picture-stories but 

asked to explain what was going on in the picture-story by 

themselves. In both conditions, participants were then asked 

to judge whether the pair of stories had similarities, and then 

to draw an inference about the one story from the other story 

(i.e., analogical reasoning). The results showed that adults 

could find the similarities between the two stories and 

accomplished analogical reasoning, regardless of the 

experimental conditions. Children on the other hand could 

detect the similarities only in the verbal flaming condition. 

Furthermore, children’s success in analogical reasoning 

depended on the quality of verbal framing; children who 

gave the same verbs across the two stories could succeed in 

the analogical reasoning. The findings suggest that elicited 

verbal framing facilitates children’s analogical reasoning, 

when they help children to re-represent the relational 

knowledge between the two different structures. 
 
Keywords ― Analogy, Re-representation, similarity 

1. はじめに 

 未知の対象・事象に出会った時，既知の対象・事象

をもとに未知の対象・事象を理解しようとする人間の

類推能力は，発達と共にその内実が変化することが知

られている．例えば，4，5 歳の子どもは，既知の対象・

事象と未知の対象・事象との間に知覚的な類似性があ

ると類推能力が促進されやすいが，6 歳になると知覚

的な類似性がなくとも類推能力を発揮することができ

るようになる[1]．このように，抽象的な関係に着目す

る類推が年齢を追う毎に可能になる背景には，記憶容

量の増加やそれに伴う表象的脱中心化傾向等，様々な

要因の存在が考えられるが[2]，本研究では特に，事態

の抽象的性質の発見を助ける言語化の作用(e.g.,[3])が

類推の成立にどのように影響を与えるかを検討した．

具体的には視点の入れ替わりのある物語 (e.g., 「追い

かける」側が主人公の物語と「逃げる」側が主人公の

物語)を使用して，2 つの物語の類似性を判断させる課

題(類似性判断課題)，及び一方の物語の結末からもう

一方の物語の結末を推測させ，類推の成立を確認する

課題(転移課題)において，子どもが物語を言語化して

捉えることがそれぞれの課題の成績にどのような影響

を与えるのかを調査した． 

 

1.1 類推能力の発達 

 類推の成立は，異なる事態間における類似性の発見

を前提としている．つまり事態間に構造の類似性が検

出された場合に，既知の事物・事象を含むベース領域

から未知のターゲット領域への写像が可能になり，ベ

ースの要素からターゲットに転移すれば類推が成立す

る．類推の成立過程を説明する古典的理論である構造

写像理論では，ベースとターゲット間の類似性につい

て，抽象性の低いものから順に対象類似性，関係類似

性，構造類似性と， 3 つのレベルが存在することを想

定する [4]．対象類似性とは，色や形などの知覚的に

捉えられるものの類似性，関係類似性とは，2 つの対

象を結ぶ類似性，また構造類似性とは，2 つの関係を

結ぶ類似性を指す．例えば，「リンゴが木から落ちたの

で，犬はリンゴを手に入れた」という事態において，

対象に該当するものは，「リンゴ」，「木」，「犬」であり，

関係に該当するものはそれらを結ぶ「落ちた」と「手

に入れた」となる．さらに「落ちたから手に入れた」

が関係を結ぶ構造にあたる． 

類推の発達過程において，4 歳ぐらいの子どもはま

ず知覚的情報に基づく対象類似性を発見するようにな

り，6 歳ぐらいになるとより高次である関係類似性を

発見できるようになることが知られている [1, 5]．関

係類似性発見への足掛かりとしてベースとターゲット

間の対象レベルの類似性の役割は非常に大きい．実際

に 4 歳児では，ベースとターゲットの構造における対
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象間の類似性が比較し易いよう対提示すると関係類似

性の発見が促される．逆に対象レベルの知覚的類似性

がない場合には，5 歳児であっても類推の成立は難し

くなる[1]．更に，細野では，ターゲットとベースの対

象の対応付けが難しい状況では，対象間の知覚的類似

性の有無に関わらず，4，5 歳児において類推が成立し

ないことを示した[6]．この実験では，4-6 歳児を対象

に，視点の入れ替わりのある物語の対象レベルの構成

要素が知覚的類似性のある図版で構成されている場合

と，知覚的類似性のない図版を構成されている場合で，

どのように類推の成立に差があるのかを調査した．こ

こで視点の入れ替わり1のある物語とは，鬼ごっこの物

語の場合，ベースとターゲットとして対提示される物

語のうち一方は「追いかける側」の視点で描かれてい

る物語となっており，もう一方は「逃げる側」の視点

で描かれている物語となっている物語のことである．

このようなケースでは，2 つの視点から見た事態をそ

れぞれの別箇の事態として捉えるのではなく，1 つの

事態であると捉えなおす必要があるために，両者を比

較し類推が成立させることが難しくなると考えられる．

細野の実験では，このような視点の入れ替わりのある

２つの物語を子どもに聞かせたのち，ベースとターゲ

ット間に類似性を発見することができたかを問う類似

性判断課題2及び物語の結末をベースからターゲット

に転移させることができたかどうかを問う結末推測課

題を行った．その結果，比較する二つの物語が視点の

入れ替わりを含む場合，対象間の知覚的類似性の有無

にかかわらず 4 歳児の多くは類似性を発見できず，転

移が困難であった．また 5 歳児は類似性を発見できて

も，転移が成立しなかった．  

細野は，この結果について子どもは事態を再表象す

る能力が未発達なことにより，知覚的類似性があって

もそれを類推へと結びつけることができなかったと考

察した[6]．つまりベースとターゲットに視点の入れ替

わりがある場合，構造類似性の発見のためには「追い

                                                           
1本研究において，「鬼ごっこ」「かくれんぼ」など出来

事の内容は一致しているが「追いかける」，「逃げる」

等，描かれている主人公の立場が異なる物語を「視点

の入れ替わりのある物語」として扱う．[6]では「主客

の入れ替わり」と表記されていたが，関係レベルの構

成要素がベースとターゲットで異なる動詞で表現され

るため「視点の入れ替わり」として扱う． 
2
 [6]では「共通性判断課題」と表記されていたが，「似

ている/似ていない」の判断を求めるため「類似性判断

課題」として扱う． 

かける」，「逃げる」などの関係レベルの構成要素を「鬼

ごっこ」として捉えなおすといった構成要素の再表象

が必要とされるが[7]，このことは 4，5 歳の子どもに

は非常に難しいことであると考えられる． 

 

1.2 事態の再表象における言語化の役割  

本研究では，この類推における再表象を促す可能性

があるものとして，言語化の効果に着目する．言語は

認知主体の事態の捉え方を外化することにより，事態

に対するメタ認知を促進することが様々な分野で報告

されている．例えば白水では，学習場面における言語

の使用は，知識の構造化を促し，より転移が生じやす

くなるとの議論を展開している[8]．スキルサイエンス

の分野においても，身体的な行動を言語化することで，

着目すべき事象や概念が焦点化されるという報告があ

る[9]．さらに子どもの抽象的属性の推論に関する研究

においても，言語的なラベルによって知覚的な類似性

から，より抽象的な属性へと着目できるようになるこ

とが示されている[3]． 

このように事象・対象の言語化は，子どもが事態を

再表象することを助ける可能性がある．そこで本研究

では，事態の言語化が子どもの類推の成立に影響を与

えるのか否かを検討する．具体的には，[6]では難しい

とされた，視点の入れ替わりを含む二つの物語の関係

類似性を捉える課題において，4，5 歳児が自発的に事

態の言語化を行うことが類推の成立を助けるかどうか

を検討する．また，単に言語化するということだけで

はなく，どのように言語化したかというその内容が類

推にどのような影響を与えたのかも合わせて検討した， 

 

1.3．本研究の概要 

 本研究は，従来 4，5 歳児には関係類似性の発見が難

しいとされてきた視点の入れ替わりのある物語を使用

して，事態を言語化して捉えることが類推の成立にど

のような影響を与えるのかを検討した． 

実験 1 では，まず大人を対象に，[6]では検討されて

いなかった視点の入れ替わりのある物語に対する類似

性判断の有無，類推の成立について検討する．更に，

物語を言語化することによる類推への影響の有無を合

わせて検討する．実験 2 では， 4，5 歳児を対象に，

大人と同じく自発的に事態を言語化することが類推に

どのような影響を与えるのかを検討する．事態の言語

化がベースとターゲットの構造比較を促進するならば，

両者の間に類似性を発見しやすく，またその結果とし
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て転移の成立も起こりやすいことが予想される． 

2. 実験１ 

2.1 方法 

2.1.1 調査参加者 

神奈川県内の女子大学生 1～4 年生読み手条件に 21

名，聞き手条件に 20 名，41 名が参加した．平均年齢

は 20.78 歳，SD＝1.26， 2016 年 10 月及び 2016 年 2

月に学生の調査が行われた． 

2.1.2 刺激 

調査にあたり，[6]で使用された材料をもとに本課題

用物語，ディストラクタ用物語，練習用物語，結末カ

ードを A6 サイズのケント紙(以下図版)を使用して作

製した．各物語は 2 枚の図版で 1 つの物語となるよう

に構成された．本課題用物語と，ディストラクタ用物

語は，1つの物語に対して結末カードを2枚作製した．

各物語を 2 つの物語で 1 ペアとした． 

 本課題用物語の各ペアは，知覚的類似性(登場人物の

向き・形・色の類似)があり，視点の入れ替わりのある

物語となるように作製された．物語の内容は計 4 つで

あり，各内容について 2 つ作製した(鬼ごっこ×2，貸

し借り×2，かくれんぼ×2，お誕生日会×2)．「鬼ごっ

こ」の図版の例を図 1 に示す． 

 ディストラクタ用物語は，すべての課題が知覚的類

似性を持ち，視点の入れ替わりがある物語であると，

回答に偏りがでることを防ぐために作製された．知覚

的類似性がなく，視点の入れ替わりもない物語となる

ように 4 ペア作製された．本調査の手続きを理解する

ために 2 つの練習用物語を作製した．以上の物語図版

計 100 枚が作製された． 

 全ての物語に対して物語文を作製した．物語文は 3

文構成であり，1 文目は物語の枠組みを提示するため

の文章(以下お話 1)，2 文目は各物語の物語図版の 1 枚

目に対応する文章(以下お話 2)，3 文目は各物語の物語

図版の 2 枚目に対応する文章(以下お話 3)である．本課

題用物語，及びディストラクタ用物語については，結

末カードの物語文も作製した．物語分の例を図番と合

わせて図 1 に示す． 

 

2.1.3 手続き 

参加者は，読み手条件もしくは，聞き手条件のどち

らかに参加した．どちらの条件も，練習課題 1 試行，

本課題 4 試行，ディストラクタ課題 2 試行の計 7 試行

で構成された．全試行は記録のため，IC レコーダーで

お話 2 

お話 3 

結末 

図 1 物語図版の構成例; 鬼ごっこの物語 
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の録音を行った．提示順，ベースとなる物語の視点の

入れ替わり及び，ベースとなる物語の結末カードが 2

枚の内どちらを使用するかは，全てカウンターバラン

スがとられた．両条件とも，お話 1 を提示する場合に

は，提示された全ての図版のうち，該当する人物全て

に対して指さしを行った．  

読み手条件 

まず初めに，練習課題を行った．練習課題は，参加

者に練習課題であることを説明して実施した．参加者

には，調査者が練習用物語図版2枚を全て提示し，提示

した物語のお話1を提示した．調査者が提示した図版の

1枚目から順に，物語の主人公である登場人物が何をし

ているかの回答を求めた(e.g.,「○○は，何をしている

かな？」)．この際，必ず該当する人物の指さしを行っ

た．続けて，物語文と同様の物語を参加者が読めてい

るかを確認するために，物語の登場人物名，物語のお

話の内容について質問をし，回答を求めた． 

本課題は，類似性判断課題，類似性判断理由付け課

題，結末推測課題，結末推測理由付け課題の4課題を順

に行った．物語の内容は，鬼ごっこ，貸し借り，かく

れんぼ，お誕生日会の物語を各1回ずつ使用した． 

類似性判断課題は，物語ごとに1枚目，2枚目と順に

全て提示し，初めに提示した物語のお話1を提示する．

提示後，参加者に1枚目から順に読み進めるように求め

た．1つ目の物語を読み終えたら，調査者がもう一方の

物語のお話1を提示し，同様に参加者が図版の1枚目か

ら順に読み進めるように求めた．その後に物語のペア

同士が似ているか，似ていないかを尋ね，回答を求め

た(e.g.,「今読んでくれた，この2つのお話は，似ていま

すか，似ていませんか」)． 

類似性判断理由付け課題では，類似性判断課題の回

答に対する理由を尋ね，回答を求めた(e.g.,「どうして

そう思ったのか理由も教えてください」)． 

結末推測課題では，初めに提示した物語の結末カー

ドを提示し，結末のお話を参加者が読み進めた．次に，

もう一方の物語の結末が決まっていないことを説明し，

結末カードを2枚提示し，調査者がどのような結末にな

ったのか尋ね，2枚とも参加者が結末を読み進めた．読

み終えた後に，初めに提示した物語の結末を振り返り，

どちらか一方の結末カードを選択するように求めた

(e.g.,「こっちのお話は，こうだったけど，じゃあ，こ

っちの物語の最後は，どうなると思いますか」)． 

結末推測課題理由付け課題では，結末推測課題での回

答の理由を求めた(e.g.,「どうしてこっちになるな，と

思ったのですか」)． 

ディストラクタ課題は，ディストラクタ用物語図版

を使用し，本課題と同様の課題が行われた．参加者に

は，ディストラクタ課題であることは分からない状態

で行われた． 

 読み手条件では，物語文はお話 1 のみ提示された．

参加者が物語を自ら読み進める際に，お話 2，3 の内容

の主人公及び，述部が一致するように，各物語の主人

公にあたる人物が何をしているかを質問する形式で行

われた(e.g.,「○○は，何をしているかな？」)．参加者

が主人公にあたる人物を主語にせず，お話 2，3 と述部

を一致させない場合は，再度，物語の主人公が何をし

ているかを尋ねた．それでも，物語のお話の主人公が

入れ替わってしまう際には，発話された物語の内容の

述部がどちらの行為であるかを尋ね，物語の主人公で

ないことを確認して次の図版や課題に移った． 

聞き手条件 

聞き手条件では，読み手条件の参加者が読み進める

ところを，物語文を使用し，全て調査者が読み上げた．

物語文を提示する際は，登場人物名の読み上げと同時

に，物語文に対応する図版のうち，該当する人物の指

さしを行った．それ以外の手続きは読み手条件と同様

であった． 

 

2.2 結果 

分析には，調査時の教示間違いがあった試行のデータ

は分析対象外とした．したがって，大人 41 名のデータ

を使用し分析をした．平均年齢は 20.78 歳，SD＝1.26

であった．IC レコーダーで採集した音声データのうち，

類似性判断理由付け課題，結末推測理由付け課題の発

話は，文字に書き起こされた． 

 

2.2.1 類似性判断課題及びその理由付け 

 類似性判断課題において，個人ごとに各試行に対し

「似ている」と回答した試行の割合を算出し，それを

平均したものを図 2 に示す． 
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図 2 大人の類似性判断課題における「似ている」の

回答率 

条件が類似性の判定に影響を与えているかを検討する

ために，ロジスティック混合効果モデルを採用した

[10]．被説明変数は似ている／似ていないの二値の反

応とし，説明変数として条件(読み手条件／聞き手条

件)を固定効果に，参加者及び刺激素材を変量効果とし

てモデルに投入した．効果の解釈をしやすくするため

に，説明変数に関しては正方向に「読み手条件」，負方

向に「聞き手条件」が対応するよう，中心化処理を行

った[11]．モデルの作成は統計ソフトウェア R(3.2.0)及

び lme4 パッケージ(1.1.7)を用いて行った3．結果，切片

のみが有意であった(β=1.27, SE=.62, z=2.05, p<.05)．一

方条件ごとの類似性判定傾向に有意な差は見られなか

った．このモデルにおける対数オッズのゼロは 50%の

正答率を指すため，切片が有意に正の値となっている

ことは，条件の効果がない場合においてチャンスレベ

ルを上回っていたことを示している． 

各条件間において「似ている」の回答の理由がどの

ようなレベルの構成要素であったのかを知るために得

                                                           
3
 以下の分析でも同様のソフトウェアを用い同様の説

明変数に対する中心化処理を踏まえ分析が行われた．

また二値変数の中心化処理における正負は，本稿では

以後先に記載する変数を正，後に記載する変数を負と

する．例えば年齢(4 歳児/5 歳児)であれば，4 歳児を正

方向に，5 歳児を負方向に中心化している． 

られた理由付けを「構造・関係に着目」した理由であ

ったもの，「知覚に着目」した理由であったもの，「そ

の他」の 3 つのカテゴリーに分けを行った．表 1 にカ

テゴリーわけの基準を示す． 

 

読み手条件では 88％が「構造・関係に着目」のカテ

ゴリーに属する回答であった．聞き手条件では，86％

が「構造・関係に着目」のカテゴリーに属する回答で

あった． 

 

2.2.3 結末推測課題及びその理由付け 

 結末推測課題に関して，各試行でベースの結末をタ

ーゲットに転移させている割合を算出し，その平均を

条件間で比較したものを図 3 に示す． 

 

図 3 大人の結末推測課題における転移回答率 

 

転移の有無に，条件，及び類似性判断の結果が影響を

与えるかどうかを調べるため，転移の有無(あり/なし)

を被説明変数，条件(読み手条件/聞き手条件)，類似性

判断の結果(あり/なし)，及び両者の積である交互作用

を固定効果に，参加者と刺激素材を変量効果としてロ

ジスティック混合効果モデルを作成した．結果，類似

性判断の結果が有意であった(β=1.21, SE=.42, z=2.87, 

p<.00)．以上の分析より，大人の類推の成立において

類似性判断の成功が転移の成功へと結びつくことが示

唆された． 
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結末推測課題時にベースをもとに結末カードを選択

したのかを調べるために，結末推測課題理由付けで得

られた理由を，ベースに言及しているものと，してい

ないものの 2 つのカテゴリーに分けを行った．表 2 に

カテゴリーわけの基準を示す．読み手条件では，56％

が「ベースに言及」のカテゴリーに属する回答であっ

た．聞き手条件では， 48％が「ベースに言及」のカテ

ゴリーに属する回答であった． 

実験 1 によって，大人は条件に関係なくチャンスレ

ベルより高い割合で類似性を検出することが可能であ

り，さらに類似性が検出されると転移を成功させるこ

とが示された． 

3. 実験 2 

3.1 方法 

3.1.1 調査参加者 

 横浜市内の保育園の年少～年長クラスの園児のうち，

満 4，5 歳児の計 47 名を対象に調査を行った． 4 歳児

22名5歳児25名であった．4歳児は平均月齢55ヶ月，

SD=3.62，5 歳児は平均月齢 65.9 ヶ月，SD＝3.83 であ

った．なお，4 歳児は男児 11 名，女児 11 名，5 歳児は

男児 11 名，女児 14 名であった．本調査は，2015 年 10

月に園児の調査が行われた．読み手条件には，4 歳児

11 名，5 歳児 14 名，聞き手条件には 4 歳児 11 名，5

歳児 11 名が参加した． 

 

3.1.2 刺激 

 実験 1 と同様のものを使用した． 

 

3.1.3 手続き 

 実験 1 と同様の手続きで行われた． 

 

3.2 結果 

分析には，調査時の教示間違いがあった試行のデー

タ，途中で調査参加が中断し，行われなかった試行の

データは分析対象外とした．したがって，幼児 47 名の

データを使用し分析をした．IC レコーダーで採集した

音声データのうち，類似性判断理由付け課題，結末推

測理由付け課題及び，読み手条件における物語の発話

は，文字に書き起こされた． 

 

3.2.1 類似性判断課題 

 類似性判断課題において，個人ごとに「似ている」

と回答した試行の割合を算出し，それを年齢ごとに平

均したものを図 4 に示す．  

 

図 4 4，5歳児の類似性判断課題における「似ている」

回答率 

 

読み手条件において，4歳児は79％，5歳児は78％が「似

ている」と回答した．聞き手条件において4歳児は47％，

5歳児は62％が「似ている」と回答した．年齢と条件が

類似性の判定に影響を与えているかを検討するために，

ロジスティック混合効果モデルを採用した被説明変数

は似ている／似ていない二値の反応とし，説明変数と

して年齢(4歳児／5歳児)，条件(読み手条件／聞き手条

件)，年齢と条件の交互作用を固定効果に，参加者及び

刺激素材を変量効果として指定した．結果，切片

(β=2.27, SE=.10, z=2.27, p<.05)と条件の効果(β=3.87, 

SE=.1.91, z=2.02, p<.05)が有意であった．この結果から，
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4，5歳共に聞き手条件に比べて，子どもの場合，読み

手条件の方がより「似ている」と回答しやすいことが

示された． 

 各条件間において「似ている」の回答の理由がどの

ようなレベルの構成要素であったのかを知るために得

られた理由付けを「構造・関係に着目」した理由であ

ったもの，「知覚に着目」した理由であったもの，「そ

の他」の 3 つのカテゴリーに分けを行った(表 1)．  

読み手条件において，4 歳児は 22％，5 歳児は 21％

が「構造・関係に着目」のカテゴリーに属する回答で

あった．聞き手条件において，4 歳児は，17％，5 歳児

は 32％が「構造・関係に着目」のカテゴリーに属する

回答であった．  

 

3.2.3 結末推測課題 

 結末推測課題は，被験者毎に各試行でベースの結末

をターゲットに転移させている割合を算出し，その平

均を条件間で比較したものを図 5 に示す． 

 

図 5 4，5 歳児の結末推測課題における転移回答率 

 

読み手条件において，4 歳児では 58％，5 歳児では 48％

が転移回答であった．聞き手条件において，4 歳児で

は 40％，5 歳児では 55％が転移回答であった．この転

移の回答が年齢及び条件，さらに条件に応じた類似性

判断課題の結果の影響を受けているかどうか検討する

ために，転移の有無を被説明変数(あり/なし)，年齢(4

歳児/5 歳児)，条件(読み手条件/聞き手条件)，類似性判

断の結果(あり/なし)及びそれらの総当たりの交互作用

を固定効果，参加者と刺激素材を変量効果としたロジ

スティック混合効果モデルを行った．結果として，切

片も含め有意な変数は検出されなかった． 

 結末推測課題時に子どもがベースをもとに結末カー

ドを選択したのかを調べるために，結末推測課題理由

付けで得られた理由を，ベースに言及しているものと，

していないものの 2 つのカテゴリーに分けを行った

(表 2)． 

読み手条件において，4 歳児は 13％，5 歳児は 45％が

「ベースに言及」のカテゴリーに属する回答であった．

聞き手条件において，4 歳児は，19％，5 歳児は 37％

が「ベースに言及」のカテゴリーに属する回答であっ

た．  

3.2.4 視点の入れ替わりと転移 

ここまでの結果は，子どもは自発的に事態を言語化

することにより事態間の類似性を検出しやすくなるこ

と，一方で，大人と異なり，類似性を検出しやすくな

ることが類推における転移を必ずしも促進するわけで

はないことを示唆している．但し重要な点として，本

研究における視点の入れ替わりのある物語の自発的な

言語化は，物語文を提示していないために子ども自身

が図版から想像し，それぞれの方略で言語化を行った

ものである．したがって，すべての子どもが一様に同

じ発話をしたわけではない．この言語化の仕方の違い

が転移の有無に影響を与えている可能性がある．具体

的には，言語化に際し二つの物語における視点の移動

を反映させているか/いないかに応じて，言語化により

外化される構成要素が異なり，それを利用した転移の

成立にも影響を与える可能性がある．例えば，視点の

移動を反映させている場合には，ターゲットとベース

で関係レベルの構成要素が異なる言語的なラベルがは

られ，反映させていない場合には，ターゲットとベー

スで関係レベルの構成要素に同じ言語的ラベルがはら

れていることが考えられる．このことが転移の成立に

与える影響として，次の二つの可能性が考えられる．

第一に，正しく視点の移動を言語化することの帰着と

してベースとターゲットの構造の理解が進み，再表象

が促される可能性，第二に，視点の移動を言語化する

ことが二つの事態に別のラベルを与えることにつなが

り，そのことが事態間の相違点を強調することにより

転移を妨害する可能性である． 

そこで，本研究では，読み手条件において，言語化

を行った際に視点の移動が生じていたかどうか次のよ

うな基準で分類した．物語のうち，視点の入れ替わり

のあるお話 2 にあたる図版を発話する際に，当該物語

の主人公にあたる人物・動物の行為を表す動詞がベー

スとターゲットで異なる表現を使用した場合，もしく

は，初めは物語の主人公ではなく，物語の被動作主に

あたる人物・動物の動詞を発話しているが，再度調査

者が主人公の行為を尋ねた場合に，当該物語の主人公

の行為を表す動詞が発話できた場合を視点の入れ替わ
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りがあるとして分類を行った． 

続いて視点の移動の成立が転移の成立に影響を与え

ているかどうかを確かめるべく，各年齢児において視

点の移動が成立している場合/していない場合の転移

の成功率の平均を算出した．算出したものを図 6 に示

した． 

 

図 6 4，5 歳児の視点の入れ替わりによる転移確率 

その結果，4 歳児において視点の移動が成立してい

る場合の転移の成功率は.50, 視点の移動が成立してい

ない場合の転移の成功率は.62, 5 歳児において視点の

移動が成立している場合の転移の成功率は.42, 視点の

位相が成立していない場合の転移の成立は.61 であっ

た．ここで視点の移動の成立が類推の成立を妨げる可

能性を検証すべく，ロジスティック混合効果モデルを

用いて検証した．ここでは，転移の成立を被説明変数

とし(あり/なし)，年齢(4 歳児/5 歳児)，視点の移り変わ

りの有無(あり/なし)及びそれらの交互作用を固定効果，

参加者と刺激素材を変量効果とし分析を行った．結果，

視点の移動の有無が有意傾向であった (β=--1.13, 

SE=.60, z=-1.85, p=.06).  

 実験 2 によって，子どもは読み手条件において，

聞き手条件よりも有意に類似性を検出することが示さ

れた．さらにベースとターゲット間の視点の入れ替わ

りを正しく言語化できる子どもよりも，正しく言語化

していない子どもの方が，より転移を成功させること

が示された． 

 

4. 総合考察 

 本研究は，従来難しいとされてきた４，5 歳児にお

ける視点の移動のある物語間における類推について，

自発的な言語使用がこの類推の成立をどのように助け

るかを検討した．実験 1の結果，大人は視点の入れ替

わりのある物語間において類推を行う場合，両者の物

語を似ていると判断すれば転移が起こりやすいことが

示された．但し，言語化をすることによって類似性の

判断や転移の成功が変化することは無かった．一方で，

子どもは言語化することによって，事態間の類似性を

発見しやすくなることが示された．さらにこの言語化

の内容が視点の移動を含まない場合においてのみ，転

移の成功を促す可能性が示された．  

 

4.1 自発的な言語化による類推への影響  

 本研究の結果から，4-5 歳児は物語を自ら言語化し

読み進めることにより，物語の構成要素の構造化が促

され類似性の発見を促したことが示唆される．たとえ

ば，「鬼ごっこ」の物語の場合，子どもがこれを言語化

するためには，自分で対象レベルの構成要素である「た

ろう」と「じろう」を関係レベルの構成要素である「追

いかける」もしくは「逃げる」といった動詞を使って

結び付ける必要がある．物語の構成要素を構造化して

捉えることを可能とし，類似性判断課題時に，ベース

とターゲットの比較が容易となり，「似ている」の回答

が増加したと考えられる．単にお話しの内容を聞く場

合には，調査者が物語文を読み上げるため，「たろう」

と「じろう」が関係レベルの構成要素とどのように結

びついているのかに注意を向ける必要が少なかったと

考えられる． 

しかし，子どもは大人と異なり，「似ている」と判断

を行っても，その理由は構造・関係類似性に言及され

ない．理由を尋ねられた際に構造・関係類似性への言

及が子どもにとって難しい可能性がある．したがって

子どもが「似ている」という判断の際にどの程度，各

レベルの構成要素を捉えられているかを理由付けから

推定することは難しいと考える．  

 更に転移の成立については，大人は類似性判断に成

功すれば転移が成立していたが，子どもにおいては，

その言語化の内容が転移の正答率に影響を与えるとい

う傾向が見られた．正しく視点の入れ替わりについて

言語化が行えなかった子どもの方がより，転移回答と

なりやすい傾向が示された．正しく視点の入れ替わり

を言語化することができた子どもの転移が起こらなか

った理由として，ラベル効果が考えられる．[3]は，5

歳児は言語的ラベルが類似していることによって，知

覚的類似性に着目した類似性判断ではなく，知覚的に

は捉えられないより抽象的なものの類似性に着目した

類似性判断を行うようになることを報告している．本
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研究の読み手条件は，自らが物語の関係レベルの構成

要素をラベルづけすることを求められていたと言える．

視点の入れ替わりを正しく言語化できた子どもは，ベ

ースとターゲットに異なるラベルをはり，視点の入れ

替わりを正しく言語化できなかった子どもは，ベース

とターゲットに同様のラベルをはった．たとえば，鬼

ごっこの物語の場合，視点の入れ替わりを正しく言語

化できる場合には，一方の物語には「追いかける」の

ラベルをはり，もう一方の物語には「逃げる」のラベ

ルをはる．視点の入れ替わりを正しく言語化できない

場合には，一方を「追いかける」，もう一方にも「追い

かける」のラベルをはることになる．視点の入れ替わ

りを言語化に反映していない子どもは，複数の事態に

対し同様のラベルを使用したことによって，同様の事

態であるとして，関係レベルの構成要素を再表象へと

つなげることが可能となった．一方で，視点の入れ替

わりを言語化に反映した子どもは，ベースとターゲッ

ト間の関係レベルの構成要素に異なるラベルをつけた

ことによって，ベースとターゲットを違いが強調され

てしまい，再表象が妨害され，転移へとつながらなか

ったと考える．大人の場合には，視点の入れ替わりを

正しく言語化できているが，ラベル効果が生じないこ

とから，ラベルの効果が子どもに強く働くことが考え

られる． 

 結末推測課題時の結末カードの選択理由については，

大人の「ベースに言及」のカテゴリーに属する回答が

チャンスレベルを超えていない．ベースとターゲット

を対提示しているため，ベースから何らかの影響があ

ると考えられるが，理由付けから参加者自身がベース

に言及できるという事と転移の結果との関連は．明ら

かとされなかった． 

子どもの言語使用は，本研究でも示されたように視

点の入れ替わりのような事態の言語化を適切に行えな

い場合がある．しかし，どのような形であっても言語

化は知識の構造化を促しそれは類推にも使用される．

本研究の結果は，言語の発達と類推の発達は個別の事

態ではなく，相互に関連したものである可能性を示唆

する．言語の役割は，対象・事象を切り取り，他者と

の情報伝達のため媒介物であるというだけに留まらず，

類推のような創造的な推論の源泉となる．それは [9]

で示されているような大人だけではなく，4，5歳児の

ような子どもあっても同様に起こりえると言える．  

また，子どもにおいて，言語化が類推の成立を阻む

ケースがあることは，類推における再表象という認知

的操作それ自体は子どもにとって不可能ではなく，子

どもにとってそれを阻害しうる幾つかの要因が存在し

ていることを示唆する．その一つと考えられるラベル

効果に関して言えば，そのような効果が大人よりも子

どもに現れやすい原因として，子どもが対象・事象を

理解するために，言語化を積極的に利用する志向性を

有することが考えられるかもしれない． [3]で示され

るように，ラベルを使用することによって目に見えな

い属性へと着目できるようになるが，子どもは言語化

を積極的に利用することで，外界のカテゴリー化を急

速に進めていくのである．  

 最後に今後の課題について述べる．本研究の結果か

ら見られる,子どもの結果は大人の類推の結果と比べ

るとその違いは大きい．類推の発達を捉えるために，

未就学児だけではなく，児童にも目を向ける必要があ

る．また，本研究において言語のラベル効果による再

表象の妨害が見られたが，この効果がどの程度の年齢

まで優勢に働くのかを検討する必要がある． 

 

4.3 結論 

 本研究は，類推の成立における言語化の影響を調査

した．大人は事態を言語化することの影響を受けず，

二つの事態の間に類似性を見出すことができれば，類

推を成立させることができていた．一方，幼児におい

ては事態の言語化は事態間に類似性を検出することを

促進したが，この言語化の過程において比較すべき複

数の事態に別のラベルを利用すると，転移を行うこと

が難しくなることが示された．本研究の結果から，こ

れまで 4，5 歳児には難しいとされてきた再表象である

が，言語を使用することによって，ベースとターゲッ

トの構成要素が構造化され，類推能力の発揮を促すこ

とが示された．この時，どのように言語化を行ったか

によって，再表象が可能となったり，妨害されたりす

ることが示された．  
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乳児は視線に随伴するキャラクターに自己を投影するか？ 

～行為主体感の拡張性の発達的検討 
Do infants attribute agency to gaze-contingent object?  

A developmental study of extended self-agency 
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Abstract 
When you were handling an on-screen character in a 

TV-game, you might feel the movement of character as-if an 
extended the self. Such ability can call extended self-agency. 
It is an important cognitive ability, which is fundamental for 
tool-use, self-recognition, and sympathy. However, when 
and how infants emerge such ability during development is 
unclear. To find evidences of extended self-agency, we 
prepared a gaze-contingency task. In the task, two 
geometrical objects were prepared. One object is 
controllable (self-character), other object is uncontrollable 
(other-character). We examined whether infants discriminate 
self-character from other-character and show preference to 
either object. Eleven 5-month-olds and twenty 8-month-olds 
participated in the gaze-contingency task and preference test 
(looking and reaching). The results demonstrated that 
8-month-olds shown evidences of extended self-agency. 
They controlled their eye movement in goal-directed and 
preferred self-character in the preferential reaching task. 
These results suggest that self-attribution possibly began 
from 8-month-olds. 
 
Keywords ― Infant, Gaze-contingency, sense of agency, 
extended self 
 

1. はじめに 

自らが行為をしているという感覚は行為主体感

（Sense of agency）と呼ばれる(Gallagher, 2000)．

我々の自己意識を形成する重要な認知機能の一つであ

る．たとえば，コンピュータのマウスを操作するとき

や，テレビゲームをプレイする際，我々はマウスカー

ソルやゲームのキャラクターに自然に自己を帰属して

操作を行う．このような自分以外のものに自分を投影

させる能力（拡張された行為主体感）がどのように獲

得され，組織化していくのか，その発達過程について

はまだほとんど分かっていない．行為主体感は自らの

行為に対する主観的感覚であるため，四肢の運動制御

が未成熟で言語報告ができない乳幼児では，行為主体

感を評価することが難しかったからである． 

直接的に行為主体感を扱った研究ではないが，「自ら

がある行為の所有者である」という理解が前提となっ

て出現すると考えられる行動がある．それは、目標‐

手段の理解に基づく意図的な合目的的行動である．

Piaget(1953)は乳児が生後 8 か月から 12 か月の間に、

目標達成に近づくための手段を理解し，目標に近づく

ために 2 段階以上のステップを踏んで，意図的に目標

に近づけることを示した．具体的には，自分からは手

の届かない位置に魅力的なおもちゃが置かれたとき，

届かないおもちゃに手を伸ばすのではなく，おもちゃ

の置かれた布をたぐり寄せることでおもちゃを手に入

れられるようになる，といった行動が現れる．ただし，

生後 8 か月前後に見られる手伸ばし反応は，まだまだ

未熟な点が多く，運動発達の未成熟が乳児の目標‐手

段理解の能力を覆い隠している可能性は否めない． 

我々はこれまで，運動発達の未熟さに比較的制約を

受けない視線を利用することによって，行為主体感を

評価する視線随伴課題を開発し，乳児の行為主体感の

定量的評価に取り組んできた（miyazaki, Takahashi, 

Rolf, Okada & Omori, 2014）．開発した視線随伴課題

は，被験者の目の動きと画面変化に随伴的な関係を持

たせ，非接触型のアイトラッカーを用いて被験者の視

線をリアルタイムに取得しながら，被験者が目を動か

すことで絵を削り出すという目的的な視線操作が行え

るかを評価するものであった．これまでの研究から，

絵をより多く削り出そう，という意図性にもとづく視

線操作が生後 8 カ月ころから確認できることが分かっ

てきている． 

しかし，この意図性にもとづく視線操作が，操作対

象に対する自己帰属を伴っていたのかどうか，あるい

は自己帰属までは充足しなくても，自らの運動とそれ

とは関係のない刺激をきちんと区別できていたことを

意味するのかどうかについてはまだ示されていない．

そこで我々は，すでに開発した視線随伴課題を工夫し，

視線の動きに連動して画面上のキャラクターが動いて
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イベントが引き起こされる課題を作成した（図１）．こ

の課題においては，自分の視線の動きに連動して動く

キャラクターとそうでないキャラクターの 2 種類が交

互に呈示される．呈示されているキャラクターのいず

れかが被験児の視線に随伴していることを見出し,そ

れに基づく視線の操作が求められる．すなわち，Agency

が感じられうるキャラクターを別のキャラクターから

区別する要素を含んでいる．この新たな視線随伴課題

を用いて，①乳児が合目的な視線の操作をするか，②

視線随伴性を伴うキャラクターとそうでないキャラク

ターの動きを区別し，いずれかに選好を示すか，とい

う点について検討を行った． 

 
2. 方法 

 52 名の乳児が実験に参加し，5 カ月児 17 名，8 カ月

児 20 名が最終的な分析対象となった．図１に示す通り，

自他の区別を伴って，合目的的な視線操作が期待され

る新たな視線随伴性検出課題を用いた． 

 

 
乳児は 2 種類の幾何学図形のキャラクター（自己キ

ャラ・他者キャラ）を交互に呈示される．まず，自己

キャラ条件では，乳児の視線データがリアルタイムに

利用され，乳児の注視位置にカーソル代わりのキャラ

クターが表示された．乳児が画面上のキャラクターを

視線で動かし，つぼみに触れると，音を伴って花が咲

く．そして次のつぼみが表示される．他者キャラ条件

では，自己キャラとは別のキャラクターが表示された．

他者キャラ条件では，キャラクターは別の乳児の視線

の動きを再現するプログラムによって動いたため，被

験者の乳児は他者キャラを思い通りに動かすことはで

きなかった．それぞれの条件を 30 秒ずつ，おおよそ交

互に 6 試行にわたり呈示した． 
 乳児が自分の目の動きと画面変化の視線随伴性を検

出するのであれば，花を咲かせる回数の増加といった，

合目的な視線の操作が期待される．また，自己キャラ・

他者キャラの区別を行っているのであれば，注視ある

いは手伸ばしによる選好に偏りが見られることが期待

される． 
 
3. 結果 

 まず，自己キャラ操作条件において，花を咲かせた

回数を月齢別に見ていくと，5 ヶ月児では平均 8.9 輪，

8 ヶ月児では平均 15.9 輪の花を咲かせており，5 ヶ月

児に対して 8 ヵ月児において有意に多くの花を咲かせ

た（t = 4.263, df = 35, p = 0.00015，図 2）． 
 

 

 
次に，キャラに対する選好を注視ならびに手伸ばし

反応によって検討した．注視による選好は有意な差が

見られなかったが，手伸ばし反応については，8 ヶ月

児の方が自己キャラを選択する被験児が有意に多かっ

た（Wilcoxon の順位和検定, z = 2.367, p = 0.018）． 
 

図２．自己キャラ操作条件における平均目標指向

行動出現回数（花を咲かせた回数） 

図１．新たな視線随伴性検出課題 

実験参加者は、画面上の緑（あるいは赤）色のキ

ャラクターが自分（あるいは他者）の視線に応じ

て操作できる。黄色い花のつぼみに触れると、音

が鳴って花が咲く。それぞれの条件を 30秒ずつ，

おおよそ交互に 6試行にわたり経験した。その後、

選好注視とリーチングタスクが遂行された。 
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4. 考察 

得られた結果から，①新たな視線随伴課題でも乳児

は合目的な視線の操作をすること，視線の操作は 8 ヶ

月児の方が長けていること，が示された．また，②乳

児は視線随伴性を伴うキャラクターとそうでないキャ

ラクターの動きを区別し，特に 8 ヶ月児において，自

己キャラに手伸ばし反応をするという選好を示した．  
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図３．手伸ばし対象パターンの出現割合（２試行） 
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Abstract 
We begin this paper with highlighting the importance of 

Artificially Intelligent in supporting human efforts in mining 
web resources for crime-related conversation. By 
introducing Lawrence Kohlberg’s theory of stages of moral 
development, we identify this work as preliminary research 
and a part of an ongoing research. Thirdly, we discuss our 
experiences in extracting drug- and traffic-related offences 
from the British law system and ranking them in a weighted 
model. Finally, we describe our methods to broaden system’s 
results and present sample query result on British National 
Corpus. 
 
Keywords ― Crime Detection, British Law System,  
 

1. Introduction 

	 	 Machines have been used as tools to support 
human efforts in many fields like industry, 
information gathering and processing. Recently 
highly specialized machines, such as computers and 
robots are also taking over human roles in many 
parts of these fields. The development of Internet 
resulted in new challenges, especially for law 
enforcement, such as online frauds or identity theft. 
With their computational capabilities, computers 
are able to find patterns difficult to discover for 
humans. However, social network services, blogs, 
dark web fora – all of these virtual places contain 
conversations containing potential crime references. 
Therefore, detecting them, recognizing and 
evaluating is an important endeavor.  

This paper introduces preliminary research on a 
system designed to automatically detect such 
crime-related references in text． 

 
2. Kohlbergian agent idea introduction 

	 Lawrence Kohlberg was an American psychologist and 

the author of a theory of scale of moral development [1]. 

Known as the "moral equivalent of Piaget's theory of 

cognitive development", Kohlberg's theory states that there 

are 6 consecutive and rare to regress levels of moral 

reasoning:  

� stage 1: obedience and punishment driven 
morality in which the worse	the punishment for the 
act, the more "wrong” an action is perceived to be, 

� stage 2: self-interest driven approach searching for the 
direct benefit from an action, 

� stage 3: “good” determined by social consensus 
on approval or disapproval to certain actions, 

� stage 4: law and social order driven morality that 
ensures maintenance	of a functioning society, 

� stage 5: laws and rules considered a “social contract” 
and though this approach respects individuality – the 
majority decides, 

� stage 6: universal ethical principles and abstract moral 
reasoning level. 

Using Kohlberg’s theory as a path to follow [2], this paper 
introduces stage 4-based module development.  
 
3. Crimes and penalties catalogue 

creation 

	 For this research we use Welcome to Gov.UK 
website [5]. We have decided to manually extract 
drugs- and traffic-related felonies, infractions, 
violations and / or misdemeanors from the English 
(England and Wales) law system.  

For drugs-related penalties, we were able to 
collected 60 initial entries, covering possession and 
supply and production of drugs of different classes, 
incl. cocaine and LSD, cannabis and ketamine or 
khat and anabolic steroids. Traffic-related crimes 
catalogue cover 20 entries, from some of the most 
serious, such as “causing death by dangerous 
driving”, “failing to stop after an accident,” “failing to 
report an accident”, or “driving without insurance”, 
through less socially harmful, such as “speeding” or 
“cycling on the pavement.” 

 
4. Ranking creation and penalty 

weighting 

The maximum penalties for drug possession, 
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supply (dealing) and production in the England and 
Wales’ law system depends on what type or ‘class’ 
the drug is, having them grouped A through C (plus 
additional “temporary class”) depending on how 
strong they are differing from lifetime sentence to a 
mere confiscation.  

For traffic-related offences, the penalties start 
from a plain 500 GBP fine and go all the way up to 
14 years of imprisonment. 

Second step with working with the created 
catalogue was to rank actions accordingly with these 
penalties. For the purpose of this ranking creation 
we have decided to normalize our findings: 
1. prison penalties were normalized by dividing 

each value by the maximum penalty expected; 
lifetime sentence was counted as 100 years, 

2. fines were calculated with the above manner 
but unlimited fine was determined as 10,000 
GBP, because this amount reflected its nature, 

3. driving disqualification was ranked with 1 point 
for obligatory disqualification, 0.5 point for 
discretionary and 0 for lack of disqualification 
penalty, 

4. only maximum value of the penalty points (pp) 
was taken for consideration, i.e. “3-11 pp” 
wound be ranked higher than “5-10 pp” and 
where the penalty was either 3-6 pp or a fixed 
penalty of 3 pp – the ranking would position the 
offence among other 6-pp-valued ones. 

After penalty normalization we have created a 
weighted model of the ranking, multiplying 
normalized values by 100, 7, 2 and 1 for prison, fine, 
disqualification and pp penalties respectively. This 
approach resulted in a unified ranking, making it 
possible to compare offences from not only the same 
crime group, but also – between different offence 
types. 

 
5. Weighted model result analysis 

In the final quantification (Appendix 1) – being a 
summation of the weighted values – A-class drug 
supply and production with its lifetime sentence and 
unlimited fine was the top offence in the ranking. 
Next five offences, namely causing death by 

dangerous driving, causing death by careless driving 
under the influence of drink or drugs, B-class drug 
supply and production, C-class drug supply and 
production and temporary-class drug supply and 
production shared the same score for prison (up to 
14 years) and unlimited fine penalties but the 
weighted model has put driving-related events 
higher in the ranking. Though the potential harm 
and reach for drug-reletad offences might be 
considered higher, the ranking’s basic goal is to 
assess consequences for the Actor and at current 
stage of the research it does not take social harm 
into consideration. This situation repeated itself in 
later part of the ranking, putting dangerous driving 
before C-class drug possession offence. 

  
6. Common English lexicon creation 

Our initial experiments with the law-language 
inputs within the British National Corpus has 
proven to limit the number of entries extracted, e.g. 
“failing to stop after an accident” returns only 6 
entries, while “hit and run” query results in 28 
entries being returned. “Cannabis” on the other 
hand returns 400 results but “marijuana” expands 
the list of entries by over 33%. Because of these 
findings, we have decided to expand our offence 
catalogue with WordNet [3] and ConceptNet [4] to 
find words and phrases connected with the initial 
law terminology. 

 
7. Different search methods used 

We performed our crime detection experiment 
with a keyword search with the crimes names across 
the corpus, which resulted in high precision but 
rather low recall. To enhance these results, we have 
enriched the queries and used not only the crime 
itself, but also – included details, i.e. searched not 
for “A-class drug possession” but named every drug 
in that group and did a separate search for each one 
of them, which increased the recall. After excluding 
English stop words, system’s precision was 
increased even more. Getting our list of crime 
synonyms extended with the ConceptNet and 
WordNet help, we improved the results even further. 
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Table 1 and Table 2 present sample frequency 

results for different queries performed on the British 
National Corpus: 

 
Table 1 Sample results for drug-related queries 

Query: Frequency: 
cocaine 634 
ecstasy 592 
heroin 923 
LSD 165 

magic mushroom 1 
methadone 77 

methamphetamine 1 
amphetamine 131 

cannabis 418 
ketamine 59 

 
Table 2 Sample results for traffic-related queries 

Query: Frequency: 
dangerous 

driving 
63 

careless driving 43 
inconsiderate 

driving 
1 

drink driving  
driving while 
disqualified 

1 

driving without 
insurance 

77 

speeding 1 
seat belt offence 131 

 
5. Conclusions and future work 

This paper introduced a system for crime 
recognition in text. By using a weighted model 
approach, we were able to compare actions from 
different categories in an independent manner, with 
the usage of commonly respected factors. Our 
research proved that when working with law 
documents alone one can get a limited amount of 
data and by enriching law-language entries with 

common English words and phrases (i.e. synonyms) 
broader insight into the corpus’ content is provided. 

In future work we wish to develop both systems’ 
weighted offense ranking and the lexicon database. 
We consider testing systems capabilities on other 
British corpora as well, i.e. British Blog Corpus. 

 
References 

[1] Lawrence Kohlberg, (1981) „Essays on Moral 
Development”, Vol. I The Philosophy of Moral 
Development. San Francisco, CA: Harper & Row. 
(1981).  

[2] Radoslaw Komuda, (2010) „Kohlberg's Theory of 
Moral Development Stages as a Path to Follow In 
Machine Ethics Research”, Language Acquisition and 
Understanding Research Group (LAU) Technical 
Reports, pp. 6-10. 

[3] WordNet, https://wordnet.princeton.edu 
[4] Concept Net, http://conceptnet5.media.mit.edu 
[5] Welcome to Gov.UK, https://www.gov.uk 
  

2016年度日本認知科学会第33回大会 P1-12

512



Appendix 1 Weighted model calculation and final quantification: 

offence: 
penalty: weighted model: 

quantification: 
prison: fine: disqual.: pp: prison: fine: disqual.: pp: 

A-class drug supply 
and production 

100 10,000 -- -- 7.14 4   746.29 

causing death by 
dangerous driving 

14 10,000 1 11 1.00 4 1 1 135.00 

causing death by 
careless driving 

under the influence 
of drink or drugs 

14 10,000 1 11 1.00 4 1 1.00 135.00 

B-class drug supply 
and production 

14 10,000 -- -- 1.00 4   132.00 

C-class drug supply 
and production 

14 10,000 -- -- 1.00 4   132.00 

temporary-class 
drug supply and 

production 
14 10,000 -- -- 1.00 4   132.00 

A-class drug 
possession 

7 10,000 -- -- 0.50 4   82.00 

B-class drug 
possession 

5 10,000 -- -- 0.36 4   67.71 

dangerous driving 2 10,000 1 11 0.14 4 1 1.00 49.29 

C-class drug 
possession 

2 10,000 -- -- 0.14 4   46.29 

driving while unfit 
or failing to provide 

specimen for 
analysis 

0.5 10,000 1 11 0.04 4 1 1.00 38.57 

failing to stop after 
an accident or 

failing to report an 
accident 

 

0.5 10,000 0.5 10 0.04 4 0.5 0.91 37.48 
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offence: 
penalty: normalization: 

quantification 
prison: fine: disqual.: pp: prison: fine: disqual.: pp: 

driving while 
disqualified 

0.5 10,000 0.5 6 0.04 4 0.5 0.55 37.12 

driving after refusal 
or revocation of 

licence on medical 
grounds 

0.5 10,000 0.5 6 0.04 4 0.5 0.55 37.12 

using a vehicle in a 
dangerous condition 

0 10,000 1 3 - 4 1 0.27 34.27 

careless and 
inconsiderate 

driving 
0 10,000 0.5 9 - 4 0.5 0.82 33.82 

driving without 
insurance 

0 10,000 0.5 8 - 4 0.5 0.73 33.73 

speeding 0 2,500 0.5 6 - 1 0.5 0.55 9.55 

failure to have 
proper control of 

vehicle or full view 
of the road and 
traffic ahead, or 

using a hand-held 
mobile phone when 

driving 

0 2,500 0.5 3 - 1 0.5 0.27 9.27 

dangerous cycling 0 2,500 0 0 - 1 0 - 8.00 

driving otherwise 
than in accordance 

with a license 

 

0 1,000 0.5 6 - 0.4 0.5 0.55 4.75 

traffic light offences 0 1,000 0.5 3 - 0.4 0.5 0.27 4.47 

failing to identify 
driver of vehicle 

0 1,000 0.5 0 - 0.4 0.5 - 4.20 

no MOT certificate 0 1,000 0 0 - 0.4 0 - 3.20 

careless cycling 0 1,000 0 0 - 0.4 0 - 3.20 
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offense: 
penalty: normalization: 

quantification: 
prison: fine: disqual.: pp: prison: fine: disqual.: pp: 

seat belt offences 0 500 0 0 - 0.2 0 - 1.60 

cycling on pavement 0 500 0 0 - 0.2 0 - 1.60 

temporary-class 
drug possession 

0 0 -- -- - 0   - 
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絵本の内容理解における下位技能の寄与(II)：文脈の理解しやすさ

の効果 
 The relationship between text comprehension and false belief in 

preschoolers (II). 
 

光田 基郎† 

 Motoo Mitsuda  
†
大阪教育福祉専門学校 

 Osaka Vocational College of Education and Nursing  
 mitsuda@mopera.net  

 
Abstract 
This study analyzed components of text comprehension 

skills of preschoolers aged 5-6 year olds, by figuring out 
how textual contents are organized and integrated with 
previously acquired world knowledge to build a coherent 
mental representation of the meaning of the  text. 
 
Keywords ―Preschooler, Text comprehension, Context 
 
1. 目的 

  ５歳児に電算画面で絵本を読み聞かせ,理解が困難な

文（古い家の雨漏りは泥棒や狼より怖いとの話を泥棒

と狼が立ち聞きして,お互いを未知の「ふるやのもり」

と誤解して恐れて逃げる話）と, 理解が容易な例（偽

坊主が老婆にネズミがちょろちょろと出鱈目なお経を

唱えさせたらこれを聞いた泥棒が老婆に監視されたと

誤解して逃げる話,光田,’15日教心）の各々の理解と

下位技能得点を主成分分析して,パス図を対比する.  

 

2. 方法 

上記の絵本を 12又は 14画面と挿入質問４画面を録

音・録画して参加者ペースで個別に画面で読み聞かせ

た.参加者は秋田市内の私立幼稚園の５-６歳児 28又は

24名,半数は「なぜ泥棒が逃げたか」を考えて視聴する

様に事前教示. 閲読後に画面で再認検査,下位技能検査

（類推：大人―子供と窓の開閉など２次元を組合せて

対応させた室内図選択）,反応抑制（リンゴを指さす前

にバナナを指さすなど）,統語（トラックをタクシーが

牽く絵の選択など）,誤信念理解（サリーとアン課題）

と長文記憶(留守番中の読書,電話,郵便の配達を読み聞

かせた順序通りに画面の図を指さす）を計 11画面で実

施した. 個別実験の平均所要時間は 16分である.  

 

3 結果と考察 

 上記の絵本の各々の再認とその下位技能を主成分分

析してパス図を求めた結果が図Ⅰである. 幼児が理

解し難い「雨漏り」を題材とした絵本では(a)類推が第

１主成分を構成しない. 第 1 主成分は長期記憶系の出

力に限定される点で, 文が理解しやすい場合の第１主

成分が類推と長文理解技能が示す高次の表象操作と処

理資源活用を示す結果とは対照的である.第２主成分

はいずれの文の場合も反応抑制による間接的な誤信念

理解への促進に, 第３主成分は, 文法など言語理解を

それぞれ示す.(b)理解困難な文では閲読前の教示が途

中質問,閲読後の内容推理再認と反応抑制の各々を促

進しない点で理解容易な文とは対照的である. 

 

 

 図Ⅰ．パス図の一部（教示条件：上は「雨漏り」文,

下は「ネズミ経」文の理解の技能の主成分を示す,） 

以上, 誤信念理解における作業記憶の寄与を示唆した. 

4. 文献 
Kim,Y.2015.Language and cognitive predictors of 

text comprehension:Evidence from multivariate 

analysis.Child Development,86, No.1, 128-144. 
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信念及び知覚的表象と解釈及び判断との関連 
Relationships among beliefs, encoded perceptual representations, 

interpretations and decisions 
 

福岡 未紗†，三輪 和久†，前東 晃礼† 

Misa Fukuoka, Kazuhisa Miwa, Akihiro Maehigashi 

†
名古屋大学大学院情報科学研究科  

Nagoya University Graduate School of Information Science  

fukuoka@cog.human.nagoya-u.ac.jp 

 

Abstract 
People make a decision by interpreting or giving meaning to 

various types of external representation such as graphs. Beliefs 

bias those interpretations or meanings. We experimentally 

investigated relationships among graph comprehension, 

decisions, and beliefs. Results showed that graph comprehension, 

e.g. detecting differences between experimental conditions, 

influences interpretation, and the interpretation also influences 

final decisions without beliefs in advance. On the other hand, 

when preceding beliefs exist, graph comprehension influences 

interpretation, but final decisions were not affected by the 

interpretation, but decisively influences by the beliefs. 
 
Keywords ― belief, external representation 

 

1 導入 

 人は様々な外的表象を取り込み，そこに解釈，及び意

味づけを行うことで，判断を下している。その際，「信

念」により，解釈や意味づけにバイアスや誤解が生じる

ことは良く知られた現象である。たとえば，平山・楠見

[1] は，人は自分の信念と矛盾した情報に対しては拒絶

的になり，その情報についての価値を軽減させる信念バ

イアスにより，自分の信念と一致した結論を導きやすい

ことを示した。また，超常現象や陰謀説など根拠のない

ものを信じる信念は分析的な思考と負の相関があり，そ

れらの根拠のない信念は分析的な思考の低下と関連する

という[2]。 

本研究では，外的表象としてグラフのような視覚的な

表現を取り上げる。視覚的な表現は情報を理解しやすく

し，グラフは量的な関係の理解を簡単に行えるものであ

る [3]。一方，グラフの知覚的表現が解釈にバイアスを

与えたり，グラフを見る人によっては正しく理解できな

かったりすることもあり，エラーを誘発することも少な

くはない[3]。 

グラフの理解について，Freedman & Shah [3]は

Kintsch [4]の文章理解のCIモデルに基づくグラフ理解

のCIモデルを提唱した(図1)。それによれば，グラフの

理解は，視覚的特徴からのボトムアップ処理と先行知識

からのトップダウン処理の統合によって行われる。具体

的に言えば，視覚的特徴から構築したいくつかのグラフ

ベース同士を先行知識で関係付けることを繰り返し，グ

ラフに表現されている情報の内容を解釈する。彼らは，

グラフの読解にボトムアップ処理とトップダウン処理が

互いに影響するとして，両処理の相互作用によってグラ

フ理解がされると述べている。また，神崎・三輪[5]は，

線グラフの理解におけるボトムアップ処理とトップダウ

ン処理の相互作用を，ボトムアップ処理はグラフの表現

の違いの観点から，トップダウン処理はそのグラフを理

解する視点の観点から検討している。その結果，トップ

ダウン処理がボトムアップ処理からの解釈を妨害するこ

とはなく，両処理の読み取りは併存していることが示さ

れた。 

本研究では，CIモデルに基づき，図2に示したモデ

ルを仮定する。本研究における「知覚的表象」とは，外

的表象（この場合はグラフ）から形成された内的表象で

ある。このフェーズでは，外的表象は編集されることな

く，そのまま内的表象へ取り込まれるものとする。「差

の受容」のフェーズでは，提示されたグラフの知覚的な

差異を受け入れるかどうか，「解釈」のフェーズでは，

グラフの知覚的な差異にどのように意味づけをするか，

さらに「判断」のフェーズでは，グラフの話題に関する

最終的な決定をどうするかが決定される。実験1では，

参加者にとって，既存の知識や態度を誘発しない抽象的

課題を実験課題に用いることで，トップダウン処理の影

響，この場合で言えば「信念」からの影響を抑制し，

図1 グラフ理解のCIモデル 
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「知覚的表象」の視覚的特徴によるボトムアップ処理に

焦点を置いた実験を行う。一方，実験2では，参加者に

とってその事案に関する態度を前もって抱かせるような

身近な話題を実験に用いることで，トップダウン処理の

影響，すなわち図2のモデルの「信念」からの影響がボ

トムアッププロセスに介入することが期待される実験を

行う。なお，本研究における「信念」とは，社会的規範

や態度のことを言う。 

2 実験 1 

2.1 提示グラフ 
実験1では，仮想的に設定された実験において，2つの

条件群における，従属変数の値の知覚的な差異が異なる5

つの棒グラフを使用した。実験に用いた 5 つのグラフを

図 3 に示す。分析では，提示グラフの種類を独立変数と

する分析を行うが，知覚的差異が小さなグラフから大き

なグラフに対して，それぞれ 1から 5の得点が与えられ

た。 

実験では，持続力を高めることが期待される成分Aの

効果を検討するために，ラットを用いた「回し車課題」の

実験を行ったという状況が設定された。グラフは，成分A

を投与した群としなかった群のそれぞれで，2万事例を収

集し，3分以上回し車を回し続けられた事例数を示したも

のとして提示した。 

5 つのグラフにおける 2 群間の知覚的な差異はそれぞ

れ異なるものの，実際の情報の内容は，成分A投与群が

1190事例(全体の5.95%)，成分無投与群が1110事例（全

体の5.55%）で，両群間の差異は80事例(全体の0.4%)と

同一であった。 

2.2 方法 
実験参加者は大学生 90 名(男性 53 名，女性 37 名；

Mage=18.44, SDage=.84)である。実験は，講義時間を利用

し，集団で実施した。所要時間は約20分だった。 

本実験では2つの実験課題が課された。 

①グラフ読み取り課題 

参加者には，図 3に示された5つのグラフのうち 1つ

を提示し，「ある製薬会社のアドバイザとして，提示され

たグラフを基に，強壮剤の開発についての意見」を考えさ

せた。その後，「グラフの両条件間に差がある」という問

いに対して，「全くそう思わない(1)」から「非常にそう思

う(5)」の 5段階評定させた。この評定を「差の受容」の

得点とした。 

②評価課題 

グラフ読み取り課題後，提示されたグラフを基に，2つ

の問いについて，5段階評定させた。 

1つ目の問いは，「成分Aは持続力を上げる効果がある」

であり，「全くそう思わない(1)」から「非常にそう思う(5)」

の 5 段階で評定をさせ，この評定を「解釈」の得点とし

図2 本研究で仮定するモデル 

図3  提示グラフ 
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た。 

2つ目の問いは，「強壮剤に成分Aを含めるべきである」

であり，「全くそう思わない(1)」から「非常にそう思う(5)」

の 5 段階で評定をさせ，この評定を「判断」の得点とし

た。 

2.3 結果 
 本研究のモデルは系列的に処理される 4 つのフェーズ

からなるが，あるフェーズを従属変数，そのフェーズに先

行する全てのフェーズを独立変数とする重回帰分析を，

後続の 3 つのフェーズそれぞれにおいて行った。結果を

図 4 に示す。まず，知覚的表象を独立変数，差の受容を

従属変数として単回帰分析を行った。その結果，有意な関

係性はみられなかった(β = .04, t(88) = .36, p = .71, R² 

= .002)。次に，知覚的表象と差の受容を独立変数，解釈

を従属変数として重回帰分析を行った。その結果，知覚的

表象と解釈には有意な関連性はみられなかった(β = .04, 

t(88) = .39, p = .69, R² = .17)。しかし，差の受容と解釈

には有意な関連性がみられた(β = .41, t(88) = 4.16, p 

< .001)。最後に，知覚的表象と差の受容と解釈を独立変

数，判断を従属変数として重回帰分析を行った。その結果，

知覚的表象と判断(β = -.01, t(88) = -.08, p = .94, R² 

= .23)，差の受容と判断(β = -.10, t(88) = -.96, p = .34)に

有意な関連性はみられなかった。しかし，差の受容と解釈

には有意な関連性がみられた(β = .51, t(88) = 4.90, p 

< .001)。 

2.4 考察 
知覚的表象は，後続する 3 つの要因のいずれにも，影

響を与えなかった。このことから，提示されたグラフと，

「グラフの両条件間に差があるか」といった差の受容や，

「成分Aは持続力を上げる効果があるか」といった解釈，

「強壮剤に成分Aを含めるべきであるか」といった最終

的な判断は関連しないことが考えられる。 

また，差の受容から解釈への影響は有意になった。この

ことから，「グラフの両条件間に差があるか」といった差

の受容は，「成分Aは持続力を上げる効果があるか」とい

った解釈に関連し，グラフの条件間に差があると思うほ

ど，成分Aの効果を認める解釈をすることが考えられる。 

 さらに，解釈から判断への影響も有意になった。このこ

とから，「成分Aは持続力を上げる効果があるか」といっ

た解釈は，「強壮剤に成分Aを含めるべきであるか」とい

った判断に関連し，成分Aに効果があると思うほど，強

壮剤に成分Aを含むべきであるという判断をすることが

考えられる。 

よって，今回の参加者において，知覚的な差異の大きさ

が異なるどのようなグラフを提示されても，解釈や最終

的な判断が変わることはなく，解釈はグラフの差の受容

によって行われ，さらに最終的な判断は解釈によって下

されたことを示唆している。 

3 実験 2 

3.1 知覚的表象 
実験 1の結果を踏まえ，実験 2では，ある自体に対す

る態度や信念が，実験 1 で明らかになったプロセスにど

のように関与するのかを明らかにする。実験の基本的な

枠組みは，実験 1 と同様である。以下，異なる手続きに

ついて述べる。 

実験では，架空の都市A市において，市民の健康調査

を行ったという状況が設定された。グラフは，2万人を対

象とした調査において，家族に喫煙者がいる群といない

群のそれぞれで，呼吸器系疾患の罹患者の数を示したも

のとして提示した。 

5 つのグラフにおける 2 群間の知覚的な差異はそれぞ

れ異なるものの，実際の情報の内容は，家族に喫煙者がい

る群が1190人(全体の5.95%)，家族に喫煙者がいない群

が1110人（全体の5.55%）で，両群間の差異は80人(全

体の0.4%)と同一であった。 

3.2 方法 
実験参加者は実験 1と同様の大学生 90名(男性 53名，

女性37名；Mage=18.44, SDage=.84)である。実験は，講義

時間を利用し，集団で実施した。所要時間は約20分だっ

た。 

本実験では3つの実験課題が課された。 

①グラフ読み取り課題 

参加者には，5つのグラフのうち1つを提示し，「ある

会社のアドバイザとして，提示されたグラフを基に，社員

の喫煙についての意見」を考えさせた。その後，「グラフ

の両条件間に差がある」という問いに対して，「全くそう

思わない(1)」から「非常にそう思う(5)」の5段階評定さ

せた。この評定を「差の受容」の得点とした。 

②評価課題 

グラフ読み取り課題後，提示されたグラフを基に，2つ

の問いについて，5段階評定させた。 

図4 実験1の重回帰分析の結果 

（図中の数値は標準偏回帰係数） 
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1つ目の問いは，「喫煙は周囲の呼吸器系疾患のリスク

を高める」であり，「全くそう思わない(1)」から「非常に

そう思う(5)」の5段階で評定をさせ，この評定を「解釈」

の得点とした。 

2つ目の問いは，「社員の会社内外における喫煙を，全

面的に禁止すべきである」であり，「全くそう思わない(1)」

から「非常にそう思う(5)」の 5段階で評定をさせ，この

評定を「判断」の得点とした。 

③信念アンケート 

 実験が行われる 1 週間前に，喫煙に対する信念のアン

ケートを実施した。このアンケートは，吉井・加濃ら[6] 

の加濃式社会的ニコチン依存度調査票(KTSND)に基づ

き，作成した。「喫煙は社会にとって害悪でしかない」や

「タバコにはストレスを解消する作用がある(反転項目)」

など10項目の問いに対して，「あてはまらない(1)」から

「あてはまる(5)」の 5 段階評定させた。なお，4 項目は

逆転項目とした。この評定を「信念」の得点とし，得点が

高いほど「喫煙を嫌悪する信念」であるとした。 

3.3 結果 
本研究のモデルは系列的に処理される 4 つのフェーズ

と 1 つのフェーズからなる。系列的に処理されるフェー

ズの中でのあるフェーズを従属変数，そのフェーズに先

行する全てのフェーズと独立した 1 つのフェーズを独立

変数とする重回帰分析を，後続の 3 つのフェーズのそれ

ぞれにおいて行った。結果を図 5 に示す。まず，信念と

知覚的表象を独立変数，差の受容を従属変数として，重回

帰分析を行った。その結果，信念と差の受容(β = .10, t(88) 

= .96, p = .34, R² = .01)，知覚的表象と差の受容(β = -.001, 

t(88) = -.01, p = .99)に有意な関係性はみられなかった。

次に，信念と知覚的表象と差の受容を独立変数，解釈を従

属変数として重回帰分析を行った。その結果，信念と解釈

には有意な関連性はみられなかった(β = .14, t(88) = 1.64, 

p = .11, R² = .40)。しかし，知覚的表象と解釈(β = .21, 

t(88) = 2.50, p < .05)，差の受容と解釈には有意な関連性

がみられた(β = .56, t(88) = 6.63, p < .001)。最後に，信念

と知覚的表象と差の受容と解釈を独立変数，判断を従属

変数として重回帰分析を行った。その結果，知覚的表象と

判断(β = .02, t(88) = .23, p = .82, R² = .31)，解釈と判断

(β = -.06, t(88) = -.50, p = .62)，差の受容と判断には有意

な関連性はみられなかった(β = .19, t(88) = 1.72, p = .09)。

しかし，信念と判断には有意な関連性がみられた(β = .52, 

t(88) = 5.57, p < .001)。 

3.4 考察 

 解釈は，知覚的表象及び差の受容からの影響が有意に

なった。このことから，「喫煙は周囲の呼吸器系疾患のリ

スクを高めるか」といった解釈は，提示されたグラフや，

「グラフの両条件間に差があるか」といった差の受容に

関連し，提示されたグラフの知覚的な差異が大きかった

り，グラフの条件間に差があると思ったりするほど，喫煙

は疾患のリスクを高めると解釈することが考えられる。 

 また，判断は，信念からの影響が有意になった。このこ

とから，「社員の会社内外における喫煙を，全面的に禁止

すべきであるか」といった判断は，喫煙を嫌悪するほど，

より社員の喫煙を全面的に禁止すべきであると判断する

ことが考えられる。 

 よって，今回の参加者において，信念の強固な身近な話

題を取り扱った場合，解釈は提示されたグラフの知覚的

な差異や，その差の受容によって行われるが，最終的な判

断は信念に従って下されたことを示唆している。 

4 結論 

 本研究の目的は，外的表象，その解釈，それらに基づく

最終的な判断の関連について，あらかじめ参加者が抱い

ている信念や態度が，そこにどのように介入するのかを

議論することだった。実験 1 の結果，グラフの知覚的な

差異を受け入れるかどうかが，後続の解釈を左右し，グラ

フの知覚的な差異をどのように意味づけるかが，最終的

な判断に影響していることが考えられ，ボトムアッププ

ロセスが確認された。ただし，知覚的見えが，実際の情報

の内容を反映しないといった本研究で設定された状況に

おいては，上記のプロセスに，外的表象の表現の差異の影

響は見られなかった。一方，実験 2 の結果，信念が強固

に形成される身近な話題を取り扱った場合，信念からの

トップダウン処理は，差の受容やその解釈といったグラ

フの理解には関与せず，最終的な判断に対してのみ大き

な影響を与えた。ただしその場合も，実験 1 で確認され

た，ボトムアップ処理としての差の受容から解釈への影

響は，依然，頑健に残されることが確認された。 

図5 実験2の重回帰分析の結果 

（図中の数値は標準偏回帰係数） 
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Abstract
Human infants have been called ’stastical learners’ ca-

pable of discovering words from speech signals. For
a computational understanding of the language acquisi-
tion by infants, many researchers have developed machine
learning models that can acquire knowledge about words
and phonemes. The nonparametric Bayesian double ar-
ticulation analyzer (NPB-DAA) is one of the unsuper-
vised methods for a word discovery and can simultane-
ously learn a language model and an acoustic model. By
integrating the NPB-DAA with the deep sparse autoen-
corder, it outperformed pre-existing unsupervised learning
methods. In this paper, we show a new experimental re-
sult about word discovery from multiple Japanese speak-
ers’ speech signals. The results confirmed its effectiveness
to the signle speaker data, but show the difficulty in the
multiple-speaker data.
Keywords — Bayesian Nonparametrics, Deep Learn-
ing, Speech Recognition, Unsurpervised Learning,
Word Discovery

1. はじめに
人間の幼児は身の回りから得られるセンサ情報を手
がかりに言語を獲得していく．養育者の発音した音声
信号から語彙を獲得するとき，幼児は時系列音声デー
タからの単語分割問題を解いていることになる．つま
り，幼児は言語を学習する過程で，言語に関する事前
知識を持たずに時系列音声信号を認識し，単語列に分
節化した上で，語彙を獲得する必要がある．このこと
から，単語分割および語彙発見は幼児が自律的に言語
を獲得している過程の基盤となる技術であると言え
る．月齢 8ヶ月の幼児は音同士の統計的な共起性を用

いて連続音声信号を分節化し，単語を抽出できること
が示されている [1]．
語彙獲得に関する既存研究として，事前の辞書な
しでテキストデータを単語単位に分節化する先行研
究 [2]，[3]がある．Mochihashiらはノンパラメトリッ
クベイズに基づく nested Pitman-Yor language model
(NPYLM) を提案し，高い精度の教師なし形態素解析
を可能にした [2]．しかし，テキストデータからの語
彙獲得と比べて，音声信号からの語彙獲得は困難であ
る．この理由として，まず音声認識結果には音素認識
誤りが頻繁に含まれることが挙げられる．また，初期
の学習段階において，幼児は音素を完全に知らないま
まで語彙を獲得しなければならない．これに対して，
Neibigらは NPYLMを拡張し，音素認識誤りを含んだ
音声認識結果をラティスとして出力させたものを教師
なし形態素解析し，その結果とともに音声認識結果を
確定させる Latticelm を提案したが，この手法には音
素獲得は含まれていない [3]．
幼児の語彙獲得を再現するには音素獲得が必要であ
り，音素獲得と語彙獲得は相互に作用し合いながら行
われると考えられている．これらの獲得過程の相互関
係をモデル化することは，人間の言語獲得を計算論的
に理解するための積年の課題となっている．近年，Lee
らと Kamperらは音声信号からの教師なし語彙獲得手
法を提案した [4]，[5]．また，Taniguchiらは，hierarchi-
cal Dirichlet process-hidden language model (HDP-HLM)
とこれの潜在変数を推論する推論手法を構築するこ
とで，，人間の音声信号のみから言語モデルと音響
モデルを同時に推論する機械学習手法 Nonparametric
bayesian double articulation analyzer (NPB-DAA)を提案
した [6]．HDP-HLM は音素獲得と語彙獲得を統合し
た確率的生成モデルであり，言語モデル (word model)
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と音響モデル (acoustic model)を含んでいる．さらに，
NPB-DAA に Deep sparse autoencorder (DSAE) を組み
合わせることで，教師なし語彙獲得の精度向上を実現
している [7]．この研究では，母音のみによって構成
された単一話者による実音声データからの語彙獲得
および音声認識において，既存の標準的な音声認識装
置 [8] を上回る性能を持つことが示された．しかし，
実際の幼児の言語獲得過程において，単一話者だけで
なく複数の話者から語彙を獲得していると考えるのが
妥当であるが，複数話者の音声信号からの語彙獲得は
考慮されておらず，複数話者から得た音声信号に対し
て適用した際の有効性は検証されていなかった．した
がって本研究では，NPB-DAAと DSAEの統合モデル
を用いて，複数話者の実音声データから教師なし語彙
獲得を行い，その実験結果について詳報する．

2. NPB-DAA
ここでは NPB-DAAの生成モデルである HDP-HLM
について説明し，DSAEと NPB-DAAの統合モデルに
ついて述べる．なお，NPB-DAAの推論過程などの詳
細は [7]に記載されている．

2.1 HDP-HLM

HDP-HLM は，文を構成する Language model，単
語を構成する Word model，音の情報を持つ Acoustic
model からなる，HDP-HSMM [9] の拡張モデルであ
る．図 1 に HDP-HLM のグラフィカルモデルを示す．
zs は HDP-HLMの super stateであり，潜在単語を表し
ている．また，i 番目の super state である zs = i は音
素列 wi = (wi1, ...,wik, ...,wiLi)を持っている．ただし Li

は i番目の単語 wi の長さである．また，生成過程は以
下のように表される．

β LM ∼ GEM(γLM)

πLM
i ∼ DP(αLM,β LM) i = 1,2, ...,∞

βWM ∼ GEM(γWM)

πWM
j ∼ DP(αWM,βWM) j = 1,2, ...,∞

wik ∼ πWM
wik−1

i = 1,2, ...,∞

k = 1,2, ...,Li

(θ j,ω j)∼ H ×G j = 1,2, ...,∞

zs ∼ πLM
zs−1

s = 1,2, ...,S

lsk = wzsk s = 1,2, ...,S

k = 1,2, ...,Lzs

Dsk ∼ g(ωlsk) s = 1,2, ...,S

γLM

Language model
(Word bigram)

γWM

i=1,…,∞

αWM

j=1,…,∞

Word model
(Letter bigram)

z1 zs-1 zs zs+1 zS

Latent words 
(Super state sequence) 

wi

i=1,…,∞
ls1 lsk lsL

Latent letters

Ds1 Dsk

x1
xt1s1 xT

Acoustic model

ωj

θj

G

H

yT

Observation
Ds1 Dsk  DsL 

Duration

βLM
αLM

πLM
i

βWM

πWM
j

xt
2
s1 xt1sk

xt
2
sk xt

1
sL xt

2
sL

j=1,…,∞

yt
2
sLyt

1
sLyt1sk yt

2
sk

yt1s1 yt
2
s1

y1

DsL

zs

zszs

zs

zs

zs

zs

図 1 HDP-HLMのグラフィカルモデル

k = 1,2, ...,Lzs

xt = lsk t = t1
sk, ..., t

2
sk

t1
sk = ∑

s′<s

Ds′ + ∑
k′<k

Dsk′ +1

t2
sk = t1

sk +Dsk −1

yt = h(θxt ) t = 1,2, ...,T

ここで，βWM は基底測度であり，αWM と γWM は単
語を生成する word model のハイパーパラメータであ
る．DP(αWM,βWM) は潜在文字 j から次の文字への
遷移確率 πWM

j を出力する．β LM は基底測度であり，
αLM と γLM は単語バイグラムを生成するハイパーパ
ラメータである．また，DP(αLM,β LM)は潜在単語 iか
ら次の単語への遷移確率 πLM

i を出力する．また，上付
きの文字 LM とWM はそれぞれ LM: Language Model
とWM: Word Modelを意味している．潜在単語 wi に
含まれる潜在文字は πWM

wik−1
から順にサンプルされる．

HDP-HLM では，持続分布は各潜在文字 lsk によって
決まる．潜在文字 lsk の持続時間 Dsk は g(ωlsk)から生
成される．ただし，lsk は s番目の潜在単語 ws の中の
k 番目の潜在文字であり，ωlsk は潜在文字 lsk の持続
パラメータである．また，潜在単語 ws の持続時間は
Ds = ∑Lzs

k=1 Dsk となる．
HDP-HLM では潜在単語 zs が潜在文字系列 lsk =

wzsk (k = 1,2, ...,Lzs)を決定する．その後 wzs に基づい
て，lsk の持続時間 Dsk が生成され，出力分布 h(θxt )か
ら観測データ yt が生成される．これにより，潜在単語
としてチャンク化される区間は一定の遷移パターンを
持つデータとしてモデル化される．
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図 2 ロボットが実音声データから音素と語彙を獲得
するための提案手法の全体像

2.2 NPB-DAAとDSAEの統合モデル
本研究で提案する機械学習手法の全体像を図 2に示
す．DSAEは実音声の信号から音声特徴を表現する時
系列データを抽出している．そして，NPB-DAAはそ
の時系列データを解析している．ここでの学習手法は
すべて教師なし学習であり，音声信号からの特徴抽出
や単語分割も教師なしで行われている．したがって，
提案モデルである NPB-DAA と DSAE の統合モデル
は，幼児が行う連続音声信号からの単語の発見や，音
素の知識を得るための学習過程を説明するモデルの候
補となりうる．

3. 実験
DSAEを組み合わせた NPB-DAAを用いて，複数人
の実音声データから教師なし語彙獲得を行う．実験で
は 4話者の実音声データから単一話者ごとに推定し評
価平均をとったところ，DSAE を組み合わせた NPB-
DAA の性能は 1 話者のみの実音声データを使用した
実験 [7] での性能を上回った．しかし，4 話者の音声
データから同時推定した場合の性能は，話者ごとに推
定した場合の性能を大きく下回った．さらに，DSAE
を用いて，4話者のデータセットから抽出した特徴量
の分布を確認したところ，男性話者と女性話者の特徴
空間に大きなずれが生じていることがわかった．

3.1 実験条件
日本語を母国語とする男女各 2 人に，30 文を自然
なスピードで 2 回ずつ繰り返し読んでもらい，合計
60×4文分の音声を録音した．ただし，実験で用いた

文は，日本語母音列 {a, i, u, e, o}のみから構成された
5単語 {aioi, aue, ao, ie, uo}の組み合わせで作られたも
のである．30文のうち，25文は 2語文（”aioi aue”, ”uo
ie”など）でのり，5文は 3語文である．実験では，提
案手法のある DSAEを組み合わせた NPB-DAA [7]と
特徴ベクトルとしてMFCCを用いたNPB-DAAの [6]，
conventional DAA [10]，そして既存の音声認識装置で
ある Julius [8]を比較した．また，NPYLMと Latticelm
のソフトウェア latticelm [11]を用いた．その他の実験
条件については [7] と同様である．以降，2 名の女性
話者データセットを K-DATA，M-DATA，2 名の男性
話者のデータセットを H-DATA，N-DATAと呼称する．

3.2 実験結果
表 1に 4話者で平均をとった調整ランド指数（ARI）
の値を示す．手法の末尾に（MAP）と表記のあるもの
は，他の手法が 20 試行した結果の平均をとっている
一方，20試行のうち事後確率が最大となった結果を示
している．また，AM, LMの列にあるチェックマーク
は，それぞれ事前に音響モデルもしくは正しい単語辞
書をもっている手法であるかどうかを示している．結
果として，この単語分割タスクにおいて，提案手法は
既存手法の性能を上回った．また，この実験では，4
話者分のデータセットから 1話者ごとに推定し評価平
均をとったが，それは 1話者のみのデータを用いた実
験 [7]で得られた評価値よりも良い結果を記録した．
表 2 は，DSAE を組み合わせた NPB-DAA を用い
て，単一話者ごとに独立で解析した場合（one speaker）
の平均 ARI と 4 話者分のデータセットから同時推定
した場合（four speakers）の ARI の比較である．4 話
者分のデータセットから同時に語彙獲得を行ったとこ
ろ，単一話者ごとに独立で行った場合と比較して音素，
単語ともに著しく性能が低下した．図 3 は 4 話者の
データセットから DSAE で抽出した 3 次元の特徴量
を Principal component analysis (PCA)により 2次元に
変換した結果の特徴分布図である．そのうち，左図は
4話者全員分の特徴分布図であり，右図は男性話者の
H-DATAと女性話者の K-DATA 2人分の特徴分布図で
ある．ここから，男性話者と女性話者の特徴空間に大
きなずれがあることがわかる．

4. おわりに
本稿では，音声信号からの教師なし語彙獲得の手法
として DSAEを組み合わせた NPB-DAAの紹介し，複
数話者での実験により性能を評価した．今回の実験で，
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表 1 推定された潜在文字と潜在単語の ARI

Method
Letter
ARI

Word
ARI AM LM

NPB-DAA with DSAE (MAP) [7] 0.621 0.627
NPB-DAA with DSAE [7] 0.523 0.448

NPB-DAA with MFCC (MAP) [6] 0.599 0.486
NPB-DAA with MFCC [6] 0.561 0.394

Conventional DAA with DSAE [10] 0.548 0.078
Conventional DAA with MFCC [10] 0.591 0.091

Julius
(phoneme dictionary + NPYLM [2]) 0.486 0.297 !

Julius
(phoneme dictionary + latticelm [3]) 0.538 0.319 !

Julius DNN
(phoneme dictionary + NPYLM [2]) 0.633 0.396 !

Julius
(word dictionary) 0.586 0.486 ! !

Julius DNN
(word dictionary) 0.674 0.769 ! !

表 2 単一話者ごとのデータから推定した場合の平均
ARIと 4話者分のデータから同時推定した場合の ARI

NPB-DAA with DSAE
Letter
ARI

Word
ARI

one speaker (MAP) 0.621 0.627
one speaker 0.523 0.448

four speakers (MAP) 0.161 0.073
four speakers 0.234 0.139

DSAEを組み合わせた NPB-DAAが既存の標準的な音
声認識装置よりも高い性能の語彙獲得が可能である
ことが示されたが，韻律的特徴や大規模語彙獲得を考
えると解決すべき課題がいくつかある．この課題とし
て話者依存性への対応が挙げられる．実験で，4人分
のデータを同時に DSAE と NPB-DAA にかけ解析し
た場合において，4人分の音声データを別々に解析し
た場合の性能と比較して急激な性能低下がみられた．
これは，話者による発声器官や発声方法などの違いに
より，音声学上同じ音素と認識されるべきものが違う
音素であると認識されているためだと考えられる．一
方，人間の幼児は，様々な人から受け取った話者依存
のある音声から語彙を獲得している．これを実現する

: H-DATA
: K-DATA
: M-DATA
: N-DATA
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i : Green
u : Red
e : Yellow
o : Black
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図 3 DSAEから PCAに変換した際の特徴分布図

には，顔認識などによって獲得した話者の識別情報を
用いて，話者依存の音声から話者非依存な音声特徴を
得るなどのアプローチが考えられるが，さらなる検討
が必要である．さらに，幼児の語彙獲得を理解するた
めには，提案手法のような計算論的なモデルと実際の
脳を照らし合わせて検討することは不可欠である．認
知科学，神経科学の分野と協力して，人間の言語獲得
の過程でこのような処理が脳のどの部位で行われてい
るのか，また他の認知機能とどのように結びついてい
るのかなどの議論を交わし，研究を進めていきたい．
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Abstract 
This article proposes the new language studying method 

“Real Life Experience (RLE) method.” After the review of 
current existing methods and our new RLE method, we also 
introduce statistical and case study of the method. As a 
conclusion, we conclude that the effect of this method 
cannot be calculated numerically in comparison with other 
method but theoretically the method has a certain effect to 
bridge between English language learning in class room and 
actual world where English is used.  
 
Keywords ― Language acquisition, ESL, Learning by 
doing, Experiential learning 
 

1 はじめに	 
	 	 日本の学校教育において，英語学習は中学及び高校

の６年間で学校で学ぶ教科の一つとして多大な時間を

用い，勉強されている。また，学校教育以外でも一般

の英会話学校などで英会話を中心に勉強されている．

しかしながら実態としては，日本人の大多数が英語を

使いこなせるようになっているわけではなく，以下の

ような統計結果が挙がってきている． 
	 すなわち，９割の中高生が社会での英語の必要性を

感じ，しかしながら５割弱は自身は将来英語を使うこ

とはないであろうと予想している．[1]	 

	 そして大人になってからは２０代から６０代のどの

世代でも３分の２前後の比率で英語が苦手であるとい

う意識が生まれる状況となっている．ちなみに英語が

苦手ではないと言う人の比率は２割にも満たない．[2] 
	 ここから言えることは中高の学校教育で６年勉強し

ていて，必要性は感じつつも将来使わないだろうなと

も思っている英語を勉強し続けた結果，大人になり英

語が苦手であるという意識を持つ人が大量に発生する

という事象が発生しているということである． 
	 ここで，根本的な課題として学校で教えられている

英語学習の方法は苦手意識を生むことはありこそすれ，

効率出来ではない学習方法ではないのではないかとい

う仮説が生まれる．そしてそこに対する解決策として

認知科学的に最も妥当で効果的な言語習得法を提案す

ることが本稿の目的である． 
 
2 認知科学的に妥当な言語習得の過程	 
	 人間が言語をいかに習得し，理解するようになるか

については， Chomsky の生成文法 (generative 
grammar)理論から Schank の自然言語理解の理論ま
で数多く提案されているが基本原理は以下のように考

えられるであろう．[3]すなわち，例えば母語を初めて
習得する乳幼児の場合，自身の身の回りで頻度が高く

話されている単語や言い回し（文章）を多数回認知す

るために記憶するという基本の記憶過程があり，それ

に加えて，生存により有用な情報であると認識された

場合，さらに記憶の可能性が上がるというものである．

すなわち，ポジティブ及びネガティブな感情に結びつ

くものはより覚えやすいというものである．報酬及び

罰の感情価が付与される体験（とそこで現れる単語，

言い回し）をより覚えるというものである． 
	 乳幼児ではなく，ある程度の年齢の子供から大人の

場合も基本的には同じ原理で，まずは社会的生活を営

むための生活環境があり，そこで頻出する表現やより

生存に必要と思われる強い感情価が付与される体験に

関連する表現が記憶されるであろう．ただ，乳幼児よ

り大きな年齢の子供と大人の場合は母語はすでに習得

しており，新しく言語を習得する場合は，それは第二

言語の習得という環境になる．これがまさに日本にお

ける英語学習（第二言語としての英語学習）でも適用

できるはずの言語習得の基本原理である．しかしなが

ら，これまでの学校教育では実際に言語が使われる環

境は無視して（逆に，使用される環境を日本における

教室内では作り出せないという制約もあるかと思うが）

教科書を用いて学問的に単語，語彙，文法，読解，作

文などを行う授業が行われてきた．また，英会話学校

でも，教室内での教師と生徒との英語を勉強するため

の会話という環境での英語学習が行われてきた． 
	 その中でこれまで提案されてきたより効果的である
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と思われる第二言語習得の学習法や，第二言語習得に

使用できそうな学習科学上の方法論を次項で概観する． 
 
3 これまでに提案された効果的と思われる
言語学習法，及び援用できる学習科学概

念	 

	 より言語が使用される環境に即して言語を習得しよ

うという方法論はこれまでにもいくつか提案されてき

ている． 
	 例えば１８００年代後半から Berlitz により提案さ
れたベルリッツメソッド®は母国語を介さずに英語の
みで英語を会話ベースで習得するという語学留学や日

本国内の英会話学校，あるいはスカイプ英会話の手法

の源流となる手法である．[4]ここでは，英語を使用す
る日常の場面を題材に英語で，必要となる語彙や表現，

文法などを学んでいく．しかし，根本的に環境が教室

の中での集合レッスン，あるいはマンツーマンレッス

ンのため，実際に生活の中で英語が使われている環境

を見ずして仮想的に生活場面を想定して必要な表現を

学んでいくという問題が存在している． 
	 教室の中という環境だけだと，やはり，その学んで

いる単語，表現の重要性も理解できなければ，コミュ

ニケーションへの成功/失敗のプレッシャーもなく，さ
らに先生が生徒のレベルに合わせて調整するという非

日常的な状況が起こるため，学習効率は落ちると思わ

れる． 
	 Immersion法は第二言語の習得を対象第二言語で授
業を行うことで達成しようという手法で１９６０年代

のカナダから始まり，世界中に広がってきた．[5]この
方法は大人というよりは子供の言語習得の側面から発

展してきて，学校での対象言語の授業だけで開く，他

の授業の科目も対象言語で行うことにより，より対象

言語の使用可能範囲を広めようという手法が取られて

いる．もちろん，大人の言語習得に対しても Immersion
法は適用されることもあり，子供に限っているわけで

はない．また，言語以外でも学校の教科を対象言語で

学ぶので学校場面における対象言語の使用は上達する

ことが考えられるが，例えば家庭の中や街中での言語

使用の場面は Immersion の場面としては設定されて
いないというBerlitz法と同じ構造的な問題がある． 
	 1980年代にインドのバンガロールで始まり，世界に
広まった第二言語の学習手法として Task Based 
Language Teaching/Learning法がある．[6]	 これは
情報ギャップのあるタスクを同定し，それに対し事前

に学習を積んでそのタスクを遂行するという実施する

作業を絞り込んで学習する手法である．例えば商店の

売主と顧客の設定などでロールプレイを行うなどの場

面がある．ただ，この手法も場面を特定し，そこの場

面で使いこなせるように目標を絞り学習するのは良い

が，あくまで教室内でのロールプレイになることが多

く，実生活に結びついていないという問題点は残る． 
	 言語習得とは別に学習科学，人材育成の観点から効

果的なスキルの習得法としても幾つかの概念があがっ

ている． 
	 例えば，元々自然言語理解の研究を行っていた

Schank は言語理解の研究から派生して学習科学全般
への研究に進み，Learning by Doing, Learning by 
Failure, Goal-based Scenarioなどの概念で，スキル習
得の方法論を子供の学校教育と大人の学校教育，及び

企業などの人材育成の方法論として展開した．[7] ここ
での概念は対象知識やスキルを実際に使用し，失敗体

験を通じて学習することを狙いとしている．ここで，

対象とする学習分野を明確にし，その分野の目標

(Goal)や手段(Plan)などの知識表現を網羅した形で体
験できるようにシナリオ(Scenario)を構成することが
重要となる．大人の学習では企業研修や軍隊の実戦訓

練のE-learningなどにその応用が見られるが，あくま
でもE-learningか研修としての実際の業務場面を想定
しての仮想プロジェクトの実行など，実際の場面とは

厳密には異なるが，実際の場面と可能な限り近くなる

よう作り込むという点で，上記に挙げた第二言語習得

法と比べてはるかに現実場面に近い形で対象知識・ス

キルを習得する方法論となっている．ただし，この概

念を言語習得に応用した事例はこれまでにない． 
	 ただし，筆者の事例として，筆者が Schank がアド
バイザーを行っていた Accenture(当時 Andersen 
Consulting)にて 1990年代後半にコンサルティング業
務についての Goal Based Scenario(GBS)に基づく企
業研修を受講した際に，当時，英語が一度も使ったこ

とがなく，話せない状態で３週間の英語による GBS
研修を受けたのち, TOEICの得点が３週間で 180点上
昇した経験を持つ．ちなみにこの研修受講時に語学と

しての英語の学習は一切行っておらず，あくまでコン

サルティング業務についての研修を受けていたのみで

ある． 
	 他に Kolb の経験学習(Experiential Learning)モデ
ルも企業の人材育成の文脈では座学で知識，スキルを

学ぶのではなく，実際に体験を行い，それに対する内
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省から概念化を行い，新たな場面で施行するという実

体験を通じて学習する学習観である． [8]これも
Schank のモデルと同様，言語習得に対して述べてい
るモデルではないが，実体験を通じてなんらかの知識，

スキルを習得するという学習観は同じである． 
	 さてこれらの過去の言語習得法や学習科学の理論を

紐解き，第二言語としての英語習得を考える時，理想

的な学習モデルの仮説が設定される．次項では筆者ら

が提案する仮説について述べる 
 
4 RLE(Real	 Life	 Experience)法	 
	 前項まででこれまでの日本における英語の言語習

得の課題と，それに対する既存の言語習得法，及び

学習科学の方法論から援用できそうな概念を概観し

てきた． 
	 さて，大人の自然な言語習得として必要な条件を

あげると以下の通りとなるであろう． 
・	 対象言語において学習する場面，目的の同定 
・	 実環境での対象言語が使用されている場面の観

察 
・	 実環境での対象言語の使用実践 
・	 実環境で用いられる語彙，表現の事前習得 
・	 実際の訓練後の省察 
・	 その後の継続使用 

 
これらの前提を踏まえ，筆者らは所属先である

Starting Point English Academyのカリキュラム
を上記の前提条件が踏まえられるようなカリキュラ

ム と し て 提 案 す る ． こ れ を Real Life 
Experience(RLE)法と名付ける． 
	 特徴としては，まず，大人の言語習得の過程とし

ては総花的に全場面での言語使用を目指すのではな

く，特定の場面で使用できるように目的を定め，そ

の場面での使用が可能になったら他の場面でも使用

できるようにできる場面，範囲を広げていくという

方式をとる．それぞれの場面には達成すべき課題目

標（これをミッションと呼ぶ）を定め，それを達成

するために英語を用いてコミュニケーションを行う． 
	 これは SchankのGoal Based Scenarioと同様の
考え方で目標を明確化するということである． 
	 しかしながらここで対象言語のスキルについて，

初級者か中級者か上級者かにより，目標をどのよう

に設定するかが問題となってくる．初級者の場合，

対象言語の語彙や表現がまだ十分に使いこなせるレ

ベルになっているわけではないので，任意の場面や

目標を設定するのではなく，最低限，街中で生活出

来る表現を習得できる場面で英語を使用することを

達成すべきミッションとして設定し，それを週に２

場面，４週間，８ミッションこなすことにより初級

者の英語使用の Goal Based あるいは Mission 
Basedのカリキュラムとして設定する． 
	 ちなみに標準的なカリキュラムの 1日の授業は表
１のように設定されており，月曜から金曜まで朝の

８時から夕方の５時まで，昼の１２時から１時の昼

食時間を除いて１日８時間英語を学習するようにカ

リキュラムを組んでいる．また，初級者向けのRLE1
クラスでは水曜日と金曜日の午前１０時から１２時

までが街に出てミッションをこなす時間に充てられ

ている．それに向けて月曜日から火曜日は水曜日の

ミッションに向けた準備としての授業を受け，水曜

日にミッションから帰って来たらそのまとめを行い，

プレゼンを行うように準備をし，振り返りのプレゼ

ンを行う．金曜日も同様である． 
 

表. 1 授業の内容と時間割例 

 
科目の中でRLEと冒頭についている科目はRLE法
のミッション用にカスタマイズされた専用の授業と

なっており，RLE作文であればRLEのミッション
に必要となる質問や会話の文章の作文などを準備す

ることになる．RLE読解であればミッションで必要
となる分野の知識の事前読解となる． 
	 また，グループとついている科目はグループレッ

スンでフィリピン人教師１名に対し，学生が５名以

内の複数人で行われる．他の科目は教師１名に対し，
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学生１名のマンツーマンレッスンである． 
	 初級者向けのミッションの例は例えば以下の通り

である． 
 
・公園で街中の人にインタビュー/会話	 

・市場（いちば）で店主やお客さんにインタビュー/

会話	 

 
初級者向けのミッションといっても，街中にで一般

市民に話しかけるので話しかけた相手が初級者向け

に簡単な英語で話してくれるとも限らず，あくまで

も初級者としてミッションの選択で調整されている

のは，あまり専門的な会話を必要とする場面（何か

の専門職の専門家との会話など）ではなく，日常生

活で世間話として可能な場面の設定をする，あるい

は日常生活でまず最初に必要となるような場面の設

定ということである． 
	 ちなみに中級者向けのカリキュラムRLE2におけ
るミッションの例は以下の通りである．  
 
・授業実施 
・販売体験 
 
例えば小学校での授業を実施するために，なんらか

教える事項のファシリテーションを準備したり，プ

レゼンテーションを準備する，店舗で販売の体験を

するために仕事で使う英語の準備をするということ

である．そしてそれを実際に現場で実施し，うまく

いったところ，いかなかったところの振り返りをプ

レゼンを通じて発表する．これは，Kolbの経験学習
が概念化している効果的な学習のサイクルである． 
中級者は１週間に一つ目標を定め，それに向けて準

備，実践，振り返りを行う． 
	 上級者になると自身で目標を定めるようになる．

例えば筆者自身の事例では野田はメンタルヘルスに

も関わる専門家であるので，現地の公営精神病院に

訪問し，閉鎖病棟の視察，患者へのインタビュー，

職員（看護師等）へのインタビューを行い，それを

日比及び ASEAN，先進国との比較で考察，発表す
るというようなミッションを行った．他に後ほどの

事例で出てくるように，カメラマン志望の参加者の

場合，現地で展覧会を行うために，素材の撮影，ギ

ャラリーとの交渉，運営の準備など，実際の自身の

活動を英語学習の一環として実施した． 
 
5. 研究方法	 
	 被験者は１ヶ月に渡り，RLE法のカリキュラムに
従い，英語学習を行う．開催場所は SPEAが所在す
るフィリピン国ネグロスオリエンタル州シブラン市

の学校キャンパス及びシブラン市が所属する都市圏

であるドゥマゲテ市の市中である．RLEのミッショ
ン自体はドゥマゲテ市の市内で行われることが多い． 
	 前項で提案した実践的英語学習手法 RLE 法の効
果を分析するために２種類の研究手法を用いる．す

なわち，英語能力試験による得点の経時推移の確認

と考察，及び参加者に対するインタビューによる事

例研究である．英語能力試験は教育測定研究所が開

発したCASEC試験を用いる．本試験は英語コミュ
ニケーション能力判定テストであり，TOEIC 及び
英検に対して得点の換算が可能となっている． 
	 被験者は３名である． 
１．高卒直後の１０代男性：６ヶ月の長期滞在の

１２週滞在後から１ヶ月 
２．４０代男性：６ヶ月滞在の７週滞在後から１

ヶ月 
３．３０代男性：２ヶ月滞在の１週滞在後から１

ヶ月 
の３名である． 
	 検査期間は 2016 年５月２３日から６月２３日の
１ヶ月間とする． 
 

 

表 2．CASECテストの得点の推移
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6. 結果	 
	 まず，はじめに１ヶ月間のRLE法の授業を受けてみ
ての CASEC試験の得点の推移は表２のようになった． 
	 総じて，CASEC試験の得点は上昇している．TOEIC
試験の換算で３名の得点の上昇幅が 70点，80点，	 80
点となっていることから，RLE法を用いた英語学習法
が英語力を下げる，あるいは停滞させる学習法である

ということはないようである． 
	 他にテストの得点から見られることとしては被験者

１と被験者３のそれぞれ１００点を下回っていたリス

ニングの項目は１ヶ月後１００点を上回っていた．そ

のことから，著しくバランスに欠ける，不得意な要素，

特にリスニングの要素については RLE 法による英語
習得はその欠点克服に効果を発揮するかもしれないと

いうことである．また，ミッションが会話中心に進む

ため，リスニングの得点が向上するかもしれないとい

うことである． 
	 しかしながら，ミッションの準備では読解や作文も

あり，語彙や表現の訓練もある．また，ミッション後

のプレゼンテーションの準備にも当然，語彙，表現が

必要な作文が必要となる．となると，RLE法もこれま
での英語学習法と同じで総合的に英語を勉強している

ため，複合的に学習効果がテスト得点向上に影響して

いると考えられる．そして，そのRLE法としての特徴
がどこにあるのかは，単純な得点比較ではなく，被験

者からのインタビューの主観的体験を通して考える必

要があると思われる．以下が各被験者に対するインタ

ビューのまとめである． 
 
１．１０代男性 
	 SPEA に語学留学するまでは英語は全くできないと
いう意識で，実際にテストの点数などもよくなかった．

しかし，留学して５ヶ月経つようになり，英語が苦手

という状況も徐々に解消されていっている．RLE法も
良い原因となったと思う．RLE１を経た後の，RLE2
に進むとミッションを自分で決めることができるよう

になる．そうすると，自分の興味のあることを聞ける

ようになり，また，会話が通じると嬉しいという体験

ができるようになる． 
	 具体的には，闘鶏場を見学に行くミッション，散髪

に行き，バーバーの人にどんなヘアスタイルが人気な

のかなどインタビューする，あるいは日本の文化を紹

介する授業を行うなど自身が興味を持ったミッション

に取り組めた． 
	 このように毎回変わるミッションに取り組めること

は英語学習に効果があると思える．実際にあることだ

が，毎日教室で同じ先生と会話するようになると慣れ

てきてしまい，授業ごとに担当の先生は変わるものの，

ミスをしても平気という意識にもなってきてしまう． 
	 しかし，外にミッションに行くと，初めての人，慣

れていない人との会話やインタビューとなり，しっか

り準備しないと失礼にあたる，あるいはミッションを

全くこなせないという状況になるので，緊張感があり

よい． 
	 また，ミッションへの付き添いの先生とはミッショ

ン直後の学校キャンパスへ戻る経路から反省の振り返

りができ，どこが良かった，どこは次に向け改善しよ

うとアドバイスももらえるのでそこが学習に進むと思

う． 
	 そもそも私は，親から言われたから，この学校に留

学をした．当初はやる気も特になかった．しかし，今

はここに来れて良かったと思っている．途中からもっ

と話せるようになりたいと思うようになった．今から

思えば，もっと最初から自信を持ってどんどん話して

いったら良かったと思う．帰国しても英語の勉強は続

けていきたい． 
	 SPEA での体験は英語力が伸びるという体験である
が，それだけでなく，性格が変われる場所だと思って

いる．日本にいた時は奥手な性格であったが，SPEA
に来てからはもっと前に出ていいのだと思えるように

なった．会話をしていると先生や他の学生も明るい．

その雰囲気が自分を前に出させてくれる．そしてそれ

が自分の通常の性格になってしまったようだ．その性

格の変化は自分では良いと思っているので日本に帰っ

ても変わらないと思う． 
	 また，自己主張もできるようになったと思う．これ

も，先生が会話の中で「何故だ？」と理由を聞いてく

るのでそれを答えるうちに，自分の意見が言えるよう

になった． 
 
２．３０代男性 
	 	 英語が伸びているという実感はない．一般論で自

分の年齢だとそれほど劇的には伸びないというのはわ

かっているがそれでも自分の設定したラインには達し

ていない．もっと自分の言いたいことが出てくるよう

になると思っていた． 
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	 例えば音楽の趣味が共通のイタリア人と会話した時

も，有名なバンドの有名な曲などについては共通の知

識があり，自分の意見も伝えられるが，相手がわから

ずに自分が伝えたいマニアックな意見などは，本当は

それが伝えたいのだが伝えられないというもどかしい

気持ちになる． 
	 大学卒業してから２５年間は英語を使っていない．

高校では英語の成績は１０段階で６などと普通の成績

であった．海外旅行などは行っていなかった．脱サラ

をしてニーズのある国際業務の行政書士になろうとし

たことを機に，英語の勉強を始めようと思った．自身

が設定した目標に対しては１０段階のうち現在２グラ

までしかまだ達成できた意識ではない．とにかく話せ

るようになりたいので，1 日８時間スピーキングでも
良いと思っている． 
	 RLE 法のミッションではとにかく話せるアクティ
ビティをということで専門職のインタビューなどを多

くこなし，弁護士へのインタビューや裁判の傍聴など

を行っている． 
 
３．４０代男性 
	 もともと，海外旅行もしていて英語に対する苦手意

識などはなかった．しかし，日本で英語学校に行って

いたとなると，恥ずかしいという意識が働いてしまい，

周りの生徒が英語ができると失敗したくないという意

識が働いてしまい，積極的には学習できていなかった

かもと思う． 
	 しかし，ここでは積極的に参加できている． 
	 うまく聞き取れない，喋れないという意識が，会話

したいというモチベーションになっている．そして耳

も慣れてきて徐々に聞き取れるようになってきた．ま

た，発言の方も文章で喋れるようになってきている．

先生との会話の中で単語でも拾ってこれるようになっ

たので自信になっているかもしれない． 
	 RLE 法のアクティビティは初級の簡単なアクティ
ビティ（街中での一般の人との会話，質問）はこれま

でも旅行でやってきていた．しかし，特定の職業の人

へのインタビューなどは旅行では経験できないことな

ので役になっていると思う．また，カルチャーショッ

クとしてそのような専門職へのインタビューなどもす

んなり受け入れてくれる寛容なフィリピンの文化に驚

いている．また，様々な人とアクティビティを通じて

交流することにより，その地域のことがわかり，その

後に街に行った時もアクティビティの時のような意識

で接することができるので役に立っている． 
	 上級編では，個人での目的であるプロカメラマンと

して世界の写真を撮るという目的に沿ってアクティビ

ティを組めている．具体的には写真対象のストリート

キッズにインタビュー，小学校で子供の写真を撮らせ

てもらう，プロカメラマンにインタビュー，写真展を

開くための企画と準備などである．これらのミッショ

ンは一人で行うには難易度が高く，英語学校の授業と

して取り組めるのは良かったと思う． 
	 また，そこで使用する語彙や背景知識はミッション

を行う前に事前に勉強していけるので，ミッション中

で例えばインタビューなどがある場合は，さも昔から

知っているというような態度で入っていけるし，そも

そも興味のある事柄なので英語としても覚えやすいと

実感している． 
 
以上が３名に対するインタビューの概要である．それ

ぞれRLE法に対する感想だけでなく，留学全体に対す
る感想としてコメントを述べている．ここからの解釈

については次項で議論する 
 
7. 考察	 
	 本論文では，第二言語学習としての英語の学習方法

として，教室内での環境における授業だけでなく，実

際の生活での英語使用と，目的を明確化せた手法が有

効であるという仮説の元，RLE 法を提案した．また，
その効果を探るために，１ヶ月のRLE法による英語学
習の前後での英語能力試験の実施，及びその得点推移

の分析，そして，事例分析として学習後のインタビュ

ーを行った． 
	 その結果，幾つかの考察の観点が見出された． 
	 まず，筆記試験の結果については，学習前後で総じ

て被験者の得点が上がっていることが見出され，それ

自体は学習が進んだといえる結果となっている．しか

しながら他の英語学習手法を１ヶ月行い，得点が上が

ることとの相対的比較は行えておらず，場合によって

は他の手法の方がより得点が上がることが想定される． 
	 特に，英語の文法，語彙，表現などを実生活とは関

係なくともその記憶数を増やそうという学習を集中的

に行うと得点の伸びも大きくなることが想定される．

RLE法の場合は，実際に使用する，使用したい場面で
の英語力を効果的に高める手法であるので，汎用的な

英語力を高めているわけではなく，必要な場面でのコ

ミュニケーション能力を集中的に高めていることにな
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る．その意味では，総合的，汎用的な能力も高めるた

めには，併用していわゆる文法，語彙，表現などを総

合的に高める学習方法もハイブリッドで行う必要があ

るかもしれない．しかしながら，それについては受講

学生の希望に依存するため，必要に応じて取り入れら

れるべきであろう． 
	 また，インタビューから得られる考察としては，被

験者１は英語コミュニケーションのみならず，基本的

なコミュニケーションの仕方全体に RLE 法による英
語学習とフィリピンでの留学全体が寄与していたとコ

メントしている．これは，RLE法が語学学習の方法の
みならず，実際に触れるフィリピンの異文化を効果的

に取り入れる効果もあることを指し示しているであろ

う．逆に言うと英語コミュニケーション能力のみの伸

びをどのように測ればいいのかという構造的な問題を

指し示していると言える． 
	 被験者２の事例は，被験者の希望に従ってRLE法の
ミッション（アクティビティ）を組み，実施している

が本人の主観的能力の伸びは実感されないという事例

となっている．しかしながら，テストの得点は伸びて

いるので実際には使用能力は伸びていることが推察さ

れる．ここで起きている現象は，被験者の自身に対す

る期待値の高さと，実際の学習のスピードが結びつい

ていないという現象であろう．しかし，理論的には被

験者は本人が希望するミッションを選択して熱心に予

習復習も行い学習しているので，最大限に学習すると

いう適応過程を進めていると考えられ，自己評価の低

さについては属人的な要素と考えられる． 
	 被験者３の事例についてはミッションのテーマ設定

が被験者の興味と完全位結びついたよい例であり，英

語学習というだけではなく，被験者自身の今後の人生

の仕事，あるいはプライベートの進む道に完全に一致

した活動を英語を用いて行うという形態となっている．

ここで言えることは，被験者自身も述べているように，

英語学校や英語の学習方法としてこのような自身の興

味に従ってカリキュラムを組める手法は他にはないの

で，その意味で非常に価値が有るということができる

と評価されている． 
	 これらの事例をより大きな観点で捉えると RLE 法
が提供している英語学習の手法は個別の英語能力の要

素をどれだけ効果的に伸ばすかというところに着目し

た手法というより，英語学習を英語使用圏における異

文化適応の環境に被験者を置く仕組みということが言

えるであろう．そしてその異文化適応の仕方が，被験

者が興味を持つ課題に対して英語という言語で取り組

むという仕組みを取り入れている手法となる． 
	 そのような枠組みで本手法を捉えた時に，その効果

を個別の能力（語彙，表現，文法）に分けて測り，他

の手法と比較するのは理論的にあまり意味がないと言

えると思われる．もちろん，ミッションで使用される

語彙，表現，文法をミッション前後で比べれば，一般

の学習手法で同じ期間ランダムに必要なレベルの英語

知識を学ぶよりはその分野の知識は深まることが予見

されるが，それは特定の分野の知識を深める努力をし

ているからという当たり前の結果から得られるもので

ある． 
	 逆に，RLE法が提供している現実の街の中での体験
というのは，総合的な経験であり，学習が行われてい

る場所にも非常に依存する．本研究ではフィリピンの

ネグロス島ドゥマゲテ市という学園都市で実施してい

るが，被験者である学生自身は日本に比べれば発展途

上国であるフィリピンの一般市民が，母語ではなく，

第二言語としての英語を用いて市民生活を送っている

場面への適応を図るということになっている．これは，

同じ英語使用圏でも母語として使用されている欧米先

進国で学習，あるいは適応を行っているのとは全く違

う経験となり，その意味で局地的，局所的な英語使用

体験を積んでいるということが言える． 
	 ただ，世界のどの地域でも汎用的な英語使用圏とい

うものは存在せず，全ての地域が局所的と考えると，

実際に生活で使用されている英語を現地に密着して使

用するという経験は英語学習の経験の中では非常に必

要とされる経験と考えられる． 
	 その意味では，これまでの日本国内における英語学

習，日本国内からスカイプなどを通じて音声あるいは

ビデオで現地の先生と学習を行う英語学習法では理論

的に実際の英語使用場面を経験できないという欠点が

あり，実際の英語使用圏へ留学して学校で勉強しても

学校の中だけで授業を受けている場合は，実際の使用

能力を高めるための学習機会を非常に逸しているとい

う構造があった． 
	 それに対してRLE法では，英語使用が行われる現場
に密着し，そこに対しての教室での学習も行うので，

理論的にはその現地，現場で生活するためには最も効

果的な英語学習法であるということはできるであろう． 
	 最も効果的ということを数値では立証できないとい

う難点はあるが，それは本稿でも先行研究，先行方法

論として挙げたSchankの理論やKolbの経験学習でも
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同じことであり，理論的には正とされると考えられて

いても，それを実証する方法論は理論研究か事例研究

でしかあげられない． 
	 その構造的状況が本研究で得点比較と事例研究とし

てのインタビューを通じてより明確に見出された．そ

してその中で今後 RLE 法がより効果を上げるために
改善する取り組みとしては以下があげられる． 
・	 学習者の英語使用の目的の明確化：事例３のカメ

ラマン志望の被験者のように目的が明確であれば

あるほど，明確なミッションを組むことができ，

それは既に英語学習だけではなく，その被験者の

人生に関わる新たな進むべき体験となり，効果が

最も発揮されるであろう．そのためには，学習前

の事前カウンセリングがより重要となる 
・	 開催場所やミッションの多様化：学習者の英語使

用の目的が明確化されるとそれは英語学習を行う

学校の国，文化と異なる場合がでてくることが考

えられる．そうすると最も効果を上げるためには，

場所などに依存しない手法の提供体制を作ること

も重要となってくると考えられる．例えば，欧米

英語圏での就業が目的の場合は欧米での母語の英

語が聞き取れる場所で実際の就業体験を積むこと

が最も効果的になろう． 
・	 学習者の適切なレベルチェックと必要な知識の提

供：現地，現場での体験と同時に重要となってく

るのは，学習者の総合的な英語力の底上げでもあ

る．いくら局所的な場面での英語コミュニケーシ

ョン能力をあげても，学習者が初級者の場合，必

要となる汎用的な英語能力はそれだけでは補えな

い場合がある．その場合，併用して一般的な英語

能力も学習し，それを現場で積極的に使っていく

ようにする必要がある．その意味で，学習者の英

語力チェックとそこに対して知識として教授すべ

きカリキュラムも最適なものを揃えておく必要が

ある． 
 
これらをまとめると，RLE 法を最も効果的に導入

するには，英語学習のコーチング的要素を極力高め，

学習者一人一人の目的やレベルに合った学習法を提供

することが肝要であるという結論に帰結する． 
 
8. 今後	 
	 前項の考察で述べたように，RLE法の今後の改良は，

より学習者一人一人に合ったコーチング的な学習方法

の導入ということがあげられる．しかし，これらの改

良は学術的に効果を測れたりすることがなかなか推察

されないため，あくまでも理論的な方法論の改善と，

その実導入となろう．	 

	 また，方法論の普及のために，様々な啓蒙活動を行

い，方法論の実施コミュニティを作り，コミュニティ

内で方法論のブラッシュアップを図る，学会活動など

で様々なコメント，批判をいただくということも進め

ていく必要がある．	 	 
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Abstract 
I give an account of the distributional pattern of 
Japanese tense morphemes such as ru and ta. The 
argument is based on empirical and theoretical 
considerations for their semantic relationship to the 
episodic/generic distinction, which has been previously 
proposed in Carson (1977) and Carlson & Pelletier 
(1995).  

 
Keywords ― Genericity, Tense Morphemes, ‘Ru’, 
‘Ta’, Japanese  

 
１．はじめに 
日本語の述語には（ス）ル形・（シ）タ形(以

下、ル形・タ形と記す)の両方が使用できる場合

と片方しか使用できない場合がある。 
本研究の目的は、このル形とタ形の分布を支配

している制約はどのようなものかを明らかにす

ることにある。ここでは、現場を離れた場合と

そうでない場合を区別し、現場を離れた場合の

発話について、Carlson(1977)の存在論を援用し

て、(1)stage, object, kindの存在レベルのう

ち、ル形は individual-level 述語、タ形は

stage-level 述語に対応する意味を表示するこ

と、(2)この違いがル形とタ形の分布を制約して

いること、を提案する。 
 
2．現象 
定延（2004）によると、山で、{花が咲いてい

る/虫が鳴いている}のを見つけた時、(1a,b)の

ように、このことをル形とタ形のどちらを使っ

て表現してもよい。 

 

(1)a.こんなところに花が{咲いている/咲い

ていた} 

   b.こんなところに虫が｛鳴いている/鳴いて

いた｝ 

 

しかし、花の美しさや虫の大きさについて言

う際には、(2a,b)のように、ル形しか使えない。 

 

 (2)a.きれいだな～ /  *きれいだったな～ 

b.大きいな～  / *大きかったな～ 

 

ところが、帰宅してこのことを話す時には、

(3a,b)のように、再び、ル形とタ形の両方を使

うことができる。 

 

(3)a.あの山の花は{きれいだよ/きれいだった

よ} 

b.あの山の虫は｛大きいよ/大きかったよ｝ 

 

2. 先行研究 
日本語学では、タ形について、概して次のよ

うなことが指摘されている。 
 
（4）発話時以前に観察された状態だけを切り

離して独立に叙述するもので、発話時以

前の観察行為の存在を暗示するために活

用される (金水 1998,井上 2001,定延

2004他)。 

 
例えば、(1a,b)では、ル形の場合、山歩きの

途中、偶然花や虫を見つけたことを表すだけで

ある。これに対して、タ形の場合には、山にど

んな植物や昆虫が生息しているのかを探索して

いたところ、当該の花や虫に行き当たった、と

いう読みが付加される。これが、(4)の言う、タ

形による「発話時以前の観察行為の存在の暗示」

である。 

定延(2004)は、(4)を踏まえて、(1)-(3)にお

けるル形・タ形の選択制限について、次のよう

に述べている。 
 
（5）山を探索領域とするマクロ探索は探索

時間が長く存在情報以外の情報も得る

ため文型の制約がない。一方、発話現場

の一瞬の出来事を領域とするミクロ探

索では得る情報が限定的で文型が制約

される。 
 
言い替えると、突然生起した眼前の出来事は

ル形でしか表せない。しかし、現場に制約され

なくなると、つまり、｢探索時間｣が長くなると、

ル形・タ形の両方が使用可能になる、というこ

とである。 
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では、数日後に上の体験を想い出して回想す

る場合を見てみよう。その場合、(6a,b)が示すよ

うに、タ形だけが可能である。 

のように、存在文に言い換えることができない。 
 

 (6) a.あの花は、{*きれいだな/きれいだった

な} 

    b.あの虫は、{*大きいな/大きかったな} 

  

(6a,b)は、現場から隔たった時空間での発話であ

り、マクロ探索の例だと考えられる。とすると、

（5）からル形もタ形も認可されることが予測さ

れる。しかし、実際には、タ形だけが認可される。 

また、これとは逆に、現場から隔たった時空間

での回想であっても、(7a,b)のように修飾節を使

ってどんな｢花/虫｣であったかを限定する場合に

は、ル形しか認可されない。 

 
(7) a. 山で{きれいな/*きれいだった}花を見つ

けたよ 

  b. 山で{大きい/*大きかった}虫を見つけた

よ 

 

３.エピソード文と属性叙述文 

そこで一旦、「ミクロ」「マクロ」「探索」という概

念から離れて、Carlson(1977)の存在論の枠組を援用

して現象を整理してみよう。ここまでに見た例を、

特定の時空間に束縛された出来事を表すエピソード

文(episodic sentence)か、特定の時空間に束縛され

ない恒常的な事物の性質を表す属性叙述文

（characterizing sentence）か、という観点から捉

え直すのである。 
Carlson(1977)によると、エピソード文は、(8b)

のように、｢普通は/いつも（は）/概して/一般的に｣

などの習慣を表す副詞と共起できないが、他方で、

(8c)のように、存在文に言い換えることができる。 

 

 (8) エピソード文(episodic sentence ):  

空間的に束縛され、短時間しか存在しない 

出来事を表す。 

a. 犬が吠えている 

b.*犬が｛普通は/いつも（は）/概して｝ 

吠えている 

c. 吠えている犬がいる 

 

一方、属性叙述文は、(9b)のように、｢普通は/い

つも（は）/概して/一般的に｣と共起できるが、(9c)  

(9) 属性叙述文（characterizing sentence）: 

恒常的な事物の性質を表す。 

a. ここの生徒はおとなしい 

   b. ここの生徒は｛普通は/いつも（は）/概

して｝おとなしい 

c.??おとなしいここの生徒がいる 

 

これを§１の例に適用してみると、(1a,b)は、

(10a,b)のように、存在文に言い換えられるので、

｢現場｣によって時間的にも空間的にも束縛され

た事象を表すエピソード文であることが分かる。 

 

(10)a.こんなところに咲いている花が｛ある/あっ

た｝ 

   b.こんなところに鳴いている虫が{いる/い

た} 

 

また、 現場で、花や虫の様子について言う(2a,b)

も、(11a,b)が示すように、「いつも/概して」等と共

起できないことから、エピソード文だと見なすこと

ができる。 

 

(11) a.* {いつも/概して｝きれいだな～  

b.*｛いつも/概して｝大きいな～  

 

さらに、下山後に、山での出来事を報告する(3a,b)

では、ル形とタ形の両方が使用できた。ところが、

(12a,b)が示すように、ル形は「いつも/概して」と

共起できるが、タ形はこれらの副詞と共起できない。

そのため、ル形の場合は属性叙述文、タ形の場合は

エピソード文を作ると考えられる。 

 

  (12)  a. ｛いつも/概して｝あの山の花は、 

{きれいだよ/*きれいだったよ} 

     b.｛いつも/概して｝あの山の虫は、 

{大きいよ/*大きかったよ} 

 

また、タ形だけが可能であった回想文の(6a,b)も、

(13a,b)のように、「いつも/概して」と共起できず、

エピソード文に分類される。 
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   (13) a. * {いつも/概して｝あの花は、きれ

いだったな 

    b. *｛いつも/概して｝あの虫は、大き

かったな 

 

以上は、ル形は「いつも/概して」と共起し属性

叙述文を作り、タ形は共起せず、エピソード文を

作る、という傾向をもつことを示している。 

ただし、 (7a,b)の名詞修飾節「きれいな花/大

きい虫」では、ル形だけが使用可能であるにも拘

わらず、(14a,b)のように、「いつも/概して」と

共起することができない。 

 

 (14)a.*山で｛いつも/概して｝きれいな花を見

つけたよ 

   b.*山で｛いつも/概して｝大きい虫を見つ

けたよ 

 

この点を、ル形の生起位置に着目してもう少し明

確にしてみよう。(7a,b)の｢きれいな花/大きい虫」

は、「見つけた」を主動詞とする主節に埋め込ま

れた名詞修飾節である。そのため、これらは、時

間的には安定した性質をもった個体(object)で

あるものの、他方で、発見現場による空間的な束

縛を受ける。つまり、この花や虫は、ある場所で

は、見つけられるかもしれないが、ある場所では、

見つけられないかもしれず、「いつも」発見され

るとは限らない。「いつも」と共起できないのは

そのためである。 

一方、「きれいな/大きい」と同じく状態性述語に

類別される「そびえている/優れている」などの

テイル形でしか使用されないという特徴をもち、

金田一(1950)が「第 4種の動詞」と名付けた動詞

は、時空間的な束縛を受けない恒常的な状態を表

す。しかし、それにも拘らず、 (15a-c)の名詞修

飾節に生起するこれらの動詞には、タ形だけが認

可される。 

 

 (15)a. 旅先で、高く{*そびえる/そびえた}山

を見た 

   b. 旅先で、｛*優れる/優れた｝論文を読

むことができた 

   c. 日韓両語にはよく{*似る/似た}語が

ある 

影山(1996)は、名詞修飾節において、属性叙述の

用法を持つ（影山の用語では、完了形容詞1の意味

を表す）動詞のうち、タ形を取る動詞は、他動詞

と非対格動詞の中でも状態変化を表すものに限

られる、と言う。次はその例である（影山, 1993）。 

 

(16)a.他動詞： 

     大きく開けた口、白く塗った壁、 

よくゆがいたスパゲティ、煮た魚、 

ゆでた卵、磨いた靴 

   b.非対格動詞： 

腫れた足首、たまった水、さびたナイ

フ、腐った野菜、縮んだセーター、落

ちた葉っぱ 

  c.非能格動詞(過去解釈なら OK)： 

     ＃踊った少女、＃泳いだ子供、＃暴れ

たやくざ、＃泣いた赤ん坊、＃きらめ

いた星 

 

影山は、(16a,b)の動詞はどれもある結果状態に

到達するという要件を充たすものであることか

ら、結果状態への到達可能性がタ形動詞に完了形

容詞としての用法を与える要件である、と述べて

いる。従って、他動詞、非能格動詞のうち、結果

状態への到達、というアスペクトを表さない打撃

や接触を表す他動詞、および、結果状態を表さな

い非能格動詞が、完了形容詞として使用されるこ

とはない。また、非対格動詞でも、状態を表す動

詞が完了形容詞として使用されるためには、(17)

が示すように、ル形を取る必要がある。 

 

 (17)非対格動詞： 

    注目に{*値した/値する}作品 

    長時間を{*要した/要する}課題 

    語用論に{*属した/属する}問題 

    城を{*取りまいた/取りまく}お堀 

 

                                                   
1 山岡(1999,2000)は、ル形で属性叙述文の述語と

して用いられ、時制が未来ではなく「超時」(寺村の

用語)として解釈され、かつ、「非常に役立つ」のよ

うに程度副詞によって修飾され得る動詞を｢属性動

詞｣として範疇化することを提案している。山岡の主

張とル形を｢individualレベル｣述語として捉える

本研究との親和性は高いと考えられる。 
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(16）と（17）を比べてみると、タ形を取る (16)

の名詞修飾節に生起する動詞は、状態変化の結果

を表し、それは、時空間間的に束縛されたエピソ

ーディックな出来事を介してもたらされたもの

である。これに対して、ル形を取る(17)の名詞修

飾節に生起する動詞は、少なくとも時間的に束縛

されない恒常的な状態や性質を表している。 

では、先程の(15a-c)の名詞修飾節に現れる「第

4種の動詞」が、（本来、ル形を取るべき状態動詞

であるにも拘らず）、タ形を取る理由は何だろう。

ここでは、金田一（1950）が指摘するように、テ

イル形でしか使用し得ない、という「第 4種の動

詞」の特殊性に着目してみよう。 

 

 (18)a.あの山は高く{*そびえる/そびえてい

る} 

   b.この論文は｛*優れる/優れている｝ 

   c. 日韓語の文法はよく{*似る/似ている} 

 

これらの動詞は、非意図的な事象を表す点で、非

対格動詞に属すると考えられる。先述した通り、

影山(1996)は、非対格動詞でも、状態を表す動詞

を完了形容詞として使用するためには、ル形を使

う必要があると述べている。しかし、これらの動

詞ではル形（の使用）が排除されている。そのた

め、タ形を選択せざるを得ないのだ、と考えられ

る2。ただ、このように特殊なふるまいを示す「第

4種の動詞」を除けば、名詞修飾節に生起する動

詞についても、概ね、ル形は属性叙述文、タ形は

エピソード文に関係することが確認できる。 

同じ傾向は、主節主動詞として生起する動作動

詞においても見ることができる。次の例は、冒頭

にあげた事例の主動詞を状態述語から動作動詞

に替えたものである。  

  

(19) a. こんなところで花子が｛踊っている/踊

っていた｝ 

    b. こんなところで虫が｛鳴いている/鳴い

ていた｝ 

(20) a. 上手に踊るな～/*上手に踊ったな～ 

b. 大声で鳴くな～ / *大声で鳴いたな～ 

(21) a.花子は上手に{踊るよ/踊ったよ} 

                                                   
2 ただし、この結論は暫定的なものとしておく。 

b.あの山の鳥は｛大声で鳴くよ/大声で鳴 

いたよ｝ 

(22) a.祭りで、上手に｛踊る/*踊った｝少女を

見つけたよ 

   b.山で{大声で鳴く/*大声で鳴いた}鳥を

見つけたよ 

 

ここでも、現場を離れた(20)-(22)の発話が、ル

形は属性叙述文として、タ形はエピソード文とし

てそれぞれ解釈されている。 

以上を、<時間と空間による束縛>の有無という観

点から見れば、現場によって時間的にも空間的に

も束縛された個体の局面を表すル形を含む

(1a,b)(2a,b)や(19 a,b)(20a,b)だけでなく、タ

形を含む場合の(3a,b) (6a,b)も、過去の観察現

場に時間的・空間的に束縛された｢あの花/あの

虫｣の一局面を表していて、エピソード文の認定

には、時間的・空間的束縛が決定的な役割を果た

していることが窺える。一方、ル形を含む場合の 

(3a,b) (7a,b)、(21 a,b)および(22a,b)は、個体

の少なくとも時間的に安定した性質を表す点で

共通している。従って、属性叙述文の成否におい

ては、時間的に束縛されないことが決定的な役割

を果たすことが分かる。 

以上をまとめると、[表 1]のようになる。 

   

[表 1] 

エピソード文 属性叙述文 時空間的束縛  

(1a,b) ル/ タ      ---         (+時空間)  

(19a,b)ル/ タ      ---         (+時空間) 

(2a,b) ル/*タ       ---         (+時空間)  

(6a,b)*ル/ タ       ---         (+時空間) 

(3a,b)   タ         ル    (+時空間/-空間)  

(7a,b)   ---      ル/*タ    (+空間/-時間)  

(20a,b)  ---      ル/*タ  (+空間/-時間) 

(21a,b)  ---      ル/*タ  (+空間/-時間) 

(22a,b)  ---      ル/*タ    (+空間/-時間) 

 

[表 1]から、(23)のように言うことができる。 

 

 (23) 時間的、空間的に束縛された事象はタ形、

少なくとも時間的に束縛されない事象は

ル形を取る。ただし、この区別は、現場（発

話現場＝観察現場）において捨象される。 
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これに Carlson(1977)の存在論を当てはめてみる

と、どのようになるのだろうか。次のセクション

では、この点について見てみよう。 

 
４. Carlson(1977)の存在論 

Carlson(1977)の存在論では、事物の存在レベルを

stage, object, kind の 3 つに分類することが提案

されている。このうち、 object と kind は

individual(個体)として、個体の時空間的な局面を

表す stageと対立するとされる。 

Kindは｢リンゴ｣「みかん」といった時間、空間に

束縛されず存在する事物の類概念を表す。それに

対して、Objectは、テーブルの上にある｢リンゴ｣

や「みかん」、あるいは、飼い犬のポチのように、

時間的に恒常的に存在するが、空間による束縛を

受ける事物が当てはまる。Kinｄと objectは時間

的に安定した 存在で あると いう 点で、

individual(個体)と呼ばれる。このkindやobject、

つまり、individual(個体)の時間的切片/スライ

スが stageである。 

 

(24)Kind（類） ：時間、空間に束縛されず存

在する事物の類概念。 

e.g. ｢リンゴ｣「みかん」 

  Object(個体)：時間的に恒常的に存在する

が、空間による束縛を受け

る個体。 

e.g.テーブル上の｢リン 

ゴ｣「みかん」、飼い犬の「ポ

チ」 

   Stage（局面）：kind や object、つまり、

individual(個体)の時間的

切片/スライス  

         e.g.［ポチ］のスナップシ

ョット 

 

Stage, object, kindは、言語的には、(25)のよ

うに表現される。 

 

 (25)a. Dogs are intelligent. (kind) 

      b. Italians smoke.       (kind)           

      c. John smokes.          (object) 

      d. A dog is barking.     (stage) 

      e. John is smoking.      (stage)   

(25a-c)が  individual-level 述語、 (25d.e)が

stage-level 述語である。(25)が示すように、stage

は individual(個体)の時間的切片であるため、

stageに用いる述語は、objectと kindのどちらにも

用いることができる。また、object だけに使えて

kindに使えない、という述語はない。こうしたこと

から、Carlson は、stage-level 述語と（object と

kind の individual( 個 体 ) に 用 い ら れ る ）

individual-level述語という2タイプの述語を設定

し、stage-level述語から individual-level述語を

作る、即ち、stag-level 述語を individual-level

述語に写像する generalization function（Gｎ 

function）という関数を導入している。例えば、 (26)

と(27)の a文と b文の意味は以下のように記述され

る。 

 

  (26) a. John is smoking.      

     a’. Smoke(John) 

       b. John smokes.           

   b’. Gn(smoke)(John)  

（Carlson and Pelletier,1995:20） 

 

(26a’)の smokeは、個体、または、stageのしか

るべき状態を表す述語、また、 (26b’)の

Gn(smoke)は、smokeから派生した属性述語に対応

する。従って、(26a)は Johnの喫煙の局面－stage、

(26b)は、喫煙が John の習性であるという John

の特徴を表すことになる。同様に、(27a’,b’)

の italians は、イタリア人という類概念（を表

す Italians）に適用される述語である。(27a)は、

複数のイタリア人の喫煙の stage、(27b)は、喫煙

がイタリア人の習性であることを表している。 

 

 (27) a. Italians are smoking.     

a’. ∃x[ italians(x) & smoke(x)] 

       b. Italians smoke.         

 b’. Gn (smoke)(italians)                               

 

(26a,b)(27a,b)の主語はいずれも同じであるこ

とから、エピソード文か属性叙述文かを決定する

要因は、主語名詞ではなく、述語のタイプ―stage 

level述語かindividual1 level 述語か―である

と さ れ る 。 そ し て 、 stage-level 述 語 と

individual-level述語の違いは、(28)が示すように、
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stage-level述語が時空間項（Davidsonian項）を伴

うのに対して、individual-述語は伴わない、という

違いに還元されると考えられる3。 

 

 (28) a. John is smoking on the lawn/this 

morning. 

       b. John is a smoker (*on the lawn/*this 

morning). 

  

(26b)(27b)は generic sentenceと呼ばれるが、この

タイプの文は、know French のように恒常的状態を

表す述語によって語彙的に表示される場合と、speak 

French のように習慣(同じ動作の累加)として表示

される場合とがある。両者の違いは、speak French in 

(a situation)という speak Frenchと状況との意味

関係が、エピソード述語によって語彙的に表示され

るか、show knowledge of French in (a situation)

という show knowledge of Frenchと状況の意味関係

が語彙項目によって表示されないか、にある。ただ

し、後者の状態述語は状況を一般化すると捉えるな

ら、次のように、両者の意味を統一的に記述するこ

と が で き る よ う に な る （ Carlson and 

Pelletier,1995:38）。（ｓは situation の変項、

GEN は顕在的な量化副詞を欠く属性叙述文を量化

する generic quantifier。） 

 

 (29)a. speak French:  λxGEN[x,s;](x in s; 

x speaks French in s) 

                                                   
3Kratzer（1995）によれば、例えば、(i)の is dancing

は、stage-level 述語であるので、時空間項―

Davidsonian項－の変項を含む。ここでは locative

の ‘on the lawn/this morning’が変項の値となっ

ている。一方、(ii)の‘dancer’は individual-level

述語に分類され、Davidsonian項は含まない。 

 

(i) Manon is dancing on the lawn/this morning. 

     [dancing(Manon, l) & on-the-lawn(1)] 

     [dancing(Manon, 1) & this-morning(1)] 

(ii) Manon is a dancer. 

          Dancer(Manon)                  

（Kratzer,1995:128） 

     b. know French: λx GEN[x,s;](x in s; 

x shows knowledge of French in 

s) 

 

しかし、GEN 演算子は、量化領域の設定に関して次

のような問題に遭遇することになる。(30)の習慣文

を見てみよう。 

 

 (30) Mary smokes cigarettes/ *cigarette. 

 

 (30)は、Mary が喫煙する状況-Mary smokes a 

cigarette-の累加を表す。とすると、GEN 演算子の

量化対象はエピソード述語の“smoke a cigarette”

になる。従って、得られる習慣文は、“Mary smokes a 

cigarette”となるはずである。しかし、実際に得ら

れる文は、複数名詞 cigarettesを含む(30)でなけれ

ばならない。そこで、名詞句が表す数に関して制限

を設けないことを、generic文の前提条件とすると、

今度は ‘a cigarette’も‘cigarettes’も認可さ

れる、(31a)のような例が説明できなくなる。 

 

 (31) Mary smokes (a cigarette)/(cigarettes) 

after dinner. 

      

そのため、Carlson and Pelletier(1995:40)は、

(30)と(31)の違いを説明するために、量化の対象を、

目的語が表すタバコから状況へとシフトするこ

とを提案している。つまり、明示的に状況を制限

する‘after dinner’を含む(31)では、たった１

つの状況が量化の対象である。これに対して、非

明示的に量化が行われる(30)では、状況の合計が

量化の対象になる。この違いは次のように記述さ

れる。 

 

(32)a. GEN[s;](Mary in s; ∃x(cigarette(x) 

& Mary smokes x in s)) 

    b. GEN[s;](Mary in s & after-dinner(s): 

       ∃x(cigarette(x) & Mary smokes x in 

s)) 

 

(32a)では状況sのサイズは限定されていない。

Maryが異なるタバコx1,x2,･･･,ｘｎを吸う状況

の合計：s=s1⊕s2⊕s3･･･⊕ｓｎが量化の対象である。 
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5. ル形とタ形の分布(条件) 

 では、generic 文とエピソード文の区別をル形と

タ形に適用してみよう。ここでは、文が表す出来事

を Carlson(1977)の存在論に当てはめるために、

stageを状況(situation)と呼びかえ、当該の出来事

のある局面、スライスとしての状況を表すと見なす

と、ル形は individual、タ形は stageレベルに属す

る事象を叙述する、と言うことになる。 

 

(33) ル形： individualレベルの(少なくとも時

間（・空間）に束縛されず存在する)

事象を叙述する 

タ形： stage/situationレベルの(時間・空

間に束縛される)事象の局面－時空

間的切片－を叙述する 

 

例えば、ル形とタ形の両方の使用が可能な§１の例

文(3a)では、ル形は generic文、タ形は stage/状況

を表すエピソード文を表すことになる。この違いに

留意して、その意味を記述すると、次のようになる。 

 

(3)a.あの山の花は{きれいだよ/きれいだった

よ} 

(34)a. あの山の花はきれいだよ 

   GEN[x,s;]( x in s; ∃ x(flower(x) &  

beautiful(x) in the mountain (s)) 

  b.あの山の花はきれいだったよ 

∃[x,s;]( flower (x) & beautiful(x) in 

the  mountain at t (s)) 

 

(34a)は、総じてあの山の花はきれいであることを表

し、(34b)は、あの山の特定の花がきれいであったこ

とを表している。 

また、(33)から、（35）を導くことができる

（Dahl,1995）。 

 

（35）ル形：特定の参照時を示唆しない 

タ形： 発話時以前/過去の特定の参照時の

存在を示唆する 

 

ここで｢参照時｣というのは、話者が文の表す出来事

を評価する/した評価時を指す。(35）に基づけば、 

(1a,b)でタ形を使用すると、参照時が発話時より前

に設定されることになり、発話時以前からの観察行

為が示唆される。一方、ル形は発話時に参照時が設

定され、そこから過去・未来に向かってリンクが張

られるので、このような読みが生じないことが予

測・説明できる。また、 (2a,b)では参照時と発話時

が一致するので、タ形が排除されることが説明でき

る。(3a,b)では、参照時がル形では発話時(=報告時)、

タ形では過去の観察時に設定されるので、前者の場

合には属性叙述/generic文、後者の場合には、過去

の出来事に言及するエピソード文、という異なる読

みが生じること、さらに、(6a,b)の回想文では、過

去の特定の時間に参照時が設定されるので、ル形が

使えないこと、他方、当該の｢花/虫」時空間を超え

た属性を表示する(7a,b)の連体修飾節ではタ形が認

可されないこと、などが説明、予測できることにな

る。  

さらに、 (33)(35)から、 ル形とタ形が(36) のよ

うな対比想定を持つことが導出される。 

  

 (36) ル形：当該個体/事象と時空間を異にする他

個体/事象との対比を示唆する 

    タ形：当該個体/事象内での時間的推移に伴う

変化の推移を示唆する 

 

これによれば、§1の(6a,b)で問題としているのは、

他個体の美しさや大きさとの比較ではなく、当該主

語が表す同一個体の過去の状態であること、逆に、

(7a,b)で問題としているのは、他個体との対比にお

いて評価され得る当該個体の属性であること、その

結果、（6a,b）ではル形が認可されず、(7a,b)ではタ

形が認可されないことが説明できる。 
 

6．おわりに 

Generic文を作るか、エピソード文を作るか、と

いう観点から、ル形とタ形の意味を捉えることによ

り、一見複雑な様相を呈するル形とタ形の分布条件

をうまく捉えることができることを示した。 
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文末詞による心理的関係構築の調整：顔文字の間合い感覚(2) 
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Abstract 
This study examined message-receiver’s sense of distance 
when they received a mobile-mail message in which face 
marks were used.  Independent variables were number of 
face marks, receiver’s sex, and the same/opposite sex 
between sender and receiver.  Dependent variable was the 
distance which the receiver (the participants) wanted to be 
away from the sender if the receiver were to meet and talk 
with the sender.  The participants were undergraduate 
students.  The given situation was that the message was 
sent by a person whom the receiver newly met with his or 
her friend.  In case of no face marks and a few face marks, 
the distances were within the personal distance in proxemics.  
However, in case of many face marks, the distances fell in 
the social distance without both the sender and the receiver 
were girls in which the distance remained within the 
personal distance.  The distance negatively correlated how 
many face marks the participants usually used.  The results 
imply that the use of many face marks in the sentence-final 
area is not polite expression and it may threaten the negative 
face of the receiver even though the impression of the 
massage is friendly.    
 
Keywords ― Sentence final expression, Face, Proxemics 
 

1. はじめに 

  本研究は，会話やメール文そしてソーシャル・ネッ

トワーク・サービス（SNS）上のメッセージ文の文末

周辺に使用された言語記号および非言語記号が，受け

手が抱く相手との関係調節感覚に与える影響を，心理

学実験で解明しようとするものである．具体的には，

終助詞，顔文字，「！」に類する記号である．最近では

スタンプも利用されているが，スタンプはメッセージ

文全体の装飾性に関係する場合が少なくないため，現

時点では考慮の対象外とする．メッセージ文の文末周

辺に使用される言語記号および非言語記号に焦点をあ

てた理由は，以下の 2 点である． 
第一に，メッセージ文の送り手と受け手の持続的相

互行為が前提とされるメッセージ文は，その意味内容

の理解に加えて，受け手が送り手の意図や態度をどう

感知するかがその後の関係構築に影響を与える．日本

語では，メッセージ文内容の差し出し方を文末表現で

調整することが多い．翻って受け手は文末表現から送

り手の態度を敏感に感知する．しかし，メッセージ文

の文末周辺に使用される言語記号や非言語記号の意味

や用法は，主に使用者の立場から分析されて論じられ

てきた．本研究は，受け手の内部反応をより詳しく解

明しようとする立場である．受け手の内部反応が解明

されれば，文末周辺の表現が人と人の相互行為に与え

る影響をより良く理解できる． 
第二に，受け手の内部反応をより深く探る方法の開

発である．メッセージ文の文末表現が受け手に与える

影響に関しては，受け手の主観的印象を問う調査が多

く行われてきた．しかし意識される印象のみが受け手

内部で喚起される反応ではない．例えば，メッセージ

文の文末に終助詞「の」が使用されると，メッセージ

文の送り手が「関わりたい」「反応を期待している」と

受け手に知覚され，受け手の関わり感が増すことがわ

かった（伊東・永田, 2007）[1]．さらにその関わり感に

着目して，文末に「の」を使用した文と使用しない宣

言文を用いて記憶実験を行ったところ，直後再生，1
週間後の遅延再生ともに，「の」を使用した文内容の方

がより良く記憶されていた．この効果は，主張性が明

確な終助詞「よ」を使用した場合は，認められなかっ

た（伊東, 2010）[2]． 終助詞「の」については，多く

は女性が使用し語調が柔くなると説明されているが，

受け手の内部反応としてはメッセージ文への関わり感

が増し，文内容がよりよく記憶に留まる．実に，した

たかな機能である．このような内部反応の発見には，

実験手法が有効である．本研究においても，文末周辺

の記号，具体的には顔文字使用が引き起こす受け手内

部の反応を解明する理論的枠組と実験手法の開発をめ

ざす． 
 私たちは普段電子メールやSNSで複数の相手と連絡

を取り合ったり，近況を公開したりしている．ただ，

言語表現だけでは非言語的表情やニュアンスが伝わり

にくい．このため，文末周辺に表情や感情を示す顔文

字を使用する．近年では顔文字使用の一般化に伴い，

「顔文字」を電子的に変換すると多様な顔文字が提供
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されるようになった．顔文字に関しても初期の研究で

は，使用者の立場に立ち，誰がどのように使用するか

についての報告が提供されてきた [3-7]．しかし近年で

は，顔文字が使用されたメッセージ文が受け手にどの

ような印象を与えるが調べられるようになった．それ

らの研究は，林（1978）[8]による対人認知構造の基本

次元である「親しみやすさ」「社会的望ましさ」「活動

性」に基づく形容詞を採用して，メッセージ文の印象

を調べており，それらは顔文字使用が受け手に送り手

のパーソナリティ特性を直接喚起させることを前提と

している．これに対し，本研究では，複数の研究で明

らかになった顔文字が多用される場合の相反する印象

を考慮して，送り手のパーソナリティ特性の直接喚起

とは別の内的反応喚起メカニズムを提案したい． 
顔文字が使用されたメッセージ文の印象を調べた先

行研究では，顔文字が少数使用された場合は，親しみ

やすさや友好性が共通して喚起された [9-11]．ただし

顔文字が多用されると親しみやすい印象は持たれるも

のの，「不快」「嫌い」との反応が報告されている [12-14]．
この不快感は顔文字が少数の場合は生じない．「友好的

で親しみやすい」しかし「不快で嫌い」との相反する

印象と反応は，どのようなメカニズムから生じるので

あろうか． 
相互行為時の相反する反応に関しては，社会的基本

欲求であるフェイス欲求（Brown & Levinson (1978, 
1987)[15]を参考にして説明を試みる．ポジティヴフェ

イスは，相互行為を行う相手に受容されたい，共にあ

りたいとの欲求であり，ネガティヴフェイスは，他者

に踏み込まれたくない，適切な距離を保ちたいとの欲

求である．両方のフェイスは並行して働くとされる．

メッセージ文のやり取りを含め，人と人が相互行為を

行うときはフェイス欲求が発動され，メッセージ文の

受け手は送り手の自分に対する距離感を感知し，その

距離感と状況的閾値域が照合されて快・不快あるいは

接近・回避感が喚起されると推察される（距離感仮説）．

顔文字使用の有無や頻度は，受け手に感知される距離

感に影響を与え，それと閾値域との関係により喚起さ

れた情動が印象として報告されるのであろう． 
それではその閾値域はどのように決まるのか．この

点に関しては，人と人が相互行為を行うときの分節化

された空間として知られるプロクセミクス [16]を仮定

する．人と人が相互行為を行うときに適切とされる空

間距離は，両者の関係性（家族，恋人，友達，同僚な

ど）や関わり合う様態（私的会話か会議かなど）に依

存して異なる．その距離は大きく 4 種類に分節される．

密接距離・排他域（接触から約 45cm），個体距離の近

接相（約 45cm から約 80cm）と遠方相（約 80cm から

約120ｃｍ），社会距離の近接相（約120cmから約210cm）

と遠方相（約 210cm から約 360cm），公衆距離（約 360cm
より遠い距離）である．密接距離は恋人同士あるいは

乳幼児と母親といった親密な関係にある者たちが触れ

合いささやき合う距離である．個体距離は友人や知り

合いが私的会話を楽しむときに自然にとる距離である．

社会距離は典型的には仕事場で会議を行う距離である．

公衆距離は演説や講義を聴く距離である． 
知り合い程度の関係であれば，個体距離内の近接相

と遠方相の境界から遠方相内が適切と考えられ，親し

みを示すとはいえ密接距離に迫るならば，相手は不快

になるであろう．それはネガティヴフェイスを脅かす

行為になりかねない．滝浦が（2008）[17]が「人に話し

かけるときは言葉で他者に触れることである p.26」と

述べるように，言語的な相互行為であるとしても，人

と人の身体的距離感が喚起され，それは情動反応と連

動して，関係構築の持続や遮断あるいは警戒に影響を

与えると推察される．その内部反応が印象として認識

されるとも言えよう．  
伊東（2015）[18]では，距離感仮説に基づき，大学生

を対象として，友達に紹介されて間もない知人から送

られてきたメッセージ文という設定で，文末の顔文字

量を変化させた刺激文を用いて，受け手（参加者）が，

自分に対して送り手がとるであろう距離を判断する実

験を行った．その結果，以下の 4 点が明らかになった．

1)使用された顔文字量は，送り手の受け手に対する距

離感を受け手に感知させる．2)その距離は個体距離の

範囲内に位置し，顔文字なし，少数，多用の順に距離

が短くなる．3)顔文字が無い場合は個体距離の遠方相，

少数の場合は近接相の中間から遠方相への境界付近，

多用の場合は密接距離に迫る距離感を感知させる．4)
女子の方が男子よりも送り手の自分に対する距離感を

近く判断する．以上の結果は，印象調査研究が明らか

にしてきた顔文字が無い場合は礼儀正しく真面目とい

う印象や，少数の場合は親しみやすく友好的との印象

と整合性がある．また，顔文字を多用した場合の密接

距離に迫る距離感は，親しみやすい印象ではあるが不

快という反応を説明できる距離である． 
上記の研究は，メッセージ文に使用された顔文字の

量により相手の自分に対する距離感が異なって感知さ

れることと，その距離感がプロクセミクスに準拠する
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ことを示す．ただし，顔文字の多用が受け手のネガテ

ィヴフェイスを脅かし，不快を引き起こす根拠はまだ

示されていない．そこで本実験では，先行研究と同じ

状況設定において，メッセージ文の受け手が送り手に

会ったときに保ちたい距離の方に着目して調べること

を目的とする．関係構築の初期に顔文字を多用した場

合，送り手が密接距離に近づくような距離感を受け手

に喚起させるならば，さらにそれが受け手のネガティ

ヴフェイス閾値を脅かすならば，負の情動が生じ，受

け手が送り手に対して保ちたい距離は大きくなると考

えられる．この点を調べることを目的とする．なお，

伊東（2014）において普段顔文字を使用する程度と不

快感に負の相関傾向が認められたため，本実験でも普

段の顔文字使用と距離感の関係も調べる． 
 仮説 1 関係構築初期に顔文字が無い，少数，多用

のメッセージ文を受け取った場合，受け手が送り手に

対して保ちたい距離は，多用の場合に最も大きくなる． 
仮説 2 受け手の普段の顔文字使用頻度と顔文字多

用の場合の距離感は負の相関がある． 
 

2. 方法 

参加者 電子メール経験のある私立大学の学部生，

男子 30 名，女子 62 名，計 92 名． 
刺激材料 状況設定としては“大学でお昼に友人の

A を通して知り合い，少し会話をした相手 B（同性）

あるいは C（異性）から夜に携帯電話上でメールが届

いた”である．メッセージ文の原型は，「こんばんは、

今日お話しした○○です。さっきはありがとうござい

ました。よろしければ来週の同じ時間、一緒にご飯を

食べませんか？お返事待ってます。」という挨拶に続く

4 文から成る．顔文字の種類としては，戸梶（1996）[19]
を参考にして，第一文には主張を表す(^_^)/，第 2 文に

は嬉しさを表す(^o^)，第 3 文には誘うことに少し恐縮

する意味として(^_^;)，第 4 文には返事をもらえるか不

安な(>_<)を使用した（図 1 参照）． 
実験計画 独立変数は，顔文字量（顔文字無し，第

1 文と第 4 文の文末に使用する少数，文毎に使用する

多用），送り手が同性か異性か，受け手の性別である．

顔文字量と送り手が同性か異性かは被験者内要因であ

る．さらに，参加者の普段の私的メールにおける顔文

字の使用量（多い方，少ない方，使用しない）と，私

的やり取りの仲間の中で顔文字を多用する人の多さ

（多い方，少ない方，いない）の質問を行った． 
手続き 教室に少なくとも 5m 四方の空間をあけ，床

に 2.5m の距離をとって目印をつけた．参加者には知り

合い同士で参加してもらった．参加者にはスクリーン

上で実験概要と状況設定の説明を行った後，各条件の

刺激を呈示して，下記の手続きの実施を依頼した． 
 

  
図 1 顔文字使用に関する刺激条件と刺激 
（C は異性の場合．B は同性の場合．） 
 

a) 顔文字無し条件

b) 顔文字少数条件

c) 顔文字多用条件
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参加者らは 2.5m の距離で向き合い，刺激を呈示され 
る毎に，メッセージ文の受け手役の参加者が送り手役

の参加者に近づき，送り手に対して保ちたい距離で止

まるように依頼された（ストップディスタンス法）．受

け手役の参加者に与えた教示は以下である．「スライド

に示すメッセージ文を送ってきた相手と実際に会った

時にどのくらいの距離で話をしたいと思うかを判断し

て下さい．ゆっくりと相手に近づき，ここと思うとこ

ろで止まって下さい．」受け手役の参加者は 2.5m の距

離からゆっくりと送り手役に近づき停止した．停止し

た時点で両者のつま先間の距離を測定した．条件の順

序は，送り手が同性の場合で顔文字無し，少数，多用

を行い，次に送り手が異性の場合の 3 条件であった．6
条件を終了した後に，役割を交代して同様に行った．2
名とも測定が終了した後に，参加者の顔文字使用量と

仲間の使用状況について質問を行った． 
なお，参加者には知り合い同士で，かつ同性同士で

参加してもらった．したがって異性からのメール文の

場合は，ペアの相手を異性と想定することになる．参

加者を知り合い同士にした理由は，以下のとおりであ

る．実験では向かい合って 2.5m の距離から徐々に近づ

いていくため，実際に初対面の相手には現実的気づま

り感が生じる．実際に異性同士の組み合せにした場合

も同様である．例えば，互いに照れ合いスムーズな測

定ができにくい状況があった．予備検討を重ねた上で，

現実的気まずさの影響を受けずに判断できるペアとし

て知り合いで同性同士のペアを参加者とした． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 結果 

 
3-1. 距離  
平均距離と標準偏差を表１に示した．距離について

は，女子が受け手の場合，送り手-同性では，顔文字無

し，少数，多用の順に，103.76cm，78.05cm，108.55cm，

送り手-異性では，112.97cm，104.98cm，144.18cm とな

った．男子が受け手の場合，送り手-同性では 118.63cm，

100.57cm，143.87cm，送り手-異性では 120.93cm，

99.53cm，153.67cm となった．顔文字量，受け手の性別，

送り手が同性か異性かを要因とする分散分析の結果，

いずれの要因でも主効果が認められた（F(2, 180)=87.65, 
p<.01; F(1, 90)=3.99, p<.05; F(1, 90)=32.60, p<.01）．受け

手の性別と相手が同性か異性かの間に交互作用が認め

られた（F(1, 90)=17.51, p<.01）． 
まず，「相手と実際に会った時にどのくらいの距離で

話をしたいと思うか」について移動を止めた距離は，

顔文字が多用された場合が一番大きく，次に無い場合，

少数の場合は最も小さい距離であった．その距離は，

女子同士の場合を除き，顔文字無しでは個体距離の遠

方相と社会距離との境界周辺，少数では個体距離の遠

方相中間周辺，多用では社会距離の近接相にまで遠く 
退いている．この結果は，先行研究において，顔文字

多用の場合に送り手が密接距離に迫る距離になった結

果（表 2）とは対照的である．全ての条件において，

本実験の距離は，先行研究（送り手が受け手（自分）

に対してとるであろう距離）よりも大きかった．その 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表1　自分（受け手）が送り手に対してとりたい距離cm 　（）内はSD

顔文字

無し

顔文字

少数

顔文字

多用

顔文字

無し

顔文字

少数

顔文字

多用

同性 103.76 (35.54) 78.05 (26.85) 108.55 (42.48) 118.63 (34.48) 100.57 (39.46) 143.87 (44.36)
異性 112.97 (34.92) 104.98 (34.12) 144.18 (53.27) 120.93 (34.92) 99.53 (37.33) 153.67 (40.18)

女子（受け手）が移動して止まる 男子（受け手）が移動して止まる

送り手

 

表2　自分（受け手）に対して送り手が実際にとるであろう距離cm　（）内はSD　（伊東, 2015より）

顔文字

無し

顔文字

少数

顔文字

多用

顔文字

無し

顔文字

少数

顔文字

多用

同性 82 .32 (27.03) 59.92 (19.68) 43.36 (18.01) 97.59 (20.92) 76.89 (20.25) 61.95 (13.63)
異性 96.67 (28.12) 73 .38 (22.62) 51.66 (21.03) 106 .41 (31.19) 85.09 (22.59) 66.66  (21.04)

女子（受け手）が送り手を止める 男子（受け手）が送り手を止める

送り手
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差は，特に，多用の場合に最も大きくなった．この結

果は，従来の印象研究が示した親しみがあり友好的な

印象ではあるが不快で嫌いといった矛盾する印象を説

明する反応と考えられる． 
 
3-2. 普段の顔文字使用頻度との関連 
各顔文字使用条件について，距離と受け手である参

加者の普段の顔文字使用頻度，そして仲間の使用状況

との相関関係を分析した．その結果，多用の場合にお

いて，参加者の普段の顔文字使用頻度と距離に負の相

関が認められた(r = -.41, p<.05)．私的メールに顔文字を

使用しない人は，距離をより大きくとりたいことがわ

かった．この結果は伊東（2014）において顔文字を普

段使用しない受け手が顔文字を多用したメッセージ文

を受け取った場合，不快をより感じる傾向にある結果

と整合する． 
 

4. 考察 

本研究では，距離感仮説に基づき，伊東（2015）と

同じ大学生同士の関係構築初期という設定で，メッセ

ージ文の受け手が送り手に対して保ちたい距離を，ス

トップディスタンス法を用いて測定した．その結果，

顔文字が多用された場合の距離が一番大きかった．し

かも，女子同士の場合を除き，社会距離にまで退いて

いた．この結果は仮説 1 を支持するものである．関係

構築の初期に顔文字を多用したメッセージ文は，受け

手のネガティヴフェイスの閾値に抵触する距離感を感

知させ，不快感が生じたことが示唆される．その他の

条件では，先行研究で示された距離よりも 20cm 程度

退くものの，個体距離内で相応する距離を保っていた． 
女子同士の場合のみ，顔文字が多用されても顔文字

無しの場合と変わらない距離であり，個体距離の遠方

相中間あたりに留まっていた．不快とまでは感じてい

ないことが示唆される．受け手のネガティヴフェイス

侵害がどの程度に感じられるかは，自身と相手の性別

や自身の表現スタイルに依存して異なるであろう．例

えば，少人数グループで，あるトピックについて議論

したりゲームをしたりするとき，女子同士は狭い部屋

の方が協調的で快適という報告がある．男子同士は逆

に混んでいない空間の方が協調的で快適になると報告

されている[20-21]．この点から女子同士は特別な空間

的了解があるとも考えられる．また，顔文字の使用は

男性に比べて女性の方が多いとの報告があり[22]，本実

験においても，顔文字を普段多用する女子は 34％，男

子では 20％であった．女子の方が顔文字使用に関して

抵抗が少ないとも考えられる．しかし，その女子でさ

えも顔文字が多用された場合の距離は，顔文字少数の

場合と同じにならず，顔文字無しと同様の距離まで退

いていた． 
顔文字を使用する頻度と距離の関係については，顔

文字が多用された場合の距離は，普段の顔文字使用頻

度と負の相関関係にあり，仮説 2 も支持された．ただ

し普段の使用頻度が「多い方」と報告した参加者にお

いてさえ，女子同士の場合を除いて，社会距離の近接

相にまで退いていた． 
本実験は，文末周辺の顔文字が，メッセージ文の受

け手内部に送り手と自身の距離感を生じさせ，その場

の閾値との照合により情動反応が引き起こされること

を示唆する結果を示す事ができた．顔文字の使用は，

送り手が受け手に親しみを見せて，受け手との心的距

離を縮めようとする工夫であろう．関係構築の初期の

堅苦しさをやわらげる手段として使用される積極的ポ

ライトネスの一手段とも言える．送り手にとっては気

持ちを伝える意味で，使用したい表現であろう．この

ような表現は，メッセージ内容に関する表現不足を補

う機能もあると考えられる．しかし，表 1 と表 2 の差

に認められるように，顔文字が多用された場合に受け

手は明らかに大きく退いている．少なくとも日本人に

とっては，上下の距離を計算する必要がない大学生同

士であっても，関係構築初期の顔文字の多用は，ポラ

イトではないのである． 
 メッセージ文の文末周辺の言語記号や非言語記号は

関係構築の調整に重要であることは一般的に了解され，

その分析には使用された表現データが採用される．ま

た，受け手の印象に関しても，例えば，顔文字がかわ

いい，面白いといった印象が強調されがちである．電

子的にも多様な顔文字が提供されている．しかし，受

け手の内部反応は，表面的な印象と必ずしも一致しな

い．伊東（2014）において，男子は女子が顔文字を多

用しても不快感を訴えていない．しかし，本実験では，

顔文字を多用する異性に対して，男子はどの条件より

も遠くに退いていることが象徴的である．心理的関係

構築における内部反応としての送り手への“わきまえ”

要求が暗黙裡に働くことがわかる． 
心理学実験によって明らかになった受け手の内部反

応は，言語的相互行為の機微を説明する日本語教育に

も生かせるであろう．文末周辺の表現は，日本人にと

って重要な関係構築の間合い感覚を受け手に喚起させ

2016年度日本認知科学会第33回大会 P1-18

546



る実質的な機能を発揮する．ただし，その反応は見え

ず運用面が着目されがちである．このため，表出方法

を持たない暗黙の受け手内反応を明らかにする手段を

幅広く探索・開発することが，日本語の文末表現とい

う人と人の相互行為の境界に置かれた言語的・非言語

的表現の関係構築作用の理解に新たな扉を開くと考え

られる．学問領域の境界を越えて，今後もその手段を

検討していきたい． 
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Abstract 

Feedback activation from phonology to orthog- 
raphy occurs in processing of visually presented 
homophones. The aim of this study was to examine 
whether such feedback activation also occurs for 
auditorily presented homophones. If feedback 
activation does not occur, lexical decision time to 
homophones would be shorter in proportion to their 
phonological familiarity as compared to nonhomo- 
phones. If it does occur, lexical decision time to 
homophones would be shorter in proportion to their 
phonological familiarity as above, but it would be 
longer than that of nonhomophones because the 
activation of the orthographic representation of their 
multiple mates would consume processing capacity. 
The experimental results supported the latter, 
indicating that feedback activation from phonology to 
orthography occurs even in processing of auditorily 
presented homophones. 
  

Keywords ― homophones, auditory presentation, 
feedback activation 

 

1．問題と目的 

 視覚呈示された同音異義語の語彙判断課題は，

単語の語彙アクセス過程での音韻的符号化の様子

や音韻情報の関与の程度を調べるのによく用いら

れてきた (Yates, 2013)。英語では，同音異義語の

出現頻度が同じ音韻の仲間 (mate) より低い時に

同音異義語の語彙判断時間が非同音異義語より長

くなる，いわゆる同音異義語効果  (homophone 

effects) が生じることがいくつかの研究で確認さ

れてきた (e.g., Rubenstein, Lewis, & Rubenstein, 

1971)。Rubenstein et al. (1971) は，この現象は同音

異義語の音韻情報が出現頻度順に仲間の形態情報

を活性化すると仮定すれば説明できるとした。そ

して 近では Pexman, Lupker, & Jared (2001) が，

同音異義語効果は PDP モデル  (Seidenberg & 

McClelland, 1989) で仮定されているような音韻か

ら形態へのフィードバックが生じ，その結果，出

現頻度の高い仲間の形態情報の活性度が高くなる

という考え方で説明すべきと主張した。 

 一方，日本語の同音異義語の場合は，英語と同

様同音異義語効果が認められるとする知見や (川

上, 2006; Tamaoka, 2007)，仲間の少ない同音異義語

では同音異義語効果が認められるが仲間が多い同

音異義語の語彙判断時間は非同音異義語よりむし

ろ短くなるという知見が得られていた  (Hino, 

Kusunose, Lupker, & Jared, 2013)。前者でも仲間の

多い同音異義語が刺激であったことから，結果は

一貫していなかったことになる。 

 水野・松井 (2016a) は，日本語の仲間の多い同

音異義語の語彙判断時間が非同音異義語より時に

は長く，時には短くなったのは，同音異義語の音

韻的親近性が影響したためではないかと考えた。

英語の同音異義語はほとんどの場合仲間が 1 つで，

多くても 2 個，まれに 3 個のものがある程度であ

る (Reed, 2012)。しかし日本語の同音異義語の仲

間は 3 つ以上の場合が多く，10 個以上ある場合も

少なくなく，「こうしょう」に至っては 47 個もあ

る (松村, 2014)。仲間の数が多ければ，その音韻

に接する頻度も多くなり，音韻の親近性が高くな

る（Ziegler, Tan, Perry, & Montant, 2000)。仲間の数

に大きなばらつきがあれば必然的に音韻的親近性

の変動も大きくなるため，それが仲間の多い同音

異義語の語彙判断時間の変動を大きくした可能性

は否めない。そこで水野・松井(2016a)は，仲間の
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数の多い同音異義語と少ない同音異義語の総出現

頻度を統制して実験を行い，仲間の多い同音異義

語でも同音異義語効果が認められ，その大きさは

むしろ仲間の少ない同音異義語よりも大きいこと

を見出した。次に水野・松井 (2016b) は，仲間の

数の多い同音異義語で，音韻的親近性が高い条件

と低い条件を設定して語彙判断時間を測定・比較

し，音韻的親近性が低い場合は同音異義語効果が

認められるが，高い場合には語彙判断時間が短く

なり非同音異義語との差がなくなることを確認し

た。そして，日本語の同音異義語の処理でも音韻

から形態へのフィードバックによって複数の形態

情報が活性化されて同音異義語効果が生じるが，

音韻的親近性が高い場合は語彙判断時間が短くな

り同音異義語効果が顕在化しない場合があると結

論した。 

 では，形態情報が呈示されない場合つまり同音

異義語が聴覚呈示された場合にも，視覚呈示され

た場合と同じように，音韻から形態へのフィード

バック（以下，音-形フィードバック）は生じるの

だろうか。聴覚呈示された単語処理の代表的なモ

デルの 1 つは，ニューラルネットワークモデルの

TRACE モデルである (McClelland & Elman, 1986)。

このモデルでは，入力された単語の音韻情報はそ

れと類似した音韻情報を持ついくつかの候補の表

象を活性化するが，様々な情報をもとに活性度は

競合・抑制を経て収斂され， 終的にもっとも活

性度の高い候補が同定されると仮定されている。

したがって，Pexman et al. (2001) の PDP モデルの

考え方も TRACE モデルも，基本的な考え方は極

めて類似していると言える。ただし，TRACE モデ

ルはあくまでも聴覚的認知のモデルであるため，

文脈の影響については明記されているが，Pexman 

et al. (2001) が提案したような音-形フィードバッ

クについては特に触れられていない。ただし，

Ziegler, Petrova, & Ferrand (2008) は音と綴りの一

貫性をフィードバック一貫性 (feedback consist- 

ency) と呼び，一貫性のない場合に比べてある場

合の方が聴覚呈示による語彙判断時間が短くなっ

たことから音-形フィードバックの存在を示唆し

ており，生起する可能性は十分考えられる。 

 そこで本研究では，音韻的親近性の高い同音異

義語と低い同音異義語の同音異義語効果を聴覚呈

示実験で測定し，音-形フィードバックが生起する

のか否かを検討する。 

 もしも聴覚呈示では音-形フィードバックが生

じないならば，同音異義語の仲間の形態情報は活

性化されないため，同音異義語効果は生じないと

考えられる。そして，聴覚呈示では形態的手がか

りがないので入力語は同定できないが，語彙判断

を行うだけなら同定は不要で単語か否かを判断す

ればすむので，単語らしさを反映する音韻的親近

性が高い同音異義語の語彙判断時間は低い同音異

義語よりも短くなると予想される。また，音韻的

親近性を反映する総出現頻度は刺激語自体の出現

頻度を揃えるため必然的に仲間のない非同音異義

語の方が同音異義語より低くなることから，非同

音異義語の語彙判断時間の方が同音異義語よりも

長くなると予想される。 

 一方，聴覚呈示でも音-形フィードバックが生じ

るならば，同音異義語の場合は仲間の形態情報が

活性化されて呈示された同音異義語自体の活性度

が単語と判断するための閾値に達するのが遅れる

ため，音韻的親近性の高低にかかわらず同音異義

語効果が生じると予想される。ただし音韻的親近

性が高いほど語彙判断は迅速に行われるため，同

音異義語効果は音韻的親近性が低い場合の方が顕

著になると予想される。 

 

2．方法 

2.1  参加者 

  日本語を母語とする大学生 22 名（女性 11 名，男

性 11 名）。 

2.2  実験計画 

 分析は，水野・松井 (2016b) の視覚呈示実験の

データを併せて，呈示方法（視覚・聴覚）と音韻

的親近性（高・低・非同音異義語：統制）の 2 要

因混合計画とした。 

2.3  刺激 

 選定は刺激語を視覚呈示した水野・松井 (2016b) 
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Table 1 

Means and SDs of attributive values of the stimuli in each condition 

M SD M SD M SD M SD

Total F. 11,481.75 14,532.46 43,946.75 26,163.33

Total CL of Frequency 3.80 0.49 4.57 0.26

F 4,997.25 7,095.65 5,159.50 6,587.58 4,986.00 4,030.17

CL of Frequency 3.44 0.45 3.44 0.49 3.56 0.35

Number of Mates 8.59 5.06 11.32 7.32

Familiarity 5.76 0.25 5.54 0.30 5.66 0.30

Number of Moras 3.40 0.49 3.60 0.58 3.55 0.59

Neighborhood Size 138.70 80.27 125.90 78.74 120.05 66.22 120.97 69.52

Character Frequency 543,287.05 496,061.87 600,811.50 479,120.23 489,715.75 360,558.54 535,859.28 373,432.51

CL of Character Frequency 5.62 0.30 5.55 0.38 5.64 0.38 5.61 0.33

Stroke Count 21.95 4.94 22.40 5.56 20.10 5.32 21.37 5.15

Not e. PF stands for phonological familiarity, and CL for common logarithm.

NonwordNonhomophone Homophone

High PFLow PF*

 

で行ったため，その際の留意点を記す。刺激語の

出現頻度は天野・近藤 (2003b) で調べるものとし

た。水野・松井 (2015b) は，天野・近藤 (2003b) の

2 文字の漢字の出現頻度の範囲が 1 から 32,000 強

と非常に幅広いことに着目した。そして，このよ

うに大きなばらつきがある場合，例えば，出現頻

度 10 と出現頻度 1,000 には比較的大きな違いがあ

るが出現頻度10,000と出現頻度11,000にはさほど

大きな違いはないと感じるように，頻度が低い場

合よりも高い場合の方が心理的ないしは実質的な

差が小さいと考えた。そして，物理量と心理量の

違いに関する Fechner (1860) の法則に則り，出現

頻度の常用対数値を求め，心理的な差を線形に増

大させるべきだと考えた。そして，出現頻度効果，

すなわち，出現頻度が高いほど語彙判断時間が短

くなる効果を，出現頻度と出現頻度の対数値で比

較し，対数値の方が出現頻度効果をより明確に把

握できることを明らかにし，対数値をとることの

妥当性を示した。よって，刺激の出現頻度関連の

差の検定はすべて，常用対数値で行うものとした。 

 水野・松井 (2016b) の刺激は 2 文字の漢字表記

語で，仲間の多い同音異義語で音韻的親近性の低

い低条件の 20 語と音韻的親近性の高い高条件の

20 語を選定し（例えば，「競技」は出現頻度 9,831

で仲間の数は 5 だが総出現頻度は 79,352 と高く，

「解説」は出現頻度は「競技」とほぼ同じ 9,794

で仲間の数も 5 と同じだが総出現頻度は 18,890 と

「競技」よりもかなり低い），総出現頻度に有意差

があることを確認した。非同音異義語は 20 語，

非単語は 60 語とした。総出現頻度と同音異義語

数は大辞林第三版 (松村, 2014) でアクセントが

同じであることが確認されたものから求め，非単

語には日本語母語者の語彙判断時間に影響するこ

とが確認されている転置非単語（前後の文字を入

れ替えることで単語となる非単語）(Mizuno & 

Matsui, 2013) が含まれないよう留意するととも

に単語 3 条件に用いられている漢字は使用しない

ようにした。同音異義語 2 条件の同音異義語数，

単語 3 条件の刺激の出現頻度 (天野・近藤, 2003b)，

親密度，モーラ数 (以上，天野・近藤, 2003a) と，

非単語を含めた 4 条件の形態的隣接語数 (川上, 

1997)，文字の出現頻度 (天野・近藤, 2003b)，画数 

(天野・近藤, 2003a) の平均には差がないことを確

認した。 

 本実験では，以上の計 120 語を Globalvoice- 

English3 Professional (Hoya サービス(株)) で音声

ファイル化した。その上で，SoundEngine ver. 5.0 

(Coderium (株)) で 500 ms の長さに揃え，使用した。

漢字表記の場合の非単語条件を含めた 4 条件の刺

激語の各種属性値を Table 1 に示す。 

2.4  装置 

  PC (Fujitsu, FMV Esprimo D583/H)，21 inch 液晶
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ワイドモニター (IO-DATA, LCD-MF223EWR)，及

び，ヘッドホン (Sony, MDR-XB500) を用いた。

実験制御は Super Lab 4.5 (Cedrus Co.) で行い，反

応は反応ボックス (Cedrus Co., RB-730) で取得し

た。反応ボックスの右端のボタンに「単語」，左端

のボタンに「非単語」のラベルを貼った。 

2.5  手続き 

 個別実験で，利き手で「単語」ボタンが押せる

よう左利きの参加者の時は反応ボックスを 180 度

回転させた。参加者はヘッドホンをつけ，20 試行

の練習の後，120 試行の本試行を行った。試行の

呈示順は被験者ごとにランダムにした。参加者に

は聞こえた刺激が単語か非単語かをできるだけ早

く正確に判断して該当ボタンを押すよう教示した。

各試行では 1,000 ms のインターバルの後，画面中

央にアステリスクが 500 ms 呈示され，その後マイ

クのマークが視覚呈示されると同時に刺激が聴覚

呈示された。反応が正解ならピンポン， 誤りなら

ブーというフィードバックが 500 ms 呈示された

後，マイクのマークは消え，次の試行に進んだ。 

 

3．結果 

 平均から±2.5SD 以上離れたデータ (1.02%) は

分析の対象から除外した。Figure 1 には，各条件

の正答の語彙判断時間と SD を水野・松井 (2016b) 
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Figure 1. Means and SDs of lexical decision time in
visual (Mizuno & Matsui, 2016b) and auditory
presentation in each condition. 

Table 2 

Means and SDs of error rates (%) in visual (Mizuno &
Matsui, 2016b) and auditory presentation in each 

condition. 

M SD M SD M SD

Visual 5.96 5.71 7.55 5.14 6.17 6.21

Auditory 6.59 6.97 13.41 7.60 16.82 7.62

Note . PF stands for phonological familiarity

High PFLow PF*Nonhomophone

 

の視覚呈示のデータと併せて示した。なお，水野・

松井 (2016b) で参加者分析と項目分析結果が一

致していたため，ここでは項目分析は割愛した。 

 語彙判断時間について，呈示方法を参加者間，

音韻的親近性を参加者内とする混合 2 要因分散分

析を行った結果，呈示方法の主効果 (F (1, 67) = 

91.27, p < .0001, ηp
2 = .58)，音韻的親近性の主効

果 (F (2, 134) = 56,58, p < .0001, ηp
2 = .46)，及び，

交互作用が有意だった (F (2, 134) = 7.80, p = . 

0006, ηp
2 = .10)。音韻的親近性の単純主効果は，

視覚呈示でも(F (2, 134) = 19.57, p < .0001)，聴覚呈

示でも (F (2, 134) = 44.91, p < .0001) 有意だった。

下位検定の結果，視覚呈示では低条件と高条件，

低条件と非同音異義語条件に有意差があり  (p 

< .01, HSD = 20.97)，低条件の語彙判断時間だけが

他の 2 条件より長かったが，聴覚呈示では 3 条件

すべての間に有意差があり (p <. 01)，低条件と高

条件の語彙判断時間がなし条件より長く，低条件

の語彙判断時間が高条件よりも長かった。なお，

視覚呈示と聴覚呈示では刺激呈示と測定のタイミ

ングが異なるため，語彙判断時間については呈示

方法の単純主効果の分析は行わなかった。 

 誤答率は Table 2 に示す通りで，角変換の後，上

と同様の混合 2 要因分散分析を行った結果，呈示

方法の主効果 (F (1, 67) = 16.46, p = .0001, ηp
2 

= .20)，音韻的親近性の主効果 (F (2, 134) = 13.75, 

p < .0001, ηp
2 = .17)，及び，交互作用が有意だっ

た (F (2, 134) = 8.90, p = .0002, ηp
2 = .12)。条件の

単純主効果は視覚呈示では有意でなく (F (2, 134) 

= 2.07, p = .13)，聴覚呈示では有意で (F (2, 134) = 

20.58, p < .0001)，下位検定では低条件と高条件の

誤答率が非同音異義語条件よりも有意に高く (p 
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< .01, HSD = 5.60)，低条件と高条件の誤答率には

有意差はなかった。呈示方法の単純主効果は，音

韻的親近性の低条件と (F (1, 201) = 6.54, p = .01) 

高条件で有意で (F (1, 201) = 31.20, p < .0001)，と

もに聴覚呈示の方が視覚呈示よりも高かったが，

非同音異義語条件では有意でなかった (F (1, 201) 

= 0.17, p = .68)。 

 

4．考察 

 視覚呈示の場合は (水野・松井, 2016b) 音韻的

親近性が低い場合のみ同音異義語効果が認められ，

音韻的親近性の高い同音異義語の語彙判断時間は

非同音異義語と変わらなかった。このことは，視

覚呈示では同音異義語の音韻情報が複数の仲間の

形態情報を活性化したが，呈示された同音異義語

自体の形態情報で 終的に意味的収斂が生じ，音

韻的親近性が高い場合には同音異義語でも迅速な

語彙判断が行われたことを示唆している。一方，

聴覚呈示では，音韻的親近性が高い場合の語彙判

断時間は音韻的親近性が低い場合より短かったも

のの，いずれの場合も同音異義語効果が認められ

た。このことは，聴覚呈示でも音-形フィードバッ

クが生じたことを示している。そして，視覚呈示

とは異なり音韻的親近性が高い場合にも同音異義

語効果が認められたのは，聴覚呈示では形態情報

がなく意味的収斂が生じないため，音韻的親近性

が高くても同音異義語の語彙判断時間が非同音異

義語と同じになるほど短縮はしなかったためだと

考えられる。 

 誤答率については，視覚呈示では 3 条件に差が

なかったが，聴覚呈示では同音異義語の 2 条件の

誤答率が非同音異義語条件よりも高かった。そし

て，2 種の同音異義語条件はともに聴覚呈示の方

が高かったが，非同音異義語条件では呈示方法で

差がなかった。形態情報がないことだけが影響し

たならば非同音異義語でも呈示方法で差が認めら

れるはずであるが，そうでなかったことは，仲間

の有無が影響したことを端的に示している。そし

て，聴覚呈示でだけ同音異義語の 2 条件の誤答率

が高かったのは，視覚呈示の場合は形態情報によ

り活性化が収斂して呈示された同音異義語の意味

情報だけが活性化されたのに対し，聴覚呈示の場

合は音-形フィードバックによって活性化された

複数の仲間の形態情報がそれぞれの意味情報も活

性化して意味的混乱が生じたからではないかと考

えられる。ただし，この誤答の生起過程について

は今後さらに検討が必要である。 

 

5．結論と今後の課題 

 本研究結果は，同音異義語が聴覚呈示されても

音-形フィードバックが生起して仲間の形態情報

が活性化されることを示していた。しかし，日本

語は同音異義語が多いだけでなく仲間の数も多い

ため，常にこうした処理が行われているのだとす

ると，英語のように仲間が少数である場合に比べ

て日本語の処理に時間がかかることになってしま

う。実際にそうならないのは，McClelland & Elman 

(1986) が TRACE モデルで想定したような，文脈

による活性度の収斂があるからであろう。水野・

松井 (2015a) は視覚呈示された同音異義語の語

彙判断も文脈によって促進されることを見出して

いるが，形態情報がない聴覚呈示では文脈の有無

がより顕著な差を生む可能性がある。よって今後

は，聴覚呈示された同音異義語の語彙アクセス過

程への文脈の影響を検討する必要がある。 
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Abstract
Selection restrictions are co-occurrence constraints

or possibilities which are observed between given lex-

ical items. Although a sentence is grammatically cor-

rect, it is hardly interpreted (e.g. “ The typhoon

attacks happiness.”) with violations of selection re-

striction. In the present study, three types of com-

putational models are constructed based on corpora

that estimate aptness of a noun as the Object or

the Subject in the sentence“ Subject-Object-Verb”.
One model is a Bayes model and the two others are

network models. Psychological experiments are con-

ducted to elucidate which model estimate the aptness

most successfully. Comparison among the results of

psychological experiment and model simulation en-

dorses that the Bayes model brings about best per-

formance.

Keywords — Sentence generation, Language

statistical analysis

1. はじめに
本研究では、「主語 (S)が目的語 (O)を動詞 (V)」と

いう形式の文章を対象とし、文章の適切性がどのよう
に判断されているかについて、言語統計解析に基づく
計算モデルの構築・シミュレーションにより検討する。
上記のような文章は、主語、目的語、動詞にそれぞれ
単語を当てはめることで「台風が町を襲う」といった、
文を生成することが可能である。しかし、「台風が喜
びを襲う」のように、文法的には正しいが意味的に解
釈が不可能なものが存在する。これは「台風は一般的
に場所や建物を襲うことはあるが、感情は襲わない」
という、知識に基づいた判断が行われているためであ

り、このような動詞が主語と目的語の組み合わせに要
求するルールを、動詞の選択制限と呼ぶ。　中本・黒
田（2005）は、動詞の選択制限の成立過程を、意味フ
レームを用いて表現し、「Sが Oを襲う」という文に
おける主語（S）と目的語（O）の選択制限における意
味フレームの存在を心理実験により明らかにした。さ
らに、言語統計解析を用いて意味フレームを「Sが O

を襲う」という文における意味フレームの推定が可能
であることが示された（永山 2007）。さらに、「襲う」
以外の様々な動詞に対応可能な文生成モデルとして、
主語と動詞を与えることで目的語としてふさわしい名
詞を推定可能な計算モデルが構築されている（堀田他
2012, 2013）。しかし、先行モデルでは「主語・動詞が
与えられた際に目的語としてどのような名詞がふさわ
しいか（目的語選択）」、という点にのみ着目されてお
り、「目的語・動詞が与えられた際に主語としてどの
名詞がふさわしいか（主語選択）」、に関する検討は行
われていない。そこで、本研究では目的語、動詞を与
えることで主語としてふさわしい名詞を推定可能な計
算モデルを構築し、心理実験結果とシミュレーション
結果の比較を通じて文章の適切性判断の認知メカニズ
ムを検討した。

2. 文生成モデル
　はじめに、モデル化の対象となる動詞 vl におけ

る主語（S）、目的語（O）の共起関係を抽出すること
で、確率的知識構造の構築を行った。すなわち、「Sが
O を vl」という文における主語（S）、目的語（O）、
動詞 vl の共起頻度データを、毎日新聞 18年分（1991

年-2008 年）、小学校国語教科書、ブログデータ等か
ら抽出した。抽出された係り受け頻度データに対し
Naive Bayes Clustering (NBC, Kameya & Sato 2005)
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図 1 ネットワークモデル１・２（目的語選択課題）（例：「父が Oを守る」）

を用いて潜在クラスの推定をした。この手法では主
語 si、目的語 oj , 動詞 vl の共起確率を潜在クラス ck

を用いて以下の式 (1) によって決定されると仮定し、
EMアルゴリズムを用いて P (ck), P (si|ck), P (oj |ck),
P (vl|ck)を推定する。本研究では、潜在クラスの数を
10として推定を行った。

P (si, oj , vl) =
!

k

P (ck)P (si|ck)P (oj |ck)P (vl|ck)

(1)

さらに推定された確率値に対し Bayesの定理を用いて
P (ck|si), P (ck|oj), P (ck|vl)を求める。
これらの確率値を用いて目的語選択課題・主語選択

課題の２種類の課題に対応する計算モデルを各課題に
対しネットワークモデル２種とベイズモデルを構築し
た。目的語選択課題に対する 2種類のネットワークモ
デルは３層構造からなっており（図１）、入力層に主
語（S）と動詞（V）を入力することで、各名詞（oj）
が目的語として用いられた際の文章「Sが oj を V」の
適切性を出力する。ネットワークモデル１の出力値
xc1(oj) は式（２）、ネットワークモデル２の出力値
xc2(oj)は式（３）により表される。

xc1(oj) =
!

k

P (ck|si)P (ck|oj)P (ck|vl) (2)

xc2(oj) =
!

k

P (ck|si)P (oj |ck)P (ck|vl) (3)

ベイズモデルの出力 xb(oj) は式（４）により推定さ
れる。

xb(oj) = P (oj |si, vl)

∝
!

k

P (si|ck)P (oj |ck)P (ck|vl)P (ck)

(4)

ベイズモデルによる推定値は「主語 (S) が目的語
(O)を動詞 (V)」という形式での主語 si、目的語 oj、動
詞 vl の共起頻度を反映した値となっているが、Naive

Bayes Clustering（Kameya&Sato 2005) において式
（１）を仮定し潜在クラス ck の推定を行う際、平滑化
を行うことで 0頻度問題の解消を行う。そのため、言
語統計解析結果を用いて条件付き確率を推定すること
で、「主語 (S)が目的語 (O)を動詞 (V)」における 3単
語共起頻度をそのまま用いることで生じる０頻度問題
を解消した推定を可能としている。
同様に、主語選択課題に対するモデルとして入力層

に目的語（O）と動詞（V）を入力することで、各名
詞（si）が主語として用いられた際の文章「si が Oを
V」の適切性を出力する 3 種類のモデルを構築した。
出力値は式 (１)～(３) の oj を si に、si を oj に変換
することで、主語選択課題における文章の適切性が推
定される。本研究では、日本語能力試験に含まれる動
詞を選択し、選択された動詞と似た意味を持つ動詞を
分類語彙表 (2004)に従ってグループ化を行うことで、
モデル化の対象となる動詞グループを作成し、各動詞
グループを対象として計算モデルを構築した。モデル
構築に用いた動詞グループは全 39グループ、総計 861

語の動詞が含まれている。
目的語選択課題に対するモデルのシミュレーショ

ン結果を表 1、主語選択課題に対するモデルのシミュ
レーション結果を表 2に示す。

2016年度日本認知科学会第33回大会 P1-20

555



表 1 目的語選択課題に対するモデルのシミュレーション結果 (()内の数値は、出力値 xc1(oj)、xc2(oj)または xb(oj))．
動詞：守る

ネットワークモデル 1 ネットワークモデル 2 ベイズモデル
父親が oj を守る 中日が oj を守る 父親が oj を守る 中日が oj を守る 父親が oj を守る 中日が oj を守る

1 安全 (0.234) リード (0.167) 身 (0.012) 首位 (0.035) 身 (0.051) 首位 (0.203)
2 環境 (0.233) 首位 (0.165) 安全 (0.008) リード (0.032) 安全 (0.033) リード (0.185)
3 沈黙 (0.232) 得点 (0.165) ルール (0.006) トップ (0.008) ルール (0.026) トップ (0.049)
4 人権 (0.232) 点差 (0.163) 環境 (0.006) 得点 (0.006) 環境 (0.026) 得点 (0.038)
5 日本 (0.232) 大量点 (0.159) 沈黙 (0.006) 座 (0.006) 沈黙 (0.023) 座 (0.035)

表 2 主語選択課題に対するモデルのシミュレーション結果 (()内の数値は、出力値 xc1(si)、xc2(si)または xb(si))．
動詞：運ぶ

ネットワークモデル 1 ネットワークモデル 2 ベイズモデル
si が資材を運ぶ si が幸運を運ぶ si が資材を運ぶ si が幸運を運ぶ si が資材を運ぶ si が幸運を運ぶ

1 鳥 (0.067) 鳥 (0.801) 人 (0.002) 人 (0.023) 容疑者 (0.017) 人 (0.027)
2 女中 (0.066) 風 (0.772) 風 (0.002) 風 (0.020) 業者 (0.014) 風 (0.024)
3 風 (0.065) 渡り鳥 (0.766) 容疑者 (0.001) 私 (0.015) 自衛隊 (0.011) 私 (0.017)
4 渡り鳥 (0.064) 親鳥 (0.766) 私 (0.001) 方 (0.013) 男 (0.011) 方 (0.015)
5 親鳥 (0.064) コウノトリ (0.757) 方 (0.001) ファン (0.009) 輸送機 (0.010) ファン (0.011)

3. 実験
モデルの妥当性を検証するため目的語選択課題（実

験 1）、主語選択課題（実験 2）を用いた 2種類の実験
を実施した。
実験 1では、実験参加者は大学生・大学院生 86名、

動詞 8種類、主語 8種類を用い、各動詞・主語の 16ペ
アに対し 24種類の目的語となる名詞を用いて評定実
験を実施した。実験参加者は「名詞が【　】を動詞」
（例：「父が【　】を守る」）という文の目的語として
提示された名詞（例：身, 得点）がどの程度ふさわし
いかを 7件法で評定してもらった。
実験 2では、実験参加者は大学生・大学院生 103名、

動詞 8種類、目的語 16種類を用い、各動詞・目的語
の 16ペアに対し 24種類の名詞を用いて評定実験を実
施した。実験参加者は、「【　】が名詞を動詞」（例：
「【　】が資材を運ぶ」）という文の主語として提示さ
れた名詞（例：業者、鳥）のふさわしさを 7件法で評
定してもらった。
計算モデルによる出力値と評定平均値の順位相関

係数を表 3に示す。目的語選択課題、主語選択課題の
課題の違いに関わらずベイズモデルが最も高い相関
(0.49**, 0.41**; **p < .01)を示している。

表 3 計算モデルの出力値と評定平均値の順位相関係
数 (N=384)

目的語選択課題 主語選択課題
ネットワークモデル１ 0.28 0.24

ネットワークモデル２ 0.48 0.36

ベイズモデル 0.49 0.41

4. 考察
本研究では、目的語選択課題、主語選択課題の 2種

類の課題を用いて「主語 (S)が目的語 (O)を動詞 (V)」
という形式の文章の適切性がどのように判断されてい
るかについて、計算モデルシミュレーションと心理実
験を用いて検証した。その結果、課題に関わらずネッ
トワークモデルと比較し、ベイズモデルがより人間の
行う文生成を表現しており、主語・目的語・動詞の共
起頻度に基づき文章の適切性が判断されている可能性
が示唆された。
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(言語学者による)容認度評定の認証システムを試作する構想
入念に設計された日本語文の容認度評定データベースに基づいて

黒田航1 阿部慶賀2 横野光3 田川拓海4 小林雄一郎5 金丸敏幸6 土屋智行7 浅尾仁彦8

1杏林大学 2岐阜聖徳学院大学 3富士通研究所 4つくば大学 5東洋大学 6京都大学 7九州大学 8NICT

概 要

本発表は研究発表とは違う．その目的は，第一
著者を代表者として科学研究費の助成を受けた研
究「言語研究者の容認度評定力の認証システムの
試作：容認度評定データベースを基礎にして」の
周知と，研究プロジェクトへの協力の呼びかけで
ある．特に評定課題の刺激となる日本語文集合の
選定で，プロジェクト外のいる研究者—言語学者
や心理学者—からの希望を受け付けたいと思って
いる．

1 はじめに
1.1 研究プロジェクトの目的

本研究の第一の目的は，項目反応理論に基づい
た日本語文の十分な規模の容認度評定データベー
スの構築である．これは理論系 vs実験系の別や基
礎 vs応用の区別を問わずに研究資源として有用で
あるため，構築が待望されているデータと思われ
るのだが，国内外問わず，今だに構築がない．この
データを，統制した日本語文集合への一般人の反
応をサンプリングして構築する．
第二の目的は，当該データベースを土台にした，

研究者向け容認度評定能力の認証システムの試作で
ある．これが何のために必要，かつ有効かと言うと，
想定システムの無償利用が可能になれば，個々の言
語研究者が自分の容認度判断の信頼度を有能性のシ
グナルとして発信する事が可能となるからである．
これは長期的に言語研究で使用される「証拠」の
質を上げ，Evidence-based Linguistics (EBL) [10]

の基礎になる事が期待できる．

1.2 研究の背景と位置づけ

言語研究者はしばしば，文の容認度を評定し，そ
れに基づいて議論する．それは，自然な文 (=容認
可能な文)と不自然な文 (容認不可能，あるいは困
難な文)の区別を確定し，その差が生じる理由を明
らかにする事が，言語学の目標の一つだからであ
る．この判断を容認性判断，ないし容認度評定と
呼ぶ．
容認性判断と容認度評定の違いは，前者が

Yes/No の二値判断=カテゴリー判断なのに対し，
後者は中間的段階を認める所にある（更に言うと，
容認性判断と別に文法性判断もあるが，両者の区
別はここでは取り上げない）．以下では，より一般
的な概念である「容認度評定」の方で総称する．
例えば言語研究者は，次のような対比を用いて

議論を進める:

(1) a. その獣は獲物を襲った．

b. その獣は獲物に襲いかかった．

(2) a. ?*その発作は患者を襲った．

b. *その発作は患者に襲いかかった．

*の付いた事例は容認が困難な事を，烙印のない
事例は容認度に異常がない事を．?*が付いた事例
は中間事例である事を，それぞれ表わす．
容認度評定を証拠に使う事は言語研究で一般的

な方法であるが，明らかな難点が二つある．第一
に，外部参照値がないため，個々の判断にどれ程
の信頼が置けるのかが不明である．この種の判断
が確証バイアス [1, 2, 3, 4, 6, 8]に左右される事が
特に問題である．
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第二の問題は，個々の評定者による評定値と「真」
の容認度との関係のモデル化が単純過ぎる事であ
る．これは私見では，第一の問題よりずっと深刻で
ある．観測精度の問題を真剣に考慮するなら，任意
の文について，容認度評定は事例ごとに独自の統
計分布を示し，幾つかの分布クラスが存在すると
考えるべき理由がある．だが，現在の言語学では，
容認度評定の結果測定自体が行われていないので，
その必要性すら自覚されてない．
容認度評定は長らく理論言語学の（ほぼ唯一の）

証拠として使われて来たし，今だに完全な代替が
ない状態である．この理由で言語学の研究成果は
玉石混交であり，分野外から見た信用は下がり続
けているのだと思う．
だが，事態が改善される兆しは微かである．例

外的な研究として [11, 12, 13]がある位である．

1.3 到達目標

この状況は明らかに泥沼であり，それから脱す
るには少なくとも次の Aが必要であり，Bが実現
できれば更に望ましい:

A. 第一に，統制された刺激文で構成される文集
合に対する非専門家の容認度評定値の分布を
データベース化し，容認度評定という課題の
反応分布を明らかにし，結果を研究者の共有
資源とする．

B. 第二に，上の容認度評定値データベースを (部
分的に)参照し，個々の研究者の判断の信頼度
を保証する認証制度を実現する．

容認度評定データと認証システムが利用可能と
なり，言語研究者が判断の信頼性を自己開示する
事が可能になれば，言語学の研究成果の信頼度が
長期的に引き上げられる．それが期待できるのは，
学会の権威への挑戦が簡単になるからである．

2 研究方法と計画
2.1 方法

容認度評定の認証は次の 3つの手順 (正確には 4

手順)で実現できる．

(3) 認証システムの構築手順

Step 1. 刺激文集合 E の設計と構築

Step 2. E に対する一般被験者の反応のデータ
ベース化 (結果を D)

Step 3i. D に基づく認証クラスの特定

Step 3ii. 容認度評定力の認証システムの開発

2.2 計画

今後の実行計画は次の通りである:

(4) 計画

H28年: Step 1を実施し，可能であれば Step 2の
予備実験も実施

H29年: Step 2 (と Step 3i)を実施

H30年: (Step 3iと) Step 3iiの実施

具体的手順を以下で順に説明する．

2.3 Step 1.

なるべく大きな規模の，統制の取れた文の集合
E を用意する．ただし，

(5) a. E の事例数は少なくとも数百の規模．可
能ならば千台に乗せたい．

b. E は逸脱のない (=容認度の高い)文だけ
でなく，逸脱のある (=容認度の低い)文
を十分に含んでいる必要がある．

c. E はサンプルとは言え，それなりのカ
バーを持ち，選定基準が学派の利害から
独立している必要がある．
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E の構築で制御すべき要因の一つが逸脱の度合
いである．これは不自然な文を作る作業を前提と
しており，これは言語学を学んだ研究者の協力を
得て実現する．
もう一つの条件は，E の代表性の確保のために

日本語の基本構文をなるべく多くカバーする事で
ある．この際，基本構文に強く結びついた動詞を
選定する事が必要になる．これは大規模言語デー
タを日常的に扱っている研究者の協力を得て実現
する．

ここで宣伝✓ ✏
刺激文集合 E の選定でプロジェクトに参加し
ていない方々 (特に言語学者や心理学者)を対
象に希望調査を行う予定です．Web調査を考
えていますので，関与を希望する方は第一著者
に連絡を下さい．✒ ✑

2.4 Step 2.

言語学を専門としない一般被験者 R に一定の指
示 I を与え，E のそれぞれの文 ei の容認度を評
定して貰う．ei に平均 mi と分散 vi が割り当てら
れる．この結果 D は，.ei ; mi ; vi /という三組であ
る．ただし，

(6) a. R は (少なくとも) 数百人の規模である
べき．

b. I の例は h 4. 違和感なし— 3. 言ってい
る事はわかるが，軽く違和感を感じる—

2. それなりに違和感を感じるが，言いた
い事は理解できる— 1. 強く違和感を感
じるが理解できない程ではない— 0. 意
味不明 iの 5件法など．

この段階で重要なのは，幅広い範囲の評定者と
最適反応を導く I の設計である．これは心理実験
と効果測定の専門家の協力を得て実現する．

2.5 Step 3

2.5.1 Step 3i.

評定者 P の容認度判定の信頼度を，次の指標で
評価する (ただし，本手順の bが Step 2の一部と
して実行可能な場合には，そうする)．

(7) a. Dから適当な部分集合を選定し，これを
T とする (T の要素数は数十)．なお，T

は D の公開部分から除外する．

b. P に Rに与えたのと同じ指示 I を与え，
T のそれぞれの要素 ti について，容認度
を評価して貰い，かつ反応の分散の大き
さを予想して貰う．

c. xi D Œ.ti の平均値/ ! .P による tiの評定
値/!と yi D Œ.ti の分散のクラス/! .P の
予想した tiの分散のクラス/!を評価する．

段階 bで使う分散評価の基準は，f L:大きい (=

評定値が人によって割れる); S.小さい (=評定値が
人によって割れない); M.両者の中間ぐらい gの 3

値分類を想定する．
段階 cの評定者 P の容認度評定の信頼度の評価

法は次の通り: D のうちの k 個が T として選ば
れて，P に刺激として与えられるとして，それぞ
れの刺激 ti について，

X D ˙k
iD1x2

i ; Y D ˙k
iD1y2

i

を計算する．この時，P による評価の Rによる評
価に対するズレの指標Z2 D .X C Y /=k の値が小
さいほど，P による容認度評定はそれだけ (R に
対し高い代表性をもっていると判断できるので)信
頼できると考える．
なお Y の個々の要素については，分散クラスの

予想値と真値とが

(8) a. (L, L), (M, M), (S, S) のように一致した
場合は 0，

b. (L, M), (M, S) のように 1度の食い違い
を生じた場合は ı，
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c. (L, S)という 2度の食い違いを生じた場
合は 2ı

の罰則が発生すると想定する (L, M, S の区分の基
準や ı の値は事後的に求める)．

2.5.2 Step 3ii.

ズレの分布 Z を予備調査で確定すれば，その後
は任意の人が行った容認度判定の信頼度を，例え
ば事後的に定める ˛, ˇ を用いる事で，次の 5クラ
スのどれかに分類する事が可能である:

(9) a. S級 (C2˛ 以上),

b. A級 (C1˛とC2˛の間),

c. B級 (!1ˇとC1ˇの間),

d. C級 (!2ˇと !1ˇの間),

e. D級 (!2ˇ以下)

正規分布なら，˛ D ˇ D "

とは言え，Z の分布は不明であり，言語研究者
に対象とする予備調査の結果に基づいて，分布の
性質を確認する必要がある．
以上の手順で容認度評定の認証システムのエンジ

ンが得られる．本格的な運営は将来の課題とする．

3 議論
3.1 本研究の挑戦性

自然言語文の十分な規模の容認度評定データベー
スは，構築が待望されている言語研究の重要な基
礎データである．その理由は，この種のデータが理
論系 vs 実験系の別や基礎 vs 応用の区別を問わず
に言語研究のリファレンスとなるからである．し
かし，そのようなデータベースは国内外問わず，今
だに存在していない．それを世界に先駆けて実現
しようとする本研究には少なくとも次の二つの斬
新性がある．
第一の斬新性は，容認度評定データベースの構

築のための方法論を提示する所にある．具体的に

言うと，容認度評定を，刺激に対する個々人の反応
パターンの統計分布と見なし，項目反応理論 (Item

Response Theory) [14, 15, 16]を応用して記述す
る．その背景として，容認度分布に質的に幾つか
の異なるクラスを見出す事を想定している．これ
は従来の言語観には皆無だった視点であり，この想
定の正しさが確証されれば，それだけでインパク
トの強い成果が得られる．
第二の斬新性は，当該のデータベースを，専門

の研究者が行う容認度評定の信頼性の認証評価シ
ステムの構築という応用を見込んだ形で構築する
所にある．認証評価の対象となった人の容認度評
定の信頼性は，評定の代表性の保証という形で与
えられる．このような評定の質的保証がないため
に，言語学者による専門研究の成果は玉石混交で
ある．言語研究者が本認証システムを使って自己
情報の開示 (シグナリング)を始めれば，その効果
の蓄積の結果として，玉を石から見分ける事が将
来は可能となるはずである．
判断の代表性の保証は，判断の正確さに自分が

代表する集団の反応の分散の予想を組み込む事で
高精度化される．共有されている刺激（この場合，
自然言語文）に対する反応の平均値を予測する課
題 (John Maynard-Keynes の言う「美人コンテス
ト」)は典型的であるが，当刺激に対する反応の分
散を予想させ，その精度を評価に組み入れるのは
類を見ないモデル化であり，一定の効果が期待で
きる．
なお，システムの本格的な運用は試作成功後の

課題とする．

3.2 補足的注意

本研究の第一段階の成果は，二点目の斬新性が
真でなくても，それだけで容認度評定の基礎理論
の刷新に貢献する．ヒトの認知活動の複雑さを考
えると，同一の刺激に対し一様な反応が得られ，そ
れが真の反応であるという，従来の言語学の理想
化は素朴過ぎる．だが，そのモデルの改訂は今ま
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で誰も試みていない．構築された容認度評定デー
タをサンプルとする事で，ヒトの容認度評定の緻
密なモデル化が将来的に可能となると期待できる．
この点については§4.1で再説する．
容認度データベース構築では日本語が対象とな

る，それには三つの理由がある．i) 第一に，異国
語 (例えば英語)の言語資源の構築は非母語者に手
に負える程に簡単なものではない．ii)第二に，仮
に構築が可能だとしても，日本国内での有用性が
限定される．iii)第三に，構築されたものが英語の
データでないとしても，このようなデータベース
の構築が可能である事実を立証するだけでインパ
クトは十分に大きく，方法論自体は言語に依存し
ない透明性の高いものなので，他言語の研究でも
本研究の成果を追従する事が確実に起こると期待
できる．
一方，日本語データの構築が済んでしまえば異

言語への移植は難しい事ではない．特に期待でき
るのは，日本語教育への展開性である．

4 最後に
4.1 射程の限界

最後に幾つか，現時点で取り上げる予定にない
事を明示しておきたい．
本研究の射程は二つの意味で限られている．第

一に，本研究は萌芽的ものであり，一気に完成度の
高い成果を上げる事は目指していない．方法論の
確立が最優先事項であり，応用的有用性の追求は
それに準じる．
第二に現実的な面として，したいと思っている

事のすべてをやり遂げるのに (研究者の頭数や力量
を含めて)十分な研究資源が備わっている訳ではな
い．端的に言えば，期間内，予算内で達成できる
事が限られている．
以上の制限の下で，将来的に達成すべきである

が射程外にあるのは次である:

(10) a. 容認度評定に文脈が与える影響の測定

b. 得られた結果の社会言語学的考察

まず (10a)について言うと，ベースライン反応
がわかっていないと文脈の影響は調べようがない．
本研究の目標は，将来的に文脈効果の研究を可能
とするためのベースライン反応の記述である．
一般的に容認度を考えるためには，表現 Eに内

在する容認度，文脈効果 C，評定者効果 Rの三組
で構成される容認度空間E "C "Rを考える必要が
ある．このモデル化で重要な事は，C と Rの分離
である (R は評定者の個性 # 癖と見なして良い)．
Rを C から分離するモデル化は，ほとんどの言語
の意味構築の理論で明示的に行われていない事で
あるが，容認度評定が心理反応の一種である事を
考えれば，モデルの精緻化のために明らかに導入
すべき仮定の一つである．

E，C，Rのそれぞれは，理想的には他の二つの要
因を固定した状態で測定すべき抽象的対象である．
今回の調査に関して言うと，Eと C を固定して R

を記述する事が主な目的である．これが確立したら，
その後に，EとRを固定して，C を記述する事が可
能になる．期待を込めて言うと，これは実験意味論/

語用論 (experimental semantics/pragmatics) [7,

5]の研究精度を向上させるだろう．
ここで，Rは際限なく変異するもの，つまり評

定者の数だけ異なりがあるものでなく，幾つかの
基本戦略 (strategies)に分類できるものと想定して
いる．これは未検証の想定であるが，予備的な調
査 [9]から示唆されている可能である．本研究の
目標の一つはこの想定の妥当性の検証であり，容
認度評定の認証システムを実装は，その検証の肯
定的結果の応用となる．

4.2 社会調査との統合の必要性

上述の Rを構成する要因が，単に認知的なもの
であるだけでなく，社会言語学なものである事が
想像できる．例えば，容認度評定の戦略が，学齢
や学習履歴や学習態度と相関を持つ事は容易に想
像しうる．だが，容認度評定の戦略が具体的にど
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ういう形で評定者の社会的属性と結びついている
かは，しっかりした社会調査を実施しなければ確
定しようがない．これは将来的に実現すべき目標
の一つであるが，調べるべき社会的属性の選定を
含め，現時点では準備が整っていない．この方向
性は本研究が一定の成果を収めた後に着手したい．
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Abstract 
We investigated changes of cognitive activities during 

learning through problem solving. We defined three types of 

cognitive loads caused by related cognitive activities, 

proposed a cognitive model for explaining such activities, 

and tested the model with Reversi game as an experimental 

task. To control three types of cognitive activities, we 

developed a learning environment in which participants were 

given the best move as help information; and perceptual 

representation of discs on the game board was manipulated. 

We controlled the intrinsic activity with or without 

presenting help information, extraneous activity by the disc 

representation, and germane activity by instructor’s 

instruction. Experimental results revealed that the proposed 

cognitive model was effective, promising the validity of the 

model-based research for investigation of the cognitive load 

theory. 
 
Keywords ― Cognitive Load Theory, Problem solving 

 

1. はじめに 

学習にはワーキングメモリが重要な役割を担う．ワ

ーキングメモリの容量は限られるため，効果的な学習

のためには，ワーキングメモリに対する負荷を調整す

る必要がある．ワーキングメモリに対する負荷は，認

知負荷(Cognitive Load)と呼ばれ，1988年に Sweller

により提唱されて以来，研究が重ねられてきた[1]． 

認知負荷理論では，認知負荷を課題内在性負荷・課

題外在性負荷・学習関連負荷の 3 種類に分類する[2]．

課題内在性負荷は，課題遂行に関連する負荷であり，

学習において考慮すべき要素の数によって定義されて

いる．課題外在性負荷は，学習とは関連ない処理に発

生負荷で，学習素材のデザインが悪いことにより高ま

る負荷である．学習関連負荷は，スキーマ構築や記憶

など学習と関連する負荷である． 

Swellerは，3種類の負荷が研究によって異なる説明

がされている問題を指摘し，Element Interactivity 

(EI)の概念を用いた統一的な定義を与えた[3]．EIとは，

ワーキングメモリ上で同時に処理しなければならない

要素の複雑さを表す．課題内在性負荷と課題外在性負

荷はEIの大きさによって定義されるため，学習者が同

じ程度の知識量を持っていれば課題によって負荷の大

きさは課題によって規定される．一方で，学習関連負

荷は，学習者のモチベーションや目標などによって大

きさが決定される．本研究では，課題の複雑さによっ

て課題内在性負荷と課題外在性負荷を操作し，学習者

の内的な目標を操作することで学習関連負荷を操作す

る． 

認知負荷を用いた学習の効果検証のためには，3種類

の認知負荷を個別に操作し，測定することが必要であ

る．実際，2000年代中盤以降は，この点に関して研究

が行われてきたが，3種類の認知負荷を独立に制御し，

測定することができた事例は少ない[4][5][6]．認知負荷

の測定には，主に主観評定や第二課題への反応時間が

用いられてきた．しかし，最近ではそれらの指標の信

頼性に疑問がもたれている[7][8]． 

本研究では，認知負荷を発生させる認知活動の側に

焦点を当てる．具体的には，課題内在性負荷を発生さ

せる活動を「課題内在性活動」，課題外在性負荷を発生

させる活動を「課題外在性活動」，さらに学習関連負荷

を発生させる活動を「学習関連活動」と呼ぶ．これら

の認知的活動を制御し，それらが発生させる負荷を測

定することを行う．また，課題遂行に関する認知モデ

ルを仮定し，3 種類の各認知活動がどの認知処理に負

荷を与えるかに関する検討を行う．そのために，3 種

類の認知活動を操作した実験を行い，課題への反応時

間を指標に用いた分析を行う． 

2. 実験システム 

本研究では，先に開発したオセロ対戦環境を用いた

実験を行った[9][10]．本環境には，ヘルプ提供機能と

盤面表示操作機能という特徴がある． 
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ヘルプ提供機能は，図 1 に示したように最善手の場

所を参加者に提供する．本研究における「ヘルプ」と

は，参加者が石を置く際に，「最善手」の情報を提供す

ることを意味する． 

盤面表示操作機能とは，図 2 に示したように盤面上

の石を通常の黒石，および白石から，漢字の「臼」「白」

に変更する機能である． 

ヘルプ提供機能における最善手の計算および対戦相

手のコンピュータが指す石の場所の計算には，オープ

ンソースとして提供される「Edax」を用いた． 

実験参加者は先手で黒石を打つこととした．参加者

は画面に表示される盤面上をダブルクリックすること

で石を置くことができる．ヘルプがある場合でも，候

補手を無視していずれの場所にも石を置くことができ

る． 

3. 問題解決モデルと認知活動 

本論文では，問題解決モデルを仮定し，3種類の認知

活動と認知プロセスとの関係について検討を行う．図

3 は，オセロ課題を解く参加者の問題解決モデルを表

す[11]．最初に，「知覚プロセス」において，参加者は

問題状態を認識する．続いて，参加者は既知の定石や

先読みなどを利用し，より有利な場所に石を置くべき

か決定する「処理プロセス」に移る．次の「遂行プロ

セス」では，処理プロセスにおいて決定された場所へ，

実際に石を置く．参加者が石を置くと，それに続いて

対戦相手の石も置かれ，問題状態が変化し，再び次の

知覚プロセスへと移行する．この一連のプロセスに対

して，各プロセスをモニターするなどして，先読み効

率の向上や，既知の定石の更新，新規定石の発見，相

手の戦略意図の把握など，効果的な戦略の立案などを

行うメタ認知プロセスが関与する． 

問題解決モデルにおいて，認知プロセスと 3 種類の

認知活動は以下の関係になると仮定する．課題外在性

活動は，課題遂行のためには本来必要ではない認知活

動に発生する．本実験の状況においては，後に具体的

に述べるように，知覚プロセスに生じる．課題内在性

活動は，課題を行うために必須な認知活動に関連し，

知覚プロセスから遂行プロセスまでの一連のプロセス

に生じる．学習関連活動は学習成績を向上させる認知

活動に関連し，ここではメタ認知プロセスに生じる． 

本実験では，評価指標として，「1 手あたりの平均時

間」を用いる．これは，対戦相手が石を置いてから参

加者が自分の石を置くまでの平均時間を示す．この指

標は，石を置く場所を決定するための思考時間を表し，

参加者の内的プロセスに生じた認知活動の量を反映す

る指標であると考えられる． 

本実験では，第 2章で述べた実験システムを用いて 3

図 2 臼白盤面の例 図 1 最善手ヘルプが支援された盤面例 

図 3 問題解決モデル 
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種類の認知活動を操作する． 

課題外在性活動は，盤面表示により操作する．課題

状況を理解するための知覚プロセスにおいて，「臼」と

「白」を用いた盤面を読み替える活動を課題外在性活

動と定義する．すなわち，盤面要因により，課題外在

性活動を制御する．課題内在性活動は，ヘルプ提供機

能により操作する．課題内在性活動は，盤面の状態を

把握し，自分の石を配置可能な場所を探し，その中で

も有利な場所を先読みや定石を用いて探索する活動と

定義する．これらの活動のうち，石の配置可能場所の

探索と先読みに関連する活動を最善手ヘルプの提供で

軽減する．このように，ヘルプ要因によって，課題内

在性活動を制御する．学習関連活動は，参加者への教

示により操作する．具体的には，「この目的は，どうし

たら相手に勝てるかの「作戦」を発見することである．

後でアンケートを行う」という教示を行うことによっ

て，参加者に定石の発見や精緻化，先読み活動の効率

化方法の探索，相手の戦略を把握するなど，メタ認知

活動を促す．すなわち，教示要因によって学習関連活

動を操作する． 

仮説 

前述の問題解決モデルが妥当であるならば，3種類の

認知活動それぞれについて仮説を立てられる． 

仮説 1:学習関連活動に関連する教示要因を操作した

場合，メタ認知活動が増大するため，1手あたりの平

均時間が増加すると考えられる．ゆえに，教示要因の

主効果が確認されると予想できる． 

仮説 2:課題内在性活動に関連するヘルプ要因を操作

した場合，ヘルプを行うことで知覚・処理・遂行の各

プロセスに発生する活動量が減少する．そのためヘル

プ要因の主効果が確認できると予想できる． 

仮説 3:課題外在性活動に関連する盤面要因を操作し

た場合，知覚プロセスに生じる課題外在性活動が増大

すると考えられる．しかし，ヘルプがある場合はヘル

プにより知覚プロセスにおける活動が軽減されている．

よって，ヘルプなしの場合にのみ盤面要因の効果が観

察されると考えられる．すなわち，盤面要因とヘルプ

要因の交互作用が有意となり，その上で，ヘルプなし

水準における盤面要因の単純主効果が確認できると予

想できる． 

4. 実験 1 

目的 

前述の 3つの仮説を検証し，第 3章で提案した問題

解決モデルの有効性を確認することを目的として実験

を行った． 

方法 

大学生および大学院生計40名が一斉に実験に参加し

た．参加者は練習として 1ゲームを行った後，実験群

ごとに設定を調整したオセロ課題に 10 ゲーム取り組

んだ．32手まで進んでいる盤面を初期盤面とした．初

期盤面はオセロプログラム同士を対戦させ，最終的に

ほぼ同じ程度のスコアとなった盤面を 10種類算出し，

ランダムに設定した． 

盤面要因に関しては，参加者内要因とし，10 ゲーム

のうち，奇数回目は通常盤面，偶数回目は臼白盤面を

設定した． 

ヘルプ要因と教示要因に関しては，参加者間要因と

し，「ヘルプなし・教示なし群」「ヘルプなし・教示あ

り群」「ヘルプあり・教示なし群」「ヘルプあり・教示

あり群」の 4条件を設け，ヘルプの有無と教示の有無

を操作した．それぞれ 11名，9名，10名，10名の参

加者を割り当てた．ヘルプありの 2群では，最善手の

情報を提供する．教示ありの 2群では，実験の最初に

「この目的は，どうしたら相手に勝てるかの「作戦」

（手の打ち方）を発見すること．後でアンケートを行

う」と教示を行った．実験後，全群にアンケートを行

った． 

結果 

図 4に，1手あたりの平均時間を示す．1手あたりの

平均時間を従属変数とし，教示要因，ヘルプ要因，盤

面要因を独立変数とする 3要因混合計画の分散分析を

行った．1 手あたりの平均時間は，実験を通しての平

均を用いた． 

その結果，教示要因の主効果が有意であり

(F(1,36)=27.23, p<.01)，ヘルプ要因の主効果が有意で

あった(F(1,36)=46.77, p<.01)．盤面要因の主効果は有

図 4 実験 1 1手あたりの平均時間 
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意ではなかった(F(1,36)=0.90, n.s.)． 

ヘルプ要因と教示要因の交互作用，および教示要因

と盤面要因の交互作用は有意ではなかった(ヘルプ要

因と教示要因の交互作用：F(1,36)=0.05, n.s. ，教示要

因と盤面要因の交互作用：F(1,36)=0.48, n.s.)．ヘルプ

要因と盤面要因の交互作用が有意であった

(F(1,36)=4.55, p<.05)．修正Bonferroniの方法で下位

検定を行うと，通常盤面水準と臼白盤面水準において

ヘルプ要因の単純主効果が有意であった(通常盤面水

準 : F(1,36)=22.93, p<.01 ， 臼 白 盤 面 水 準 : 

F(1,36)=58.83, p<.01)．ヘルプなし水準とヘルプあり

水準において盤面要因の主効果は有意ではなかった

(ヘルプなし水準：F(1,18)=2.72, n.s.，ヘルプあり水

準：F(1,18)=2.65, n.s.)． 

考察 

教示要因の主効果があったことから仮説 1 を，ヘル

プ要因の主効果があったことから仮説 2をそれぞれ確

認することができた．しかしながら，仮説 3は確認す

ることができず，盤面要因に関する有意差はなかった．

5 回の臼白盤面のゲームを通して，臼白盤面に参加者

が慣れ，容易に「臼」と「白」を区別できるようにな

ったのではないかと考えられる．そこで，実験 2では，

さらに視認性が悪い盤面を作成し，実験を行った． 

5. 実験 2 

目的 

実験 2では，実験 1で確認できなかった盤面要因に

ついて検討を行う．そのため，操作する要因はヘルプ

要因と盤面要因のみとし，仮説 2および仮説 3を検討

する． 

方法 

大学生 45名が一斉に実験に参加した．手続きは実験

1 と同様に行った．ただし，教示要因は検討しないた

め，全員が「教示なし」で行った．実験条件は，「ヘル

プなし群」「ヘルプあり群」の 2条件を設定し，それぞ

れ 22名，23名の参加者を割り当てた．実験 2では，

実験 1の臼白盤面に代わり，「L盤面」を用いた(図 5)．

L 盤面では，参加者の石が「L」を 90°ずつ回転した

図形で表され，相手の石が「反転 L」を 90°ずつ回転

した図形で表される．盤面を読み取るための心的回転

や読み替えを行う認知活動が課題外在性活動として生

じると考えられる． 

結果 

図 6に，1手あたりの平均時間を示す．1手あたりの

平均時間を従属変数とし，ヘルプ要因と盤面要因を独

立変数とする 2 要因混合計画の分散分析を行った．1

手あたりの平均時間は，実験を通しての平均を用いた． 

その結果，ヘルプ要因の主効果と盤面要因の主効果

が有意であった(ヘルプ要因：F(1,43)=17.01, p<.01，

盤面要因：F(1,43)=4.89, p<.05)． 

また，ヘルプ要因と盤面要因の交互作用が有意であ

った(F(1,43)=4.71, p<.05)．修正Bonferroniの方法で

下位検定を行うと，通常盤面水準と臼白盤面水準にお

いてヘルプ要因の単純主効果が有意であり(通常盤面

水 準 : F(1,43)=12.65, p<.01 ， 臼 白 盤 面 水準 : 

F(1,43)=15.08, p<.01)，ヘルプなし水準において盤面

要因の単純主効果が有意であった (F(1,21)=7.99, 

p<.05)が，ヘルプあり水準において盤面要因の単純主

効果は有意ではなかった(F(1,22)=0.00, n.s.)． 

 

考察 

ヘルプ要因の主効果があったことから仮説 2 を，ヘ

ルプなし水準における盤面要因の単純主効果があった

ことから，仮説 3を確認することができた． 

6. まとめ 

実験 1および実験 2を通して，仮説 1～3の正当性を

確認することができ，3 種類の認知活動と，問題解決

モデルの各プロセスとの関係が明らかになったと考え

図 6 実験 2 1手あたりの平均時間 

図 5 L盤面の例 
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る． 

しかしながら，本研究に関しては課題が残る．学習

関連活動の指標は，前後にテストを行い，そのパフォ

ーマンスで計測するのが一般的であるが，本実験では

前後のテストを行っていない．また，従来から行われ

てきた主観評定など，反応時間以外の指標による認知

活動測定を行い，反応時間の信頼性を検証する必要が

ある． 

また，認知活動と認知負荷の関係についてもさらな

る検討が必要である．認知負荷の観点から考えると，

学習効果は 2種類の認知活動によってもたらされると

考えられる．一つは，ある課題に対する課題内在性活

動を行うコストが減ることによる学習効果である．こ

れは，特定の課題遂行に割ける認知資源が増大するこ

とで得られる効果である．もう一つは，より活発な学

習関連活動を行うことの成果として，宣言的記憶に蓄

積される知識の精緻化による効果である．従来の認知

負荷理論では，学習に関連する負荷は学習関連負荷で

あるとされているが，その他の負荷を発生させる認知

活動との観点から議論されるべきである． 

今後は，それぞれの負荷が学習に及ぼす影響をプレ

テストとポストテスト間のパフォーマンスで計測する

実験を行う． 
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「Tパズルは洞察問題ではない」の実験的証明 
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Abstract 
The T-puzzle is one of the most popular materials of the 

insight problem. I tried to show the empirical evidence that 

the T-puzzle isn’t the insight problem. But my experiments 

on this issue haven’t been so successful as to endorse the 

hypotheses. 
 
Keywords ― T-puzzle, geometric puzzle, insight problem 

solving, problem solving 

 

1. はじめに 

放送大学『教育心理学特論』の中の「ミシン目研究」，

「折り紙問題」，「２本の紐問題」に触発され，図形パ

ズルの傑作「Ｔパズル」で修士論文を決意するも，す

でに 1997年から行われ，今では複雑な装置（連続フラ

ッシュ，眼球運動，モニター画面でのパズル）や多数

の被験者（観察学習，社会的効果，感情や気分）とい

うように進化していた．しかし，日本認知科学会第 32

回大会の横山拓「洞察問題解決におけるメタ学習」で

は，新しい仮説（「洞察問題解決の熟達」）や新しい分

析（「手数と時間経過」「悪手率」「ゴールを見ながらの

ピース回転比率」）が研究には大事なことを再確認させ

てくれた． 

 

2. 洞察問題 

認知科学辞典では，「洞察問題解決とは，ひらめき，

洞察をともなうような創造的問題解決の一種を指す．

心理学実験においては，2本の紐問題，9点問題などの

ゲシュタルト心理学者が考案した問題がよく用いられ

る．これらの問題解決の特徴としては，(a)生産的思

考：過去の類似問題の応用によっては解けない，(b)

理解容易性：解が簡単でいわれてしまえば，すぐに理

解可能である，(c)インパス：同じ間違いを何度もくり

返す，(d)非連続性：解への接近度の自己評定が非常に

低い段階から一挙に到達する，などが挙げられる．ウ

ォラス(Wallas)によれば，洞察問題の過程は，(a)心的

準備段階（初期の理解とその後のインパスの段階），(b)

あたため（当該の問題解決とは異なる活動を行う段階），

(c)ひらめき（解を得る段階），(d)解の検証の 4つの段

階からなるとされる．」（鈴木宏昭） 

「創造性とは，新奇で独自かつ生産的な発想を考え

出すこと，またはその能力．創造性についてはさまざ

まな研究が行われているが，その本体について明確な

結論は得られていない．しかしいくつかの注目すべき

特徴は見られる．たとえば数学上の発明・発見の過程

は典型であり，比較的型にはまった位相を追って進行

する．イギリスの心理学者 Graham Wallas(1858-1932)

はこれを，(1)準備，(2)孵化，(3)啓示 ，(4)検証，の

4段階に分けた．」（藤永保，ジャポニカ） 

つまり，洞察問題解決研究と創造性研究は，思考過

程が同じであり，さらに，「洞察問題解決は，認知発達

と類似している（開・鈴木 1998）．」，「洞察問題解決は，

チャンス（未来に重要な事象が発生することを未然に

示唆する事象）発見と似ている（三輪・寺井 2003）．」，

「洞察問題解決は，「モノ探し」に似ている（寺井・三

輪 2004）．」，「そして，このゆらぎこそが，次の段階の

思考へと私たちを導いてくれるのである．発達におい

ても洞察においても，ゆらぎの多い人たちは次のレベ

ルの思考への変化が行われる一方，一貫したやり方し

か使わない人たちは一つの場所にとどまり，その先へ

進むことはない．多様な認知ソースが文脈と相互作用

し，揺らぐ中で志向が生まれ，発展するのである． 

 ここにあらわれた人間の思考の姿と同じものが生物

の進化にもあると言ったら飛躍しすぎだろうか．」（鈴

木宏昭「教養としての認知科学」2016東京大学出版会

P.237），とあるように，洞察問題解決研究は，創造性

研究から認知発達，チャンス発見，（記憶中の）モノ探

し，そして生物進化過程へと広がりを見せている． 

 

3. Tパズル 

Ｔパズルは，1997年(Suzuki,H. & Hiraki,K.)以来，

今日まで，洞察問題解決の論文の中で最も多く用いら

れている題材である．図形パズルの中では，ピースの

少なさと難易度において最高のパズルである． 
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図 1 Ｔパズル 

 

開・鈴木(1998)によれば，「洞察問題において重要

なのは，洞察の前後において，表象の存在論レベルで

の変化が生じているか否かである．（略）洞察前，5角

形は縦棒あるいは横棒の一部として意味づけられてい

る．一方，（略）洞察後，5角形は縦棒かつ横棒である

という意味付けがなされている．」 

 

4. Ｔパズルの先行研究 

4.1 制約緩和理論 

 1998年，開・鈴木によって提唱された洞察問題解決

の理論で，3 つの制約（対象，関係，ゴール）とその

緩和を用いての説明であり，洞察問題解決の論文にお

いて最も引用数が多い． 

 

4.2 無意識の関与 

4.2.1 2015 小田切・鈴木 連続フラッシュ抑制によ

る潜在過程で上書きされず，閾下呈示時間の長さは潜

在処理の促進には関係がない． 

4.2.2 2013 鈴木・福田 連続フラッシュ抑制による

閾下プライミング実験群は，統制群と比べて，解決平

均時間は大きな差があった． 

4.2.3 2006 西村・鈴木 サブリミナルカットを挿入

した実験群は，統制群と比べて，解決平均時間は大き

な差があった．  

 

4.3 観察学習 

4.3.1 2015 堀江・清河 他者観察時の構え（いいと

ころ，または，悪いところを探して観察）においては

有意差なし． 

4.3.2 2011 小寺・清河 他者観察時の自分か他人か

では，自分は抑制で他人と偽自分は効果あり． 

4.3.3 2007 清河・植田 他者観察の交替（20 秒ご

と）は，言語的・非言語的なやりとりがなくても，制

約の緩和を促進し，結果として，洞察問題解決も促進

した． 

 

4.4 社会的な影響 

2013 有賀  同形型紙の上に置く．3群に分け「他

の人は 5 分で解いているパズルです」と「20 分」「統

制群」．平均値の差はなし，10分から 20分の間の完成

者数と未完成者数では有意差があった． 

 

4.5 過去試行の影響 

2006 阿部・中川 同形型紙を見ながらの試行，同

じ思考を繰り返すと被験者に報知，結果として一試行

にかける時間は増加したが解決までの試行数は有意に

減少した． 

 

5. 仮説 

二十数年前，筆者の T パズル初挑戦は数時間かける

もギブアップであった．しかし，単純で難解な図形パ

ズルは受験算数との共通性から，教材として 10セット

購入し，小 3 の子ども 9人にやらせた．すると，その

中の 1 人が数分で完成させてしまった．その子は，の

ちに，開成，桜蔭，女子学院に合格した子どもではな

く，途中で中学受験を断念した子であった．その後二

十数年，何百人かに T パズルをさせたが，インパスに

おちいらずに解けたのは，その子を含めわずか 2 名で

あった．  

同じ間違いを繰り返すことなく，ふつうに取り組む

彼らにとって，Tパズルは洞察問題ではない．つまり，

彼らのように洞察問題を，洞察問題ではない問題に変

えることが問題解決につながるのではないだろうか． 

提案として，創造的問題のいくつかの解法をインパ

スに陥る前に切り変えることができれば，洞察問題を

洞察問題ではない単なる問題として解けるはずである．

解法の例を以下に示す． 

(1)算数・数学を使ったら 

(2)ゆっくり記録したら 

(3)立場を変えたら 

(4)問題を回転させたら 

(5)友達と一緒にやったら 

つぎに，切り替えのタイミングだが，実験者として

の経験から，イライラや困った顔，乱雑な手つき，や

る気をなくした独り言などの顔や動作の感情表現をソ

マティックマーカーとしたい． 

2016年度日本認知科学会第33回大会 P1-24

569



 ただし，今回の検証は(1)～(3)までを独立させて実

施する． 

 

 

6. 検証 

6.1 算数・数学を使ったら 

図形パズル 図形パズルは，一般的に算数・数学の組

み合わせで解くことはできない． 

 

ＴパズルのＴ 「Ｔ」は，例外的に算数・数学の組み

合わせで解くことができた． 

図形パズルに共通した解き方は，まず，特定のピー

スの正しい場所（図形の周辺部や特徴的な形などの比

較的やさしく部分正解できる場所）探しから始まる．

つぎに，そのピースと適合するピースを順に加えてい

けばよいのだが，ときとして，適合可能性のあるピー

スが複数ある場合には（難問ではよくあるが），候補の

中から仮に選び，行きづまったら先ほどの仮のところ

に戻り，他の候補のピースに置き換えて進める．これ

を繰り返すことよって完成にたどり着く． 

たとえば，ジグソーパズルでは，中心から最も遠い周

辺部である四隅がいつも特定のピースの正しい場所に

なる． 

Ｔパズルの場合，図形の周辺部は，Ｔの横棒の左右と

縦棒の下の 3 か所である．一方，この 3 か所に適合可

能なピースは，大きい四角形と小さい四角形と三角形

の３つしかない．つまり，Ｔの 3 つの周辺部と 3 つの

ピースの組み合わせで決まる．そして，その 3 つのピ

ースを置いたときにできる中央の空白部分と 4 つ目の

ピースである変形 5角形が一致したのが正解となる． 

Ｔの 3 つの周辺部と 3 つのピースの組み合わせは，

3！=6（通り），ピースには裏表があるので，2×2×2=8

（通り），全部で，6×8=48（通り）． 

 

ところが，大きい四角形を横棒にすると，変形５角形

は縦棒となりヘコミ部分が中央にできるので，未完成

となることがわかれば，大きい四角形は縦棒に決まる．

また，Ｔは左右対称なので，その大きい四角形は裏返

す必要がないから，小さい四角形と三角形が横棒の左

右になる．よって，2×2×2=8（通り）． 

  

 

    図２ Ｔの周辺部に対応する 3 つのピース 

 

 

 

図３ Ｔの周辺ピースの組み合わせ 

 

 

6.2 ゆっくり記録したら 

被験者 12歳から 60歳までの男女 12名 

装置  ビデオ装置，以下の記録用紙 

 

図４ パズル台と記録用紙 

 

手続き  

・４つのピースで「Ｔ」を完成させる．  

・ピースは片手で1つずつおいていく． 
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・1つ置いたらその図を描く． 

・その図の中に順番を書く（１から４まで）． 

・ピースを４つ置いたらその回は終わり． 

・自分で点数をつける（１００点満点中）． 

・ピースを元の位置にもどして次の回へ． 

完成なら時間を記入し終了． 

 

結果 

(1)12名の被験者のうち，経験者 2名は除いた． 

(2)自力完成率は，１0％（10名中 1名が自力完成）で

あった． 

(3)被験者 10名とも同じ図を描くことはなかった． 

(4)対象の制約の逸脱の割合（逸脱数/試行回数）は，

自力完成者８３．３％（5/6）が一番高く，次は２０％

（3/15）と完成・未完成でその差は大きい． 

 

考察 

(1)先行研究の対照実験での自力完成率が 10％程度で

あることから，ゆっくり記録することは被験者の自力

完成に影響をあたえていない． 

(2)図を描くことは効果があった．同じ形を何度もくり

返すのが，洞察問題の特徴として挙げられているが，

同じ図はなかった． 

 

6.3 立場を逆にしたら 

6.3.1 実験 1 

被験者 20歳から 74歳までの男女 6名 

装置  Ｔ字の用紙とはさみ，以下の記録用紙 

 

図５ パズル作成後の記録用紙 

 

手続き はじめ被験者に，できるだけ難しい図形パズ

ル（直線で４分割）をつくるように指示．作成後Ｔパ

ズルをやってもらう． 

結果  

(1) 自力完成率は，66.7％（6名中 4名が自力完成）で

あった． 

(2)実験の途中で，被験者のパズルの完成を疑う発言は

一度もなかった． 

(3)未完成に終わった 2名は，ともに一度も対象の制約

から逃れることがなかった． 

 

考察  

(1) 立場を逆にすることは，パズルの完成に影響を及

ぼしている，といえる． 

(2)被験者自らＴを分割しているので，パズルの完成を

疑う発言がなかったと考えられる． 

 

6.3.2 実験 2 

被験者 23歳から 68歳までの男女 10名 

装置 Ｔパズルと以下の見本・記録用紙 

 

図６ 反転実験の見本  

 

 

 

図７ 反転実験記録用紙 
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手続き Ｔパズルの試行 5 分後，パズルを回収．問題

作成見本を見ながら，Ｔを４分割して問題の 4 ピース

を作るよう指示． 

 

結果  

(1)5 分以内に自力完成の 1 名を除き，自力完成率は，

66.7％（9名中 6名が自力完成）であった． 

(2)自力完成できなかった 3名のうち 1名は，常に，こ

ういうの昔から苦手なんだ，と言い続けていた． 

(3)自力完成できなかったもう 1名は，Ｔを分割せずに，

自分で図を書いてＴパズルを続けた． 

(4)自力完成できなかった残りの 1名は，時計ばかり見

ていて途中からやる気がみられなかった． 

 

考察  

(1)立場を逆にすることは，パズルの完成に影響を及ぼ

している，といえる． 

(2) 自力完成できなかった 3 名のうち 2 名は，やる気

をなくす前に別のやり方をしていれば，結果はまた違

っていただろう。 

 

7. 今後の課題 

(1)創造的な問題の一般解法，たとえば「交換と逆転，

直列と並列の入れ替え，四則，鏡像，拡大，縮小」（畑

村洋太郎 2003）のような解法を誰もがわかりやすいよ

うに整理する． 

(2)その解法をインパスに陥る前にチェンジするタイ

ミングとして，ソマティックマーカーの使い方を一般

化する． 

(3)小学生，中学生，高校生にも創造性開発に使えるよ

うにしたい． 
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異なる目標を持つ二者による協同問題解決 

― 課題達成後の主観評価にみる制御焦点の効果 ― 
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or-different goals: Effects of manipulation by regulatory focuses 

on subjective evaluations 
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Abstract  
It is commonly said that there are constant 

communication problems between different sections 

within a same company. Tanikawa, Suzuki, Kato, 

Hukuzumi, & Harada (2015) proposed a hypothesis 

that those communication gaps are coming from 

different motivations, goals, or values of different 

sections, which can be explained from the theory of 

regulatory focuses (Higgins, 1997).  Based on this 

hypothesis that different motivations or goals derive 

different communication behaviors and attitudes, we 

executed a communication experiment with 

experimentally operating goals and motivation based 

on the regulatory focus theory, using the Desert 

Survival Situation task.  Results of subjective 

evaluations on communications and problem solving by 

parties with/without different goals showed that 

persons with the promotion focus tended to evaluate 

discussions higher than persons with the prevention 

focus, and that parties with different regulatory focus 

evaluated their accomplishment higher than parties 

with the same regulatory focus. Implications for design 

of communication method will be discussed. 

 

Keywords ― group discussion, collaborative problem-

solving and communication, motivation and values, 

regulatory focus 

 

1. 問題と目的 

よりよいモノづくりのためには，「使う側」とともに「作

る側」の認知的特性を知ることの重要性が指摘されてい

る（海保, 1992）．現在，一般に企業においてモノが作ら

れる場合が多く，また企業内における「作る側」は，多様

な部署や役割に分かれて進められるのが通常である．こ

のとき，それぞれの部署・役割の人物は，各部署に掲げら

れた目標（例えば，商品コンセプトに沿ったデザインに仕

上げるといった目標，工場で出来上がる商品のうち不良

品を少なくする目標など）を達成しながら，「一つモノを

作る」という全体の目標を達成する． 

こうした協同作業の際，コミュニケーションを通して

互いの意見を調整する必要があるが，しばしばそうした

コミュニケーションにおいて葛藤が生じることが指摘さ

れている（谷川・鈴木・加藤・福住・原田，2015)．また，

それらの葛藤の背景には，両者の価値観やモノの捉え方

のズレがあり，そこにHiggins(1997)の制御焦点的な違い

がある可能性が指摘されている．そうした視点から，谷川

ら(2015)は，「ユーザビリティ専門家の意見が，ソフトウ

エアエンジニアに伝わりにくい」とことの原因を探るた

め，インタビュー調査を行い，その結果において，ソフト

ウエアエンジニアの立場の人物は，「作業工数がひっ迫し

ているため，成果をよりよいモノにするための議論など，

余計な作業を発生させる可能性のあることを避けるとい

った考え方や行動の基準」を持っており，こうした考え方

や行動の基準が防止焦点に類似していると指摘している．

また，ユーザビリティ専門家の立場の人物は，「できるだ

け良い成果にするための議論や他のメンバーによる評価

などを積極的に行う考え方や行動の基準」を持っており，
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この考え方や行動の基準は促進焦点に類似していると指

摘している．こうした制御焦点の相違が，異なる部署間の

コミュニケーションの障害の原因となっているといえる

のであろうか． 

そこで本研究では，コミュニケーションに葛藤が生じ

る原因として，協同で問題解決を行う人物が，それぞれ異

なる目標と異なる制御焦点を持つという仮説に着目し，

二者が異なる目標と異なる制御焦点を持つように実験的

に設定した上で協同問題解決を行った場合に，その対話

や協同問題解決に対して，どのような主観的評価をもつ

のかという点について，実験的に検討することを目的と

した． 

 

2.実験方法 

2-1実験期間 
2015年6月2日から6月22日まで実施された． 

 

2-2 実験参加者 
 実験参加者は，国立大学の学生82名（男性42名，女

性40名，平均年齢20.80±1.65歳）であった．参加者は，

2名一組で募集し，（初対面の人物どうしで意見を譲り合

い，全く議論をしなくなってしまう可能性を避けるため

に）友人同士であること，また，実験課題に関する特有の

知識を持つことを避けるために，医学・医療関係の学部で

はない学生であることを募集条件とした． 

 

2-3 実験課題 
実験では「砂漠生き残り課題」を用いた．この課題は，

自分の乗った飛行機が砂漠に不時着してしまい，大破し

た飛行機の中から，生き残るための品物を取り出したい

ため，12の品物の中から取り出す優先順位を決める課題

である．実験で用いた課題の説明用紙を表1に示す． 

この課題に対する目標として，「救助隊に見つけてもら

えるようにするため」の優先順位を決める促進焦点の目

標（P）と，「できるだけ長く生き延びるため」の優先順

位を決める防止焦点の目標（D）の二つを設定した．また，

目標 Pの人物は，実験中はパイロット役を演じるように

求められ，目標Dの人物は，医者役を演じるように求め

られた． 

実験参加者２人一組は，同じ目標を持つ群（PP群／DD

群）と異なる目標を持つ組（PD群）にランダムに割り振

られた．結果，PP群 14組 28名（男性 14名，女性 14

名，平均年齢19.88±3.95歳），DD群 13組 26名（男性

12名，女性 14名，平均年齢20.92±1.29歳），PD群 14

組28名（男性16名，女性12名，平均年齢20.57歳±1.10）

となった． 

 

2-4 手続き 

まず，実験参加者は，役割について教示がなされ，実験

中はその役として振る舞うように求められた．続いて，ロ

サンゼルスに向けて飛行機に乗ることなど，砂漠生き残

り課題についての前半部の説明がなされた．役割になり

きるためのウォーミングアップとして，現在飛行機に乗

っている状態であり，ペアの参加者は偶然飛行機に乗り

合わせたことを教示し，互いに自己紹介等の会話をする

ように求められた．その後，飛行機が墜落したことや砂漠

の様子といった課題の後半部の説明を行った． 

目標について充分に考えた上で課題に取り組ませるた

めに，まず一人で課題を行い，その後，二人で協同して課

題を行うよう求められた．その際，コミュニケーション評

価，課題評価等に多様な項目による質問紙調査を実施し

た． 

2-5質問紙 
 一人で課題に取り組む直前に，対人印象評価(1回目)を

測定し，一人の課題後に，課題評価(1 回目)を測定した．

また，二人で課題に取り組んだ後に，コミュニケーション

評価，課題評価(2 回目)，対人印象評価(2 回目)を測定し

た． 

 コミュニケーションに対する評価への影響を測定する

ために，6項目を独自に選定した．「相手と意思疎通が充

分に取れた」，「全般的にグル－プに満足している」，「自分

の意見を伝えることができた」，「相手の意見を理解する

ことができた」，「聞きたいことがあった時に聞けないこ

とがあった」，「相手の考え方と自分の考え方は異なって

いた」の6項目について，6件法で回答を求めた． 

同様に，課題の主観評価を測定した．「砂漠不時着課題

は楽しかった」，「十分に課題が達成できたと思う」の課題

評価2項目と，「全員が生き残ることができる」，「はやく

救助隊に見つけてもらうことができる」の目標評価 2 項

目について，一番左を「0．まったくあてはまらない」，一

番右を「100．とてもあてはまる」になるように，Visual 

Analog Scale(VAS)で回答を求めた． 

 2名一組ペアの互いの印象評価について，課題を行う前

の状態に，群ごとのバラつきがないことを示すために，ま

た，「課題の協同作業を通して印象評価がどのように変化

するか」という点について制御焦点の影響を検討するた

めに，対人印象評価の項目を測定した．対人印象評価とし

て，林(1978)で用いられた 3 次元 20 項目の形容詞対か

ら，回答者の負担を考慮して，それぞれ個人的親しみやす

さの次元から 3 項目（「心のひろい－心のせまい」「感じ

の良い－感じの悪い」「人懐っこい－近づきがたい」），社

会的親しみやすさの次元から3項目（「責任感が強い－無
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責任な」「慎重な－軽率な」「分別のある－無分別な」），力

本性の次元から 3 項目（「堂々とした－卑屈な」「積極的

な－消極的な」「意欲的な－無気力な」）を抜粋して用いた．

また，意見の調整を通して変化する対人印象の評価であ

ると考えられた4項目（「考えの筋道が通っている－考え

の筋道が通っていない」「態度が柔軟だ－態度が強硬だ」

「大胆な－臆病な」「こだわりを持っている－こだわりを

持っていない」）を新たに加え，合計 13 項目を用いた．

これらは，一方の形容詞に対しての印象に近い時に0，も

う一方の形容詞についての印象に近い時に 100になるよ

うに，VAS（Visual Analog Scale）で回答を求めた． 

 

3.結果 

 

有効回答者数は，PP群12組24名（男性12名，女性

12名，平均20.58±1.58歳），DD群12組24名（男性12

名，女性12名，平均20.83±1.27歳），PD群13組26名

（男性 14名，女性 12名，平均 20.61歳±1.13）であっ

た． 

コミュニケーション評価 6 項目について，主成分分析

を行った結果，2 つの成分が抽出され，第 1 主成分は，

「意思疎通の程度」「グル－プへの満足」など，意見をや

り取りすることができた程度に関するものであったため，

「満足」，第 2 成分は，「聞きたいことが聞けなかった」

「考え方が異なっていた」など，意見の違いについて話し

合うことに関する物であったため，「議論の価値」と名付

けられた（表2）．各主成分得点について，群ごとの平均

を算出し，本人の目標条件（2水準：P／D）と協同者と

の目標の組み合わせ条件（2水準：同じ／異なる）を要因

とする，2要因分散分析を行った．結果，「議論の価値」

についてのみ，本人の目標条件の主効果に有意傾向が見

られた（F(1,70)＝2.84, MSe = 0.992, p = .096, ηp² = 0.039）

（図1，図2）．この結果から，促進焦点の目標条件（P）

の人物は，防止焦点の目標条件（D）の人物よりも，議論

の価値を高く評価する傾向にあることが分かった． また，

交互作用は見られなかった． 

課題評価4項目について，本人の目標条件（2水準，対

応なし：P／D）×協同者との目標の組み合わせ条件（2

水準，対応なし：同じ／異なる）×協同問題解決の前後(2

水準，対応なし：前／後)を要因とする，3 要因分散分析

（混合計画）を行った．結果，すべての項目において協同

問題解決の前後の主効果が優位であった（課題が楽しか

った：F(1,70)= 11.80, MSe = 120.74, p < .001, ηp² = 0.14；

充分に課題が達成できた：F (1,70） = 50.37, MSe = 

217.20, p <.001, ηp² = 0.42；全員が生き残ることができ

る：F（1,70）=48.87, MSe = 214.16, p <.001, ηp² = 0.41;

はやく救助隊に見つけてもらうことができる：F（1,70）

=41.99, MSe = 163.27,p <.001,ηp² = 0.37）． 

また，「充分に課題が達成できた」という項目のみ，協

同問題解決の前後と協同者の目標の組み合わせ条件に交

互作用が見られた（F（1,70）=5.15,  MSe  =217.20, p

＝.026, ηp² = 0.07）．多重比較の結果，協同問題解決を行

う前の達成感において，目標の組み合わせ条件が同じ条

 

表2 コミュニケーション評価の主成分分析（プロマックス回転） 

 

 

 

1満足 2議論の価値
1 意思疎通の程度 0.82 0.07 0.68

2 グループへの満足 0.83 -0.06 0.69

3 意見を伝えられた 0.75 -0.23 0.62

4 意見を理解することが
できた

0.66 0.21 0.48

5 聞きたいことがあった
時に聞けた

0.13 0.77 0.61

6 考え方が異なっていた -0.13 0.63 0.41

回転後の負荷量の平方和 2.40 1.09

因子間相関
成分1.　満足 ― 0.01

成分2.　議論の価値 ―

成分
項目番号 項目内容 共通性
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図1 第1主成分「満足」得点 

 

図2 第2主成分「議論の価値」得点 

 

件の組の方が，異なる条件よりも，高く評価していたこと

が分かった（p=.033）．この結果は，協同問題解決を行う

前のベースラインの評価が異なったことを示しており，

協同問題解決を通した主観的な達成感を測定するために

は，協同問題解決の前後の評定値の差分を算出する必要

がある．そのため，「十分に課題が達成できた」項目のみ，

二人で課題を行った後の評価値から，一人で課題を行っ

た後の評価値を減算し，協同課題を通して変化した達成

感の変動値を算出した．この変動値について，本人の目標

条件（2水準：P／D）×協力者との目標の組み合わせ条

件（2水準：同じ／異なる）の2要因分散分析を行った結

果，協同者の目標の組み合わせ条件の主効果が有意であ

った（F（1,70）=5.15, MSe = 5.07, p ＝.026, ηp² = 0.06）

（図2）．この結果から，協力者との目標の組み合わせが

異なる群は，同じ群よりも十分に課題が達成できたと評

価していることが分かった．  

その他の要因については，主効果と交互作用ともに有意

な差が見られなかった． 

 

図3 「充分に課題が達成できた」の評価の変動 

  

対人印象評価13項目について，協同問題解決の前後の

回答を含めたすべての測定値を併せて主成分分析（プロ

マックス回転）を行った．結果，林（1978）の結果と同

じ項目がまとまり，「1.個人的親しみやすさ」「2.社会的親

しみやすさ」「3. 力本性」の3成分が抽出された．新たに

加えた4項目も，3つの成分に回収される形となった（表

3）． 

参加者ごとに各主成分得点を算出し，本人の目標条件

（2水準，対応なし：P／D）×協同者との目標の組み合

わせ条件（2水準，対応なし：同じ／異なる）×協同問題

解決の前後(2水準，対応あり：前／後)を要因とする，3要

因分散分析（混合計画）を行った．すべて成分において，

二人で課題を行う前後の主効果のみが有意であり（個人

的親しみやすさ：F(1,70)＝0.84, MSe  = 0.35, p＝.036, 

ηp² = 0.01；社会的親しみやすさ：F(1,70)＝5.16, MSe = 

0.309,p＝.026, ηp² = 0.069；力本性：F(1,70)＝4.70, MSe = 

0.441, p＝.034, ηp² = 0.063），その他のいずれの条件間に

も，有意な差は認められなかった． 

 

4.考察 

本研究では，実験的なコミュニケーション課題におい

て，制御焦点の観点から異なる目標を設定した組を設置

し，そこでのコミュニケーションや課題達成についての

主観的評価について検討を行った． 

コミュニケーション評価について分析を行った結果，

促進焦点の目標を持つ人物は，防止焦点の目標を持つ人

物よりも，「議論の価値」を高く評価していることが分か

った．つまり，促進焦点の目標をもつ人物は，協同者は自

分と異なる考え方を持ち，協同者に聞きたいことは質問

することができたと評価しており，互いの意見を調整す

るために積極的に議論を行っていたことが示された． 

また，防止焦点の人物は，協同者は自分と同じような考 
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表 3 対人評価項目の主成分分析（プロマックス回転） 

 

え方を持ち，協同者に聞きたいことを質問できなかった

と評価しており，互いの意見を調整するために消極的な

考え方や行動をとったことが明らかになった． 

こうした結果は，谷川ら（2015）が述べている，促進

焦点のユーザビリティ専門家が，良い結果のための議論

を積極的に行うなどの思考・行動や，防止焦点のシステム

エンジニアが，良い結果のための議論を行うことに消極

的などの思考・行動に合致した結果が得られたと言える． 

また，本人の目標条件と協同者の目標条件との交互作

用が見られなかった結果から，異なる目標を持つ群（PD）

において，一方の人物は議論の価値を高く評価している

のにもかかわらず，もう一方の人物は議論の価値を低く

評価する傾向にあることがわかった．つまり，一方の人物

が，その議論は積極的な議論であったと評価しているが，

もう一方で，その議論は消極的な議論であったと評価し

ていた人物がいたことになるため，コミュニケーション

における葛藤は，全体のメンバーのうち，一部のメンバー

のみが感じている可能性，あるいは，個々人の感じている

コミュニケーションの葛藤は，メンバーごとに異質な葛

藤である可能性があることを示している．積極的に議論

をしていたと判断した人物にとって，「互いの考え方が異

なっていたため，全体として話を通すことが大変だった」

「聞きたいことがあったときに聞くことができたが，う

まく回答してもらえなかった」という葛藤が生じ，消極的

な議論であったと評価した人物にとって，「互いの考え方

が同じような感じであったのにもかかわらず，なぜか時

間が長引いてしまった」「聞きたいがあったときに聞けな

かったけれども，相手がうまく説明してくれなかったの

が悪い．」といった葛藤が生じていた可能性が考えられる． 

課題評価について分析を行った結果，協力者との目標

の組み合わせ異なる条件のときに，同じ条件の時よりも，

「十分に課題が達成できた」という項目の評価が高くな

るということがわかった．この結果から，制御焦点間，あ

るいは，目標の葛藤とともに生じる，多角的な視点からの

課題の検討によって，達成感が上昇することが示唆され

た．しかし，池永・原田（2016）によると，異なる目標

をもつ二者の砂漠生き残り課題の回答は，促進焦点の目

標を持つ専門家の回答よりも，専門家らによる回答から

遠くなることが示されている．つまり，主観的な達成感の

上昇と，実際の回答の質が上昇することは，乖離している

ことが明らかとなった． 

対人印象評価について分析を行った結果，協同問題解

決の前後のみ有意な差が見られた．つまり，制御焦点の影

響によって，協同者の印象に対しては影響がなく，コミュ

ニケーションに対する評価や達成感の評価へ影響してい

たことが分かった．実験的，かつ，特殊な状況にて発生す

るダイナミズムへの評価は制御焦点による影響を受ける

が，その評価は直接的に協同した人物への評価に影響し

ないということが言えるであろう． 

池永・原田（2016）は，同課題において，防止焦点の

成分1 成分2 成分3

個人的親しみやすさ
社会的親しみやす

さ
力本性

9 感じの悪い―感じの良い 0.80 0.13 0.11 0.43

11 態度が柔軟だー態度が強硬だ 0.79 0.27 -0.13 0.46

5 心の広いー心の狭い 0.72 0.08 0.19 0.68

13 こだわりを持っているーこだわりがない -0.67 0.32 0.45 0.62

2 人懐っこい―近づきがたい 0.59 -0.17 0.19 0.63

10 考えの筋道が通っているー通っていない -0.06 0.86 0.08 0.79

8 分別のあるー無分別な 0.17 0.81 -0.03 0.49

3 慎重なー軽率な -0.01 0.76 -0.30 0.69

1 責任感が強いー無責任な 0.07 0.63 0.14 0.72

6 消極的な―積極的な 0.07 -0.03 -0.90 0.74

4 意欲的なー無気力な 0.06 0.13 0.76 0.69

12 大胆なー臆病な 0.11 -0.20 0.74 0.65

7 堂々としたー卑屈な 0.44 -0.05 0.45 0.59

回転後の負荷量の平方和 3.08 2.69 2.81

因子間相関
成分1.個人的親しみやすさ ― 0.04 0.23

成分2.社会的親しみやすさ ― -0.02

成分3.力本性 ―

N=148

項目番号 項目内容 共通性
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目標を持つ二者の群のほうが，促進焦点を持つ二者の群

よりも，意思決定方略として消去法を使用していたこと

を指摘している．この結果は，防止焦点の二者は，自己主

張を避けつつ，消極的な意思決定方略をとり，促進焦点の

二者は，自己主張を上手く利用し，積極的な意思決定方略

を取ったと考えられる．この意思決定方略に対する積極

性・消極性は，コミュニケーション評価に関する成分 2

「議論の価値」評価と一致した結果であった． 

 本研究は，コミュニケーションに葛藤が生じる原因と

して，協同で問題解決を行う人物が，それぞれ異なる目標

と異なる制御焦点を持つことに着目して実験的に検討を

行った．結果，池永・原田（2016）で指摘された課題解

決のための意思決定方略だけでなく，課題への取り組み

方（コミュニケーション）に対する主観評価，及び，課題

自体に対する主観評価へも，同様に制御焦点の影響が見

られた． 

本研究の限界として，その影響が動機づけの理論にお

ける「制御焦点」によるものであるのか，制御焦点を誘導

するために使用した「目標」によるものであるのか，ある

いは，それらの目標を掲げるに役割を与えたことによる

「立場」の影響であるのか，といった区別がつけられない

ことが挙げられる．しかし，実験的状況を付与したことに

よって，さまざまな影響をもたらしたということに違い

はない．つまり，個人特性による影響ではなく，その人物

に託される目標設定といった状況的・文脈的な設定によ

る影響が，協同問題解決の主観的な評価や意思決定方略

に影響を及ぼしたと言えるであろう． 

そのため，こういった状況的・文脈的な設定が，協

同問題解決のダイナミズムの中で，どのように影響し

ているのかについての詳細を，今後検討することが必

要だと考えられる．制御焦点が，実際にどのような意

思決定方略へ影響しているのか，あるいは，立場とい

った状況的・文脈的な情報はどのように利用され，意

思決定に影響するのかを明らかにすることによって，

コミュニケーションのダイナミクスの中で生じる葛藤

を解明することにつながると考えられる．また，そこ

で生じる葛藤と葛藤解決の方略，および，コミュニケ

ーションの成果との結びつきも併せて検討する必要が

あると考えられる． 
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付録：砂漠生き残り課題の説明用紙 

 

砂漠への不時着 

 

７月のある日（午前10時ごろ），あなたを含め５名の乗客を乗せた小型 

飛行機は，エンジントラブルを起こし，ある砂漠に不時着しました．その際， 

着地の衝撃で小型飛行機は大破してしまいました．全員がすり傷やねんざ 

を負い，程度の差こそありますが，奇跡的に大きなけがもなく無事な状態 

で飛行機を脱出することができました．大破した飛行機は，ガソリンが漏 

れだしており，いつ炎上するかわからない状況です．事故はあまりに突然 

だったため，飛行機が現在位置を知らせる時間は無かったようです．この 

飛行機が目的地の空港に着かないことから，おそらく非常事態のための救 

助隊が探索してくれることと思いますが，どこから救助か来るかわからず， 

私たちを発見できるかは不明です． 

 

不時着前の機内アナウンスでは， 

1）最も近くの居住地は約１１０km南南西にあること 

2）不時着場所付近は全く平坦で，サボテンが生えている他，不毛の地域だ 

ということ 

を告げていました．このことを踏まえると，最も近くの居住地まで歩くこ 

とが良いかどうかの判断も難しそうです． 

 

目を凝らして見ると，大破した飛行機の破片の中に12このモノが見えます． 

 しかし，大破した飛行機からガソリンがもれており，品物を取り出すことは 

危険が伴うため，優先順位の高いモノから品物を取り出していくことを決め 

ました． 

 

＜あなた方の身なり＞ 

 服装（半袖シャツ，ズボン，靴下，タウンシューズ） 

 各1枚のハンカチとサングラス 

 全員で，8ドルばかりの小銭と100ドルの紙幣， 

 全員で，１箱のタバコとボールペンが１本 

 

＜不時着直前の砂漠の天気予報＞ 

昼は約43℃まで上がり，夜は約１℃まで下がります． 

 

 

 

選択肢となる12品は，磁石の羅針盤，大きいビニールの雨具，約2リットルのウォッカ， 

1人につき1リットルの水，ガラス瓶に入っている食塩（1000錠），弾薬の装填されている 

45口径のピストル，鏡（化粧用小さめ），「食用に適する砂漠の動物」という本，赤と白の  

パラシュート，懐中電灯（乾電池が4つ入っている），この地域の航空写真，1人1着の軽装 

コートであった． 

あなたはパイロット（医者）です 
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情報機器を利用する場面における学習とその加齢による変化： 

シミュレーションによる検討 
Age-related Changes of Learning on using ICT equipment: 

Investigation by simulation 
 

大門 貴之1，原田 悦子2，須藤 智3，宇佐美 慧2 
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Abstract 
We investigate the age-related changes of learning 

through sequential problem solving, while people use ICT 

equipment. In our three previous studies with the Groton 

Maze Learning Test (GMLT), where some guides to GOAL 

were embedded in order to observe processes of problem 

solving and learning through it, participants’ legal, or trial 

errors were varied, depending on ages and also on whether 

they used embedded guides or not, while only older adults 

showed illegal, rule-ignoring errors. In addition, participants 

reported varieties of meaning from embedded guides at the 

introspective interviews. Based on those results, we had 

decided to execute simulation studies to see how those various 

factors were affecting participants’ performance belong with 

aging, e.g., guide-utilization, route-search strategies, and those 

learning processes while solving the GMLT. 

For those research goal, we implemented an original 

simulation program of our three previous GMLT experiments, 

and analyzed the effect sizes of each factors (parameters) and 

age. Results showed some different pattern of parameters, 

interacting with age, offering some new reinterpretation of the 

behavioral data with parameter representation. 

Keywords ―  cognitive aging, learning, using ICT 

equipment, simulation and analysis of effect size of 

parameters 

 

1. 情報機器利用を検討するための GMLT 

  社会の遍在的情報化により，現在われわれの生活圏

内には多様な ICT機器（情報通信機器；information-

and-communication technology）が広く浸透してい

る．それに伴い，高齢者が日常生活で ICT機器に触

れる機会も増えているものの，その一方で，高齢者は

ICT機器利用に困難を示すことが少なくなく，その利

用を支援することの必要性が問われ，研究が行われて

いる．例えば，Harada, Mori, & Taniue (2010)は，高

齢者が ICT型食事支援機器を利用する中で，どのよ

うに操作が学習されていくか，それが情報提示デザイ

ンによってどのように異なるか検討した[1]．その結

果，若年成人では 4つの情報提示デザインによる学習

に大きな違いはみられなかったが，高齢者では学習時

の情報提示デザイン間で学習の進展に相違がみられ，

情報提示デザインによっては大きくエラー率が増大す

ることが示された．これは，若年成人・高齢者で学習

の様相が異なり，高齢者は学習時の情報提示の方法に

よって，大きく影響を受けること，逆にいえば，情報

提示デザインによって高齢者の学習を支援し，エラー

発生を抑えられることが示唆された．しかしながら，

この研究では全体的な課題達成とその中でのエラー発

生率に焦点が当てられ，その背後にある認知的メカニ

ズムと加齢の関係について，特に高齢者に特有なエラ

ー行動や年齢群間における操作エラーの質の違いにつ

いては十分に踏み込むことができていない． 

そこで本論文では，ATMや上述の食事支援システ

ムなど様々な ICT機器に共通する特徴として，系列

的な問題解決とそこでの学習に注目し，そこで高齢者

に特有なエラーがみられるか，またそれがどのように

変化していくのか，そうした様相が情報ガイドデザイ

ンで異なるかを検討することを目的として研究を行な

った．こうした問題を検討できる実験課題として，こ

うした機器利用場面に類似した系列的な問題解決とそ

こでの学習が求められる Groton迷路学習課題[2]（以

下GMLTと略す）を取り上げた．GMLTについて

は，原田・須藤・山口（2013）[3]において，機器利用

での課題遂行の関係との構造的類似性を示すことを報

告している．GMLTでは，10×10のマトリックスに

隠された唯一の正解経路を，一つずつマスに触れなが

ら探索することが求められる．同じ正解経路を探索す

る試行が 5回繰り返され，経路探索時間（1試行あた

りに要した時間），ルールに則ったエラー（試行錯誤

を伴う上下左右方向への探索エラー），ルール破りの

エラー（ルールに則ったエラー以外のエラー）が変化

する過程から，その系列的な問題解決の学習の時系列

的変化を捉えることができる． 

著者らはこれまでに，ICT機器利用，その中でも特
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に，ICT機器利用時の操作で求められるような系列的

に問題解決を遂行する場面に関してGMLTを用いて

3つの実験で観察し，そこで実験参加者がどのように

問題解決およびその学習を行うかを検討した[4] [5] [6]． 

これらのGMLTを用いた 3実験では，上述した 10×

10のマトリックスに隠された唯一の正解経路を探索

するという課題設定は変えずに，マトリクス上に正解

経路探索・学習の補助となりうるガイド情報を埋め込

み，実験参加者がそうした埋め込まれたガイド情報を

どのように利用し，その結果，経路探索や学習がどの

ように変化するかを検討してきた．実際の ICT機器

の利用学習において，｢何をどのように操作すれば｣

「この機器は何をどうしてくれるのか」を学習する

際，我々は闇雲に「利用可能なすべてのボタンを押

す」のではなく，ボタンの形状や配置，ボタン名や提

示順序といった「当該の行為レパートリー（ボタン）

のもつ意味，位置づけに関する情報」を理解しなが

ら，その背後にある「作り手側，あるいは機器自体が

もつ論理性や意図，構造性」を推測しながら｢今ここ

で行うべき行為｣を学習しているものと考えられる．

その際の「デザイン」がもたらす情報を受け取る方

法，過程，その成否に何らかの相違があるからこそ，

その学習過程に加齢の効果が見られるとするならば，

GMLTの 10x10のマトリクス上に付加されたガイド

デザイン情報についてもその利用の様相に加齢変化が

見られるものと考えられる． 

そこで，配置意味が異なるガイドデザイン（確定的

vs確率的，単一的 vs複合的，など）を付与した

GMLTとそうでないものとを，若年成人と高齢者の

群で実施し，そこでの経路探索学習を観察することに

よって，ガイドデザイン情報の利用によってどのよう

に経路探索学習が異なるか，またそれが若年成人-高

齢者間でどのように異なるかということを検討するこ

とが可能になると考えたものである． 

 これまでのこうした実験結果を簡単にまとめると，

1) GMLTの経路上に配置意味が確定的な単一のガイ

ド（正解経路上の曲がり角だけを｢黄色｣に着色したガ

イド）を付与した実験（実験 1）を行ったところ，こ

うした最も簡単な配置ルールのガイドにおいては，

若年成人だけでなく高齢者の学習も同様に促進させ

ることが確認された．続いて，2) 配置意味が確率的

なガイド，すなわちGMLT の正解経路上あるいは外

に無作為に置かれたガイドを付加した実験（実験 2：

三角形の方向指示が図示されているが，ガイドのおよ

そ半数が正解系路上ではないところにおかれている場

合）では，若年成人・高齢者のいずれも複雑なガイド

配置の中から配置ルールを抽出して，それを経路探索

学習に利用することができる人があること，しかし特

に高齢者において，ガイド利用への注意が持続しない

可能性があることも示唆された． 

 そして，3) GMLTの経路上に配置意味は確定的だ

が，それ以外に確率的なガイドも存在する（赤色の報

告を示す三角形ガイドは必ず正解経路上にあるが，そ

れ以外の色の三角形ガイドは無作為に正解経路外に配

置）場合の実験（実験 3）を実施したところ，確定的

な意味が読み取りづらくなる条件（三角形ガイドが示

すのとは逆向きに進むのが正解という条件）の結果を

そうではない条件（三角形ガイドが進行方向を示す条

件）に比較してみると，若年成人の経路探索学習は阻

害されなかったが，高齢者群では学習が大きく阻害さ

れ，エラーが増加することが示された．また，この実

験の参加者内省報告から，ガイドの意味は多様に読み

取られ，それに伴って参加者はガイド利用と経路探索

を異なる過程として行っていた可能性が示唆された． 

特に実験 3の結果から改めて 3つの実験全体を見通

したとき，行動上観察できる実験時の課題達成の結果

だけでは，当初の目的としていた経路探索学習におけ

るガイドデザイン間の比較ならびにその年齢群間比較

に関して，検討できる範囲が不十分であることが示さ

れた．すなわち，各実験では主として，ガイド利用が

若年成人と高齢者で異なり，それによってルールに則

ったエラー数・ルール破りエラー数が変化した，とい

う観点から考察を行ってきたが，実験 3の内省報告か

ら，ガイド利用は，一連の経路探索（1試行内の探

索）や学習のあり方（5試行の間における探索の学

習）自体を変化させる可能性が示唆されたため，ガイ

ド利用とそれによる過程変化についても同時に検討・

考察する必要があると考えられた． 

そこで本論文では，そうした加齢に伴う，内的な変

化による行動の現れ方の可能性を検討するため，計算

機シミュレーション（以下，シミュレーション）を採

用し，内的要因の影響を検討する視点から 3実験の実

験結果を再解釈し，経路探索学習のガイドデザイン間

の比較・年齢群間の比較に新たな視点を提供する可能

性を追究した． 

 

2. GMLT 実験の結果を再解釈するためのシ

ミュレーション 
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シミュレーションでは，課題を行った環境を再現，

異なる条件間での動きをシミュレートし，その結果を

実験結果と比較する必要があり，その実験環境をどの

ような視点でシミュレーション・プログラムとして記

述するかを決める必要がある．すなわち，参加者のど

のような行動を取り上げ，課題構造・ルールのどのよ

うな点に注目するかという視点が必要となる． 

従来の認知科学のシミュレーション研究，代表的に

はACT-Rによるシミュレーション（例：Byrne, 

2001）[7]では，プログラムの記述や構成において，前

提要件として認知過程を階層構造として捉えている

が，その根拠は必ず確かなものではない．さらに，そ

れらの認知モデルの構成は実験を説明する最適モデル

であることを志向しており，その効果を「検証する｣

を目的とするとは言えない形となっている． 

そのため本研究では，シミュレーションをする対象

を，実験者がシミュレーション・プログラムで記述す

るに当たって重要と考えた「参加者の振舞い」と「そ

れをもたらしうる実験課題設定」として組み込み，そ

れらをパラメタとして表現，（乱数発生とそれを対象

とする IF-THEN 文で構成する）シミュレーション・

プログラムの実行結果における各パラメタのもつ説明

力を検討の対象とすることでそれらの仮説群の有効性

を検討した．単純な形で検討を進めていくために，パ

ラメタの分割・統合の表現型としての階層構造モデル

を取らず，さらに参加者の多様な行動の網羅的な可能

性を表現するために確率表現を用いるが，「最も適合

する唯一のモデルを見つける」ことは志向せず，各実

験環境で起こりうることを上記の 3つの実験のデータ

を基に検討する形で実施した． 

本研究では，ガイドなし群(オリジナルのGMLT)で

のシミュレーション，実験 1・実験 2・実験 3の各シ

ミュレーションを実施した．各シミュレーションでは

10前後のパラメタを使用し，それぞれを生起確率

0.2，0.5，0.8で変動させてシミュレーションを実施

した．各シミュレーションで利用したパラメタ一覧を

表 1に示す．  

各シミュレーションの結果として，GMLTでのル

ールに則ったエラーとルール破りのエラーを算出し

た．それらを実測実験の結果と比較するため適合度

（最小二乗和）を算出した上で，それを従属変数と

し，全パラメタの主効果および年齢・ガイドを独立変

数として分散分析を実施した．分析では，パラメタ

間・年齢間・ガイド間で適合度がどれほど異なるかを

検討したため，効果量 ηp2を算出し，有効な影響力を

もつパラメタの検出を行った．本稿では紙幅の関係か

ら，単純主効果の効果量を中心に結果を示す． 

以下では，各実験シミュレーションで設定したパラ

メタを説明する． 

 

3. シミュレーション結果の概要 

3.1. ガイドなし GMLT 
 ガイドデザイン間の経路探索学習をシミュレーショ

ンで検討するための統制条件として，まず，3実験で

共通する情報ガイドが付与されていない環境（オリジ

ナルのGMLT）でのシミュレーションを検討した．実

測値データについては，若年成人 48名，高齢者 47名

のデータに基づいている． 

 実施に当たり，まずガイドなしGMLT条件で，ど

のようなパラメタが用意される必要があるかを整理し

た．GMLTでは，ある１試行において，スタートから

ゴールまでの一連の経路探索行動がどれほど正解経路

から外れたかによってその試行でのエラー数が決ま

る．そして全 5試行の間でその値がどのように推移す

るかというところから経路探索学習が検討される．そ

こで，経路上での進み方を表現するパラメタとして，

経路探索パラメタを 6，試行間での経路探索の学習を

表現するパラメタとして学習パラメタを 5設定した． 

経路探索パラメタとしては例えば以下のものがあ

る．まずGMLTではスタートが左上，ゴールは右下

と設定されているため，参加者の経路探索は左/上方向

よりも右/下方向を優先的に選択する．そこでパラメタ

として「右/下方向に進む可能性があるとき，左/上よ

りも 2倍の重み付けで右もしくは下方向を探索する」

と設定した．ただしこのパラメタの影響は自明である

ことから，計算量の都合上，生起確率を変動させず，

0.8と固定させ，固定パラメタ①と表記した． 

これ以外に経路探索パラメタとして 5つあり，大き

く，経路を進む場面のパラメタ（経路探索パラメタ①

②③）と，経路を戻る場面のパラメタ（経路探索パラ

メタ④⑤）を 2種設定した． 

次に学習パラメタについては，ある試行において，

ある特定のマスでエラーしたか，およびそのエラー数

に応じて，次の試行でそのマスでエラーしないか否か

を確率的に定めた．これを学習パラメタ①－④として

設定した．また．GMLTの正解経路はいくつもの曲が

り角を有するため，曲がり角の位置の学習が重要と考
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えられる．そこで，「エラーなく曲がれた曲がり角は

次の試行ではエラーしない」というパラメタ学習パラ

メタ⑤を設定した． 

シミュレーション結果 

 全部で 10のパラメタの中で，単純主効果の効果量

の大きさを年齢別に検討した（図 1）．ルールに則っ

たエラー（試行錯誤でのエラー）では，若年成人の経

路探索パラメタ①・②・③・④，高齢者の経路探索パ

ラメタ①・②，学習パラメタ①・⑤の効果量が相対的

に大きかった．すなわち，これらのパラメタの生起確

率が変化することによって若年成人・高齢者でのルー

ルに則ったエラーにおける適合度が大きく変動するこ

とが示され，それぞれの課題達成がこうしたパラメタ

の影響下にあった可能性が高いことを示した．  

 これに対し，ルール破りのエラー（GMLTのルー

ルに則らないエラー：斜めに行くルートを選ぶなど）

では，若年成人ではいずれのパラメタも効果量が小さ

い（図 2）のに対し，高齢者のデータでは，経路探索

パラメタ②・③・④で効果量が高かった．すなわち，

高齢者では，エラーをして正しく元いた正解のマスに

戻れたが，再度同じエラーをする，エラーした方向を

回避する，1回エラーした後に元いた正解のマスに戻

る，という経路探索行動がルール破りのエラーをもた

らす潜在的要因である可能性が示された．若年成人で

はそのようなルール破りのエラーにおける適合度が大

きく変動するようなパラメタはなかった． 

 

 
図 1 ガイドなし条件のシミュレーション：ルールに

則ったエラーにおける単純主効果の効果量 

 

 
図 2 ガイドなし条件のシミュレーション：ルール破

りのエラーにおける単純主効果の効果量 

 

考察 

以上より，若年成人のルールに則ったエラーは経路

探索においてどのように進むか，どのように戻るかと

いう行動によってもたらされ，試行間の学習によって

ルールに則ったエラーの推移を決定付けることはなか

った．一方で高齢者は経路探索においてどのように進

むか，あるいは経路の試行間での学習の効果によって

ルールに則ったがもたらされた可能性が示唆された．

このようにルールに則ったエラーにおいて，シミュレ

ーションでは若年成人と高齢者で効果量の大きいパラ

メタの組合せが異なり，これが実験結果として観察さ

れたエラーの差として表れていたと考えられる．一

方，ルール破りのエラーでは高齢者のみ，効果量が高

いパラメタが見られた．実際，若年成人のルール破り

のエラーは 5試行を通じて極少なのに対し，高齢者で

は当該パラメタが表現する経路探索行動によってルー

ル破りエラーがもたらされる可能性が示唆された． 

 

3.2. 確定的情報ガイドを付与したシミュレーション

（実験 1） 

 実験 1では正解経路のすべての曲がり角を黄色に配

色し，これをガイド(確定的，単純なガイド)とした．

そこで，実験 1のシミュレーションで使用するパラメ

タとしては，ガイドなし条件のシミュレーションで使

用した固定パラメタ 1，経路探索パラメタ 5，学習パ

ラメタ 5に加えて，実験 1ガイドパラメタとして次の

2つを追加した．すなわちガイド利用に際して，ガイ

ドマスにたどり着いたらそこで次のガイド方向に正し

く曲がる（実験 1ガイドパラメタ①），そして次のガ

イドまで直進する（実験 1ガイドパラメタ②），とい

う２つのガイド利用行動を設定した．なおシミュレー

ションでは，計算量の問題から学習パラメタ②③④を

生起確率 0.5とする固定パラメタとして実施した． 
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なお，実測値データについては，若年成人 24名，

高齢者 24名のデータに基づいている． 

シミュレーション結果 

 ルールに則ったエラーにおいて，若年成人・高齢者

とも経路探索パラメタ②③，実験 1ガイドパラメタ①

②の効果量が大きく（図 3）．いずれのパラメタとも若

年成人の方が大きな効果量を示した．これらのパラメ

タの生起確率が変化することによって若年成人のルー

ルに則ったエラーにおける適合度が大きく変動するこ

とが示された．すなわち，両年齢群においても，エラ

ー方向へ回避する・連続して同じエラーをするという

経路探索行動，曲がり角の学習，ガイド間を直進す

る・ガイド位置で曲がるというガイド利用行動によっ

てルールに則ったエラーが増減したと考えられる． 

 一方，ルール破りのエラーにおいては，ガイドなし

条件のシミュレーション結果と同様，高齢者の経路探

索パラメタ②③④のみ効果量が高かった（図 4）．すな

わち，高齢者で発生するルール違反エラーでは付与さ

れた情報ガイド利用は影響を及ぼしていなかったもの

と考えられる． 

 

 
図 3 実験 1条件(確定的ガイド)におけるシミュレーシ

ョン：ルールに則ったエラーにおけるパラメタ効果量 

 
図 4 実験 1条件(確定的ガイド)におけるシミュレーシ

ョン：ルール破りのエラーにおけるパラメタ効果量 

 

考察 

 以上より，実験 1の確定的･単純な情報ガイド付加

の結果，若年成人・高齢者とも同じパラメタの組合せ

により，ルールに則ったエラーにおける適合度が変動

しており，全体として高齢者よりも若年成人において

その効果量が大きかった．すなわち，若年成人の方が

高齢者よりもガイドの効果が大きいこと，実験 1の実

測実験結果における年齢群間の差は，パラメタの組合

せによる相違ではなく，その効果量の値の大小によっ

て言及できる可能性が示唆された． 

その一方で，ルール破りのエラーは高齢者でのみ効

果量が高く，さらにそれはガイドなし群と同じパラメ

タであったことから，ルール破りのエラーをもたらす

経路探索行動はガイドの有無に関わらず同様にみられ

ることが示唆された． 

 

3.3. 確率的情報ガイドを付与したシミュレーション

（実験 2） 

 実験 2 では正解経路上の 50％と正解経路外の 50％

にランダムにガイド（形状は一つのマスを対角線で 4

分割した一つの三角形を着色）を付与して行った．観察

された実験結果では，ガイドの配置意味に気づいたか

否かによって大きく結果が異なったため，その気づき

の有無で参加者を群分けして分析を行った．そこで本

シミュレーションにおいても，若年成人・高齢者いずれ

もガイドの意味に気づいた群と気づかなかった群で分

けてシミュレーションを実施した．なお実測値データ

については，若年成人 12名（うち，意味に気づいた者

10名，気づかなかったもの 2名），高齢者 12名（うち，

意味に気づいた者 2名，気づかなかったもの 10名）の

データに基づいている． 

パラメタとしては，ガイドなし条件のシミュレーシ

ョンで使用した固定パラメータパラメタ 1，経路探索

パラメータパラメタ 5，学習パラメータパラメタ 5 に

加えて，現在いるマスに近接するガイドに進む（実験

2 ガイドパラメータパラメタ①），あるガイドにたど

り着いたら，ガイドの指示方向に直進する（実験 2ガ

イドパラメータパラメタ②），という 2 つのパラメタ

でガイド利用行動を表現した． 

シミュレーション結果 

 若年成人でガイドの意味に気づいた参加者は，経路

探索パラメタ②③，実験 2ガイドパラメタ②の単純主

効果の効果量が大きかった（図 5）．これに対し，若年

成人でガイドの意味に気づかなかった参加者について

は，経路探索パラメタ①②，学習パラメタ①⑤，実験
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2ガイドパラメタ①②の効果量が大きかった．ガイド

の意味に気づくか否かで，ルールに則ったエラーを生

成する過程が大きく変化すること，ガイドの意味を言

語ができない場合であっても，ガイドが大きな影響を

与えていることが示された． 

 同様に高齢者においてもガイドの気づきによって効

果量の様相が違っていた．高齢者のガイドに気づいた

群は若年成人の同ガイド群と同様に，経路探索パラメ

タ②③，実験 2ガイドパラメタ②の効果量が大きく，

エラー方向を回避する，連続して同じエラーをする，

ガイドの指示方向へ直進する，といった経路探索やガ

イド利用ができるかどうかによって，ルールに則った

エラーが変動することが示された．ただしその効果量

は若年成人・気づき群のそれよりも値が小さかった． 

 一方，高齢者のガイドに気づかなかった群では，経

路探索パラメタ①③，学習パラメタ①⑤，実験 2ガイ

ドパラメタ①②で単純主効果の効果量が大きく，これ

は若年成人・ガイドに気づかなかった群と同じパラメ

タの組合せでであった．しかし，ガイドに気づいた群

とは異なり，ガイドに気づかなかった参加者群では高

齢者での効果量が若年成人よりも全体として小さいと

いう傾向はみられなかった．経路探索パラメタ①，学

習パラメタ①⑤，実験 2ガイドパラメタ①の効果量は

高齢者で大きく，それ以外のパラメタでは若年成人の

ほうがの効果量が大きかった．  

 ルール破りのエラーについては，高齢者・ガイドに

気づかなかった群で経路探索パラメタ②③④の効果量

が大きく，それ以外のパラメタの効果量は小さかった

（図 6）．すなわち，エラーして元いた正解のマスに戻

る，連続して同じエラーをする，エラー方向を回避す

る，といった経路探索ができるかどうかによって高齢

者・ガイドに気づかなかった群のルール破りのエラー

が増減することが示された．若年成人のガイド両群な

らびに高齢者・ガイドに気づいた群ではすべてのパラ

メタで効果量が小さかった． 

 

 
図 5 実験 2条件(確率的ガイド)におけるシミュレーシ

ョン：ルールに則ったエラーにおけるパラメタ効果量 

 

 
図 6 実験 2条件(確率的ガイド)におけるシミュレーシ

ョン：ルール破りエラーにおけるパラメタ効果量 

 

考察 

 ルールに則ったエラーに関して，実験 1のシミュレ

ーションでは年齢群間で共通する効果量の高いパラメ

タが得られたが，そのような傾向は実験 2のシミュレ

ーションでは得られなかった．むしろ，年齢群間およ

びガイドに気づいたかどうかによってパラメタ効果量

の大小はばらばらであった．そのため，個々パラメタ

の効果量の大小に着目するばかりでなく，（特に効果

量の大きな）パラメタの組合せを検討する必要がある

と考えられた．パラメタ数も多く，比較すべき群の組

合せ（年齢群 2，気づきの有無 2）もあるため，パラ

メタの組合せという観点からここからさらに考察を行

うことが困難であった．例えば，高齢者でガイドの意

味に気づいたかどうかによってルールに則ったエラー

に差が生じた理由を本シミュレーションのみから解釈

することは難しいことが示された．この問題について

は総合考察でさらに検討する． 

 ルール破りのエラーは先の 2つのシミュレーション

結果と同様に，高齢者でのみ効果量が高いパラメタが

示され，特にガイドの意味に気づかなかった群でのみ
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その現象が示された．ルール破りのエラーをもたらす

経路探索行動は，課題間を通じて同様であると同時

に，ガイドの意味への気づきの有無とも関連すると考

えられた． 

 

3.4. 確定的で複雑な情報ガイドを付与したシミュレ

ーション（実験 3） 

 実験 3では，実験 2のガイド設定と同様に経路上の

ガイド配置はランダムであるが，それに確定的な要素

（正解系路上のものだけ赤色で配色，それ以外は赤以

外のランダムな３色に配色）を加えることで，ガイド

の意味に気づきやすくした際に，エラーがどのように

推移するか検討した．そこで，実験 3のシミュレーシ

ョンで使用するパラメタとしては，ガイドなし条件の

シミュレーションで使用した固定パラメタ 1，経路探

索パラメタ 5，学習パラメタ 5であり，それに加えて

実験 3ガイドパラメタとして，実験 2の二つのガイド

パラメタと同様に，実験 3ガイドパラメタ①②を設定

した．加えて，「現在いるマスに近接するガイドが赤

色以外の色なら，そのガイドは避ける」という新たな

ガイド情報に対応するパラメタ（実験 3ガイドパラメ

タ③）を設定した． 

 また，実験 3 では課題間で難易度の違いを出すため

に，ガイド（三角形）が正解の進行方向向きの場合と正

解の進行方向とは逆向きの場合の 2 群を設け，前者を

順向群，逆向群とし，年齢群とガイド方向の 2 条件を

要因とする４つの条件下でシミュレーションを行った．

なお実測値データについては，若年成人 24名，高齢者

24名であり，いずれも半数ずつ，順向群・逆向群に割

り当てられた実験データに基づいている． 

 

シミュレーション結果 

 ルールに則ったエラーについて，若年成人・順向群

では，経路探索パラメタ②③，実験 3ガイドパラメタ

②の効果量が大きく，それ以外のパラメタの効果量は

小さかった（図 7）．若年成人・逆向群では，若年成

人・順向群と同様に，経路探索パラメタ②③，実験 3

ガイドパラメタ②の効果量が大きく，それ以外のパラ

メタの効果量は小さかった．すなわち，若年成人につ

いては，逆向群も順向群も，エラーした方向を回避す

る・連続して同じエラーをするという経路探索や，ガ

イドの指示方向を直進するというガイド利用ができる

か否かにより，ルールに則ったエラーが増減した． 

 一方，高齢者順向群では，経路探索パラメタ②，学

習パラメタ⑤，実験 3ガイドパラメタ③の効果量が大

きく，それ以外のパラメタの効果量は小さかったのに

対し，高齢者・逆向群では，経路探索パラメタ③，学

習パラメタ①⑤，実験 3ガイドパラメタ③の効果量が

大きく，それ以外のパラメタの効果量は小さかった．

高齢者についてのみ，逆向群のルールに則ったエラー

が増減した． 

 ルール破りのエラーについては，高齢者の順向群・

逆向群の両群で経路探索パラメタ②③④の効果量が大

きく，それ以外のパラメタの効果量は小さかった（図

8）．すなわち，高齢者については，順向，逆向の両ガ

イド群とも，エラーして元いた正解のマスに戻る，連

続して同じエラーをする，エラー方向を回避する，と

いった経路探索ができるかどうかによってルール破り

のエラーが増減することが示された．ただし，いずれ

も順向群のほうが逆向群よりも，パラメタの単純主効

果効果量は大きいことが示された．若年成人はすべて

のパラメタで効果量が小さかった．  

 

 
図 7 実験 3条件(複雑な確定的ガイド)におけるシミュ

レーション：ルールに則ったエラー 

 
図 8 実験 3条件(複雑な確定的ガイド)におけるシミュ

レーション：ルール破りのエラー 
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 特定のマスに示された方向を示す三角形が特定の色

(赤)である場合は，正解系路上にあり，その方向(順向

群)あるいはその逆の方向(逆向群)に向かうことが正解

であるというガイドを付加された実験３において，若

年成人と高齢者とでは，異なる結果を示した． 

ルールに則ったエラーについて，若年成人では，効

果量が大きいパラメタの組合せが順向群・逆向群で同

じであり（経路探索パラメタ②③，実験 3ガイドパラ

メタ②），効果量の大きさのみが異なっていたので，

この効果量の差がルールに則ったエラー数の差として

表れたと考えられる．その一方で，高齢者では，効果

量が大きいパラメタの組合せが順向群・逆向群で異な

り，順向-逆向群間差が若年成人とは異なるメカニズム

で生じたと考えられる． 

 また，順向群・逆向群をそれぞれ年齢群間で見てみ

ると，順向群・逆向群とも年齢群間で効果量が大きい

パラメタの組合せが順向群・逆向群で異なっていたた

め，ガイドの利用において，単純に効果量の大きさの

みで実験結果としてのルールに則ったエラー数の年齢

群間差を説明することができなかった． 

 以上より，若年成人の順向群・逆向群においては実

験 1のシミュレーション結果と同様に，効果量の大き

いパラメタの組合せが同一であるが，高齢者の順向-逆

向群間，順向群・逆向群の年齢群間においては，実験

2のシミュレーション結果と同様に，関与するパラメ

タが異なり，またそれぞれの関与の程度も異なること

が示された．実験 3の実験課題は実験 1（確定的なガ

イド配置）・実験 2（確率的なガイド配置）の実験課題

を混合させた設定であったため，実験 3のシミュレー

ション結果にも一方で実験 1のシミュレーション結果

と類似する点がみられ，もう一方で実験 2のシミュレ

ーション結果と類似する点がみられたと言えよう．こ

の点についてさらに総合考察で検討する． 

 ルール破りのエラーは，高齢者順向群・逆向群のみ

効果量の高いパラメタがみられ，またそのパラメタの

組合せは両群間で等しかった．そのため，このパラメ

タの組合せにおける効果量の差が実験結果として高齢

者のルール破りのエラー数の順向-逆向群間差としてあ

らわれていたことが示された． 

 

4. 総合考察 

 本研究でとりあげたシミュレーションの方法では，

既存の総合的認知モデル（例えば，ACT-R）は採用せ

ず，独自のパラメタを構成してシミュレーションを実

施した．それにより，実験の結果だけでは検討が不十

分であった，経路探索学習におけるガイドデザイン間

の比較・年齢群間の比較に関して，ガイド利用だけで

なく，試行内の経路探索，試行間の学習についてもシ

ミュレーションの結果から検討できる可能性を開くこ

とができた． 

例えば，実験 1のシミュレーションでは，ルールに

則ったエラーにおいて若年成人・高齢者で効果量の大

きいパラメタの組合せは等しく，結果としてこの組合

せの効果量の差が実験結果としての群間のルールに則

ったエラーの差と考えることができるようになった．

他方，例えば実験 3の逆向群における年齢群間のシミ

ュレーションでは，同じ逆向群という実験条件下で

も，若年成人・高齢者間で効果量が大きいパラメタの

組合せそのものが異なるため，課題達成として観察さ

れた加齢の効果は，特定パラメタの効果量の差のみで

はなく，パラメタ間の組合せの違い自体から考える必

要があることが示されたといえよう． 

 ここで，本論文で述べる，シミュレーション結果に

おける効果量の大きなパラメタの組合せという観点に

ついて考察をしておきたい．本論文のようなシミュレ

ーションの方針の一つに，効果量の大きいパラメタを

一つずつ個別にみていき，その個別のパラメタにおけ

る効果量の群間差，そしてその集合から実験結果を解

釈するという考察のアプローチもあると思われる．例

えば，実験 3のシミュレーションにおけるルールに則

ったエラーに関して，高齢者の順向-逆向群間で各パ

ラメタの効果量の違いについて考えると，経路探索パ

ラメタ①では順向群より逆向群のほうが効果量が大き

く，経路探索パラメタ②ではその逆で逆向群より順向

群の方が効果量は大きかった．それ以外のパラメタも

同様に効果量の大小を群間で記述し，その中で特徴的

なパラメタをいくつか抽出し，それぞれの効果量の群

間差を実験結果としてのルールに則ったエラー数の違

いとみなし，さらにまた実験結果の解釈に一つずつパ

ラメタを当てはめてみることは可能である． 

しかしながら，本論文ではそのようなやり方を採用

していない．本研究ではパラメタを独立した内的過程

(GMLT解決・学習ルール)として考え，各シミュレー

ションにおける重要と考えられるものから有限個数

（10前後のパラメタを目安として）含めて，計算を

行った．またその結果の記述の方法として，実測値と

のズレを対象とした分散分析の枠組みを用いている．

このため，パラメタの効果量はあくまでも最初に設定
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したパラメタの組合せに基づいて変動すると考えられ

る（例えば，実験 3のシミュレーションでは計 14の

パラメタ）．すなわち，効果量が大きい/小さいという

判断はこのパラメタ全体を枠組みとして相対的に行わ

れることが必要であり，個別のパラメタごとで行われ

るべきでないと考えた．実際，このように，シミュレ

ーション実施前にはパラメタ全体で計算環境を考えて

いることから，シミュレーションの結果を検討する場

面でのみ，パラメタ全体という前提を不問に付し，個

別パラメタのみに注目をすることは，問題があると考

えたためでもある． 

本論文で採用した，シミュレーション結果として

「効果量の大きいパラメタの組合せ」から実験結果を

再解釈するという方針にも問題があるであろう．これ

は実際に計算を行ってみた結果，本論文でのシミュレ

ーション結果から，実験結果を再解釈することが単純

ではなく，時として複雑になりすぎて解釈が困難にな

ったという問題にも関係している．例えば，実験 1の

シミュレーションでは若年成人と高齢者で効果量の大

きかったパラメタの組合せが等しかったために，効果

量の差が実験結果のエラー数の差を示していたことを

比較的容易に考察することができた．しかしながら，

実験 2のシミュレーション結果から実験 2の結果を解

釈することは困難を伴った．本研究で目的とする系列

的問題解決とその学習が加齢によってどのように異な

るかという問題においては， 各実験に対応する 3つ

のシミュレーションにおいて，年齢群の差を同じパラ

メタの組合せから解釈しようできる場合（実験 1とそ

のシミュレーション）と，大きくパラメタの組合せが

変化するために解釈が難しくなる場合（実験 2とその

シミュレーション）が出てきたためである．本来，実

験結果の考察を深めるために行ったシミュレーション

研究が，結果的に実測値と同様に「複雑すぎて解釈が

難しい」ことになっており，そもそもの目的が達成で

きていないともいえよう． 

このように人を対象とする高次認知過程を対象とす

る研究において，一つの研究内でどのような実験とそ

のシミュレーションを実施するかによって，結果の現

れ方も，また各種要因のもたらす影響の大きさ，さら

にはその解釈も変わりうる．これは実験データの解釈

は必ずしも一意に定まるものではなく，その解釈は常

に変更可能性が開かれていると考えられる．こうした

特性は，本研究のシミュレーションに特異なものでは

なく，人間を対象とするすべての研究に共通と思わ

れ，また逆に，統一的で，そうした変更可能性を許容

する形でないシミュレーションについての意味や妥当

性について，疑問を投げかけるものでもあろう． 

研究手法を以上の観点で改めて考えてみてもなお，

パラメタの組合せを主軸として実験結果を解釈するこ

とには依然として問題が残っている．その一つは，こ

れらのシミュレーションで設定したパラメタが「研究

者によって任意に定められている」ことである．本研

究シミュレーションで扱ったパラメタは，実測での実

験を行った際に，実験過程の観察から，あるいは実験

結果の精査から考察された説明可能性から浮かび上が

ってきた認知的過程をリストアップして，重要かつ本

質的と考えられるものをとりあげてパラメタの選定を

行った．そのためパラメタの一般性については，保証

されず，あくまでも本研究の実験課題，実験参加者，

実験要因として取り上げた要因変数に依存して表れて

きたものともいえよう． 

こうした問題への対処の一つとしては，GMLTが

｢実験課題として，実世界での認知的課題を代表して

いる｣と考える際に射程とされている情報機器利用の

特性について，より明確にし，そうした要件を満たす

形で実験を組んでいくことが｢実際的な意味｣をもたら

す要因となっていくと考えられる．上述のように，本

研究でのシミュレーションにおけるパラメタ設定，そ

の結果として得られた特徴的なパラメタの組合せはあ

くまでもGMLTの実験実施結果をベースとして考え

られたものである．すなわち，実際の ICT機器利用

において，今回の実験者から抽出したパラメタ設計と

それに基づく結論がどの程度有益なものであるかは，

実験で用いた課題構造やそこでの要因が，実際の機器

利用での要因・「人の視点からみたときの課題構造」

とどのように関係しているかについて，丁寧に対応関

係を考えていく必要があり，それにより研究成果の一

般性についても論じていくことが可能と考えられる．

また，シミュレーション結果から得られた結論から，

実際の情報機器の情報デザインの変更を行い，仮説検

証型に情報提示を変化させた場合の操作変化といった

形で効果を検討することにより有用なものとなってい

く可能性があろう． 

本来，多様な要因で変動をするであろう人の高次認

知的過程とそこでの加齢の効果を，個別要因の量的比

較だけで検討を進めていくことの難しさを考えたと

き，本研究はその研究の難しさを示すと同時に，一定

の｢示唆的な｣結果をもたらしていることについても強
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調しておきたい．特に実験 1においては，単純かつ確

定的な情報デザインガイドの効果が，量的な大小はあ

れ，若年成人・高齢者の両群に同じような影響を与え

ていたこと，それに対し，実験 2，３の確率性のある

ガイド，ならびに複雑性のあるガイドではそうした

｢年齢群を超えた共通の効果｣が見られなかったことで

ある．とりわけ，実験３での「本来は確定的なガイド

であるが，それ以外の情報も付与されているために，

まずは利用可能な情報を抽出する必要がある」ガイド

の付与において，若干の知覚的負荷，すなわちガイド

の向きが｢正解の向きとは逆｣であるか否かという変化

が，若年成人では大きな意味を持たないのに対し，高

齢者にとっては大きな変動をもたらした点は，きわめ

て示唆的であろう．こうした｢示唆｣をどのように実際

の ICT機器の情報デザインに反映させていくかさら

に考察を深めていきたい． 

以上，本論文で取り上げた実験・シミュレーション

の併用がどれほど有効であるか，それに伴う解釈の変

更可能性についての考えが妥当かどうかを検討してい

くためにも，また加齢と複雑な人工物利用の関係性に

ついて，理論的な知見をより確かなものにしていくた

めにも，実際の機器利用場面でのデザイン変更への連

続性を含めて，さらに検討していく必要がある．実験

室と実際の場面，さらにシミュレーションをつないだ

研究の展開を望みたい． 
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表 1 本研究での４つのシミュレーションで用いたパラメタの一覧 

 

 

 

パラメタ 内容 生起しない場合
固定パラメタ 右/下方向に進むとき，左/上よりも2倍の重み付けで右か下方向に探索する ランダム探索
経路探索パラメタ① 右/下方向に進む場合にはその方向に直進する ランダム探索
経路探索パラメタ② エラーして正しく元いた正解のマスに戻れたが再度同じエラーをする 否定
経路探索パラメタ③ エラーした方向を回避する 否定
経路探索パラメタ④ 1回エラーした後に元いた正解のマスに戻る 否定
経路探索パラメタ⑤ 2回連続してエラーした後に元いた正解のマスに戻る 否定
学習パラメタ① エラーしなかったマスは次の試行でもエラーしない 固定パラメタ①
学習パラメタ② 1回エラーしたマスは次の試行ではエラーしない 固定パラメタ①
学習パラメタ③ 2回エラーしたマスは次の試行ではエラーしない 固定パラメタ①
学習パラメタ④ 3回エラーしたマスは次の試行ではエラーしない 固定パラメタ①
学習パラメタ⑤ エラーなく曲がれた曲がり角は次の試行ではエラーしない 固定パラメタ①
実験1ガイドパラメタ① あるガイドにたどり着いたら，次のガイドまで直進する 学習パラメタか固定パラメタ①
実験1ガイドパラメタ② あるガイドにたどり着いたら，次のガイド方向に曲がる 学習パラメタか固定パラメタ①
実験2ガイドパラメタ① 現在いるマスに近接するガイドに進む 学習パラメタか固定パラメタ①
実験2ガイドパラメタ② あるガイドにたどり着いたら，ガイドの指示方向に直進する 学習パラメタか固定パラメタ①
実験3ガイドパラメタ① 現在いるマスに近接するガイドに進む 学習パラメタか固定パラメタ①
実験3ガイドパラメタ② あるガイドにたどり着いたら，ガイドの指示方向に直進する 学習パラメタか固定パラメタ①
実験3ガイドパラメタ③ 現在いるマスに近接するガイドが赤色以外の色なら，そのガイドは避ける 学習パラメタか固定パラメタ①
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Abstract 
This paper reports the project of creating a communication 

device by a participatory design process. We organized a 
hackathon event for co-creating new devices with users. A 
concept model was developed based on the idea selected 
through this event. We conducted a field trial for evaluating 
features of intergenerational communication by using this 
concept model. The results showed the concept model 
promoted increase in the quantity of communication between 
grandparents and grandchildren. The result authenticates 
potency of this concept.  
 
Keywords ―  Participatory Design, Co-creation, 
Intergenerational Communication, Field trial 
 
1. はじめに 

 著者らは，次世代のコミュニケーションサービスを

ユーザと共創する活動の一環として，ぬいぐるみ型端

末 Comi Kuma の開発を進めている．この端末は，ぬ

いぐるみを触ることでスタンプが飛ぶというシンプル

な機能のみに絞ったインタフェースにより，気軽な遠

隔コミュニケーションや非言語情報のやりとりなどを

促進し，コミュニケーション活動を活発化させること

が期待されている．新奇な機器への受容性を理解する

には，実生活環境でのユーザによる利用行動を分析し，

サービスデザインの有効性を評価する必要がある．本

稿では，離れて暮らす祖父母と孫の間のコミュニケー

ションに本端末が与える影響を，フィールド実験によ

り評価した結果を報告する． 
 
2. 参加型デザインによる端末開発 

 筆者らは，これまでにも参加型デザイン[1]のワーク

ショップによるサービスの改善や開発を進めてきた

[2][3]．今回のプロジェクトでも，筆者らを含むサービ

ス提供者側と，提供されたサービスを使用するユーザ

側の両方の立場からメンバーが参加している．本稿で

は提供者の立場で参加している人を“企画メンバー”，

ユーザの立場で参加している人を“参加メンバー”と記

載する．本プロジェクトでは，ハッカソンを実施する前

期ステージと，開発デバイスの完成度を高めて受容性

評価を行う後期ステージが設けられた．前期ステージ

では参加メンバーが活動の中心を担い，アイデア出し

や簡易に動作確認ができる初期モデル（プロトタイプ）

の作成を行っている．後期ステージではプロトタイプ

のコンセプトを引き継ぎながら完成度を高めた“コン

セプトモデル”の開発を行った．開発の中心が企画メン

バーに移りながらも，提供価値について双方で議論を

行うことで，常にユーザの視点を取り入れるプロジェ

クトデザインとしている． 
 ハッカソンは「BE PLAYABLE」をテーマとして，

面倒なもの，嫌なもの，億劫なものを「遊び化」するこ

とを課題に実施した．約 30 名が参加して 5 つのチーム

を形成し，2 週間の制作期間を挟む 2 日間の活動を行

った．最終日に各チームよりプロトタイプが提案され

た．プロトタイプ作成には，スマートフォンとハードウ

ェアを連携させるフィジカル・コンピューティング・ツ

ールキット“konashi”を利用した．提案されたプロト

タイプはそれぞれ，ダイニングテーブルに設置する照

明型デバイス「kazokumo」，お年寄りとその孫にあた

る子どもをつなぐ新しいおもちゃ「エスパーけん玉」，

おひとりさま＝「ぼっち」を救うヘッドフォン型ガジェ

ット「bocchix」，クマのぬいぐるみを介してメッセージ

のやりとりができる「Comi Kuma（プロトタイプ開発

時の名称はWarmy）」，スマホアプリで収集したサウン

ドが出るボール型おもちゃ「あそぼール」の 5 つであ

る[4]．ハッカソン実施後に企画メンバーが 5 つのプロ

トタイプの中から一つを選定してコンセプトモデルの

開発が進められた． 
 上記のプロトタイプの中から選定されたアイデアは

Comi Kuma である．ぬいぐるみを触ったり動かした

りするだけで，２つのぬいぐるみ間でスタンプのやり

とりを行うことができるデバイスである．プロトタイ

プは，市販品のぬいぐるみを利用して作成され，センサ

がぬいぐるみの動きを認識し，その情報をトリガーと
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してスマートフォン間でスタンプを交換するというも

のであった．ぬいぐるみを触ることでスタンプが飛ぶ

というシンプルな機能ながら，気軽な遠隔コミュニケ

ーションやノンバーバルなやりとりなど，これからの

コミュニケーションをさらに発展させる可能性を秘め

ていると考えたことが選定理由である． 
 コンセプトモデル開発中に参加メンバーと企画メン

バーとのワークショップの場が 2 回設けられ，提案し

たアイデアの提供価値を活かした形で具体的な機能の

実装に向けて議論が行われた．コンセプトモデルの開

発は，参加メンバーではなくエンジニアやぬいぐるみ

デザイナーにより行われ，参加メンバーと開発状況を

共有しながら進められた．コンセプトモデルは，搭載す

る機能に合わせてプロトタイプと同等の抱きしめられ

るサイズとし，かわいらしさを強調するために目や頭

を大きくするなど，内外ともにリデザインが行われた．

開発されたコンセプトモデルとスマートフォン上での

表示画面を図 1 と図 2 にそれぞれを示す．本端末には

12 個のセンサが内蔵され，様々なぬいぐるみの動きを

検知して動きに合ったスタンプをスマートフォンの通

信機能と連動して通信ネットワークを介して送受信で

きる．送受信したスタンプは，プロトタイプではスマー

トフォンに表示されていたが，コンセプトモデルでは

胸のリボン部分の小型ディスプレイにも表示可能とな

り，コミュニケーションにおいてスマートフォンの画

面を必ずしも必要としていない．スマートホン上では，

お互いに送り合ったスタンプがアイコン写真と共に表

示される． 
 送信可能なスタンプの種別は，“大好き”（ぬいぐるみ

を抱きしめる），“挨拶”（ぬいぐるみの頭をなでると時

間によっておはよう，こんにちは，こんばんはと異なる

スタンプが送られる），“おーい”（ぬいぐるみの手を上

げる），“なかよし”（ぬいぐるみの手を握る），“おやす

み”（ぬいぐるみを仰向きに横たえる），“キス”（ぬいぐ

るみの鼻に息を吹きかける）など 11 種類である． 
 
3. フィールド実験 

 筆者らは，離れて暮らす祖父母と孫を対象としてフ

ィールド実験を行った．ハッカソンにおいて参加メン

バーが提案した，スタンプというシンプルなコミュニ

ケーション手段を使うことで夫婦や恋人間で伝えづら

いメッセージを伝えやすくするという提供価値の有効

性を，世代間コミュニケーションの場を対象として評

価することとした． 

 フィールド実験は，秋田県五城目町に住む祖父母と，

関東圏に住む孫世帯のペアを対象に実施した．五城目

長は人口減少や町民の高齢化といった課題の解決に積

極的に取り組んでおり，今回の評価実験参加世帯も，町

役場の協力を得て募集された．実験に参加したのは 2
組の家族である．家族 A の孫世帯は両親と中学校一年

生の長女，小学校一年生の次女の 4 人家族である．家

族 B の孫世帯は両親と 3 歳の長男，1 歳の次男の 4 人

家族である．両家族とも，孫世帯の母親の実家が祖父母

世帯である．家族A では次女，家族B では長男を主た

る利用対象者として設定した． 
 実証実験の目的は，コンセプトモデルを使用して祖

父母と孫の間のコミュニケーションの特徴の変化を定

性的・定量的に確認することである．実験参加者が行っ

た課題は，コンセプトモデルを 1 週間使用し，その間

の使用実態の確認と意識の変化を日誌により報告する

ものである．実験期間の前後に，調査者による実験参加

者のお宅の訪問インタビューの場を設けた．初日のイ

ンタビューでは家族構成や普段のコミュニケーション

の状況について聞いた．実験後の 2 回目のインタビュ

ーでは，日誌と利用期間中のサーバログとを確認し，そ

れぞれのコミュニケーションについて細かな意味づけ

を行った． 
 

 

図 1 開発したデバイス 
 

 
図 2 スマートフォン上のスタンプ表示 

アイコン写真 

スタンプ 
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4. 結果 

 事前に行った訪問調査において，これまでのコミュ

ニケーションについて質問した．家族A では週に 3 回

ほど母親と祖母が電話で話をしており，さらに子供の

写真がメールで送られることがあるとのことであった．

家族 B は週に 2-3 回程度母親と祖母が通話や SMS で

コミュニケーションを取っているとの話であった． 
 事後に行った訪問調査において，Comi Kuma の置

き場所を確認したところ，家族 A の孫世帯はリビング

の電話台の下に置いていた．テーブルタップがありス

マートフォンの充電も行われている場所であるため，

Comi Kuma への充電は継続的に行われていたと考え

られる．次女は学校から帰宅したときなどにリビング

で自ら触れていたとのことであった．これに対して家

族 B の孫世帯は，借り物であるコンセプトモデルを 1
歳の次男が乱暴に扱って壊してしまうことが怖かった

とのことで，子供が入れないよう入り口に柵が設置し

てある台所内の，1m 程度の高さのあるゴミ箱の上に置

いていた．ここは充電が継続的にできる場所ではなく，

また子供が使いたいと言ったときに渡していたとのこ

とであった． 
 事後のお宅訪問調査では，利用期間中に記述した日

誌の内容を元にインタビューを実施した．1 週間利用

した感想を聞いたところ，家族 A の孫世帯では共通の

話題ができたことで祖父母とのコミュニケーションが

増えたと回答された．祖父母世帯では，やっと慣れて楽

しくなってきたところで，終了してしまうのが残念と

の感想であった．家族 B の孫世帯でも，祖父母とのコ

ミュニケーションが増えたと感じていると回答された． 
 家族 A の孫世帯では，手に入れた当日は次女がぬい

ぐるみ遊びをして可愛がっていたとのことであった．

実験開始 1 日目は，スタンプが届いたかどうかを母親

と祖父母が電話で確認しあいながら利用をしており，

「普段ぬいぐるみなど触る機会もない秋田の両親が，

孫のためにぬいぐるみの手足を動かしているのだと思

うと微笑ましい」といった感想が書かれていた．2 日目

に学校が始まると，登校後に母親がスタンプを送信し，

下校後には母親が次女を促して送信をしていたようだ

が，「送信しても相手からの反応がすぐにないため，少

し飽きてきたようだ」とメモされていた．4 日目には，

長女が固定電話で話をしつつ Comi Kuma でスタンプ

を送って楽しそうに遊んでいたと日誌で報告されてい

る．5 日目の日誌には「祖父母との共通の話題ができ，

電話で会話することが多くなった．秋田の事にも関心

を持つようになった」とある．インタビューでは，徐々

に使うタイミングが朝と子供が帰宅後と夜寝る前に限

定されていったと話しており，利用が進むにつれ利用

方法が習熟していったことが見て取れた．また，朝の挨

拶は祖父母からの返事が返ってこないが，挨拶として

とりあえず送り，子供が帰宅後と夜の利用では，双方向

でのコミュニケーションを行っていたとのことであっ

た． 
 家族 B の孫世帯では，入手当日に「くまさんをゆび

さして，ばあばにやると言ってやりはじめました」と，

長男から送信し，返信もすぐに返ってきたとのことで

あった．1 日目には祖父母から送られてきており，それ

を母親が伝えると何度かスタンプを送るようになり，

「やめるときは，つかれたをやるようになりました」と

のことで，状況に依存した利用が行われていた．また，

使うときに充電がきれるという問題が祖父母世帯でも

孫世帯でも発生していたようである．2 日目には朝に

Comi Kuma を使ってスタンプを送り合った後，夕方

に祖父母から電話がかかってきたものの，長男は恥ず

かしがって電話に出なかったとのことである．4 日目

には，長男が「くまさんやろうか」と言って自発的に利

用し始める行動が見られ，夜に電話で話をしながら

Comi Kuma を利用したとのことであった．また祖父

母と母親が電話で朝と夜だけに送ると確認し合い，利

用方法の習熟が見られている．5 日目と 6 日目には，

朝と晩に双方向でのコミュニケーションが行われてい

た．孫世帯へのインタビューでも，以前はあまり子供が

祖父母のことを話すことはなかったが，スタンプの送

受信時にアプリ上に祖父母のアイコン写真が出たとき

に「ばあばとじいじだね」などと普段の生活で祖父母の

ことを口にするようになったとの話が出ていた． 
 図 3 に期間中にサーバに残されたログから求めた，

二つの家族での送受信されたスタンプの総数を示す．

家族 A は 905 回，家族 B は 322 回と膨大な量のスタ

ンプを送信している．さらに，日別スタンプ数を図 4 に

示す．いずれの家族とも，序盤に使用数が減少した後に

終盤に向かい増加傾向を示しながら実験終了日を迎え

ている．送信された数の多かったスタンプ種別は，家族

A では“おーい”（24.8％），“おやすみ”（18.3％），“挨

拶”（18.0％），家族B では“なかよし”（24.2％），“挨

拶”（17.8％），“おーい”（14.9％），“おやすみ”（14.9％）

であった．両家族ともに“挨拶”や“おーい”，“おやす

み”などの呼びかけや，就寝前の挨拶「おやすみ」が多

用されていた． 
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5. 考察 

 コンセプトモデルを用いた実証実験により，Comi 
Kuma により祖父母と孫のコミュニケーションが活性

化することが確認された．利用開始から 2 日目以降に

利用頻度の低下が見られるのは，当初はデバイスに対

する興味から利用されるが，生活リズムがお互いの家

庭で異なることから丁度良いタイミングで返信が得ら

れずに，双方向コミュニケーションが失敗しているこ

とで，孫側の利用の動機づけが弱まったためと考えら

れる．しかしその後，両家族とも母親と祖父母間で利用

する時間帯について合意がなされ，お互いの利用行動

を一致させることで，双方向コミュニケーションが増

加し，最終的に利用頻度が高まったと考えられる．ログ

からも，相手から返信スタンプが届くと，その後５分間

~10 分間様々なスタンプを送信しあうコミュニケーシ

ョンが発生していることが確認され，コミュニケーシ

ョンの活性化に繋がっていることが見て取れた． 

 ６日間で送信されたスタンプの内訳をみると，両家

族共通して孫からの送信が祖父母からの送信に比べて

多かった．これは，未知の人工物に対して若年層ほど試

行錯誤で利用するという傾向と類似しており，特に本

実験では，ぬいぐるみという子供の触りたくなる形状

であったことが影響したと考えられる． 
 事前インタビューでは，祖父母から「孫に電話を代

わってもらおうとしても，電話の向こうで「嫌」と言う

声が聞こえてくる」など，孫が祖父母との言語コミュニ

ケーションに消極的姿勢であることが聞かれていた．

実験後のインタビューでは，本端末の利用を通じて電

話の回数が増え，言語コミュニケーションに繋がって

いる例も見られたことから，本端末を用いることで，コ

ミュニケーションのきっかけが与えられていると考え

られる．相手と繋がる単機能のデバイスが，常に生活の

中で視界に入っていることから，毎日お互いの生活や

お互いの姿を想像したり意識する機会が増加し，更に

挨拶がぬいぐるみの頭を撫でるという簡単な動作でで

きることで，毎日の定期的なコミュニケーションのき

っかけになっていると推察できる． 
 

6. まとめ 

 ユーザ参加型のプロジェクトにより開発したぬいぐ

るみ型端末の受容性評価を，遠隔に住む祖父母と孫に

よる世代間コミュニケーションを対象に行った．孫が

ぬいぐるみとのコミュニケーションを取る中でスタン

プが送信され，それに対して祖父母からのフィードバ

ックを得ることで結果的に対人間コミュニケーション

が増加する傾向が見られており，世代間コミュニケー

ションの促進に一定の効果が得られた．祖父母と孫の

間に共通の話題が作られたことや，ぬいぐるみが家に

存在することで，日頃からコミュニケーション相手を

身近に感じる効果があったことなど，様々な要因が影

響していると考えられる． 
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図 3 送信スタンプ総数 
 

 
図 4 送信スタンプ数の経日変化 
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Abstract 
Recently, many automation systems that cooperate with 

human become popular in our society; however, it is unclear 
how use of such systems changes the relationship between 
users’ system understanding and behavior. We report an 
experiment in which we used advanced driving assistant 
system (ADAS) that cooperates with drivers for obstacle 
avoidance. Participants performed driving tasks with the 
system that provided them (1) with mild / strict driving 
control, and (2) with / without assistance information, and 
then, participants evaluated the usability of the system. 
Additionally, we investigated how driving behavior changes 
in each of the conditions by comparing their pre- and 
post-driving behavior. The results are summarized as follows. 
First, the strict control lowered the usability evaluation on 
the system. Second, without assistance information, drivers’ 
behavior changed slighter than with information, and in 
some cases changed against the system support. Third, 
behavior changes depended on their personality under the 
strict control, or without assistance information. 
 
Keywords ― Usability Evaluation, Behavior Change,  
Human-Computer Interaction, Advanced Driving 
Assistant System (ADAS), Personality 
 

1. はじめに	
技術の発展により自動化システムが身近な存在にな

ってきている．これらの自動化システムは「第三の人

工物」と呼ばれ [1]，自律的な活動によって人間の活動
を肩代わりしている．しかし現状では，人間の活動を

それらのシステムにすべて委任することは困難な場合

も多い．例えば自動車の運転においては，操作の遂行

権限などに基づき，完全手動から完全自動までの間に

4つのレベルが定義されている [2]．人間とシステムが
協調しながらひとつの課題に取り組む場面がますます

増えることは容易に想像できる． 
自動化システムの導入による利点として，元来人間

が担ってきた身体的負荷は分散されることが挙げられ

る．その一方，自動化レベルの上昇はシステム内部処

理における透明性の低下，いわゆる「ブラックボック

ス化」がユーザに対して引き起こされると指摘されて

いる [3]．ターゲット検出の意思決定判断を支援するシ
ステムを用いた実験では，精度の高いシステムであっ

たとしても稀に生じるエラーの理由がユーザに提示さ

れない場合は，システムに対する信用が低下すること

が示されている [4]． 
このような自動化レベル上昇に伴う諸問題に対する

アプローチとして，自動化システムを対象にした新た

なユーザビリティアンケートが提案されている [5]．そ
こでは従来項目「有効さ」「効率」「満足度」に，「意図

の理解」「違和感のなさ」「モチベーション」の新規項

目が新たに加えられている．これら新たな観点に基づ

いたシステムに対するユーザビリティ評価に，自動化

システムの挙動がどのように影響するか検証を行う必

要がある． 
また，自動化システムとの協調によってユーザはそ

の認識に変化が生じる．運転支援システムのひとつで

あるACC (Adaptive Cruise Control System: 車速・車間自
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動制御システム) を用いた実験では，ACCを長時間利
用するほどシステムの制約に関する言及が増えてくる

ことが知られている [6]．その他，ドライバとACCが
同一の運転目標を共有すること，ACCが行う介入に関
する情報が提示されることによって，ドライバが抱く

ACCに対する信用性・受容性が向上することも示され
ている [7]． 
これらの先行研究では ACC や LKA (Lane Keeping 

Assistant System: 走行レーン維持システム) などの運
転支援システムに対する認識に関しては検討されてい

るものの，その認識がドライバの身体的な行動にどう

影響するかについては十分検討されていない．教育目

的の支援システムを通して行動変容を促す際には，態

度や知識，目標などの個人特性が重要な要因であると

言われているが [8]，特に自動車運転は非常の多くの複
雑な認知・運動プロセスを経ることから，個人特性に

着目することは必要不可欠である [9]．とりわけ，加齢
によって生じる感覚・注意・身体機能の低下は運転行

動に大きな影響を与えることから [10]，自動化システ
ムに対する認識と，システムとの協調行動における身

体的動作の関係について十分な検証が必要である． 
そこで本研究では，運転支援システムにおいて，内

部処理の透明性に関わる「情報提示」の有無と，ドラ

イバの行動裁量に関わる「制約」の強度が，ユーザビ

リティ，およびその後の支援なし走行時の行動にどう

影響するかを実験的に検討した．実験において，シス

テムによる制約が強いことはドライバに行動の裁量権

が与えられないことを意味し，システムが行う処理が

提示されないことはシステムに関する情報がドライバ

に与えられないことを意味する．また，情報提示はド

ライバの認知的理解に対する支援であり，制約は身体

動作に対する支援であると捉えられる．合わせて，こ

れらの支援内容によって，ドライバが持つ個人特性  
(年齢，注意機能) がユーザビリティ評価と行動変容に
どう影響するか，さらに評価が 終的な行動にどう影

響するかについても検討した． 
 

2. 実験方法	
2.1. 装置・刺激	
実験環境として，運転支援システムが搭載されたド

ライビングシミュレータ (DS) を使用した (図 1)．本
システムは，ドライバの運転状況をもとにリアルタイ

ムで先読みを行い，規範的な安全許容範囲から逸脱と

予測される場合，まず情報提示による認識的な誘導を

行う．その後，情報提示による誘導のみでは十分では

ないと判定された場合は，速度介入と操舵介入による

身体的な誘導が行われる． 
情報提示は，ドライバに減速やステアリング操作を

促す警告時と，実際にそれらの介入が行われる介入時

それぞれ実施される．具体的には，聴覚刺激としてビ

ープ音と注意対象の通知 (例: “駐車車両に注意”など)，
視覚刺激として速度計に表示されるアイコン (徐行マ
ーク，誘導方向矢印) とステアリング LED，触覚刺激
としてステアリングとアクセルペダルの振動が提示さ

図 1	 実験に使用したドライビングシミュレータ．左図は装置の外観を，右図はステアリングと速度計に表示
される情報提示の一例を示す．警告時には各視覚刺激は緑色で表示されるが，介入時には赤色で表示され，音

や振動パターンも変化する．ステアリング LEDは左右方向に流れるように遷移することでドライバの操作を誘
導する． 
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れた．各刺激は警告時と介入時では色やパターンが異

なっていた (図 1)． 
速度・操舵介入は，運転教習員のデータに基づき設

定された安全許容範囲から逸脱しないように，その大

きさや向きが決定される．速度介入は障害物回避時と

交差点通過時に規定速度まで強制的に減速させるもの

である．一方，操舵介入は障害物回避時にステアリン

グに対して力が加わるものだが，このときの力は非常

に微弱であり，ドライバは操舵介入の誘導に対して意

図的に反発することも可能であった． 
本運転支援システムは，駐車車両や交差点の死角に

潜むリスクをドライバに提示し，必要に応じて安全な

走行へと誘導する．そのため，ドライバが十分に安全

な運転を行った場合，情報提示や速度・操舵介入の一

部は実施されない．したがってシステムが提供する各

支援をドライバが理解することができれば，自身の運

転行動を見直してより安全な運転行動への改善，いわ

ば教育効果が期待できる． 
参加者は駐車車両回避，信号なし交差点の通過，歩

行者回避の順で設定された約 500 mの直進道路を走行
した．実験では全走行で同じコースを使用している．

なお，駐車車両付近と歩行者付近は速度・操舵介入と

もに行われる可能性があるが，交差点付近は回避対象

がないため操舵介入は行われない．ただし，交差点付

近はその他 2 地点より規範的速度が低く設定されてい
るため，介入が入りやすい．走行データは 10 ms間隔
で取得した (運転支援システムの詳細な仕様について
は [11] [12] を参照)． 
運転支援システムの評価には，上述のユーザビリテ

ィアンケート [5]を用いた．アンケートは「有効さ」「効
率」「満足度」「意図の理解」「違和感のなさ」「モチベ

ーション」それぞれについて 3つの質問の全 18問で構
成され，5 件法で回答を求めた．また，参加者の主観
的注意機能を測定するため，注意機能尺度アンケート 
[13] を使用した．全 13問を 5件法で回答を求め，注意
分割・注意多動性・注意切替に関して主観的な評定を

行わせた． 
 
2.2. 条件デザイン	
実験ではドライバ行動の制約強度と情報提示の有無

を操作した．制約には弱 (ドライバの裁量が大きい / 
支援が入りにくい) と強 (ドライバの裁量が小さい / 
支援が入りやすい) の 2 つの設定を用意した．情報提
示については，行う場合と行わない場合の 2 つの設定

を用意した．それらを組み合わせた弱無条件・弱有条

件・強有条件の 3条件に，参加者 89名をランダムに割
り振った (表 1)． 

 
2.3. 手続き	
参加者には実験の 初に注意機能尺度アンケートに

回答させた．続いて実験の流れについて説明を行った．

この際，実験の目的を「運転支援システムの評価」と

伝えたが，支援内容については「速度・ステアリング・

各種表示の 3 つの支援」とだけ教示し，支援内容の詳
細は伝えなかった (情報提示無条件のみは「速度・ス
テアリングの 2つの支援」と教示)． 

DSに乗車しシート位置や高さを調整した後，DSの
操作に慣れさせるため，支援なしの設定で練習走行を

2 回行わせた．その後，日常的な運転を心がけるよう
教示し，支援なし本番走行 (プレ走行) を 3回行った． 
続いて 3 条件いずれかの支援が設定された状況で，
練習走行を 2 回，本番走行 3 回を実施した (支援あり
走行)．この練習走行では参加者の安全面を考慮し，意
図的に駐車車両・歩行者に接近するよう誘導し，速度・

操舵介入を体験させている．また，潜在的リスクの存

在を参加者に知覚させるため，支援あり練習走行時に

のみ，交差点通過時に右方向から飛び出してくるバイ

クを表示させている．このバイクは交差点手前で停止

し，それ以降は移動しない．本番走行の教示はプレ走

行の本番と同様であった． 
支援あり本番走行を終えた後，参加者は支援システ

ム全体に関してユーザビリティアンケートに回答した．

回答後，プレ走行と同様の設定・教示で支援なしの本

条件 年齢 n Mage 注意 n Matt 

弱無  28 62.8 (12.3)  28 3.50 (0.5) 

 若年 11 50.1 (9.6) 高 13 3.88 (0.3) 

 高齢 17 71.1 (3.9) 低 15 3.16 (0.3) 

弱有  26 58.7 (12.5)  26 3.44 (0.4) 

 若年 15 50.7 (8.1) 高 12 3.83 (0.2) 

 高齢 11 71.7 (5.0) 低 14 3.09 (0.1) 

強有  26 60.8 (13.3)  26 3.50 (0.1) 

 若年 13 48.1 (11.1) 高 14 3.86 (0.2) 

 高齢 13 69.9 (4.2) 低 12 3.08 (0.3) 

 
表 1	 実験参加者の条件および群の内訳．n は人数，
Mは平均，括弧内は標準偏差を示す．また ageは年齢，
attは注意機能尺度得点を表している． 
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番走行 (ポスト走行) を 3回行った． 
 

3. 結果	
実験中の酔いを訴えた 9名を分析から除外し，80名
を分析対象とした．また，参加者の個人特性による影

響を検討するため，事後的に年齢および注意機能尺度

得点を全参加者の中央値で二分し，それぞれ若年群・

高齢群，注意高群・低群とした (表 1)． 
走行データの分析に関しては，支援が実施される可

能性のある区間として，駐車車両の前後 100m，交差点
の前後 50m，歩行者の前後 100m のみを抽出した．以
降の分析には，本番走行 3 回のデータを参加者ごとに
平均した値を用いている． 
なお，今回の結果では も顕著に効果が見られた区

間として，速度介入は交差点，操舵介入は駐車車両の

区間を取り上げる．また，実験的に操作した 3 条件に
関しては，弱有条件-弱無条件間で情報提示の効果を，
弱有条件-強有条件間で制約強度の効果を確認する． 

 
3.1. 支援介入率	
操作した支援内容がシステムの介入頻度に与えた影

響を検討するため，速度・操舵介入率を分析した．速

度・操舵介入が行われていた時間割合を参加者ごとに

算出し，それぞれ1要因3水準 (支援: 弱無 / 弱有 / 強
有) の分散分析を実施した (図 2)． 
速度介入率 (交差点) においては，支援の主効果が有
意であり (F(2, 77) = 7.97, p < .001)，下位検定の結果，
弱有-弱無間と弱有-強有間はともに有意であった 
(t(52) = 3.72, p < .001; t(50) = 3.14, p < .005)．操舵介入率 
(駐車車両) においては，支援の主効果が有意であり 
(F(2, 77) = 33.24, p < .001)，弱有-弱無間と弱有-強有間は
いずれも有意であった (t(52) = 2.95, p < .005; t(50) = 

8.04, p < .001)． 
情報提示無条件と制約強条件においてシステムの介

入頻度が増えていたことから，意図した条件操作が行

えていたことが確認された． 
 
3.2. ユーザビリティ評価	
支援内容が評価に与える影響を検討するため，ユー

ザビリティの各項目について 1 要因分散分析を実施し
た (図 3)． 
その結果，効率・意図の理解・違和感のなさの各項

目において支援の主効果が有意であり (F(2, 77) = 6.81, 
p < .005; F(2, 77) = 4.85, p < .05; F(2, 77) = 3.22, p < .05)，
下位検定の結果，3 項目いずれも弱有-強有間で差が見
られた (t(50) = 3.47, p < .001; t(50) = 3.11, p < .005; t(50) 
= 2.54, p < .05)．また，モチベーションにおいて支援の
主効果が有意傾向であった (F(2, 77) = 3.03, p = .054)． 
個人特性がユーザビリティ評価に与える影響を検証

図 2	 支援あり走行時における支援内容ごとの介入
率．左図は交差点区間の速度介入率，右図は駐車車両

区間の操舵介入率を示す．対象となる区間を通過する

までにかかった時間のうち，システムによる速度・操

舵介入が行われていた時間の割合を算出した．エラー

バーは標準誤差を示す． 
 

図 3	 支援あり走行後に実施したユーザビリティ評価アンケートの結果．モチベーションを除く 5項目は得
点が高いほどシステムに対して好意的に感じていたことを表す．モチベーションは「システムに頼らず自身

の操作で運転したい」という動機の強さを表している．エラーバーは標準誤差を示す． 
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するため，各項目について支援×年齢および支援×注

意の 2 要因分散分析を行った．その結果，モチベーシ
ョンにおいて，年齢の主効果と注意の主効果がそれぞ

れ有意であった (F(1, 74) = 4.08, p < .05; F(1, 74) = 4.38, 
p < .05)．その他項目では主効果および交互作用は確認
されなかった (Fs < 1, n.s.)． 
以上より，支援システムによる制約が強まると効

率・意図の理解・違和感のなさのユーザビリティ評価

が低下することが明らかになった．これは，制約強条

件ではシステムの介入頻度が弱条件に比べて著しく高

かったことに起因していると考えられる．一方，情報

提示を行わなくてもシステムに対する評価は低下しな

かったことは驚きである．また，「自身の操作で運転し

たい」というモチベーションは支援内容によらず，高

齢群および注意高群が高いことが明らかになった． 
 
3.3. プレ-ポスト間行動変容	
支援システムと協調して運転を行った後，参加者の

運転行動がどのように変容したか，その教育効果を検

討するため，プレ-ポスト間の平均速度・平均マージン 
(自車-回避障害物間の距離) の変化量を参加者ごとに

図 5	 支援内容および年齢群・注意群ごとのプレ-ポスト走行間における行動変容の結果．左側は速度変化量，
右側はマージン変化量を示し，上段は年齢，下段は注意と支援内容の関係をそれぞれ示している．エラーバ

ーは標準誤差を示す． 

図 4	 支援内容ごとのプレ-ポスト走行間における行
動変容の結果．左図は速度変化量を示し，負の値はプ

レ走行からポスト走行にかけて速度が減少した (シ
ステムによる支援に従った安全な運転行動に変容し

た) ことを，正の値は速度が上昇した (システムによ
る支援に反した危険な行動に変容した) ことを表す．
右図は操舵変化量を示し，正の値はプレ走行からポス

ト走行にかけてマージンが増加した (システムによ
る支援に従った安全な運転行動に変容した) ことを，
負の値はマージンが減少した (システムによる支援
に反した危険な行動に変容した) ことを表す．エラー
バーは標準誤差を示す． 
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算出し，それぞれ 1要因分散分析を実施した (図 4)． 
速度変化量 (交差点) においては，支援の主効果が有
意であり (F(2, 77) = 4.61, p < .05)，下位検定の結果，弱
有-弱無間に有意差が見られたが (t(52) = 2.78, p < .01)，
弱有-強有間には有意差は見られなかった (t(50) = 0.37, 
n.s.)． 
マージン変化量 (駐車車両) においては，支援の主効
果が有意であり (F(2, 77) = 4.98, p < .01)，下位検定の結
果，弱有-弱無間は有意であったが (t(52) = 3.05, p 
< .005)，弱有-強有間に有意差は見られなかった (t(50) 
= 0.86, n.s.)． 
情報提示無条件は有条件に比べ速度減少量が小さい

ことが明らかになった．マージン変化量は全体的に変

化が小さかったが，提示の有無で差が見られた上，か

つ無条件はプレ走行時に比べ有意に低下していた 
(t(27) = 13.75, p < .001)．このことは，提示無条件の参加
者が支援による誘導とは逆方向，すなわち危険な方向

へと行動が変容していたことを示している．一方，制

約強条件は弱条件よりも支援介入頻度が有意に高かっ

たにも関わらず，速度・マージン変化量に有意な差は

見られなかったことは特筆すべき結果である． 
続いて個人特性がユーザビリティ評価に与える影響

を検証するため，各変化量について支援×年齢および

支援×注意の 2要因分散分析を行った (図 5)． 
その結果，速度変化量に関して，支援と注意の交互

作用が有意であり (F(2, 74) = 3.22, p < .05)，弱無条件と
強有条件における注意の単純効果が有意傾向であった 
(F(1, 74) = 3.03, p = .08; F(1, 74) = 3.41, p = .06)．マージン
変化量に関しては，年齢の主効果が有意傾向で (F(1, 
74) = 3.00, p = .08)，注意の主効果が有意であった (F(1, 
74) = 5.39, p < .05)． 
注意能力は支援内容によって速度変化にもたらす影

響が異なっていた．情報提示が行われない場合は注意

低群のほうが速度を大きく低下させた一方，制約が強

い場合は逆に注意高群のほうが大きく速度を低下させ

た．マージンに関しては，支援内容を問わず，高齢群

および注意高群が誘導に反して狭くなる傾向が観察さ

れた． 
 

4. 考察	
本研究では運転支援システムを用いて，内部処理の

透明性に関わる「情報提示」と行動裁量に関わる「制

約」を実験的に操作し，ユーザビリティ評価とその後

の行動変容に与える影響を検討した．また，年齢と注

意機能がユーザビリティと行動変容に影響するかにつ

いても検証を行った． 
その結果，以下の 4 点が明らかになった．まず制約
に関して，(1)ドライバの行動裁量に対する制約を強め
システムによる介入頻度を増やした場合，システムに

対して違和感や理解不足を感じ，ユーザビリティ評価

の低下を引き起こした．評価後の支援なし走行では，

高い介入頻度の割には行動変容が小さく，その変化量

は制約の弱い場合と同程度に過ぎなかった．これは，

システム介入中は常に視覚・聴覚・触覚の刺激が提示

され続けていたことに起因すると考えられる．特に注

意能力の自己評定が低いドライバにおける行動変容が

小さかったことから，過多な情報を処理する上で注意

資源が不足し，その結果システムの意図が十分に把握

できなかったことが原因と推測される． 
また，情報提示に関して，(2)システム挙動に関する
情報が提示されない場合，意外なことにもユーザビリ

ティ評価は提示される場合と変わらなかった．しかし

その後の支援なし走行では，提示ありの場合と比べて

行動変容が有意に小さくなった．特に障害物回避マー

ジンはシステムと協働を行う前よりも狭くなっており，

システムの誘導とは逆方向，つまりより危険な行動へ

と行動が変容していた．この条件では介入前にも介入

中にもシステムがドライバに情報を一切提供しない．

よって内部処理の透明性は確かに低下しているものの，

注意資源が割く対象も存在しため，各ユーザビリティ

評価は低下しなかったと考えられる．ただ，その後の

支援なし走行において，特に注意能力の自己評価が高

いドライバがシステムの誘導とは逆方向に行動が変容

した．これは，情報提示がなく意図の不明な介入より

も自身の運転操作を信用し，支援なし設定に戻った際

にもその過信状態が継続されてしまったためではない

かと推測できる．一方，注意能力の自己評価が低いド

ライバは意図の分からない介入に不安を覚え，消極的

ながらもシステムの誘導に従ったものと考えられる． 
続いて個人特性のうち，(3)注意に関して部分的に支
援内容との間に交互作用が観察された．このことは個

人特性によって 適な支援内容が異なることを意味し，

個々人に沿った運転支援システムの必要性を示してい

る．一方，弱有条件は年齢および注意に影響された項

目が他の 2条件よりも少ないことから，(4)適切な設定
の運転支援システムであれば，個人特性の差から生じ

る影響を 小限に抑えられる可能性が示唆された． 
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5. 結論	
本研究では，人間と協調して課題を行う自動化シス

テムの挙動が，私たちの認識および行動変容にどのよ

うに影響するか，また，個人特性やシステムに対する

認識が行動変容にどのように影響するかを実験的に検

討した．その結果，システムの挙動がシステムに対す

る認識に影響し，その挙動や認識に加えて注意機能な

ど一部の個人特性がその後の行動に効果を及ぼすこと

が明らかになった．システムの挙動によって行動に影

響する要素が異なる点は，今後ますます増える自動化

システムとの協調場面において重要な知見である． 
今回の実験では，システムに対する意図の理解や違

和感が協調場面において重要な役目を果たしているこ

とが示されたが，参加者が具体的にどのような意図を

理解し，どのような点に違和感を感じていたかは不明

である．参加者が構築したACCのメンタルモデルにつ
いて一部では検討されているが [14] [15]，参加者がシ
ステムをどのような理解をしているのか，またその測

定手法は適切かなど議論の余地が残されている．加え

て，本システムを教育システムとして考えた際，シス

テム利用後にも長期的に行動変容が見られるか，DSか
ら実車における運転に教育効果が転移するかなど，考

慮すべき課題は多い． 
今後も引き続き，自動化システムに対する認識と行

動の関係に着目した研究を進めていきたい． 
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Abstract 
For the aim at exploring psychological factors influencing 

people’s approval/disapproval of elections via the internet, 

an online social survey was conducted from the perspectives 

of media literacy and privacy sensitivity. The results 

suggested that persons approving elections via the internet 

tended to have higher media literacy than those not 

approving them, although the trend was influenced by 

equipment used for the internet access and personal traits 

such as gender.  
 
Keywords ―  Election via Internet, Media Literacy, 

Privacy Sensitivity 

 

1. はじめに 

  継続する選挙投票率の低下に対して、インターネッ

トを介した投票方式、いわゆるネット投票が注目を浴

びながら、現時点では本格的導入に至っていない。そ

の理由としては、システムのセキュリティや安定性、

投票結果の秘密保持等に対する懸念が挙げられている

が、実際の有権者が感じている心理的障壁についての

実証的研究は行われていない。 

インターネットと投票行動の関連については、幾つ

かの既存研究が存在する。宮田ら[1]はインターネット

を介したニュースへの接触が政治的関心を高め知識も

高めることを、小林[2]はネットニュースの利用が投票

行動に正の影響を与えることを見出している。しかし、

これらの既存研究ではネット投票については触れられ

ていない。 

  本研究では、ネット投票の賛否を規定する心理的要

因の探索を目的として、オンラインでの質問紙調査を

行った。本調査では、インターネット利用に影響を与

える要因としてのメディアリテラシー、および投票結

果の秘密保持に関連するネット上でのプライバシー感

度がネット投票の賛否にどのように影響を与えるかに

ついて探索を行った。 

 

2. 方法 

 本調査は、調査会社への委託により 2015年 11月に

インターネット上のホームページを介して行われた。

調査会社に登録されている 20 代～50 代の男女からラ

ンダムに選ばれたモニターに電子メールで回答依頼が

なされ、回答者が 300 人に到達した時点で調査が締め

切られた。回答者数を表 1に示す。 

 

表 1 本調査における回答者数 

 20代 30代 40代 50代 

男性 37 37 38 38 

女性 38 38 37 37 

 

 測定内容としては、フェイスシートにおいて、「イン

ターネット利用の際に現在最も使用頻度の高い機器」

について「PC」「スマートフォン」「タブレット」「携

帯電話」から 1つ選択して回答するよう求めた。また、

ネット投票に関して「賛成」「反対」「どちらでもない」

から 1つ選択して回答するよう求めた。 

 メディアリテラシーの測定については、高比良ら[3]

の「情報活用の実践力尺度」から「判断力」「処理力」

「発信・伝達力」の 3 下位尺度を使用した。ネット上

でのプライバシー感度の測定については、佐藤ら[4]の

「インターネット版プライバシー次元尺度」を使用し

た。本尺度は、各項目で示される自己情報についてネ

ット上の匿名な不特定多数の人に対してどのくらい知

られたくないと感じるかを尋ねるものであり、4 つの

下位尺度（自伝的情報、属性情報、識別情報、暗証情

報）から構成される。表 2 に、メディアリテラシーお

よびプライバシー感度の尺度における下位尺度とその

項目数および項目例を示す。 
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表 2 メディアリテラシーおよびプライバシー感度の尺度における下位尺度とその項目数および項目例 

尺度 下位尺度 項目数 項目例 

情報活用の実践力尺

度[3] 

判断力 8 “噂を聞いたときには，それがどのくらい根拠がある

かを確認している．” 

処理力 8 “長い文章でも，その要点はたいてい把握できる．” 

発信・伝達力 10 “相手の反応に気を配りながら話すほうである．” 

インターネット版プ

ライバシー次元尺度

[4] 

自伝的情報 11 “生い立ち”, “思想信条” 

属性情報 8 “出身地”, “家族構成” 

識別情報 4 “本名”, “住所” 

暗証情報 3 “クレジットカードの番号”, “暗証番号、パスワード” 

注：情報活用の実践力尺度は 5件法（1．全くそう思わない～5．とてもそう思う） 

インターネット版プライバシー次元尺度は 4件法（1．知られてもよい～4．知られたくない） 

 

3. 結果 

 各下位尺度のCronbachのα係数は、「情報活用の実

践力尺度」において「判断力」で.695、「処理力」で.751、

「発信・伝達力」で.733、「インターネット版プライバ

シー次元尺度」において「自伝的情報」で.929、「属性

情報」で.911、「識別情報」で.904、「暗証情報」で.912

となった。各下位尺度得点は、対応する項目の得点の

合計として算出した。 

 回答者分布から、ネット投票に関する意見は「賛成」

と「非賛成（「反対」「どちらでもない」）」に、ネット

利用の際の機器は「PC」と「非 PC（「スマートフォン」

「タブレット」「携帯電話」）」に分類した。回答者分布

を表 3に示す。 

 ネット投票の意見については年代および性別との関

連は認められなかったが、利用機器については年代が

上がるほど、まだ男性ほど PC を最も利用頻度の高い

機器とする傾向が認められた（利用機器と年代とのク

ロス：χ2(3) = 39.000, p < .001、利用機器と性別との

クロス：χ2( (1) = 17.392, p < .001）。 

これらの個人要因とメディアリテラシー、ネット上

でのプライバシー感度との関連を探索するため、ネッ

ト投票の意見と利用機器と性別を独立変数、上記下位

尺度得点を従属変数とした 2×2×2の 3要因分散分析

を行った。表 4 に結果を示す。いずれの分析において

も 2次の交互作用は認められなかった。 

「判断力」得点においてはネット投票の賛否と利用

機器の１次の交互作用が有意であり、Bonferroni法に

よる単純主効果検定の結果、ネット投票「非賛成」群

において「PC」利用群が「非 PC」利用群よりも有意

傾向で得点が高い（p = .079）ことが認められた。また、

「非 PC」利用群においてネット投票「賛成」群が「非

賛成」群よりも有意傾向で得点が高い（p = .073）こと

が認められた。この得点においてはネット投票の賛否

と性別の 1 次交互作用も有意であったが、単純主効果

検定の結果では群間に有意な差は認められなかった。 

「発信・伝達力」得点では、ネット投票の賛否と性

別の主効果およびこれらの要因の 1 次交互作用が有意

となった。単純主効果検定の結果、男性においてはネ

ット投票「賛成」群が「非賛成」群よりも有意に得点

が高い（p = .006）ことが認められた。また、ネット投

票「非賛成」群においては、女性が男性よりも有意に

 

表 3 ネット投票の賛否と利用機器に関する 

回答者分布 

ネット 

投票 

 「PC」利用 「非 PC」利用 

賛成 男性 64 25 

 女性 40 37 

反対 男性 47 14 

 女性 36 37 

賛成 20代 18 20 

 30代 18 21 

 40代 35 13 

 50代 33 8 

賛成 20代 12 25 

 30代 20 16 

 40代 23 4 

 50代 28 6 
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得点が高い（p < .001）ことが認められた。 

また、「プライバシー次元」の４尺度得点いずれにお

いても性別の主効果が有意であり、女性は男性よりも

得点が高いことが認められた。「属性情報」得点におい

てはネット投票の意見の主効果が有意であり、ネット

投票「非賛成」群が「賛成」群より得点が高いことが

認められた。 

有意性の認められた要因に関する尺度得点の平均と

標準偏差を図 1に示す。 

 

4. 考察 

 今回の調査結果では、ネット投票に賛成な人は賛成

でない人と比べてメディアリテラシーが高い傾向にあ

ること、ただしそれは普段主に使用している機器や性

別などの個人特性に依存することが示唆された。特に、

普段 PC を利用せずネット投票に賛成でない人はそう

でない人に比べメディア情報を無批判に信用しやすい

傾向、ネット投票に賛成でない人は自分自身の属性に

関する情報をネット上で他者に知られたくないと感じ

る傾向が示唆された。 

一方、ネット投票に対する賛否とメディアリテラシ

ーおよびプライバシー感度との関連の可能性は見出さ

れたものの、分析における各要因の効果サイズは大き

いものではなく、年代との関連も含め、より大規模な

調査が必要である。 
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図 1 有意性の認められた要因に関する尺度得点の平均と標準偏差 
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An analysis of seeking process of food and health information 
focusing on critical thinking disposition 
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Abstract 
This study aims to investigate the relation of critical 

thinking disposition and process of information seeking on 
the web. In our experiment, participants were presented with 
an opinion about food and health, and asked to seek 
information and then to express their own opinion with 
reasons. The results of quantitative and qualitative analyses 
showed that participants in high disposition group sought 
objective information apart from their original beliefs. 
However, with or without critical thinking disposition, they 
shared common misconceptions of the information. 
 
Keywords  information seeking, web searching, 
critical thinking disposition, food and health information 
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The PRVAs Design to Improve User’s Trust and Buying

Motivations
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Abstract
The PRVAs, product reccomendation virtual agent,

are widly used in online-shopping. They are needed

to be trusted by custmers, however, there were almost

no researches about PRVA’s design to be trusted. In

this research, we suggest the user inner state transi-

tion model that reach to trust agent. We planed to

raise transitions by changing agent inner state, emo-

tion and knowledge. In our model, agent’s positive

emotion and more knowledge increase trust. The pos-

itive emotion can be infected from a agent to an user.

An user tend to be trusted a partner when he or she

has positive emotion. Knowledgable is one aspect og

agent’s intelligence and more knowledge bring more

trust. We experimented to verify this model with par-

ticipants in three other conditions. As a resultɼ we

showed our transition operators and transition model

are validated.

Keywords — PRVAɼAnthropomorphic agentɼ

Trustworthyɼ Interaction designɼ inner state

transition
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͍ͬͯΔͱ͡ײ·͔ͨ͠ʁ

• Q3:͋ͳٖͨਓԽΤʔδΣϯτΛ৴པͰ͖Δͱ

ʁ͔ͨ͠·͍ࢥ

• Q3:͋ͳͨਪન͞Εͨʹ͍͖ͨߦͱ͍ࢥ·͠

͔ͨʁ

͜ͷΞϯέʔτͷ݁Ռ͕ɼਪનಈըΛݟΔ͜ͱʹ

ΑͬͯͲͷΑ͏ʹมԽ͢Δ͔ΛݟΔͷ͕ຊ࣮ݧͷओͳ
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ਤ 2 ਪનը૾ͷྫ͍ͨ༺ʹݧ࣮

తͰ͋Δɽ

PRVAʹΑΔਪનಈըɼ໊ݹۀେֶʹΑͬͯ

Σϒ্ͰϑϦʔͰ͞Ε͍ͯΔԻରγες

ϜͷπʔϧΩοτͰ͋ΔMMDAgentΛ༻͍ͯ࡞͠

ͨ 1 PRVAࣗମಉϖʔδͰଞͷπʔϧΩοτͱಉ

ʹ͞Ε͍ͯΔ Mei Λ༻͍ͨɽ·ͨ Mei ͷൃΛ

ΑΓεϜʔζʹ͢ΔͨΊʹɼࣜגձࣾ AHSͷςΩε

τಡΈ্͛ιϑτʮVOICELOID+ ݄݁Ώ͔Γ EXʯ2

Λ༻ͨ͠ɽ

͜ͷΈͷதͰɼҎԼʹࣔͭ͢ͷ࣮ݧΛͨͬߦɽ

͍ͣΕͷ࣮ݧͰɼՃऀ࣮ݧͷͨΊʹޏΘΕͨ

ਓʑͰ͋Δɽ

ͰҎԼͷΑ͏ݧՌʹ͍ͭͯɼ͍ͣΕͷ࣮݁ݧ࣮

ͳղੳΛͨͬߦɽQ1ͱQ2ʹ͍ͭͯɼ࿈ଓ͢Δ 2ਪ

નؒͰʮ͍ʯͱճͨ͠Ճऀͷׂ߹ΛРೋݕఆ

Ͱൺֱͨ͠ɽ͜ͷࡍɼ͠༗ҙ͕ࠩݟΒΕͯɼʮ͍ʯ

ͱճͨ͠Ճऀͷׂ߹͕૿Ճ͍ͯ͠Εɼʮײʯ

͘͠ʮࣝྔʯͷঢ়ଶભҠ͕ͨͬ͜ىͱݟͳ͢ɽ͜

ͷΑ͏ͳݕఆΛ͏ߦͷɼঢ়ଶભҠ͕͔͖ͨىͲ͏͔

ͱ͍͏͜ͱΑΓɼʮભҠΦϖϨʔλʔʹΑͬͯঢ়ଶ

ભҠ͕͔͖ͨىʯɼ͢ͳΘͪભҠΦϖϨʔλʔͷ࣮

ͱಉʹભҠ͕͔͖ͨىͲ͏͔͕ॏཁͰ͋ΔͨΊͰ͋

ΔɽҰํɼʮ৴པʯͷભҠʹ͍ͭͯʮײʯͱʮࣝ

ྔʯΛؚΊͨΤʔδΣϯτ͓ΑͼϢʔβʔͷ෦ঢ়ଶ

ભҠ͔Β݁ՌతʹͨΒ͞ΕΔͷͰ͋ΓɼભҠΦϖ

Ϩʔλʔͷ࣮ޙʹ͙͢ʹҾ͖͜͞ىΕΔͱ͑ߟʹ

͍͘ɽ͜ͷͨΊɼʮ৴པʯʹ͍ͭͯɼ࣮͢ΔભҠΦ

ϖϨʔλʔͷछྨΛલͷ 5ਪનʢR1-R5)ͱޙͷ

5ਪન (R6-R10)ͱͰมԽͤ͞ɼ֤ਪનͷޙͰʮ͍ʯ

ͱճͨ͠Ճऀͷʹ͍ͭͯɼભҠΦϖϨʔλ݅

͕ҟͳΔ 5ਪનؒͰ tݕఆΛͨͬߦɽ͜ͷʹ༗ҙࠩ

ͳ͢ɽݟͱ͖ͨىΒΕΕɼʮ৴པʯͷঢ়ଶมԽ͕ݟ͕

1http://wwwɽmmdagentɽjp/
2http://wwwɽah-softɽcom/voiceroid/yukari/indexɽhtml

ਤ 3 ݧ࣮ 1 Ͱ֤ਪનޙɼQ1 ʹʮ͍ʯͱ͑ͨඃ

߹ͷׂऀݧ

ਤ 4 ݧ࣮ 1 Ͱ֤ਪનޙɼQ2 ʹʮ͍ʯͱ͑ͨඃ

߹ͷׂऀݧ

5. ݧ࣮ 1ɿࣝྔ༩ͷޮՌ
5.1 ख๏ݧ࣮

Ճऀ 15ਓͷຊਓͷ 20ͱ 30ͷஉঁͰ͋

Γɼྸͷฏۉ 29ɽ0 ʢඪ४ภࠩࡀ 5ɽ7 ʣͰࡀ

͋ͬͨɽ͜ͷ͏ͪ 7໊͕உੑͰ 8໊͕ঁੑͰ͋Δɽ

͜ͷ࣮ݧͰɼPRVAશ 10 ਪનͷ͏ͪɼલͷ

5 ਪનͰײͷભҠΦϖϨʔλʔͷΈΛ࣮͞Εɼ

ͷޙ 5ਪનͰߋʹࣝͷભҠΦϖϨʔλʔ࣮͞

ΕΔɽ

5.2 Ռ݁ݧ࣮

Q1 ͱ Q2 ʹ͍ͭͯɼਪન 6 ͰࣝΛ༩ͨ͠ޮ

Ռ͕͋Δ͔Ͳ͏͔ΛݟΔͨΊɼ֤ਪનޙʹʮ͍ʯͱ

͑ͨՃऀͷׂ߹Λɼ࿈ଓ͢Δ 2ਪનͷؒͰРೋ

ఆͰൺֱͨ͠ɽͦͷ݁Ռ͕ݕ 3ͱ 4Ͱ͋Δɽ֤άϥϑ

ʹ͓͍ͯɼॎ࣠ʮ͍ʯͱ͑ͨඃऀݧͷׂ߹Ͱ͋

Γɼԣ࣠ਪન൪߸Ͱ͋Δɽ 4ʹ͓͍ͯɼR5ͱ R6ͷ

ؒͰ༗ҙ͕ࠩݟΒΕͨʢp < 0.05ʣɽ

ʹ Q3ʹ͍ͭͯɼલ 5ਪનͰʮ͍ʯͱ͑ͨ

ޙͱɼۉՃऀͷׂ߹ͷฏ 5ਪનͰʮ͍ʯͱ͑
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ਤ 5 ݧ࣮ 1Ͱ Q3ʹʮ͍ʯͱ͑ͨඃऀݧͷׂ߹

ఆͰൺֱͨ͠ɽͦͷݕͱΛɼtۉՃऀͷׂ߹ͷฏͨ

݁ՌΛ 5 ʹࣔ͢ɽάϥϑͷதͷόʔඪ४ภࠩΛࣔ

͢ɽ֤άϥϑʹ͓͍ͯɼॎ࣠ʮ͍ʯͱ͑ͨඃݧ

ऀͷׂ߹Ͱ͋Γɼԣ࣮࣠͞Ε͍ͯͨભҠΦϖϨʔ

λͰ͋Δɽ͜͜Ͱ֤݅ؒͰ༗ҙ͕ࠩݟΒΕͨ (p

< 0.01)

6. ݧ࣮ 2

6.1 ख๏ݧ࣮

Ճऀ 15ਓͷຊਓͷ 20ͱ 30ͷஉঁͰ͋

Γɼྸͷฏۉ 29ɽ3 ʢඪ४ภࠩࡀ 6ɽ9 ʣͰࡀ

͋ͬͨɽ͜ͷ͏ͪ 8໊͕உੑͰ 7໊͕ঁੑͰ͋Δɽ

͜ͷ࣮ݧͰɼPRVAશ 10 ਪનͷ͏ͪɼલͷ

5 ਪનͰࣝͷભҠΦϖϨʔλʔͷΈΛ࣮͞Εɼ

ͷޙ 5ਪનͰײʹߋͷભҠΦϖϨʔλʔ࣮͞

ΕΔɽ

6.2 Ռ݁ݧ࣮

Q1 ͱ Q2 ʹ͍ͭͯɼਪન 6 ͰײΛ༩ͨ͠ޮ

Ռ͕͋Δ͔Ͳ͏͔ΛݟΔͨΊɼ֤ਪનޙʹʮ͍ʯͱ

͑ͨՃऀͷׂ߹Λɼ࿈ଓ͢Δ 2ਪનͷؒͰРೋ

ൺֱͨ͠ɽͦͷ݁Ռ͍ߦఆΛݕ 6ͱ 7Ͱ͋Δɽ֤άϥ

ϑʹ͓͍ͯɼॎ࣠ʮ͍ʯͱ͑ͨඃऀݧͷׂ߹Ͱ

͋Γɼԣ࣠ਪન൪߸Ͱ͋Δɽ 6ʹ͍ͭͯ༗ҙ͕ࠩݟ

ΒΕͨʢp < 0.01)ɽ

ʹ Q3ʹ͍ͭͯɼલ 5ਪનͰʮ͍ʯͱ͑ͨ

ޙͱɼۉՃऀͷׂ߹ͷฏ 5ਪનͰʮ͍ʯͱ͑

ఆͰൺֱͨ͠ɽ݁ՌݕͱΛɼtۉՃऀͷׂ߹ͷฏͨ

Λ 8ʹࣔ͢ɽ֤άϥϑʹ͓͍ͯɼॎ࣠ʮ͍ʯͱ

ਤ 6 ݧ࣮ 2Ͱ Q1ʹʮ͍ʯͱ͑ͨඃऀݧͷׂ߹

ਤ 7 ݧ࣮ 2Ͱ Q2ʹʮ͍ʯͱ͑ͨඃऀݧͷׂ߹

͑ͨඃऀݧͷׂ߹Ͱ͋Γɼԣ࣮࣠͞Ε͍ͯͨભҠ

ΦϖϨʔλͰ͋Δɽ͜͜Ͱ༗ҙࠩݟΒΕͳ͔ͬͨɽ

7. ݧ࣮ 3ɿભҠΦϖϨʔλʔͳ͠
7.1 ख๏ݧ࣮

ݧ࣮ 3ରর࣮ݧͱͯͨͬ͠ߦɽՃऀ 15ਓͷ

ຊਓͷ 20 ͱ 30 ͷஉঁͰ͋Γɼྸͷฏۉ

29ɽ7ࡀʢඪ४ภࠩ 6ɽ5ࡀʣͰ͋ͬͨɽ͜ͷ͏ͪ 8

໊͕உੑͰ 7໊͕ঁੑͰ͋Δɽ͜ͷ࣮ݧͰɼPRVA

ʹ͍ͣΕͷਪનͰɼ͍͔ͳΔભҠΦϖϨʔλʔ

࣮͞Εͳ͔ͬͨɽ

ਤ 8 ݧ࣮ 2Ͱ Q3ʹʮ͍ʯͱ͑ͨඃऀݧͷׂ߹
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ਤ 9 ݧ࣮ 3Ͱ Q1ʹʮ͍ʯͱ͑ͨඃऀݧͷׂ߹

ਤ 10 ݧ࣮ 1Ͱ Q2ʹʮ͍ʯͱ͑ͨඃऀݧͷׂ߹

7.2 Ռ݁ݧ࣮

Q1ͱQ2ʹ͍ͭͯɼ֤ਪનޙʹʮ͍ʯͱ͑ͨ

Ճऀͷׂ߹Λ࿈ଓ͢Δ 2ਪનͷؒͰൺֱ͢ΔͨΊɼР

ೋݕఆΛͨͬߦɽͦͷ݁Ռ͕ 9ͱ 10Ͱ͋Δɽ֤ά

ϥϑʹ͓͍ͯɼॎ࣠ʮ͍ʯͱ͑ͨඃऀݧͷׂ߹

Ͱ͋Γɼԣ࣠ਪન൪߸Ͱ͋ΔɽpreR  Pre-R ͷঢ়

ଶͰ๚ͶͨΞϯέʔτͷ݁ՌͰ͋ΓɼҎޙҰͷਪ

નΛ R1ɼೋͷਪનΛ R2ͱఆٛ͢Δɽ͜͜Ͱ͍

ͣΕʹ͍ͭͯ༗ҙࠩݟΒΕͳ͔ͬͨɽ

ʹ Q3ʹ͍ͭͯɼલ 5ਪનͰʮ͍ʯͱ͑ͨ

ޙͱɼۉՃऀͷׂ߹ͷฏ 5ਪનͰʮ͍ʯͱ͑

ఆͰൺֱͨ͠ɽ݁ՌݕͱΛɼtۉՃऀͷׂ߹ͷฏͨ

Λ 11ʹࣔ͢ɽ֤άϥϑʹ͓͍ͯɼॎ࣠ʮ͍ʯͱ

͑ͨඃऀݧͷׂ߹Ͱ͋Γɼԣ࣮࣠͞Ε͍ͯͨભҠ

ΦϖϨʔλͰ͋Δɽ͜͜Ͱ༗ҙࠩݟΒΕͳ͔ͬͨɽ

8. ߟ
ݧ࣮ 1ͰɼͲͷਪનͷޙͰঢ়ଶભҠ͕ݟΒΕΔ͔

Λௐͨͱ͜Ζɼ 4Ͱਪન 5ͱਪન 6ͱͷؒͰ༗ҙ

ΒΕ͕ͨɼݟ͕ࠩ 3ͰͲͷਪનͷؒͰ༗ҙ͕ࠩݟ

Εͳ͔ͬͨɽ͜ͷ࣮ݧͰਪન 5 ͱਪન 6 ͷؒͰɼ

ʮࣝྔʯʹؔ͢ΔભҠΦϖϨʔλʔ͕มԽ͍ͯ͠Δɽ

͜ͷͨΊɼʮࣝྔʯͷঢ়ଶભҠભҠΦϖϨʔλʔʹ

ΑΔͷͰ͋Δͱ͢Δͷ͕ଥͰ͋Δͱ͑ߟΒΕΔɽ

ਤ 11 ݧ࣮ 3Ͱ Q3ʹʮ͍ʯͱ͑ͨඃऀݧͷׂ߹

·ͨɼ 5ʹ͍ͭͯɼ࣮ͨ͠ભҠΦϖϨʔλʔ͕ҟ

ͳΔલͱޙͷؒͰ༗ҙ͕ࠩݟΒΕͨɽʮࣝྔʯʹ

͍ͭͯͷঢ়ଶભҠ͕ݟΒΕͨͷͱಉͯ͠ظʮ৴པʯͷ

ঢ়ଶભҠ͕͍͖ͯىΔ͜ͱ͔Βɼʮ৴པʯભҠΦϖ

ϨʔλʔʹӨڹΛड͚ͯભҠͨ͠Մੑ͕͍ߴͱ͑ߟ

ΒΕΔɽ

ݧ࣮ 2 Ͱɼ 6 ΛݟΔͱɼʮײʯʹؔ͢ΔભҠΦ

ϖϨʔλʔΛ࣮ͨ͠ R5ͱ R6ͷؒͰ༗ҙ͕ࠩݟΒ

Ε͍ͯΔ͕ɼ 7ͰͲͷਪનͷؒͰ༗ҙࠩݟΒΕ

ͳ͔ͬͨɽ͜ͷ࣮ݧͰਪન 5ͱਪન 6ͷؒͰɼʮײ

ʯʹؔ͢ΔભҠΦϖϨʔλʔ͕มԽ͍ͯ͠Δɽ͜ͷ

ͨΊ࣮ݧ 1 ͱ૬ิతʹɼભҠΦϖϨʔλʔʹΑΓ

ʮײʯͷঢ়ଶมҟ͕͖ͨىͱ͢Δͷ͕ଥͰ͋Δͱ

ΒΕΔɽҰํɼ͑ߟ 8ʹ͓͍ͯɼ࣮ͨ͠ભҠΦϖ

Ϩʔλʔ͕ҟͳΔલͱޙͷؒͰ༗ҙࠩݟΒΕͳ

͔ͬͨɽ

ݧ࣮ 3ʹ͍ͭͯɼ 9ͱ 10ͷ͍ͣΕͰ༗ҙࠩ

ΒΕͳ͔ͬͨɽݟ

͜ͷͭͷ࣮ݧͷ݁ՌΛൺֱ͢Δͱɼ·ͣ༻ҙͨ͠

ભҠΦϖϨʔλʔ͕ఆ௨Γʹ࡞༻ͨ͜͠ͱ͕Θ͔

Δɽ࣮ݧ 1ͱ࣮ݧ 2ͷ͍ͣΕʹ͓͍ͯɼ৽͍͠ભҠ

ΦϖϨʔλΛ࣮ͨ͠ޙʹʮײʯ͘͠ʮࣝ

ྔʯͷঢ়ଶભҠ͕͍͖ͯىΔɽҰํɼ࣮ݧ 3Ͱ͍ͣ

ΕͷਪનؒͰ༗ҙ͕ࠩݟΒΕͣɼ͜ͷ༗ҙ͕ࠩ୯ʹ

աʹΑͬͯੜͨ͡Θ͚Ͱͳ͍͜ͱ໌Β͔Ͱܦؒ

͋Δɽͨͩ͠ʮࣝྔʯʹ͍ͭͯɼ͜ͷ࣮݁ݧՌ͔

Βɼʮઆ໌͕͘ͳͬͨʯ͜ͱʹΑΔ݁Ռ͔ɼʮઆ໌ͷ

தʹྺతͳؚ͕ࣝ·Εͨʯ͜ͱʹΑΔ݁Ռ͔

ผͰ͖ͳ͍ɽ͔͠͠ਪનޮՌΛ࠷େʹ͢Δͱ͍͏͔

Β͑ߟΔͱɼ୯ʹηϦϑΛ͘͢ΔΑΓɼͦͷྔ

Λͯͬʹؔ͢ΔपԑతͳࣝΛઆ໌ͨ͠΄͏͕

·͍͜͠ͱࣗ໌Ͱ͋Δͱ͑ߟΒΕΔɽ

ͳ͓͍ͣΕͷ࣮ݧͰɼPre-R ঢ়ଶͰભҠΦϖ

Ϩʔλʔ࣮͞Ε͓ͯΒͣɼ͜ͷͷՃऀͷ෦
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ঢ়ଶʮײʯʮࣝྔʯํʹ͓͍ͯ LͰ͋Δͱߟ

͑Δͷ͕ଥͰ͋ΔͱࢥΘΕΔɽͨͩ͠ɼ 3ͰભҠ

ΦϖϨʔλʔͷ࣮ޙʹΉ͠Ζ͕େ͖͘Լ͕͍ͬͯ

Δଞɼ 7 Ͱ Pre-R ͷঢ়ଶͰ͍ߴʹطΛ͓ࣔͯ͠

ΓɼભҠΦϖϨʔλʔͷ࣮ޙେ͖ͳมԽͳ͘ߴ

͍Λҡ͍ͯ͠Δɽ͜ΕΒͷ͜ͱ͔ΒɼPre-Rͷஈ

֊Ͱ PRVAͷ֎ط͕ݟʹʮײʯʮࣝྔʯɼ͞Β

ʹʮ৴པʯʹӨڹΛ༩͍͑ͯΔՄੑ͕͋Γɼ·ͨ

ͱભҠΦϖϨʔλʔ͕૬ิతͳ͚ͩͰͳ͘ʹݟ֎

ࠓবతʹͨΒ͍͍ͯΔՄੑ൱ఆͰ͖ͳ͍͕ɼׯ

ճͷ࣮ݧͰͦ͜·ͰੳͰ͖ͳ͍ɽͦ͜Ͱɼ༗ҙ

ΒΕͨ߹ʹ͍ͭͯݟ͕ࠩ L ͔Β H ͷભҠ͕ى

͖ͨͱఆٛ͠ɼͦΕҎ֎ͷ߹ʹ͍ͭͯఆΛཹอ

͢Δ͜ͱͱ͢Δɽ

ʹͦΕ͕৴པʹରͯ͠Ͳ͏࡞༻͔ͨ͠ΛݟΔͱɼ

ݧ࣮ 1 ͰޙͰʮࣝྔʯͷঢ়ଶ͕ H ʹભҠͨ͠

ͷͱಉ͡λΠϛϯάͰɼʮ৴པʯ͕༗ҙʹ૿Ճ͍ͯ͠

Δɽ͔͜͠͠ͷ࣮ݧͰલ͔ΒʮײʯͷભҠΦϖ

ϨʔλʔΛ࣮͍ͯͨ͠ʹؔΘΒͣɼલͰʮײ

ʯʹؔ͢ΔΞϯέʔτ߲ͷ݁Ռ͍Λͯͤݟ

͍Δɽ࣮ݧ 2 Ͱɼʮ৴པʯʹ͍ͭͯલͱޙͱ

Ͱ༗ҙͳ͕ࠩݟΒΕͣɼʮલʯ͔Β͢Ͱʹ͍ߴΛݟ

͍ͤͯΔɽ࣮ݧ 2Ͱ 6ʹ͓͍ͯʮײʯͷঢ়ଶભҠ

ΒΕݟڹΒΕΔ͕ɼ͜ͷ͜ͱʹΑΔ৴པͷӨݟ͕

ͳ͍ɽ

͜͜·Ͱͷ͔ߟΒɼࠓճͷ 3ͭͷ࣮ݧͷ݁Ռʹͭ

͍ͯೋͭͷղऍ͕ՄͰ͋ΔɽҰͭɼʮࣝྔʯ

৴པʹӨڹΛ༩͑Δ͕ɼʮײʯӨڹΛ༩͑ͳ͍ͱ

͍͏ղऍɽೋͭɼʮࣝྔʯͱʮײʯͷ߹͕ܭɼ

͋ΔҰఆͷᮢΛ͑Δͱʮ৴པʯʹӨڹΛ༩͑Δͱ

͍͏ղऍͰ͋Δɽ͜ͷ͏ͪɼ֖વੑ͕͍ߴͷೋͭ

ͷͰ͋Δͱ͑ߟΔɽͦͷཧ༝ɼ·ͣୈҰʹɼʮײʯ
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企業内ユーザビリティ専門家の情報システム開発プロジェクト参画
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Abstract 
The interview for software engineers and 

usability experts in a system vender about their 
working experiences, working environment, and 
recognition to work were executed, and were 
analyzed focusing on "the cognitive process of 
usability experts participating in information 
system project". It was revealed that participating 
in a project for usability experts is a process of 
determining a balance between three goals and 
objectives, namely, to improve business 
implementation process in a customer, to avoid 
risks for a team of usability experts, and to build 
an appropriate organization of software engineers 
for usability improvement activity. Moreover, we 
found that usability experts recognize 
consciousness of system engineers to 
collaboration with usability experts as a key to 
judgement.  
 
Keywords ― Balance, Business implementation process, 
Risk avoidance, Organization building, Consciousness to 
collaboration 
 

1 背景と問題 
使いやすい情報システムを構築するためには，シス

テム開発技術に加えて，利用者視点での設計の考え方，

また利用者の認知･行動プロセスといった使いやすさ

向上に関わる専門的な知見を活用することが必要[1]と

なる．そこで，このような知見を持つユーザビリティ

専門家が開発プロジェクトに参画し，ソフトウェア技

術者と協業する場面が増えてきている． 
しかし，この協業においては，様々な問題が発生し

ている．筆者らも，使いやすさ向上のためのソフトウ

ェア技術者支援方法の研究において，ユーザビリティ

専門家の知見を形式知化しメソッドやツール[2]として

ソフトウェア技術者に展開する活動，また，開発プロ

ジェクトに参画して使いやすさ向上を直接支援する活

動に取り組む中で，実際に協業がうまくいかないケー

スに直面してきた．このような問題ケースの分析[3]か

ら，その原因には，Seffah, A.[4，5]，Ferre, X.[6]らの指

摘する，ソフトウェア技術者とユーザビリティ専門家

との，もの（対象･課題）の見方や捉え方，重視するこ

と，役割認識，といった思考や文化の違い[7,8]が関係す

るのではないか，と考察した． 
ソフトウェア技術者の認知特性については， Hinds, 

P.[9]が，対象システムを熟知するシステム提供者と，数

か月のシステム利用経験者と，システムを初めて使う

利用者との比較実験から，システムを熟知する提供者

は，初めての利用者にとってのシステム操作の難しさ

を過小評価する傾向があることを明らかにしている．

また，Seffah, A.[4,5]，Ferre, X.[6]が，ソフトウェア技術

者の日常使う言葉や道具，また設計活動におけるもの

の見方，役割認識，価値観，規範が，ユーザビリティ

専門家のものと異なることが，両者の協働における齟

齬の原因になっていると指摘している．しかし，両者

それぞれの具体的な特性を実証的に明らかにはしてい

ない． 
そこで，筆者らは，ソフトウェア技術者の認知特性，

また文化の特性を明らかにする研究に取り組んでいる

[10,11]．本稿では，ソフトウェア技術者と協働するユー

ザビリティ専門家に焦点をあてて，そのシステム開発

プロジェクト参画における認知プロセスを分析すると

共に，プロセスに影響する両者の価値観や役割認識等

の違いについて分析し考察する． 
 
2 方法 
2.1. インタビュー 
筆者らのうち 2 名が所属する企業のソフトウェア技

術者 15 名（実務経験 10 年以下の若手 9 名とベテラン

6名）およびユーザビリティ専門家12名を対象として，

仕事への普段の取り組み方や認識，仕事に関わる環境

（所属組織や実行体制），仕事の経験や受けてきた指

導・教育等について，半構造化インタビューを行った．
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さらに，実験から半年後に．特に仕事の責任範囲や優

先度の認識，目標意識をはじめとする「仕事に対する

認識」を掘り下げると共に，システム開発に関わる実

務経験のより詳細な確認を目的とする半構造化インタ

ビュー（フォローアップインタビュー）を行った． 
インタビューの時間は，初回インタビューとフォロ

ーアップインタビューを併せて一人平均 3.5 時間だっ

た．インタビューは，筆者らのうちの 3 名とインタビ

ュー対象者の選定･依頼に協力いただいたユーザビリ

ティ専門家 1 名の併せて 4 名で行った．インタビュー

の模様は，参加者の許可を得て，全てビデオデータと

して記録した． 
 

2.2. 分析の手続き 
27 名のインタビューデータからトランスクリプト

を作成した．トランスクリプトは，一人平均 45,000 字

（A4 サイズ 60 ページ）前後だった．このトランスク

リプトにインタビュー時のメモを加えて，情報システ

ム開発プロジェクトにおける設計対象の見方，役割認

識，また価値観に着目した予備的な分析を行った．具

体的には，インタビュー参加者が語ったエピソードの

中から仕事（設計活動）の進め方，役割認識や価値観

が関係していると思われるものを抽出し，その構造を

分析した．この結果をもとに，詳細分析の着目点（テ

ーマ）として，システム開発プロジェクト参画の際の

認知プロセス，すなわち，何を「ミッション」と認識

し，どのような「制約」また「葛藤」を感じ，その解

決のためにどのような「葛藤解決アプローチ」をとっ

ているか，またそのような感じ方や行動はどのような

「普段の仕事の進め方」を背景とするのか，を設定し

た．さらに，焦点をあてる分析対象をユーザビリティ

専門家として，彼らの視点からのソフトウェア技術者

との感じ方や行動の違い，またその違いがどのように

専門家自身のプロジェクト参画プロセスに影響してい

るかを併せて分析することとした． 
上記分析の着目点（テーマ）を考慮して，インタビ

ュー参加者のうち，ユーザビリティ専門家 4 名（いず

れも実務経験が 10 年を超えるベテラン，うち 2 名は，

ユーザビリティ専門家としてだけでなく，ユーザビリ

ティの知見を持つソフトウェア技術者としても活動，

また 1 名はプロジェクト参画時の専門家チームのマネ

ジメントも担う）に，システム開発プロジェクトにお

いてユーザビリティ専門家との協業経験のあるソフト

ウェア技術者 2 名（実務経験 10 年以下の若手 1 名と

ベテラン 1 名）を加えた 6 名を対象として，M-GTA[12]

を用いて分析を行った． 
具体的には，まず， 1 人目の参加者のトランスクリ

プトから，着目する発話・対話箇所を抜きだして，そ

の解釈を数行の文章にまとめると共に，そのエッセン

スを表す概念名（例：機会損出回避，使いやすさは見

た目のよさ）を作成した．トランスクリプトの他の箇

所に，作成した概念に対応する別の発話・対話があれ

ば，事例としてその概念に紐づけると共に，事例内容

を踏まえた概念修正の必要性を検討した．また，新し

い概念を作成したら，既存の概念との関係を検討し，

必要に応じて概念の修正を行った． 併せて，概念間の

関連を記述した（例：使いやすさは分業可能→＜だか

ら＞→使いやすさ向上のアウトソース）． 
1 人目の参加者の分析に続けて，2 人目の参加者のト

ランスクリプトを同様の手順で分析し，1 人目の分析

結果に追加した．すなわち，1 人目の分析で作成した

概念に対応する発話・対話があれば，その概念に事例

として紐づけると共に，事例内容を踏まえて必要な概

念修正を行った．着目した発話・対話を，既存の概念

に紐づけできない場合は，新しい概念を作成し，既存

概念との関係を検討，記述した． 
このようにして，分析対象に設定した 6 名のトラン

スクリプトを分析し，概念の作成と概念間の関係の検

討と記述，より上位の概念の作成（例：“機会損失回避”

と“赤字回避”の上位概念としての“チームとしての

リスク回避”）および上位概念間の関係の検討と記述を

行った． 
さらに，ユーザビリティ専門家 5 名（いずれも実務

経験が 10 年を超えるベテラン，うち 1 名は，ユーザビ

リティ専門家としてだけでなく，ユーザビリティの知

見を持つソフトウェア技術者としても活動，また 2 名

はプロジェクト参画時の専門家チームのマネジメント

も担う）を対象に加えて，抽出した概念に対応する発

話・対話の事例としての紐づけと共に，事例の内容を

踏まえた概念の修正と，それに伴う概念間の関係の修

正を行った．上位概念についても，同様に，概念，お

よび概念間の関係の修正を必要に応じて行った． 
 

3 結果と考察 
分析を通じて，49 個の概念（付録参照）を作成した． 
 

3.1. コアとなる 3 つの目標 
これらの概念の比較検討を通じて，次の 3 つの概念
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が，システム開発プロジェクト参画におけるユーザビ

リティ専門家の認知プロセスのコアになっていること

が見えてきた．すなわち，顧客の「システム利用現場

における業務実施プロセス（使いやすさ）向上(CP45)」，
専門家自身の「チームとしてのリスク回避(CP01)」，そ
してソフトウェア技術者の「使いやすさ向上活動に適

した組織づくり(CP47)」，である． 
これら 3 つの概念は，ユーザビリティ専門家が，シ

ステム開発プロジェクトに参画する際に自分たちのミ

ッション，すなわち，参画を通じて果たすべき役割で

あり達成すべき目標と認識しているものである． 
ユーザビリティ専門家は，「使いやすさは現場におけ

る業務実施上の問題解決(CP10)」と認識している．従

って，使いやすさ向上の担い手としてプロジェクトに

参画することを通じて，表 1 の発話例に示すように，

顧客・システム利用現場が明示した要求（課題認識）

の背後にある本質的な要求（潜在的な課題認識）を把

握して，解決策を設計・提供することで，「現場の業務

実施プロセス向上（CP45）」を達成しようとする． 
表 1 事例 1 

T: えーっと，会議中に電話を受け取りたくないです

と．だから電話をシャットダウンする機能が，そうす

ると必要ですよね？でも，でもそれはなんのためか

っていうと，お客様に失礼なことをしたくないってい

う上位ニーズがあって，お客様に失礼なことをした

くないんだったら，電話，緊急なときは受けとれなき

ゃいけない，とかいうので．あのー，その目の前の

ニーズと，上位のニーズとかっていうのを，結構い

つも考えるようにしていて．で，その上でどういう作

業が，あの，その，行為があるっていうか，あの，電

話を受け取る受け取らないっていう判断が，あるの

で．そういう，必ずもく，目的というか，まあ，その，

上位のやりたいことっていうのを考えて．あんまり目

の前のこと聞かないようにしてるとか．そういうことが

あります．で，いつどこでって考えるときに，その，

えーっと，それは何でかみたいなことを考えてか

ら，作業を考えるっていう感じですかね． 
 
一方で，プロジェクトには，期間や予算，またユー

ザビリティ専門家への依頼タイミングの遅さなど，

様々な制約がある．中には，下流工程（システムの詳

細設計・製造）での依頼のように，「設計の前提となる

利用シーン把握(CP02)」のための「現場部門ヒアリン

グや観察調査(CP03)」を行う時間的余裕がなく「使い

にくさの根本的な改善は難しい(CP06)」といった，「シ

ステム利用現場における業務実施プロセス（使いやす

さ）向上(CP45)」の高いレベルでの達成を最初から困

難にするような制約もある．このような状況の中で，

「専門家集団としての部門（チーム）の評判や収益を

落とすリスクを回避(CP01)」することも，ユーザビリ

ティ専門家にとっては必須の目標であり，達成すべく

活動する． 
さらに，ユーザビリティ専門家は，表 2 の対話例に

示すように，プロジェクト参画を通じて，ソフトウェ

ア技術者による使いやすさ向上への意識を高めると共

に，そのための考え方や効果的な進め方を啓蒙・普及

したいと考えている．すなわち，プロジェクトへの参

画は，ソフトウェア技術者の「使いやすさ向上への意

識醸成(CP41)」のための場づくりと認識し，そこでの

自身の活動を通して，「使いやすさ向上活動に適したソ

フトウェア技術者の組織づくり(CP47)」を図ろうとし

ている． 
表 2 事例 2 

T: そうですね．はい．あとはあれですね．システムは

規模が大きくなった時には，「僕たちには業務知識

がないので，あなたたちの業務知識をきちんと提供

してください」っていうような最初の取り決めをして

おくので，その，取り決めの元に，きちんと業務情

報を提供してもらってやる，っていうことなので，あ

の，きちんと，向こうにも考えさせる責任の一端を担

わせるっていうことはや，やってます．丸投げをさ

せないようにはしてます．丸投げされちゃうと僕らの

活動の意味がなくなってしまって．うん．まぁ外注に

なっちゃいますね． 
M: これは，ゆくゆくは，いっ･･･，そこ，一緒で考えなが

ら，SEの，向こうの，会社全体の SEの意識を変え
ていくような活動をされてるの． 

T はい．一応，主眼としてはあります，はい． 

 
これらのうち，顧客の「システム利用現場における

業務実施プロセス（使いやすさ）向上(CP45)」と専門

家自身の「チームとしてのリスク回避(CP01)」は，個々

のプロジェクトにおける達成を必須とする目標である．

一方，ソフトウェア技術者の「使いやすさ向上活動に

適した組織づくり(CP47)」は，より長期的な目標であ

り，個々のプロジェクトは，その達成に向けた 1 つの

場として位置付けられる． 
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 3.2 3 つの目標のバランス見極めのプロセス 
ユーザビリティ専門家にとって，システム開発プロ

ジェクトへの参画は，以上のように，これらの 3 つの

ミッションを達成しようとするプロセスである．それ

と同時に，図 1 に示すように，目標としての 3 つのバ

ランスを見極めるプロセスともなっていることがわか

った．さらに，この見極めのプロセスにおいて，ユー

ザビリティ専門家が判断の重要な拠り所としているの

が，ソフトウェア技術者による「ユーザビリティ専門

家との協業（CP26）」への意識であることも見えてき

た． 

図 1 3 つの目標のバランス 
 
例えば，表 3 の発話例において，ユーザビリティ専

門家は，2 つのプロジェクトを取り上げてそこに参加

するソフトウェア技術者の協業に対する意識を比較す

ることで，ソフトウェア技術者のチームが組織として

使いやすさ向上に取り組む方向に変わろうとしている

か否かを評価している．より具体的には，「自分たちも

やれるように，ちょっと変わんなきゃ」と考えたチー

ムは，ユーザビリティ専門家からの影響を受けて自分

たちのやり方を専門家との協業がしやすいように変え

ようとする．一方，「自分たちは，構築に専念したい」

と考えて，ユーザビリティ専門家から成果を受け取る

だけで自分たちのやり方を変えようとしないチームは，

使いやすさ向上を「自分たちでやろうっていう気はあ

んまりない」と見なされている． 
しかし，依拠する概念・学問領域の違いに起因する

価値観，役割認識等のギャップの影響で，ソフトウェ

ア技術者に対する「ユーザビリティ専門家との協業

(CP26)」への意識づけは，簡単にはいかない．意識づ

けがどうしてもうまくいかない場合，ユーザビリティ

専門家は，プロジェクト参画の過程で，長期目標であ

るソフトウェア技術者の「使いやすさ向上活動に適し

た組織づくり」をあきらめて，個々のプロジェクトで

の達成を必須とする顧客の「システム利用現場におけ

る業務実施プロセス（使いやすさ）向上」，専門家自身

の「チームとしてのリスク回避」に絞る判断を行い，

プロジェクトにおける行動（活動の仕方）を変更する． 
表 4 の対話例では，ソフトウェア技術者に対する協

業への意識づけがうまくいかず，ユーザビリティ専門

家が開発プロセスにおける働きかけをあきらめて，プ

ロジェクトとしての達成目標に絞る判断をしたことが

示されている． 
表 3 事例 3 

T: あんまり，そこはもう，自分たちじゃない人たちがや

るっていう感じで．あのー，自分たちはもう，構築に

専念したいっていう， 意識が強くてですね．もうちょ
っと余裕のある，もっと巨大なプロジェクトが隣にあ

って．そこは，なんか自分たちも，そのもの，なん

か，で，自分たちもやれるように，ちょっと変わんな

きゃとかって，変わったチームもあるんですけど．こ

のシステムに関しては，へー，そういう事もあるんだ

ぐらいで．なんかあんまり自分たちでやろうっていう

気はあんまりないような．感じはしますね． 
 

表 4 事例 4 

T: まぁ，言ってもやっぱり僕たちの，僕たちってあの，

やっぱり，何て言うんですかね，こういう事業部門か

らすると，UI，UI設計の代行者っていうか，外注の
1個みたいに思われている部分もあるので，なかな
かこう言っても聞いてもらえない．まぁ，言いますけ

どね．ちゃんと聞いてきてくれないと，UI がずれる
のでっていう話はするんですけど，まぁあまり「忙し

くて聞けなかった．」とか「とりあえず見たから返す」

っていうケースはやっぱりありますね． 
W: そうやってプロジェクトが進んでいったときって，後

から直しっていうかそこのフィードバックってないん

ですか． 
T： いや，それはあります．お客さんからフィードバック

があれば当然僕らのほうに直しの依頼が来ますし，

直しの依頼が来た時は「それ見たことか」ってたい

てい思うんですけど，「だから言ったのに」って思い

ながらもまぁ直すんですけど，だから言ったのにと

は言わずに直しますけど．まぁありますよ．必ずフィ

ードバックはありますね．「よかったね」とか言われ

た時にフィードバックはないんですけどね，逆に

（笑）． 
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3.3. 協業への意識づけを阻む要因 

3 つの目標達成のプロセスにおいては，先にも述べ

たように，ソフトウェア技術者に対する「ユーザビリ

ティ専門家との協業」への意識づけが重要になる．し

かし，この意識づけは，表 3，表 4 にも示したように，

なかなか困難である． 
意識づけを阻む要因には，次の 6 要因があることが

分析を通じて明らかになった．すなわち，(1)依拠する

概念・学問領域の違い，(2)顧客システム開発における

目標の違い，(3)システム開発プロジェクトにおける役

割認識の違い，(4)使いやすさ向上に対する目標のズレ，

(5)使いやすさを向上させる範囲に対する認識（スコー

プ）のズレ，(6)使いやすさに対する評価の観点のズレ，

である．これら 6 要因の大元となるのが，(1)依拠する

概念・学問領域の違い，であることも分かった．ここ

で，ソフトウェア技術者が依拠する概念・学問領域と

は，ソフトウェアエンジニアリングの考え方(CP18)で
ある． 
ソフトウェアエンジニアリングとは，現実のコンピ

ュータの上で稼働する信頼性の高いソフトウェアを経

済的に開発する[13]ことを目指すエンジニアリングアプ

ローチである．ここで重視される信頼性に基づいて，

システム開発においては，「仕様通り(CP17)」，また

「正常動作と品質水準達成 (CP24)」が主要な評価基準

となっている． 
システム開発プロジェクトにおけるソフトウェア技

術者の目標が，「システムが問題なく動くこと(CP46)」
であり，その役割認識が「要求仕様のシステムとして

の実現(CP25)」であって，いずれも顧客に提供するモ

ノ（システム）をスコープとするのは，ソフトウェア

エンジニアリングにおける信頼性の重視に依拠してい

るものと考えられる．これに対して，ユーザビリティ

専門家は，システムの利用者が利用シーンにおいてど

のような要求を持っているのかをもとにシステムの設

計・開発を進める「人間中心設計の考え方(CP16）」

に基づき「システム利用現場における業務実施プロセ

ス（使いやすさ）向上(CP45)」を目標として，その役

割を「現場における業務実施上の問題解決(CP10)」と

認識している．つまり，システムを含めたヒトによる

業務実施のプロセスをユーザビリティ専門家はスコー

プとして活動しているといえる．図 2 に，両者の活動

スコープのイメージを示す．このように，両者の活動

スコープにはズレが存在する． 

図 2 活動スコープ 
 
また，ソフトウェアエンジニアリングにおいて経済

性が重視されることから，システム開発では，低コス

トで早く開発できるように，「分業＆並列実施(CP19)」
を標準的な進め方としている．表 2 から表 4 の発話例

にみられる，使いやすさ向上をユーザビリティ専門家

に完全に委託する，すなわち，「使いやすさ向上のア

ウトソース(CP05)」の行為は，「分業＆並列実施(CP19)」
を標準的な進め方するソフトウェア技術者にとっては，

当たり前のやり方といえる．しかし，使いやすさ向上

は，図 2 にも示すように，活動のスコープがシステム

に留まらない．すなわち，システム利用を含む業務プ

ロセス全体を対象として，さらにそれを実施するヒト

の視点で包括的に評価しなければならない． 
これに対して，ソフトウェア技術者は，図 2 に示す

活動スコープにそって，使いやすさを，システムの「見

た目のよさ(CP09)」と捉える．すなわち，使いやすさ

向上で対象とする範囲は，システムと人間とのインタ

フェースとなる画面のグラフィックデザインとなる．

画面のグラフィックデザインであれば，開発作業とし

て完全に切り出すことができ，かつ自分たちにはない

スキルが必要となる作業のため，ユーザビリティ専門

家に完全に委託（使いやすさ向上のアウトソー

ス:CP05）して「分業＆並列実施(CP19)」で進めるこ

とに，疑問を持つことはないと考える． 
すなわち，依拠する概念・学問領域の違いに起因す

る「ヒト（利用者）の視点とモノづくりの視点(CP29)」
が，ソフトウェア技術者に「分業＆並列実施(CP19)」
で「ユーザビリティ専門家は外注先(CP15)」との認識

から，「ユーザビリティ専門家との協業(CP26)」への

意識の変化を阻む要因になっていると考察する． 
 

3.4 協業への意識づけのアプローチ 
3.3 に示したように，日常的な仕事に対する考え方が

異なる中でも，ソフトウェア技術者による「ユーザビ

リティ専門家との協業（CP26）」への意識を，ユーザ

ビリティ専門家は 3 つの目標達成のプロセスにおいて
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重視していることから，その意識づけを図るために，

様々なアプローチをとっている．例えば，先の発話例

2 では，使いやすさ向上に関わる作業を「丸投げされ

ちゃうと僕らの活動の意味がなくなってしまう」ので，

ソフトウェア技術者にも「考えさせる責任の一端を担

わせる」ことを，作業ルールとして合意したことが述

べられている． 
これらのアプローチの中でも重要と考えられるのが，

ソフトウェア技術者による「プロセスとしての活動成

果・効果を体感(CP23)」，3.3 で述べた使いやすさに対

する認識の違いの解消のためのアプローチである．表

5 の対話例では，「プロセスとしての活動成果・効果を

体感(CP23)」がないと，協業への意識がうまれにくい

ことが指摘されている．すなわち，ユーザビリティ専

門家の活動プロセスとその活動成果（設計案），さらに

その活動成果によるプロジェクトへの効果を，一連の

ものとして体感する，活動成果だけ受け取る，プロジ

ェクトへの効果だけみるのではなく，そこに至る活動

の過程（プロセス）との繋がりで理解することが，協

業への意識づけに重要ということである． 
表 5 事例 5 

W: これ，事業部の，お客さんと話す方の人たちも，あ

んまり意識が変わらない？開発部門の人は何となく

わかったんですけど， 
T: お客様の反応が変わったなっていうのは分かるか

ら，困ったら声かけてくれるんですけど，かえ，今度

開発が変わったなっていうのがわかんないんです

よね．開発のも結構，変わるじゃないですか．なん

か，こう，ちゃんと組みやすいようになってたりとか，

あのー，フローとかも見直したりとかっていうことの，

細かいことは見てないんですよね．うん，なんか，

事業部は． 
 

表 6 事例 6 

T: で，よく後ろに座ってるだけまず最初いるとか．そ

のうちなんかパッと出したものとか，ワイヤーフレー

ムとか出すと，あ，聞いてたんだなみたいなことが

わかってくるので．それで徐々になんか，あ，じゃ

あこんなのどう？って．そうするとみんなから質問が

くるので，徐々に入ってくようにする，みたいな． 
 
さらに，3.3 で述べた使いやすさに対する認識の違い

の解消も協業への意識づけに必要であることから，表

6 の発話例では，使いやすさに対する認識の違いをプ

ロジェクトの初期段階の場を活用して時間をかけて解

消を試みたこと（専門性への誤解解消と反発回避のた

めの期間と場づくり(CP21)）が語られている． 
一方，表 7 の対話例では，「顧客からの信頼獲得

(CP42)」によって，顧客の代弁者の位置づけを獲得し，

顧客に従うというソフトウェア技術者の行動の傾向[11]

を利用して，彼らに「ユーザビリティ専門家との協業

(CP26)」を意識づけるようにしていることが語られて

いる． 
表 7 事例 7 

T: あ，でも，いや，特にエンドユーザーから僕らが離

れちゃったらもう，立ち位置がまったくなくなるの

で，何だかんだ言ってるけど，エンドユーザーの心

は掴んでるよね，っていう状態にならないと． 
K3: あぁ，なるほどね． 

T： だからなんか，こう，火が吹いてるプロジェクトとか
ってこう，何か落下傘のようにピーっと投入されたら

（笑），まず最初にやることは，エンドユーザーの心

を掴むこと．そこを掴まない限り，その，こう，落下し

ただけで，行くところがない（笑） 
~中略~ 

放り込まれたとき．そのときにとにかく，エンドユー

ザーの心を掴めば，あの，まぁ，唯一こう，原点にな

れますし，担当事業部側も，まぁお客様がいいって

言ってるんだったら，まぁ，この部隊もいいのかな，

とか，あの，まぁ評価されますよね．ってか要は，投

入された時点では，その，たぶん，他の，プロジェ

クトメンバーすら「こいつら，どんだけの実力がある

んだろう」と思って見てるんで．そこは，だからエン

ドユーザーの心を掴んだら，あ，お客様の心を掴

んでるってことは，もうこの人たち，まぁ信頼しても

いいのかも，とか．だんだんみんなが動いてくるの

で． 
 
この例から，依拠する概念・学問領域の考え方（人

間中心設計：CP16）に基づく「ヒト（利用者）の視点

（CP29）が，顧客の「業務実施プロセス向上（CP45）」
達成のためだけでなく，ユーザビリティ専門家自身の

「チームとしてのリスク回避(CP01)」達成のための盾

にもなること，それを専門家が明確に認識して活用し

ていることがわかる．すなわち，Higgins, E.T. [14,15] の
制御焦点理論における促進焦点に類似した価値観に基
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づいて，「現場・利用者が何を求めているか」を起点に

して，それを満たすことを最優先に，他の人の意見を

積極的に取り入れながら活動することが，ユーザビリ

ティ専門家自らを守る手段ともなること，それを認識

しているからこそ，ユーザビリティ専門家はより積極

的にそのように行動するのではないかと考察する． 
 

4 おわりに 
情報システムベンダーにおいて，システムの設計開

発を担うソフトウェア技術者とユーザビリティ専門家

に，仕事の経験や環境，また仕事に対する意識をイン

タビューし，開発プロジェクト参画におけるユーザビ

リティ専門家の認知プロセスに焦点をあてて分析した．

その結果，ユーザビリティ専門家にとってプロジェク

ト参画は，顧客の「システム利用現場における業務実

施プロセス（使いやすさ）向上」，ユーザビリティ専門

家自身の「チームとしてのリスク回避」，そしてソフト

ウェア技術者の「使いやすさ向上活動に適した組織づ

くり」，の 3 目標間のバランスを見極めるプロセスであ

ることがわかった．さらに，ユーザビリティ専門家が

見極めの拠り所としているのが，ソフトウェア技術者

による「ユーザビリティ専門家との協業」への意識で

あることが明らかになった． 
これまでの使いやすさ向上に関わるソフトウェア技

術者教育では，ソフトウェア技術者自身の使いやすさ

向上スキルの育成を目的として，「ヒト（利用者）の視

点」や使いやすさ向上のための画面設計方法やその基

礎となる人間の知覚・心理等を対象としてきた．しか

し，本研究を通じて，ユーザビリティ専門家との協業

への意識づけが，開発プロジェクトにおける使いやす

さ向上を効果的に進める上で重要であることが明らか

になった．今後は，本知見を踏まえて，ソフトウェア

技術者の新たな教育プログラムを考えていきたい． 
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要求仕様のシステムとしての実現 CP25
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ユーザビリティ専門家との協業 CP26
プロセスとしての活動成果・効果を体感 CP23
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現代美術家の作品コンセプト生成過程に関するケーススタディ	

―	ドローイングの利用に注目して	―	
Formation of an art concept: 

How is visual information from drawing utilized by an artist in 
concept formation? 
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Abstract 
When producing a new series of artworks, how does the 

artist form an art concept? In order to capture this formation 
process, we conducted a case study of a contemporary artist. 
We interviewed the artist about his creation process once 
every three weeks for about ten months. During that period, 
in order to develop his art concept, the artist first drew his 
ideas on paper and then took photographs to collect visual 
information. After these two phases, he began the hands-on 
creation of the artworks. In this paper, we analyze the 
drawings and interview data collected during the drawing 
phase. The results show that the artist used various types of 
constraint modification. By changing the constraints on his 
own creative activity, the artist often reflected upon his 
creative process, asking himself what he really wanted to do, 
and explored new images, using feedback on unexpected 
findings and the feeling of confusion at his own drawings.  
 
Keywords ―  Art concept, Concept formation, 
Contemporary artist, Constraint modification, 
Inspiration, Surprise, Visual information, Case study  
 

1. はじめに	
現代の美術創作においては，作品の元となるコンセ

プトが重要である（Godfrey, 1998[1]; 海野・小倉，
1988[2]）．現代美術家が新しい作品のコンセプトを形成

する際には，どのような認知過程が関わっているのだ

ろうか． 
美術創作についての先行研究からは，創作過程に含

まれる様々な制約を変更し，新しい問題空間を発見す

るための方法の 1 つである「ずらし・ずれ」の重要性
が指摘されてきた（e.g., 岡田・横地・難波・石橋・植
田,2007[3]；岡田・横地・高木，2013[4]; 高木・岡田・
横地，2013[4]）．また，ずらしやずれによって生じた意

図しない状況との出合い，すなわち予期せぬ発見（驚

きの結果）の利用についても，科学的発見過程や建築

家のデザイン過程の研究でその役割が検討されてきた

（e.g., Klukarni & Simon, 1988[6]; Klahr & Simon, 
1999[7]; Suwa & Tversky, 1997[8]）．さらに，エキスパ

ートの美術創作における制約の働きについて，Stokes
（2008[9]）は生成と解釈のサイクルにおける制約の機

能（促進と抑制）を指摘している． 
美術創作過程における予期せぬ発見の利用について

は，高木ら（2013）のケーススタディがその詳細を検
討している．彼らは，現代美術家が作品コンセプトを

生成する際に，何度か予期せぬ現象に出合い，それを

利用して類推を行い，新たな作品コンセプトを生成し

たことを明らかにした． 
本研究では，その研究の発展として，新たな作品コ

ンセプトを発見する前に，美術家がどのようにアイデ

アスケッチ（ドローイング）を行い，アイデアを生成

していったかを，ずらし・ずれや予期せぬ発見などの

詳細な分析を行うことにより検討する． 
1.1.	 作品アイデア生成の初期に見られるずらし・ず
れ：これまで，美術創作におけるずらし・ずれは，長

期にわたる創作活動の中で検討されてきた（岡田・横

地・難波・石橋・植田, 2007; Okada, Yokochi, Ishibashi, 
& Ueda, 2009[9]）.ずらしとは，既有知識の中の事例の
構造の大枠を当てはめ，その中の一部の特徴を変更し

ながら，新しいものごとを創造する過程を指している．

特に，美術創作活動におけるずらしは，「自分の創作活

動に関与している制約条件の一部を意図的に変更する

こと」を含んでおり，新しい問題空間を発見するため

の有効な方法の 1つであると考えられる（髙木・岡田・
横地，2013）. 
一方，ずれとは，何らかの偶然による制約条件の変

更（主に，外側からの働きかけによる制約条件の変更）
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により，既存の問題空間の制約が外れて何らかの変化

が生じ，新たな問題空間が発見される過程を示してい

る（髙木ら, 2013）. こうしたずらしやずれがどのよう
に美術の創作活動に関わっているかについて，高木ら

（2013）は，現代美術家 1名の約 10ヶ月にわたる創
作活動を検討した．その結果，創作過程はドローイン

グフェイズ，写真フェイズ，実制作フェイズの 3つに
分かれており，特に写真フェイズで新しい作品コンセ

プトの発見があったことを示している．また，その発

見過程においては，写真による視覚情報の収集を通し

て活発なずらしやずれ，類推などの活動が生じていた

ことも示している．新しい作品コンセプトが生成され

たという意味で，写真フェイズは重要であったが，そ

れに先立つドローイングフェイズにおいても類似の認

知的活動が行われていると予想される．実際，ドロー

イングの際には描かれる対象が前のドローイングの特

徴を引き継ぎつつ少しずつ変化したり，用いる道具を

変えたりしており，何らかのずらしやずれが起きてい

ると考えられる．ところが，写真フェイズで用いた分

析の枠組みはそのままドローイングフェイズの枠組み

に転用する事は難しい．なぜなら，ドローイングに描

かれる図像は，写真の被写体のように客観的に対象を

特定できる図像ではなく，美術家の内的なイメージで

あったり漠然とした形や記号であったりする．また，

ドローイングの際に目を閉じて描いてみたり，鏡のみ

を見て直線を引こうとしたりするなど，ドローイング

の行為そのものを変化させるような試みも多用してい

る． 
そこで，従来のずらし・ずれの定義に従いつつ，ド

ローイングフェイズにおけるずらし・ずれの特徴を捉

えるための新たな分析の枠組みを設定することとした．

具体的には，創作における制約の変更と，表現内容の

要素の変更の，大きく 2つのずらしの枠組みである． 
1.2.	 創作における制約の変更：創作活動には，さまざ
まなレベルの異なる制約が関与している．例えば，描

くための筆や紙（道具），描く対象（対象），そのとき

の身体の状態，アイデアの枠組み（上位概念や創作ビ

ジョン）などである．ドローイングにおいては，特に

「創作行為の制約の変更」と「創作の道具の変更」が

関与していると想定される．創作の道具の変更とは，

文字通りドローイング等に用いる物理的な道具（描画

材，素材など）を変えることを意味する．一方，創作

行為の制約の変更とは，身体的行為における制約を変

えることを意味する（Yokochi & Okada, 2005[11]）．こ

の場合の制約とは，1．外界（情報）の入力方法と，2. 
外界への出力方法である．外界情報の入力は知覚等を

用いて行われるが，例えば目を閉じるなどして情報入

力の方法を変更する事がこれに当たる．また，出力方

法についても，非利き手で描くなど普段とは異なる描

き方をすることで，従来の制約が外れ（あるいは新た

な制約が加わり），創作行為そのものが変化すると考え

られる．このように，創作行為における制約を変更す

ることで，予期せぬ発見や驚きを伴う結果を生じさせ

ることが可能となる．したがって，ドローイング行為

に関わる制約の変更は，新しい作品アイデア生成に関

わる重要なプロセスと考えられる． 
1.3.	 表現内容の要素の変更：ずらしが起きるのは，創
作行為や道具だけではない．思いついたアイデアやイ

メージなどの特徴の一部を維持しつつ，別の要素を変

化させるといったずらしも行われる．例えば，「壁」と

いうアイデアに端を発して，光と影で構成された壁を

発想したり，プロペラが回ることでできる壁を発想し

たりすることがこれに当たる．つまり，直前までのド

ローイング，または複数のドローイング間において，

作品アイデアの一部を維持して他の要素を変更する，

このようなずらしを本研究では「アイデア生成のため

の概念操作」と呼ぶこととする．  
1.4.	 予期せぬ発見による驚きの利用と触発：科学的発
見や建築家によるデザイン過程の研究等では，予期せ

ぬ発見が効果的に利用されていることが示されている

（Klahr & Simon, 1999; Suwa & Tversky, 1997）.髙
木ら（2013）は，美術創作における予期せぬ発見の利
用に際しては，類推が重要な役割を果たしている可能

性を指摘した.具体的には，予期せぬ驚きの発見をした
場合，その機会を逃すことなく発見の意味を解釈する

ために，より精緻な情報収集を行うことを示している．

さらに，予期せぬ発見をもたらした対象の本質的な意

味を理解するために，類似の新しい事例を探しながら

それらに共通する要素を考えるという，典型的な類推

とは異なるタイプの類推が起きていたことも示してい

る．このような類推が，ドローイングフェイズにおい

ても生じる可能性があるため，予期せぬ発見がどのド

ローイングで生じたかについても特定する必要がある． 
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ところで，創作初期に行われる作品コンセプトの探

索においては，様々なソースからの触発も考慮に入れ

る必要がある．後述するように，本研究は，その対象

者である現代美術家にマルセル・デュシャンの作品「大

ガラス」から何らかの発想を得た新しい作品を制作す

るよう依頼することではじめられた．当然のことなが

ら，新しい作品コンセプトの生成には，デュシャンの

大ガラスから受ける触発が何らかの影響を及ぼすこと

が予想される．熟達した美術家は自分自身の創作ビジ

ョンを有しており，それにしたがった創作活動を行う

ことが示されている（横地・岡田，2012[12]）ことから，

外界からの触発だけが新しい作品コンセプトの生成に

影響を及ぼすのではなく，自己の創作ビジョンや既発

表の作品シリーズのコンセプトなども発想の元になり，

新たなコンセプトの探索に影響を及ぼすことが予想さ

れる．このように，外発的な契機による触発と，内発

的な契機による触発の両方がどのようにドローイング

過程で生じるのかについても検討が必要であろう．以

上のことから，本研究では作品コンセプトが生まれて

いく初期の様子について，ドローイングを使用した探

索活動に焦点をあて，ずらし・ずれ，触発，驚きの発

見の観点から検討する． 
 
2. 方法	
2.1. 事例の概要：本研究の対象は国内外で活躍する現
代美術家 1名(インタビュー当時50 代の男性)である．
2007 年 12 月から 2008 年 9 月 までの間に，およ
そ 3 週間に 1 度のペースで美術家篠原猛史氏にイン
タビューを行った(計 13 回 2 ，表 1 参照). その際初
回インタビューにおいて以下の協力依頼がなされた． 
1. 東大駒場博物館に所蔵されているマルセル・デュシ
ャン作品 「大ガラス」のレプリカ作品から何らかの発
想を得た，新しい作品の創作すること，2. 創作途上の
メモをできる限り残し,また発想のヒントになったも
のを写真で記録すること，3. 定期的なインタビューに
応じること．初回インタビューは，デュシャン作品「大

ガラス」を見た印象について質問し，2 回目以降のイ
ンタビューでは，前回のインタビュー以降に制作され

た作品について説明を求めた．質問内容は「ドローイ

ング，スケッチ，メモ，写真毎にその内容や意図につ

いての説明」「制作中の作品の説明」「インタビュー時

点で頭の中で考えているアイデアの確認」「今後の予定」

表１	 ドローイングフェイズにおける分析カテゴリーの定義 
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等であった (髙木ら, 2013参照)． 
2.2. 作品コンセプト生成の概要：篠原氏の作品コンセ
プト生成は，およそ以下の 3 つのフェイズを経て進行
した．1. アイデアスケッチ(ドローイングフェイズ)，
2. 身の回りの気になる場面の写真撮影を利用したア
イデア探索(写真フェイズ)．その途中での新しい作品コ
ンセプトWhite Noiseの生成．3. 作品制作（実制作フ
ェイズ）． 
2.3. データの整理と分析の枠組み：発話データの分類
に際しては，発話をドローイング毎にセグメンテーシ

ョンし，ずらし，驚き，触発に関する発言があるユニ

ットを抽出し，上述した分析の枠組み，すなわち「創

作行為の制約の変更」「創作の道具の制約の変更」「ア

イデア生成のための概念操作」「触発（外的・内的）」

「驚き」のカテゴリーを設定し，インタビュー・デー

タとドローイングの分析を行った（表 1参照）． 
 
3. 結果と考察	
3.1.ドローイングフェイズにおける作品コンセプト生

成過程の概要	

ドローイングフェイズで作られたアイデアスケッチ

（立体も含む）は，全部で 80点であった．ここでは，
どのようにドローイングが行われたのかを概観する． 
当初から篠原氏は，  

「デュシャンの大ガラスを見たときに，上半分，下半

分という意識があって．上半分が彼女としたら，下半

分が他者というか，要するに外と内というか．僕自身，

以前からある…同じように相反するもののボーダー

とかをなくすとか，両極にあるものをひっつけるとい

う．何か作品として具体的にいけそうだなという時期

に大ガラスを見る機会をもらったので，これは作品と

してできるという確信が」 

と述べ，写真フェイズで発見される作品コンセプト

の下位コンセプトである「ボーダー」概念や，その下

位概念の「境界」を成立させる「上・下」，「外・内」，

「引き合い」について述べており，4 年前から試して
いる「両極にあるものをひっつける」というアイデア

が，大ガラスを契機に具現化できるというイメージを

持ったと言及している．このような関心をもとに，篠

原氏は「頭の中のアイデアを描き出す」ドローイング

を始めたが，作品コンセプトの探索は，一つの方略で

進むのではなく，アイデアの主題の一部をずらす思考

の探索と身体的行為の制約の変更をダイナミックに取

り入れた探索を行いながら漸進的に進行する様子が見

られた．	

具体的には，ドローイングの当初（No.1から No.19）

は，デュシャンの大ガラス作品の視覚的・概念的な特

徴を利用しつつ，美術家自身のこれまでのコンセプト

から「ボーダーをなくす」「両側にあるものをひっつけ

る」というアイデアも利用しながら始まった．この初

期のアイデアがデュシャンの作品コンセプトの繰り返

しにならぬように，別の角度から見ようとしている様

子も見られた．また，散歩の途中に出会ったものや，

フェルメールなどの他者作品，子どもの頃の思い出も

触発のソースとして利用され，頭の中のアイデアを外

化しながら探索が進められていた． 
ドローイングの中盤（No.53）からは，鏡を見ながら

描く，頭を空にして描く，形を塗り込むといった身体

行為の制約を活発に改変するずらしが見られた．その

際，描画材もミリペン（極細の水性ペン），黒や銀のボ

ールペン，修正ペン，マジック，サインペンと変更し

ながら，さらに画材を複数混在させるといった多様な

方法で探索を進めていた．その後の No.68 以降では，

当初行っていた頭の中のアイデアをボールペンで線描

きするという方法に戻り，最後のドローイング（No.75

から No.80）では，これまでに出たアイデアを確認す

る作業が行われた．確認された要素は，探索の中で見

つけた気になる形と，物理的な動きや光の反射といっ

た断片的なアイデアであり，それらを組み合わせて具

体的な作品案が検討された． 
3.2.	 ドローイングフェイズの詳細な分析：	

ここからは，上述した分析の枠組みに基づいて，一

連のドローイングでどのようなずらしやずれ，触発，

予期せぬ発見の利用などが行われたのかを検討する．	

3.2.1.	 探索初期：外発的触発・アイデア生成のため

の概念操作（No.01~19．図 1参照） 
篠原氏はデュシャンの大ガラス作品から得た「反射」

のアイデアが自身の過去作品の中に出現したことを見

いだし，それを発展させようとする (No.01~06)． 
「ワードバルーン（自分の過去作品）にちょっと模様

が出てきたんです．今までのものに反射がプラスさ

れてきた．こういう形態や反射は以前からあったん

ですけれども，大ガラスの向こう側に映るのを見た

ときに，向こう側の景色，見えるものを取り入れて作

っていったらデュシャンの繰り返しになるので，そこ

から発展させた」  
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その後は，散歩で見かけた看板から得たアイデア「壁」

について，要素をずらしながら 10種（枚）の「壁」を
中心としたアイデアが次々と探索された(No.10〜19)．
偶然であった看板を「壁」と見なし，それを外発的な

触発の契機に，「丸い壁」「光の壁」「精神的にすごい壁」

「扉もある意味壁」と，壁の意味を次々とずらしなが

らドローイングを行っている．そうすることで，デュ

シャンの大ガラスの特徴を自分の作品アイデアに引き

つけつつ検討している様子が見られる．発話からも，

外化したアイデアの一部のずらしが頻繁に行われてい

ることが示唆される． 
3.2.2.	思考実験による作品コンセプトのさらなる探

索：アイデア生成のための概念操作・内発的触発

（No.34~52） 
ドローイングNo.34から 36では，幼少期の経験で得

た情動的な感覚を触発のソースにする試みが見られる．	

「小さいときに楽しかったことをいろいろ思い出した

ら，色だったり形だったりしたような気がして．例え

ば，お祭りとか金魚すくいが面白いとか，風船割り

が面白いじゃなくて，人の影とか光とか，動きとか，

どぎつい赤とか，そういう色とかざわめきとか，音と

かで何かワクワクしたなと思った」 

ドローイングにおいても，光，動き，色彩，音声，

気分といったものを視覚的な形状に置き換えて探索し

ている．その際の発言からは，探索の軸は小さいとき

の楽しかったことからお祭り，人の影，光，動き，色，

音と抽象化されてずらされ，さらにワクワクの質，ワ

クワクしたもの，パズルといったように連想ゲームの

様に頭の中のアイデアの主題が改変されていく様子が

わかる．この段階に来ると，触発のソースはデュシャ

ンをはじめとする外発的触発から，美術家自身の過去

の記憶といった内発的触発へと変容が見られる． 
3.2.3.	描画における身体行為の変更：創作行為の制約

の変更（No.32, 53~57） 
外化したアイデアの一部をずらすようなアイデア生

成のための概念操作をドローイングで行っている途中

に，創作行為の制約の変更や道具の変更がしばしば起

きていた．例えば，No.32では，細いマジックと極細

のものを使用し，実際に目をつぶって描いている．こ

れは，一つ前のドローイングで錯覚や錯視について考

え，既成のものの捉え方を外す目的で行うことが語ら

れている．	

また，No.53から 57までは，手元を見ずに鏡を見な

がら描くという行為の制約の変更が行われたり，その

 
図１	 ドローイング No.10 から No.19 における

ずらし・ずれ，触発，驚きの変遷 

2016年度日本認知科学会第33回大会 P1-36

645



ようにして描いたドローイングがあまりにも拙いこと

に驚いたりしている．その後，何かの目的や表現方法

を意識して描かなくてはいけないという省察がおきて

いた．No.32でも既成のものの捉え方を外す試みが意

図的になされており，美術家は行為をずらすことで，

驚きの結果を積極的に生み出していると考えられる．		

このように，篠原氏のアイデア探索には，描画する

際の身体の動きの制約に変更を加え，意図しないもの

が如何に外化されるのかを探り，そのフィードバック

情報を利用するという行為が見られる．すなわち頭の

中のアイデアやイメージを外化して再現するのではな

く，自身の身体行為を通じて得られる，未だ見ぬ新し

い問題空間を探索していることが示唆される．	

3.2.4.	外化の変更の継続：創作行為の制約の変更，道

具の変更（No. 58~63．図 2参照）	
ドローイングNo.57は美術家にとっても予想外の拙

い出来であったため，描きたいものを意識して，1枚

のドローイングにすべて重ねて描くという，創作行為

の制約のさらなる変更を行う．	

「これ(No.57)描いて死ぬのいややと思いだして，こ

れが絶筆で，最後の作品ですと言われたとき，「こん

なんいやや」と思って…一体何が自分を左右してい

るのかと思って，何か分からないけれども…逆にす

ごく描きたいものを全部一枚の紙に描いてみようか

と…自分の描きたいものを意識して，いろいろなも

のを重ねて描いたら合わさったら何が出てくるのか

なと思って．」 

こうして，No.58からは描画材もボールペン（黒・銀），

ミリペン，修正ペン（白）を混在させて，多くの痕跡

を紙の上に残す．気分的にも取り直し，一枚の紙にア

イデアを重ねる描画方法がNo.58から 63まで続く．	

3.2.5.	描きながら発展していくアイデア：創作行為の

制約の変更（No. 64~67）	
ここでは，ドローイングに外化される形は，頭の中

のイメージの完成形をそのまま描いたものではなく，

描きながら発展していく様子が語られている．例えば，

ドローイングNo.65で浮かび上がった形に，気になる

ものを感じつつ，同時に違和感も感じている．	

「ここで割と考えたんですよ．そしたら多分，白と黒と

か両極にあるものというか，元々ひとつだったのか，

それとも二つがひとつになったのか分からないんで

すけれども，両方の極端なものが分離することによ

って何かできてきたのか，まったく別のものが寄り添

っていってひとつになってきたのか，なんかそういう

ものを表現しようとしてるんじゃないかなと，潜在的

 
図 2	 ドローイングNo.53からNo.64におけるずら

し・ずれ、触発、驚きの変遷 
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にあるものがふっと出てきて．」 

	 この発言に見られるように，外化したイメージに違

和感を覚えつつ違和感の意味を考える事で，「両極にあ

るものを表現しようとしているのではないか」と気づ

いた事がうかがえる．しかし，次のドローイングNo.66

を描いたが予想と異なってきたため，「両極にあるもの」

を白と黒で表してはどうかと，表現内容をずらすこと

で新たなドローイングを行う様子がうかがえる．この

ように，外化したドローイングからのフィードバック

を用いることで，本当に求めていた形を探索している

事が分かる．	

3.2.6.	作品コンセプトのアイデアの調整:内発的触発

（No. 74~80）	
No.74以降は，出されたアイデアを検討するため，外

化されたアイデアを整理しながら描き起こしている．		

「今まで描いたものの中から気になるものを，自分

の頭を整理するために，ちょっといろいろ光の屈折

を考えて，三面にするか，二面にするかとか，光る

素材とか写る素材に変えたらどうなるかなと」 

このように，ドローイングフェイズ終盤では，自分

自身が描いたアイデアという内発的触発をソースにし，

1つもしくは複数のアイデアを合成して作品化するこ

とを考えていることが見られる．	

 
4. 総合考察	
現代美術家が作品コンセプトの生成を行う初期段階

（ドローイングフェイズ）について，ずらしやずれ，

触発，驚きの結果などの観点から分析を行った．本研

究では，実際の創作過程に関わる制約がどのように変

更されるのかを，創作の制約の変更と，表現内容の要

素の変更の 2 つのずらし・ずれの枠組みから分析を行

った．その結果，作品コンセプトの探索は，アイデア

の主題の一部をずらす表現内容の制約の変更と身体的

行為の制約の変更が何度も繰り返し行われる，漸進的

な探索過程の特徴が垣間見られた．また，作品コンセ

プトの探索には，初期段階ではデュシャンをはじめと

する外発的触発から始まるものが多く，探索が進むに

従い内発的触発による探索が増加することも示唆され

た．	

一方，ドローイングフェイズにおけるずらしやずれ

には，創作行為の制約の変更や表現内容の要素の変更

は見られるが，作品のアイデアの枠組みそのものを捉

え直すような概念操作の制約の変更は見られなかった．

これは，作品コンセプトの検討が始まったばかりの段

階であり，思考の上の制約に気づいて，それに対して

操作を加えるといった，写真フェイズで起きたような

アイデアの捉え直しが生じるレベルには至っていなか

ったと考えられる．ただし，予期せぬ発見や驚きの感

覚はドローイングによって外化された意外な図像に対

して生じていた．Suwa	&	Tversky	(1997)の指摘するよ

うに，こうした驚きの感覚が，新たなイメージの生成

を促したり，本当に描きたいと思っている形の発見に

導いたりする可能性があると考えられる． 
 
参考文献	

[1] Godfrey, T. (1998). Conceptual Art (Art and Ideas). 
London: Phaidon Press. 

[2] 海野弘・小倉正史,（1988）.“現代美術：アール・ヌー
ヴォーからポストモダンまで”，東京：新曜社． 

[3] 岡田猛・横地早和子・難波久美子・石橋健太郎・植田一
博,（2007）.“現代美術の創作における「ずらす」のプ
ロセスと創作ビジョン”，認知科学，14, 303-321. 

[4] 岡田猛・横地早和子・髙木紀久子（2013）.“芸術表現の
モデル:現代美術家の創作過程のケーススタディに基づ
いて”，日本認知科学会第 30会大会発表論文集，64-73. 

[5] 髙木紀久子・ 岡田猛・横地早和子 (2013). “美術家の作
品コンセプトの生成過程に関するケーススタディ：写真

情報の利用と概念生成の関係に着目して”．認知科学, 20, 
59–78. 

[6] Kulkarin, D., & Simon, H. A. (1988). The process of 
scientific discovery: The strategy of experimentation. 
Cognitive Science, 12, 139-175.  

[7] Klahr, D., & Simon, H. A. (1999). Study of scientific 
discovery: Complementary approaches and 
convergent findings. Psychological Bulletin, 125, 
524-543. 

[8] Suwa, M., & Tversky, B. (1997). What do architects 
and students perceive in their design sketches? A 
protocol analysis. Design Studies, 18, 385-403. 

[9] Stokes, P (2008). Creativity from Constraints: What 
can we learn from Motherwell? from Modrian? from 
Klee?. The Journal of Creative Behavior, 42, 223-236.  

[10] Okada, T., Yokochi, S., Ishibashi, K., & Ueda, K. 
(2009). Analogical modification in the creation of 
contemporary art. Cognitive Systems Research, 10, 
189-203. 

[11] Yokochi, S. & Okada, T. (2005). Creative cognitive 
process of art making: A field study of a traditional 
Chinese ink painter. Creativity Research Journal, 17, 
241–255. 

[12] 横地早和子・岡田猛（2012）“芸術家”，金井壽宏・楠見
孝編，実践知：エキスパートの知性，pp. 267-292.	 東
京：有斐閣． 

2016年度日本認知科学会第33回大会 P1-36

647



絵画鑑賞はどのように進むのか？
発話に基づくタイムコースと解説文の効果の検討

How art appreciation goes on? Analysis of time-course and
effects of commentary based on free conversation

田中吉史
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Abstract

　 It is known that art appreciation beginners have
“ reality constraints,” specifically a strong tendency
to insist on identifying the depicted object and its re-
alistic expression in the artwork. We examined effect
of reading commentaries on artwork to the relaxation
of reality constraints, and time course of apprecia-
tors ’ response to painting. In the first session of
the experiment, 24 pairs of participants appreciated
two paintings under one of three conditions: reading
commentaries on the objects depicted in each paint-
ing, reading commentaries on the formal aspect of the
painting, and reading no commentary. In the second
session, the participants viewed a concrete painting
one of two paintings by van Gogh and by Sisley with-
out any commentary. In each session, participants
freely talked to each other while viewing the paint-
ings. The analysis of the verbal protocol indicated
that the commentaries on the formal aspect might en-
hance to respond to formal aspect of the painting in
the early stage of appreciation and to integrate vari-
ous aspect of the painting. The results also suggested
that the object commentaries might strengthen the
reality constraints and increase to insist on the local
objects on each painting.
Keywords — Art Appreciation, Creativity,

Constraints Relaxation

1. はじめに
近年の美術鑑賞教育では、芸術鑑賞の過程を、作品

から与えられる情報を受動に受け取る過程としてでは
なく、鑑賞者自身が能動的に情報を引き出していく過
程として捉え、鑑賞者の能動性や創造性を促進するこ
とが注目されている [1]。一方、芸術における創造性へ

の認知科学的アプローチでは、創作者の認知過程に注
目が集まっており、鑑賞者の創造性についてはあまり
検討されていなかった。
近年の創造性に関する認知科学的研究の多くは、

我々の思考における制約を緩和することで、創造的思
考が促進される、と捉えている。制約緩和パラダイム
を芸術鑑賞の過程にも適用することで、芸術鑑賞にお
ける創造性にアプローチすることが可能になると考え
られる。
美術鑑賞の初心者は、絵画に描かれた事物の写実性

や事物の特定に固執する傾向（写実性制約）があるこ
とが指摘されている [2, 3]。この写実性制約を緩和す
ることが、鑑賞者にとっての創造的な思考を促すこと
につながると考えられる。
田中・松本 [2]は、写実性制約を緩和するための方

法として、絵画鑑賞時に呈示される解説文の効果を検
討した。彼らの実験では、美術初心者の大学生に 5点
の絵画を 1点ずつ呈示し、気づいたことを自由記述さ
せるという課題が用いられた。その際、最初の 3点の
鑑賞（事前鑑賞）については、絵画とともに、それに
描かれた事物に関する解説文を呈示される対象物解説
文条件、絵画の構図や表現技法についての解説文を呈
示される構図解説文条件、絵画のみ呈示される統制条
件、事前鑑賞を省略する条件の 4条件を設け、解説文
なしで呈示される後半 2点の絵画（事後鑑賞）に対す
る自由記述を分析した。その結果、事前鑑賞で解説文
を呈示された条件では他の条件よりも記述量が多く、
また、構図解説条件では他の条件よりも絵画の形式的
側面に着目した記述が増え、写実性制約が緩和される
可能性が示唆された。
本発表では、以下の問題点について検討する。
第 1に、絵画に対する言語的な反応を、筆記ではな

く発話によって収集することを試みる。田中・松本 [2]
は参加者一人ずつに絵画を呈示して、筆記によって絵
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画に対する反応を収集していたが、全体に記述量が少
なかった。絵画を見て気づいたことが多くあっても、
それを書くのが面倒であり、そのため反応が少なかっ
た可能性もある。そこで今回は、友人同士 2 人一組
で絵画鑑賞し会話するという状況設定を行い、発話に
よってより多くの反応を収集することを試みる。
第 2に、絵画鑑賞時の時間経過に伴う反応の変化を

検討する。田中・松本 [2]は鑑賞する時間を統一して
おらず、参加者の自由記述がどの程度時間をかけて行
われていたのが不明であり、時間経過と共に絵画への
反応がどのように変化するのかは検討されていなかっ
た。そこで、今回は鑑賞時間を 5分間とし、1分ごと
に発話の特徴を検討することで、時間経過と共に反応
がどのように変化するかを検討する。なお、美術館で
の鑑賞行動の研究では、作品 1点あたりの鑑賞時間は
40秒程度という報告があり [4]、それと比べると 5分
間という時間設定はかなり長い。一般的な鑑賞時間よ
り長い 5分間鑑賞することで、鑑賞体験にどのような
影響を及ぼすのかも検討する。
第 3に、田中・松本では具象画と抽象画 1点ずつの

みの反応を検討していた。しかし、単に具象画、抽象
画と言ってもさまざまなスタイルがあり、それによっ
て鑑賞者の反応は変化するはずである。そこで今回は
現在進行形の実験の中から、2点の異なる作家による
具象画に対する反応を比較する。
本発表では、絵画ごとの発話を探索的に分析しなが

ら、上記の問題について検討を行う。

2. 方法
参加者　実験には、美術初心者の大学生 48 人が友

人同士の 2人一組で参加した。実験後の質問紙調査に
よると、通常の学校教育以外で美術教育を受けた経験
のある人はいなかった。また、１年あたりに美術館を
訪れる回数は 0-1回程度であった。
鑑賞材料　鑑賞材料として、田中・松本 [2]と同じ、

ゴッホ「夜のカフェテラス」、ルノワール「ムーラン・
ド・ラ・ギャレット」（以上、具象画）、カンディンス
キー「コンポジション VII」、マティス「ピアノのレッ
スン」（以上、抽象画）の 4 点に加え、シスレー「夏
の風景」（具象画）、モンドリアン「大きい赤の平面、
黄色、黒、灰色と青によるコンポジション」（抽象画）
の 2点、合計 6点を鑑賞材料とした。これらの絵画の
画像を、下に作者名とタイトルを載せて、A3 サイズ
でカラープリンターにより印刷した。なお、本報告で
は、これらの 6点のうち、後述する事前鑑賞フェーズ、
事後鑑賞フェーズで呈示された 2つの具象画、ゴッホ

「夜のカフェテラス」（図 1、以下ゴッホ）とシスレー
「夏の風景」（図 2、以下シスレー）を分析対象とした。
これらはともに風景画であり、いわゆる印象派に属
し、一つ一つのオブジェクトの形態がやや曖昧に描か
れているという共通点がある。一方、ゴッホが夜の街
中を、シスレーが昼間の田園風景を描いているという
点で対照的である。ゴッホは、夜の街頭に面して営業
する明るいカフェテラスと背後に続く暗い街路を描い
た風景画であり、比較的明確な形のオブジェクトが多
数描かれており、オブジェクトの大きさが奥行きを知
る手がかりとなる。一方、シスレーは、丘の上から見
た田園風景を描いた風景画で、手前にある草地と廃屋
のような建造物、樹木と、その向こうに平野と山脈が
広がっている。ゴッホとは対照的に、対象物はややぼ
やけて描かれている。

図 1 鑑賞材料：ゴッホ/夜のカフェテラス

図 2 鑑賞材料：シスレー/夏の風景

手続き　実験は、事前鑑賞フェーズ、解説文フェー
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ズ、事後鑑賞フェーズの 3フェーズからなった（表 1）。
事前／事後鑑賞の絵画の組み合わせは、ゴッホとカン
ディンスキーを事前鑑賞、シスレーとモンドリアンを
事後鑑賞に用いる条件と、絵画と事前／事後の組み合
わせを逆にした条件の 2つであった。解説文フェーズ
では解説文の種類に 3条件（統制条件、対象物解説文
条件、構図解説文条件）設定し、ルノワールとマティ
スが呈示された。
参加者は 2人でマジックミラーの前の長机に横に並

んで着席し、机の上に置かれた絵画を見ながら自由に
会話した。なお、2人のうち 1人は話し手、もう 1人
は聞き手となり、主として話し手が気づいたことを話
すこと、聞き手は相づちや問いかけを自由に行いなが
ら話し手の発話を促すように教示し、相談して話し手
と聞き手を決めてもらった。続いて、各絵画を 1点に
つき 5 分ずつ見ながら、気づいたことを会話するよ
うに教示した。教示の後、事前鑑賞フェーズの絵画が
2枚、解説文なしで呈示された。続く解説文フェーズ
では、3つの条件のいずれかで 2点の絵画が（対象物
解説文条件と構図解説文条件ではそれぞれの解説文を
伴って）呈示された。続いて、事後鑑賞フェーズでは、
2点の絵画が解説文なしで呈示された。鑑賞中は、絵
画に触れたり、指さしすることは制限しなかった。鑑
賞中の様子は、マジックミラー越しで正面から録画・
録音された。

表 1 実験手続き：鑑賞フェーズ、解説文条件と絵画
の組み合わせ

事前鑑賞フェーズ 解説文フェーズ 事後鑑賞フェーズ
ゴッホ、 ルノワール、 シスレー、
カンディンスキー マティス モンドリアン

・解説文なし
・対象物解説文
・構図解説文

シスレー、 ルノワール、 ゴッホ、
モンドリアン マティス カンディンスキー

・解説文なし
・対象物解説文
・構図解説文

3. 結果
3.1 分析方法
本報告では、事後鑑賞フェーズで呈示された 2点の

具象画 (ゴッホとシスレー)に対する発話を分析する。
なお、事前の教示では話し手と聞き手で役割を決めた
が、聞き手も積極的に発言しているペアが多く、話し

手と聞き手の発話にかなりの相互作用が見られた。そ
こで、以下の分析では、両者を区別せず、ペアの発話
全体を分析することとした。
事前鑑賞フェーズでは、すべてのペアが解説文の条

件に分かれる前にゴッホまたはシスレーを鑑賞してい
るので、それぞれの絵画について 12ペアずつのデー
タを用いた。事後鑑賞フェーズでは、事前鑑賞では見
なかった絵画について、解説文なし条件、対象物解説
文条件、構図解説文条件に分かれており、それぞれの
絵画と解説文条件の組み合わせで、4ペアずつのデー
タを用いた。
まず、録音された会話をテキストデータに書き起こ

した。その際、方言や口語的な表現は適宜修正を行っ
た。また、単純な相づち、絵画とは関係ない雑談な
どの発話は除外した。このテキストデータを、テキ
ストマイニング用ソフトウェア「Text Mining Studio
5.2.1」を用いて分析した。日本語解析エンジンとして
TMStudio3.2 を用いて形態素解析と係り受け分析を
行い、この出力を基にこの後の分析を行った。

3.2 全般的傾向
発話量の指標として発話の全形態素数を見たとこ

ろ、田中・松本 [2] とは異なり、両絵画とも条件間の
差は見られず、事前鑑賞-事後鑑賞フェーズ間の差も見
られなかった。
発話データを見ると、文脈に依存した省略や倒置が

多く、また個々の発話は短いものが多かった。そこで、
各ペアの発話を時間軸に沿って話題ごとに分割してア
イデアユニットに分け、アイデアユニットを単位とし
て以下の分析を行った。

3.3 ゴッホに対する発話
3.3.1 ゴッホにおける時間ユニットごとの特徴語

絵画を呈示してから 1 分ごとの時間ユニット 1～5
にわけ、各時間ユニットで開始されたアイデアユニッ
トをまとめて、発話の時間的推移を検討した。
解説文条件別に、補完類似度に基づいて、時間ユ

ニットごとの特徴語を求めた (表 2)。いずれの条件に
おいても、作者名、題名は冒頭のユニット 1の特徴語
となっていた。
次に形式的側面に関する特徴語に着目した。絵画の

形式的側面（大きさや明暗、遠近感や距離など）に関
する特徴語が出現する時間ユニットをみると、事後鑑
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表 2 ゴッホに対する条件別の時間ユニットごとの特徴語 (補完類似度)

時間ユニット 1 2 3 4 5
事前鑑賞 いう (4.749) っぽい (6.95) 思う (5.654) いる+ない (4.951) 見る (5.019)

ゴッホ (4.638) 不思議 (5.786) 普通 (3.548) ウエーター (3.972) 一緒 (4.007)
星 (4.638) わかる+ない (4.403) 扉 (3.053) 色 (3.972) 台 (4.007)
夜のカフェテラス (3.092) 感じる (4.185) いる (2.643) 無い+ない (3.888) 机 (3.508)
感じる (2.809) 大きい (4.057) ある (2.601) こわい (3.469) 思う (3.023)
遠い (2.445) すごい (3.02) 人 (2.601) 本当 (3.469) 暗い (3.009)
すごい (2.304) ている (2.674) 良い (2.558) ている+ない (2.965) 見る+できる (3.009)
する (2.304) 建物 (2.547) ランプ (2.106) なる (2.462) 描く (2.51)
明るい (2.051) 石 (2.547) 来る (2.064) する (2.434) ている (2.018)
する+ない (1.799) 全体的 (2.547) 大きい (1.569) 人 (2.434) ランプ (2.018)
暗い (1.799) 多分 (2.547)
黄色 (1.799) 大きさ (2.547)
見る+できない (1.799) 名前 (2.547)

木 (2.547)
事後鑑賞・解説文なし 夜のカフェテラス (8.19) カフェ(4.528) 上 (5.828) いる (7.274) ある (5.748)

する (8.052) 人間 (3.733) 違う (5.352) いう+？(4.938) やる (4.876)
感じる (6.032) ている (3.457) 行く (4.876) 見る (4.938) 外 (4.876)
すごい (5.257) 飲む (3.197) 星 (4.876) ウエーター (4.236) いる (4.518)
ゴッホ (5.022) 酒 (3.197) 光る (4.203) 着る (4.236) 無い+ない (4.32)
絵 (3.943) 見る+できる (2.921) 作る (4.203) 人 (3.752) 椅子 (4.203)
描く (3.943) いう (2.627) なる (2.775) っぽい (2.348) 入る (4.203)
ヨーロッパ (3.168) なる (2.126) 大きい (2.775) やる (2.348) いる+ない (3.727)
ている+ない (2.628) 気 (2.126) 思う (2.497) 確か (2.348) 子供 (3.727)
カフェテラス (2.628) 大きい (2.126) わかる+ない (2.299) ている (1.876) っぽい (2.299)

知る+ない (2.126) 描く (2.299)
明るい (2.299)

事後鑑賞・対象物解説文 わかる (6.881) いる (5.78) いう (6.615) ている (11.668) 人 (6.554)
良い (4.892) 強い (3.853) きれい (4.839) する (7.272) ある (3.713)
易い+しやすい (4.526) 絵 (3.704) 確か (4.839) 無い+ない？(4.396) なる (3.495)
夜のカフェテラス (4.526) 描く (3.555) 雑 (4.839) 感じる (3.786) わかる+ない (3.277)
ゴッホ (4.046) いう+？(3.334) 入口 (4.456) ランプ (3.031) 屋根 (3.277)
星 (3.863) 椅子 (3.334) 見る+できる (4.073) 色 (2.576) 見る+できる (2.803)
みる+したい (3.017) 細かい (3.334) メイン (2.228) 描く (2.499) 大きい (2.803)
教科書 (3.017) 石 (3.334) 感 (2.228) お客さん (1.743) 本当 (2.803)
埋もれる (3.017) すごい (3.185) 周り (2.228) すぎる (1.743) 無い+ない (2.074)
光 (2.538) カフェテラス (2.815) 部分 (2.228) する+？(1.743) 見る (1.856)
　 　 　 やる (1.743) 　
　 　 　 感 (1.743) 　
　 　 　 行く (1.743) 　
　 　 　 出る (1.743) 　
　 　 　 大きさ (1.743) 　
　 　 　 店 (1.743) 　
　 　 　 塗る (1.743) 　
　 　 　 日本 (1.743) 　
　 　 　 木 (1.743) 　
　 　 　 油絵 (1.743) 　

事後鑑賞・構図解説文 いう (4.749) っぽい (6.95) 思う (5.654) いる+ない (4.951) 見る (5.019)
ゴッホ (4.638) 不思議 (5.786) 普通 (3.548) ウエーター (3.972) 一緒 (4.007)
星 (4.638) わかる+ない (4.403) 扉 (3.053) 色 (3.972) 台 (4.007)
夜のカフェテラス (3.092) 感じる (4.185) いる (2.643) 無い+ない (3.888) 机 (3.508)
感じる (2.809) 大きい (4.057) ある (2.601) こわい (3.469) 思う (3.023)
遠い (2.445) すごい (3.02) 人 (2.601) 本当 (3.469) 暗い (3.009)
すごい (2.304) ている (2.674) 良い (2.558) ている+ない (2.965) 見る+できる (3.009)
する (2.304) 建物 (2.547) ランプ (2.106) なる (2.462) 描く (2.51)
明るい (2.051) 石 (2.547) 来る (2.064) する (2.434) ている (2.018)
する+ない (1.799) 全体的 (2.547) 大きい (1.569) 人 (2.434) ランプ (2.018)
暗い (1.799) 多分 (2.547)
黄色 (1.799) 大きさ (2.547)
見る+できない (1.799) 名前 (2.547)

木 (2.547)
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賞フェーズの構図解説文条件ではユニット 1から、事
前鑑賞フェーズと、事後鑑賞フェーズの統制条件では
ユニット 2から、対象物解説文ではユニット 4からこ
れらの語が出現していた。つまり、構図解説文条件で
は他の条件より比較的早い段階で形式的側面への言及
が見られ、対象物解説文条件では形式的側面への言及
がむしろ抑制される傾向があることが示唆された。

3.3.2 オブジェクトの大きさと遠近法に関する発話

形式的側面についての発話の中で、特に絵画の全体
的構図に関わる発話として、ランプや扉、人物などの
オブジェクトの大きさや距離、遠近感に関する発話を
検討した。発話の中には、単にオブジェクトの大きさ
に言及するものの他、大きさを比較したり、そこから
遠近法の歪みに言及するものなど画見られた。そこ
で、これらの発話として、「遠近感」「奥行き（感）」
「遠近法」「距離->おかしい+ない」「大きさ->おかし
い+ない」「比率-> おかしい+ない」「対比-> おかし
い+ない」「比率->おかしい」「対比->おかしい」「違
和感+ない->おかしい」「わりと->おかしい」「大き
い」「大きい+ない」「小さい」「小さい+ない」「小さ
い+すぎる」「大きい+すぎる」「大きい」「大きさ」と
いう単語や係り結びを含むアイデアユニットをふくむ
ペアを抽出した。その結果、事前鑑賞フェーズで 12
ペア中 5ペア、事後鑑賞フェーズの解説文なし条件と
対象物解説文条件で 3 ペアずつ、構図解説文条件で
2 ペアが、該当するアイデアユニットを含んでいた。
これらのうち、遠近表現の歪みに関する言及を行って
いるペアは、事前鑑賞フェーズでは 2ペア、事後鑑賞
フェーズの解説文条件で 1ペア、対象物解説文条件は
0ペア、構図解説文条件では 2ペアであり、構図解説
文条件では大きさに関する言及を行ったすべてのペア
が遠近表現の歪みに言及していたが、対象物解説文
条件では個別のオブジェクトの大きさを指摘するに留
まっていた。

3.4 シスレーに対する発話
3.4.1 シスレーにおける時間ユニットごとの特徴語

シスレーでは、ゴッホと比較すると、「これ」など
指示代名詞とともに絵画中のオブジェクトを指さす行
動が頻出していた。そこで、指さされたオブジェクト
（以下、指さし対象と呼ぶ）を符号化し、発話中の指
示代名詞に置き換えて、発話の書き起こしの中に埋め

込んで分析することとした。指さし対象の一覧と、条
件別の平均頻度を表 3に示す。
シスレーに対する発話についても、ゴッホと同様、

補完類似度に基づいて、解説文条件別に、時間ユニッ
トごとの特徴語を求めた (表 4)。ゴッホと同様、いず
れの条件においても、題名は冒頭のユニット 1の特徴
語となっていた。
一方、シスレーでは、事前鑑賞・事後鑑賞とも対象

物の色に対する言及は見られたものの、それ以外の
形式的要素への言及はあまり見られず、絵画中の対象
物に関する単語が多くを占めていた。参加者は、シス
レーに対しては絵画中のオブジェクトが何かを特定す
ることにほぼ集中していたと考えられる。

3.4.2 指さし対象と発話の関係

前述の通り、シスレーに対する発話では、絵画中の
オブジェクトを指さしながら、そのオブジェクトが何
かについて発話されることが多かった。そこで、絵画
中の指さし対象のうち、最も出現頻度の高かった 4つ
（BLl:画面左隅の建物、BLc:画面中央の建造物らしき
もの、HMld:画面左下隅にある人を思わせるオブジェ
クト、WHc:画面中央の遠景のなかに見える小さな白
い領域）と、発話中の単語や他の指さし対象との共起
関係を、条件ごとに分析した。分析にあたっては Text
Mining Studio 5.2.1の「注目語分析」を用い、4つの
指さし対象を注目語として設定した。
条件ごとの共起ネットワークを図 3、4、5、6 に示

す。事前鑑賞フェーズ (図 3)では、HMldと BLcとが
他の語を介してネットワークを形成し、WHc は他の
多くの単語や指さしオブジェクトとネットワークを形
成していたが、BLlは「屋根」「家+ない」とのみ共起
していた。事後鑑賞フェーズの解説文なし条件 (図 4)
では、WHcは「湖」という単語とのみ共起しており、
「湖」としてのみ解釈されていると考えられる。一方、
他の 3つの指さし対象は、他の指さし対象（図中では
アルファベットで示されている）やさまざまな単語と
ネットワークを形成しており、これらが相互に関係づ
けられて発話されていることが示唆される。構図解説
文条件 (図 6)では、4つの指さし対象はすべてリンク
で結びついており、相互に関係づけるような発話がな
されていることが読み取れる。しかし、対象物解説文
条件 (図 5)では、4つの指さし対象は相互に独立した
ネットワークを形成しており、バラバラに言及されて
関連づけが殆どなされていないことが示唆される。
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表 3 シスレーにおける指さし対象の一覧と条件別の平均頻度
対象 ラベル 事前鑑賞 事後・解説なし 事後・対象物 事後・構図
中央付近の建物 BLc 2.25 2.00 2.25 1.50
中央付近の建物の下部 BLcd 0.33 0.00 0.25 0.00
左隅の建物 BLl 2.08 2.75 2.50 1.75
右下の柵 BRrd 0.58 1.75 1.00 0.25
画面の中央付近 (漠然と） Center 0.75 1.00 0.75 0.25
下の草むらを差す（広い範囲） GR 0.83 0.50 0.50 0.25
下部左の草むらを差す GRl 0.08 0.00 0.75 0.00
下部右の草むらを差す GRr 0.17 1.00 0.00 0.25
画面左下の人物 HMld 1.58 3.00 2.25 1.50
左端を指さす Left 0.33 0.25 0.25 0.25
画面左の中央付近を指さす Leftc 0.17 0.25 0.00 0.00
画面左の遠景を差す LNDl 0.25 0.50 0.25 0.25
画面中央の遠景を左右に点々と指す LNDrl 0.50 0.75 0.25 0.25
画面の下半分を漠然と指す Lower 0.33 0.00 0.00 0.25
画面中央の BLc から左端の中央を指さす Lowercl 0.08 0.00 0.00 0.00
画面右の遠い山 MTr 0.75 0.25 0.25 0.00
中央左右の山並みをなぞる MTrl 0.92 0.50 0.25 0.50
中央右下, 柵の間のやや明るい箇所を指す OBJcd 0.00 0.25 0.25 0.00
画面右下隅 Rde 0.17 0.00 0.00 0.00
画面右下方全体 Rightd 0.00 0.00 0.00 0.50
サインを指さす SIGN 0.17 0.00 0.00 0.00
空全体 SKY 0.50 0.50 1.50 0.25
空の中央を指す SKYc 0.00 0.50 0.75 0.50
空の中央やや右部分 SKYcr 0.08 0.00 0.00 0.00
画面左の空を指さす SKYl 0.33 0.50 1.00 0.25
画面右上隅の空 SKYrue 0.08 0.25 0.50 0.00
中央の木 TRc 0.25 0.00 0.00 0.00
左端の木 TRl 0.08 0.00 0.25 0.00
右端の木 TRr 0.67 0.25 0.50 0.25
左の木の根元、BL ｃと BLL の間の白い斑点 SPOT-WHlc 0.00 0.00 0.00 0.75
中央右の白い部分 WHc 1.42 1.00 2.75 1.00
WHc の下の部分 WHcd 0.50 0.25 0.00 0.25
絵画全体 Whole 0.33 0.00 0.00 0.00
中央やや右下（白い領域の真下）の黄色い一点を指す YLcd 0.25 0.75 0.00 0.75
左下隅のやや黄色い一点を指す YLrd 0.00 0.25 0.00 0.00
左中央から中央を指す (白い部分と左右の木に隠れた部分を差す） WHlcr 0.08 0.00 0.00 0.00
画面右、木と山の稜線の交わる箇所を指さす TRr-MT 0.08 0.00 0.00 0.00
中央、BL ｃの右のやや丸い濃淡を指す CIRCLE 0.00 0.00 0.25 0.00
画面左下隅から中央に向けて両手のひらを広げる HMld-Center 0.00 0.00 0.25 0.00
建物の大きさを 2 本の指で示し，人と比較する COMP(BLc,HMld) 0.08 0.00 0.00 0.00

図 3 シスレーの事前鑑賞フェーズにおける指さし対
象と発話の関係

図 4 シスレーの事後鑑賞フェーズ・解説文なし条件
における指さし対象と発話の関係

図 5 シスレーの事後鑑賞フェーズ・対象物解説文条
件における指さし対象と発話の関係

図 6 シスレーの事後鑑賞フェーズ・構図解説文条件
における指さし対象と発話の関係
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表 4 シスレーに対する条件別の時間ユニットごとの特徴語 (補完類似度)

時間ユニット 1 2 3 4 5
事前鑑賞 夏の風景 (8.583) 高い (5.512) 違う (7.126) する (6.609) 家 (6.1)

ている (5.087) 夕焼け (4.968) 家 (7.126) 色 (6.609) ている+ない (5.07)
ある (3.922) 感じる (4.494) わかる+ない (5.333) いる (4.051) 無い+ない (4.16)
海 (3.433) SKY(4.424) 人 (5.333) 木 (3.838) 森 (4.04)
茶色 (3.433) 後ろ (3.675) 大きさ (4.46) 感じる (3.411) SKYc(3.545)
いう (3.402) 状態 (3.675) 養豚 (4.46) ある (2.772) 建物 (3.545)
感じる (3.308) 保存 (3.675) BLl(3.999) 知る+ない (2.558) 混ざる (3.545)
きれい (2.85) オレンジ (3.131) 柵 (3.563) GR(1.919) 青 (3.545)
ている+？(2.85) あ (2.586) いる (3.551) やる (1.919) BLc(3.09)
廃れる (2.85) 田舎 (2.586) 知る+ない (2.218) 稲刈り (1.919) 雲 (3.05)
淋しい (2.85) 描く (2.586) 感じる+ない (1.919)

明るい (2.586) 床 (1.919)
塗る (1.919)
日本 (1.919)
描く+？(1.919)
平和 (1.919)
変える (1.919)
油絵 (1.919)

事後鑑賞・解説文なし 夏の風景 (8.359) GRr(4.777) 日本 (8.9) 良い (5.803) いる (4.697)
シスレー (5.491) 草 (4.777) 汚い (6.139) わかる+ない (5.355) 麦 (4.356)
知る+ない (4.417) 色 (4.215) 描く (6.139) 人 (5.349) 空 (4.238)
違う (3.819) SKYc(3.559) する (5.47) っぽい (5.343) 山 (4.238)
HMld(3.696) 近づく (3.559) ポジション (4.665) 遺跡 (4.466) Center(3.897)
無い+ない (3.696) ている (3.184) 緑 (4.236) 街 (4.466) YLcd(3.897)
感じる (3.573) WHc(2.997) すごい (3.807) 向こう (4.466) ひまわり (3.897)
廃墟 (3.343) 湖 (2.997) ある (3.138) 住居 (4.466) 名前 (3.897)
無い+ない？(3.343) 終わる (2.997) BRrd(2.949) 竪穴 (4.466) あ (2.978)
いう (3.221) 茶色 (2.997) 黄色 (1.903) 被る+してほしい (4.466) なる (2.978)
多分 (3.221) 風景 (2.997) 黄色い (1.903) 　 難しい (2.978)
　 　 海 (1.903) 　 来る (2.978)
　 　 絵 (1.903) 　 　
　 　 間違いない (1.903) 　 　
　 　 芸術 (1.903) 　 　
　 　 青い (1.903) 　 　
　 　 多い (1.903) 　 　
　 　 白 (1.903) 　 　
　 　 飛ぶ (1.903) 　 　
　 　 描く+ない (1.903) 　 　
　 　 別 (1.903) 　 　

事後鑑賞・対象物解説文 夏の風景 (7.666) BLc(8.434) 無い+ない (6.194) 良い (4.462) 懐かしさ (4.627)
ている (6.074) 家 (6.154) ている (5.9) YLcd(3.987) 外 (4.229)
草 (4.713) 橋 (5.06) 山 (5.62) ある (3.947) 木 (4.229)
ある (4.314) 見る+できない (4.969) おかしい (4.18) いく (3.485) 夏の風景 (3.036)
いる (4.201) っぽい (3.783) 海 (3.747) ひまわり (3.485) 思う (2.762)
シスレー (4.145) 火事 (3.374) MTrl(1.873) ている+ない (2.983) 確か (2.24)
いう (3.689) 明らか (3.374) いう+？(1.873) いる (2.97) 人 (2.24)
あ (2.953) BLl(3.282) やる (1.873) イメージ (2.482) MTrl(2.115)
うそ (2.953) カス (2.781) ガレキ (1.873) 気 (2.482) 懐かしい (2.115)
子供 (2.953) 小屋 (2.781) 花 (1.873) 高い (2.482) 形 (2.115)
　 燃える (2.781) 光景 (1.873) 長い (2.115)
　 自然 (1.873) 無い (2.115)
　 色 (1.873)
　 川 (1.873)
　 無い (1.873)

事後鑑賞・構図解説文 夏の風景 (8.583) 高い (5.512) 違う (7.126) する (6.609) 家 (6.1)
ている (5.087) 夕焼け (4.968) 家 (7.126) 色 (6.609) ている+ない (5.07)
ある (3.922) 感じる (4.494) わかる+ない (5.333) いる (4.051) 無い+ない (4.16)
海 (3.433) SKY(4.424) 人 (5.333) 木 (3.838) 森 (4.04)
茶色 (3.433) 後ろ (3.675) 大きさ (4.46) 感じる (3.411) SKYc(3.545)
いう (3.402) 状態 (3.675) 養豚 (4.46) ある (2.772) 建物 (3.545)
感じる (3.308) 保存 (3.675) BLl(3.999) 知る+ない (2.558) 混ざる (3.545)
きれい (2.85) オレンジ (3.131) 柵 (3.563) GR(1.919) 青 (3.545)
ている+？(2.85) あ (2.586) いる (3.551) やる (1.919) BLc(3.09)
廃れる (2.85) 田舎 (2.586) 知る+ない (2.218) 稲刈り (1.919) 雲 (3.05)
淋しい (2.85) 描く (2.586) 　 感じる+ない (1.919) 　
　 明るい (2.586) 　 床 (1.919) 　
　 　 　 塗る (1.919) 　
　 　 　 日本 (1.919) 　
　 　 　 描く+？(1.919) 　
　 　 　 平和 (1.919) 　
　 　 　 変える (1.919) 　
　 　 　 油絵 (1.919) 　
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4. 考察
田中・松本 [2]とは異なり、解説文の有無や事前・事

後鑑賞で発話量に違いがなかった。参加者のペアが友
人同士であったため発話が促されたのと同時に、他者
とのやり取りによってより多くのアイデア生成と発話
が行われたのかもしれない。
時間ユニットごとの特徴語をみると、最初の 1分間

は題名や作者名の発話が集中していた。絵画鑑賞の開
始段階で、題名がかなり強い手がかりとなることが確
認されたが、逆に言えば鑑賞が進むにつれて、題名そ
のものからは離れていく、ということでもある。美術
館での絵画鑑賞が作品 1点あたり平均 1分に満たない
という報告 [4]があることを考えると、通常の状況で
は、多くの鑑賞者は題名から示唆される事物の確認だ
けで鑑賞を終えていると考えられる。
解説文条件と時間ユニットごとの特徴語の関係か

ら、解説文の効果が時間的観点からどのように作用す
るかが読み取れる。ゴッホにおいては（表 2）、事後
鑑賞フェーズの構図解説文条件では鑑賞を始めた初期
の段階から、主に色や明るさなどの形式的要素へに注
目していた。解説文なし条件や対象物解説文条件で、
こうした形式的要素への言及が特徴語として顕れて
くるのは 1分以降（時間ユニット 2以降）であり、構
図解説文を読んだことが、形式的要素に気づきやす
くしていたと考えられる。ただし、事前鑑賞フェーズ
でも最初の時間ユニットで明暗や色への言及が見られ
ている。事後鑑賞フェーズに入るまでにすでに 4点の
絵画を鑑賞していることによる疲労や、対象物鑑賞文
によって形式的要素への着目が抑制される可能性もあ
る。この点は今後さらに検討する必要がある。
一方、解説文の効果は単にどのような要素に着目す

るか、ということの他に、絵画に描かれた局所的な対
象物の情報から、いかに絵画全体についての解釈を引
き出すか、という点にも影響している可能性はある。
ゴッホにおいては、個々の対象物の大きさを手がかり
に遠近法の歪みに気づくのは構図解説文条件の参加者
に見られた。同様の効果は、シスレーにおいても見ら
れている。シスレーでは全体に形式的要素に着目した
発話は少なかったが、指さし対象と発話の共起関係に
関する分析 (図 3、4、5、6)から、構図解説文条件では
全体に複数の対象物間が関連づけられていくのに対し
て、対象物解説文では、局所的な対象物に注目して、
それらを関係づけることにはつながりにくいことが分
かった。解説文を読まない条件（事前鑑賞フェーズ、
解説文なし条件）では、構図解説文ほどではないにせ
よ、複数の対象物が関連づけられていく可能性が示唆

されたので、構図解説文がこうした絵画全体の処理を
促す、というだけではなく、対象物解説文がむしろ局
所的な対象物への注目を促してしまう、別の言い方を
すれば写実性制約をより強める作用を持つということ
も考えられる。
今回の 2 点の具象画のうち、ゴッホでは構図解説

文において形式的要素への注目が促進されたが、シ
スレーでは必ずしもそのような傾向は確認されなかっ
た。特に遠近法に関して、ゴッホは街路という遠近感
の際立つ対象物を描いているのに対して、シスレーで
はそれほど遠近感を際立たせるような対象物がないこ
とによるのかもしれない。もう一つの可能性は、題名
の違いによる影響である。ゴッホにおいては「夜のカ
フェテラス」という絵画に描かれた具体的な対象物を
指し示す題名が付けられているのに対し、シスレーの
場合は「夏の風景」という絵画全体の情景を表し、特
定の事物を指し示すのではない題名となっている。鑑
賞者は写実性制約により事物を特定することをまず行
う傾向があるため、むしろ「夜のカフェテラス」のよ
うな具体的な対象物を指し示す題名のほうが、事物を
特定が早く達成されるため、事物の特定より先の処理
を促す可能性もある。特に、シスレーの場合、題名が
具体物を指し示していないため、鑑賞者は却って事物
の特定に集中してしまうのかもしれない。これまで解
説文のように豊かな情報量をもつ言語的情報の効果
を検討してきたが、題名のような限られた言語的情報
が、鑑賞者をいかにガイドするのかという点について
も検討する必要があるだろう。
今回は、条件ごとに全ペアをまとめた形で、各鑑賞

条件の全体的特徴を分析してきた。実際には同じ条件
のなかでもペアによる特徴の違いは存在する。個別の
ペアの鑑賞過程について、よりミクロな観点から分析
することも必要となろう。また、今回ゴッホについて
は指さし対象についての分析は行わなかったが、ゴッ
ホにおいても指さしがどのように行われているかを検
討することで、ゴッホの絵画のどの部分からどのよう
な情報が引き出され、写実性制約が緩和されていくの
か、と言った点が明らかにできるかもしれない。
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Abstract 
  The purpose of this study was to investigate the 

characteristics of the interaction between a teacher and student 

while making nice and comfortable musical phrases in jazz 

improvisation lessons. The study focused on the use of speech 

and instrumental sounds. Video data showing one-on-one 

interaction was analyzed.  

  The analysis revealed six methods of interaction: (1) the  

teacher extracted a part of previous student's performance on 

assessment using the sound of the instrument; (2) the teacher 

improved a phrase made by the student; (3) the student 

expressed her point of view using the sounds of the instrument; 

(4) the teacher played musical phrases contrasting with the 

student's previous one; (5) the teacher used jazz theory to 

rework the musical phrase; and (6) the teacher designed a 

musical phrase with self-assessment.  
 
Keywords ― Improvisation (即興演奏), Collaboration (協
働), Situated Action (状況的行為) 

 

1. 問題と目的 

1.1.ジャズの即興演奏での「快適な音の探索」 

 ジャズの即興演奏では，パフォーマンスのなかで前も

って作曲された素材を改訂しつつ，予期しなかったアイ

デアのデザインを行う[1]．その際，前もって作られた曲

のメロディーやコード(和音)が，おもに即興演奏のための

構造を提供する[9]．これは，演奏者がオリジナルの曲に

対して崩しを行うことを意味する． 

 しかし，オリジナルの曲に対して単に崩せばよいとい

うわけではなく，快適さを持った音であることも必要で

ある．即興的にメロディーを作り出すならば，それが曲

のコードに対して快適な音である，あるいはメロディー

という一つのまとまりが快適なものである必要がある．

しかし，あるコードに対して，毎回決まったアプローチ

を行えばいいというわけでもない．なぜなら，直前まで

どのような演奏が展開していたのかによって，次に求め

る快適な音は異なるからである． 

 このように，ジャズの即興演奏では，その瞬間のコー

ドや，直前までの演奏の展開といった状況にとって快適

な音を探し続けることが課題となる．ジャズの演奏者に

なるためには，楽器のスキルももちろん必要ではあるが，

変化し続ける状況にとって快適である音を見つけること，

すなわち「快適な音の探索」を学習しなければならない．

では「快適な音の探索」とは，どのようにして可能とな

るのだろうか．本研究では，ジャズの即興演奏の教授学

習における「快適な音の探索」を「状況的行為」[12]とと

らえ検討する．状況的行為は「すべての行為のコースは，

本質的なあり方で，物質的・社会的な周辺環境

(circumstances) に依存したものだという見方を強調」す

る概念であり，「そのアプローチの目的は，どのように

人々が知的な行為を達成するために自分の周辺環境を用

いるかを研究する」(邦訳p.49)ことである．したがって，

複数の演奏者がより快適な音に迫るために，その場にあ

るどのような資源をどのように利用し相互行為を行うの

かといった，快適な音の協働的な探索過程に焦点を当て

る． 

 

1.2. ジャズの教授学習に関する研究 

 ジャズの教授学習に関する実証研究では，一つ目に，

ある教授方法の効果を検証する研究がある．そこでは，

練習の際に楽器を使用するか否か，聴覚教材か楽譜教材

かでの効果の違い，そしてある教育プロジェクトの効果

などを検討している．教授方法の効果の検証は，教授前

後の演奏の比較(たとえば[2][15])，あるいは参加者への聞

き取り調査(たとえば[6][8][14])によって行われているが，

相互行為の分析は行われていない． 

 二つ目に，教授学習の相互行為を記述した研究がある．

Sudnow[13]は，教授学習でのフレーズづくりにおいて，

学習者の演奏にたいして，指導者が発言によるアドバイ

スとフレーズの作り方を示す演奏を行い，その指導者の

演奏で利用されている規則を学習者は聴こうとする様子

を記している．Berliner [1]は，師弟関係にある二者が演

奏の録音を聴きながら，それをもとに演奏や表情を用い

て演奏を変化させることで，録音からアイデアを吸収す

る様子を記述した．Haviland [5]は，ジャズのマスターク
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ラスにおいて，指導者が，楽器演奏と言語といった複数

の表現を重ねて演奏で何が行われていたのかを説明する

ことで，音楽の要点を示すことを指摘した．教授学習の

相互行為において，演奏者は発話や演奏で応答すること，

また発話がなくとも表情を伴った演奏のみでも相互行為

が可能であること，そして演奏と発話とを重ねて相手に

対して説明を行うことといった，演奏の音を利用した相

互行為の複数の方法の存在を示している．しかし，演奏

の音の内容の記述については，Havilandの指導者の一回

の演奏のみであることから，これらの研究では教授学習

での音の探索において重要だと考えられる演奏の音の検

討が不十分であるといえる． 

 

1.3. ジャズのパフォーマンスの資源 

 ジャズのパフォーマンスにおける資源としては，演奏

者自身のこれまでの経験を経て長期記憶となった音楽の

素材や抜粋などの知識[9]，演奏者により産出された先行

する音[1][4][5][7][11]，発話[7]，身体動作[3]，演奏する

場所の雰囲気[10]，楽器と身体との配置の関係[13]などが

ある． 

 これらの資源のなかでも，即興演奏の教授学習におい

て，演奏による音が重要であると考えられる．それは，

教授学習で演奏を利用しているという記述から，また，

Berliner の研究のなかで，ジャズ演奏者は，演奏のすべ

てを言葉によって語りつくすことは困難であるとインタ

ビューで述べていることから示唆される．そこで，以下

ではジャズのパフォーマンスを扱った先行研究から，演

奏者がどのようにその場で生み出された音を利用するの

かについて検討したものを取り上げる． 

 Berliner[1]は，ジャズの学習者は，自身で産出した演

奏の発展のさせ方を学ぶとして，どのような発展の方法

があるのかを，多数のプロの演奏のレコーディングを用

いて示している．そして，演奏者は，先行する演奏の音

高(pitch)，音域，リズム，輪郭，音色，アクセントとい

ったものに注目するとともに，先行する演奏を利用して

変化させるときには，ある注目箇所について変化させる，

あるいは新たな音をその演奏の一部と差し替えたり，間

に挿入したり，前後に足したりすることを指摘した． 

 また，共演者の音の利用についても指摘されている．

Graiter[4]は，ギターとドラムによるコンサートでの演奏

を分析し，音の繰り返しやシンクロ，相手の音の隙間埋

めや引き継ぎによって，音楽のまとまり，演奏者間の精

神的な結びつき，演奏の予期を作り出すとした．

Berliner[1]は，一貫性と変化を程よく持った曲となるよ

うに，先で示した同一の演奏者の場合による音の利用と

類似のもの，さらに先行する演奏の感情的な色合いなど

の利用，あるいはそれとは対照的な演奏を行うことを示

した． 

 ジャズのパフォーマンスの研究は，演奏者が演奏のど

こに注目し，どのように音を変化させたり加えたりする

のかについて詳細に示している．しかし，快適な音の協

働的な探索において，これらがどのように用いられるの

かは不明である． 

 ジャズの教授学習とパフォーマンスの研究では，快適

な音の探索はジャズ演奏者の重要な課題であるにもかか

わらず，その過程については重要な資源である音を含め

て記述し検討されることが十分ではなかった．そこで本

研究では，発話そして演奏された音といった資源の利用

のあり方を解明することによって，いかにして快適な音

に迫るのかを明らかにする． 

 

2. 方法 

 ジャズピアノレッスンの指導者と学習者(レッスン歴 2

年)の一対一の教授学習場面をビデオカメラにて撮影した．

学習者は月 2 回，各１時間のレッスンを受けていた．電

子ピアノが 2 台設置され，二人が同時に演奏することが

可能であった．曲《But not for me》を使用した学習が行

われた4回分のレッスン(1回約1時間)を利用した．学習

場面において，指導者と学習者による音の探索が，より

明確な形で頻繁におこなわれる事例を検討するため，学

習者の演奏と指導者の評価・演奏のセットを「フレーズ

の探索学習エピソード」として抜粋した．このエピソー

ドは，以下の3つの基準をもとに選出した． 

･ エピソードには，指導者が学習者の直前で演奏した

フレーズを評価したのち，該当する小節のフレーズ

を演奏することを必ず含む． 

･ エピソードの開始は，指導者が評価を行った学習者

のフレーズの演奏からとする． 

･ 該当する小節以外を評価したり演奏する場合，ある

いは該当する小節を演奏していても，指導者の演奏

を学習者が模倣するといった課題の移行が見られた

場合，その直前でエピソードの終了とする． 

 学習者が即興的に演奏するメロディーは，ピアノの比

較的高い音域，つまり鍵盤の右側で右手を用いて演奏さ

れた．したがって，ここでは，「フレーズ」を「右手を使

用して，単音で2音以上の音を並べたもの」とした． 

 その結果，表 1 に示される 8 つの「フレーズの探索学

習エピソード」が抽出された．今回の分析では，演奏回

数が最も多いエピソード 6 について，音の探索過程を十

分に検討できると予測し，詳細な分析を行った． 
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3. 結果と考察 

 今回詳細に検討するエピソード6では，4分の4拍子，

2 小節間のフレーズの探索学習が行われた．コードは 1

小節目はFm7，2小節目はBb7 である．全部で22 のフ

レーズが見られた．フレーズは出現順から，P-1~P-22と

した．以下では，そのトランスクリプトの一部である図

1~7をもとに相互行為の検討を行う． 

 

表1 フレーズの探索学習エピソード 

 

3.1. 演奏による評価箇所の抽出 

 指導者は P-4 のフレーズにおいて，学習者の P-1 の 3

小節目以降のフレーズの輪郭とリズムを利用した．輪郭

の利用は，P-1の3小節目のフレーズの音高の推移(Ab→

G→Bb)と，P-4 のフレーズの音高の推移(G→F→Bb)が，

いずれも，1音目から2音目で下行し，2音目から3音目

で上行し，さらに 3 音目は 1 音目よりも上の音高である

ことから示される．また，リズムの利用は，P-1 の 4 小

節目，P-4 の 1 小節目を見ると，いずれも，フレーズ 1

音目とベース 1 音目がほぼ同時であり，フレーズ 2 音目

はベース3音目と4音目の間に位置し，フレーズ3 音目

がベースの 5 音目とほぼ同時に演奏されることから示さ

れる． 

 そして P-4 の直前に「ここ(の)」，直後に「ちょっと単

純すぎたかな？」という発話が見られた．このことは，

指導者の P-4 を評価していることを示しているが，P-4

は P-1 のフレーズの輪郭とリズムを利用していることか

ら，学習者のP-1の評価として聞くことができる． 

 以上のことから，指導者は，学習者のフレーズの一部

の輪郭とリズムを利用した演奏を行い，さらにその演奏

に評価を与えることで，学習者の演奏の一部を抽出し評

価を行ったといえる．このように，2小節間のフレーズの

探索は，学習者の演奏から，その一部が取り出され評価

されることで始まった．したがって，どの箇所でフレー

ズの探索学習を行うかは，学習者の演奏の前には決定し

ていない．それは，学習者あるいは指導者どちらかによ

って決まるものではなく，学習者の演奏と，指導者の聴

取のあり方の関係によって決まるといった状況に依存し

たものであった．  

 

3.2. 指導者によるフレーズの改良 

 指導者は，P-4 において，学習者の P-1 の 3 小節目以

降を取り出し，「単純すぎ」という否定的評価を行った．

その後の指導者の P-6 は，その直後に「とか」という発

話から，例示として示されたといえる． 

 指導者は P-6 において，P-4 のフレーズの音高の一部

を利用した．音高の利用は，P-4 とP-6 のフレーズの 1，

2音目のG, Fの一致から示される．またリズムにおいて

も，P-6 はP-4 一部を利用していた．まず 1 小節目のベ

ースの 1~3 音目の隣り合う音の時間の間隔は，P-4 では

0.6~0.7秒であり，P-6では0.6秒であることから, P-4と

P-6 は，ほぼ同じ速さで演奏されたといえる．そして，

P-4のフレーズ1音目と2音目の時間の間隔(G, F)は1.5

秒, P-6のフレーズの1音目と2音目(G, F)では1.6秒で

あり，このことからフレーズのリズムの一部の利用が示

される． 

 これらに対して，P-4 から P-6 では，フレーズ 3 音目

以降はP-4ではBbであったが，P-6ではE, F, Abとなっ

た．このことは，P-6では音数が増加し，より複雑なフレ

ーズとなったと考えられる．さらに，P-4 と P-6 のフレ

ーズの一番最後の音は，2小節目にもその音が鳴っている

が，P-4の3音目Bbに対し，P-6の5音目Abとなって

いる．両者を比較すると，P-6 は 2 小節目のコードであ

るBb7に対してより緊張感を与える音である．このこと

から，P-4 は P-6 に比べて，フレーズの終わりの音高を

より緊張感があるものへと変更したと考えられる． 

 以上のことから，指導者は，学習者のフレーズの音数

と音高を変え，より緊張感がある複雑なフレーズとして

例示したといえる．この緊張感と複雑さの増加は，学習

者の P-1 への評価である「単純すぎ」に基づいたもので

あると考えられる．つまり，P-4において学習者の演奏の

不十分な点を，指導者が引き受けて改良したものが例示

されたといえる． 

 

Student

Play Play Sing

1 2 1 3

2 2 5 7

3 2 9 11

4 2 4 2 8

5 2 3 5

6 8 14 22

7 4 7 11

8 2 1 3

Episode
No.

Total
Teacher

(注) ・Playは楽器によるフレーズの演奏を示す． 

    ・Singは声によるフレーズの演奏を示す． 

  ・Play,  Sing Totalの数字は演奏回数を示す． 
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3.3. 学習者の注目箇所の表現 

 学習者によるP-12にたいして，指導者は「音が少なく」

「取りとめがなく」「曖昧さが残りつつ悩んじゃった」と

いった評価を行った後，学習者はP-13で再び演奏をする．

その後，特に発話はなく指導者のP-14, 15が続き，学習

者に「もう一回」と演奏を求め，P-16にて演奏する． 

 指導者はP-14 において，学習者によるP-13 の音高の

一部を利用した．これは，P13 の 1~3 音目と，P-14 の

2~4音目がAb, G, Ebで一致していることから示される．

その後さらにP-16において，学習者は指導者のP-14 の

音高を利用した．これは，P-14 のフレーズ 2~8 音目と

P-16のフレーズ1~7音目の音高がAb, G, Eb, C, Bb, Ab,  

Gと一致していることから示される．これらのことから，

P-13, 14, 16 において音高の利用が連続で行われたとい

える． 

 それに対して，P-13 と P-16 のフレーズのリズムを比

較すると，冒頭部分に違いが見られる．まず，P-13, 16

ともに，1 小節目のベースの 1~4 音目の隣り合う音の時

間の間隔は，0. 7 秒であることから，ほぼ同じ速さで演

奏されたといえる．そして，P-13のフレーズ1~4音目(Ab,  

G, Eb, D)において，隣り合う音の時間の間隔は，0.8, 0.7,  

0.5秒であった．P-16では，1~4音目(Ab, G, Eb, C)にお

いて，いずれも0.2秒であった．これらのことから，P-13

に比べP-16では，冒頭部分の音同士の時間の間隔をより

狭めて演奏したといえる．このような，P-16のフレーズ

冒頭のリズムの変更は，P-14 では確認されなかった．

P-14の2~5音目(Ab, G, Eb, C)の時間の間隔は，1.1, 0.5, 

0.6 秒となっており，P-16 の 1~4 音目の 0.2 秒とは大き

く異なる．したがって，冒頭部分の音同士の時間の間隔

を狭めることは，P-16 において行われたと考えられる．

このような音同士の時間の間隔を狭めるという変更は，

P-12にたいする指導者の「音が少なく」という評価に対

応していると考えられる．つまり，学習者は指導者に指

摘された自身の演奏の不十分な点を，先行するフレーズ

を利用しつつリズムの変更を行うことにより補おうとし

たと考えられる． 

 音同士の時間の間隔を狭めたP-16の直後，指導者はフ

レーズのリズムにたいして肯定的な評価を行った．つま

り指導者は，学習者がリズムに注目し変更を行ったと解

釈した． 

 以上のことから，学習者は先行する音高を利用しつつ，

音同士の間隔を詰めるといったリズムの変化を行うこと

により，先ほどの自身の演奏で不十分とされた点を補い，

76. T:       {か(もしれない?)
P-19 77.

T-P:

T-B:

P-20 78.

T-P:

T-B:

79. T: これちょっとやりすぎだね
P-21 80.

T-P:

T-B:

81. T: ( )やりすぎだね  もっとね
82.

T-B:

 

83. T:       {hhhh
84. T: [難しいんだこの辺は
85. S: [うんうん
86. S: うんうんうん
87. T: うん　そうでーじゃあ
88. T: えーと もう一回頭からやって  そこまで行ってみる?
89. S: はい
90. T: ね?  えー  うん  まあ行ってみましょう  じゃあ  それで
91. T: ワントゥースリーフォー

図7 エピソード6トランスクリプト(7) 
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そのことはリズムに注目し変更したと指導者に解釈され

たといえる． 

 

3.4. 指導者による対照的な演奏 

 指導者は，P-16のフレーズのリズムに対して肯定的な

評価を行った．その後のP-17では，その直前に「シャー

プにやろうと思ったら」，直後に「とかさ」という発話が

見られる．指導者はP-17を，学習者とは異なる方向性の

演奏の例示として位置づけたといえる． 

 その P-17 では先行する演奏の音高を利用していた．

P-17における音高の利用は，P-16,  17のフレーズの1~7

音目とP-14の2~8音目の一致(Ab, G, Eb, C, Bb, Ab, G)

から示される． 

 一方，リズムにおいてP-17はP-16とは異なっている．

まず，ベース 1 音目から 4 音目までの音同士の時間の間

隔はP-16では0. 4秒，P-17では0. 5~0. 7秒の間であっ

た．したがって，ほぼ同じ速さで演奏されたといえる．

P-16,  17 の1~4音目(Ab, G, Eb, C)の隣り合う音同士の

時間の間隔をみると，P-16では，すべて0. 2秒であるの

に対し，P-17では0. 4,  1. 2,  0. 2秒であり，P-16より

も時間の間隔の広がりが見られた．したがって，P-16と

P-17 では，P-16 では音同士の間隔を詰めたのに対して，

P-17では，音同士の間隔を大きくあけたと考えられる． 

 以上のことから，指導者はP-17の例示において，P-16

の評価したリズムについて，さらに変更を加えたといえ

る．さらに，リズムの変更の仕方は，学習者が音同士の

間隔を詰めたのに対して，音同士の間隔を大きく空ける

といった対照的な方法で行われた．学習者は，リズムに

ついて工夫を行ったが，同じフレーズであってもリズム

の工夫のあり方は複数の可能性があることが，指導者に

よって示された． 

 

3.5.フレーズの改変過程における理論の利用 

 P-18 の演奏の直後，指導者は「オルタード」「コンデ

ィミ」を利用することを推奨する．この二つはいずれも，

音階を表す理論的な言葉である．そして，これらの音階

を象徴する音は，該当する箇所のコードにおいては，B,  

C#, E, F#である． 

 指導者による演奏のなかで，P-14, 15, 17では，これら

の音は含まれていないが，理論的な言葉の直前の P-18，

そして直後のP-19において，Bの音が含まれている．こ

のことから，演奏の途中から「オルタード」「コンディミ」

といった音階に基づいて演奏を行ったといえる．また，

この事実は，P-16 と P-17 におけるリズムへの注意のの

ち，新たに音高の選択に注意を向けたことを示している． 

 さらに P-18 は，P-17 の音高を利用している．このこ

とは，P-17とP18の1~3音目(Ab, G, Eb)と，5~7音目(Bb,  

Ab, G)の一致により示される． 

 以上のことから，指導者はフレーズを繰り返し演奏す

るその途中で，先行するフレーズを音階の理論という新

たな観点を用いて変更を加えるようになったといえる．  

 

3.6.指導者の自己評価を伴うフレーズの構築 

 指導者のP-19 は，例示として示されたP-17, 18 と 1,  

2 音目の音高が一致している(Ab, G)．P-19とP-20は，

1~3音目の音高が一致している(Ab, G, D)．その後のP-20

とP-21では，1~4音目の音高が一致している(Ab, G, D, 

B)．つまり，指導者は自身の前の演奏の音高を利用して

いるが，演奏をするたびに利用する数を増加させていた．

このことから，先行するフレーズに変更を加えつつ，ま

た先行するフレーズを手掛かりとして，フレーズを構築

していたと考えられる． 

 そして，P-20 と P-21 の直後において，指導者はそれ

らの演奏にたいして「やりすぎ」という否定的な評価を

行っていた．自身の演奏にたいして自ら評価を行うとい

うことは，その言葉が発話者自身にも向けられた言葉と

なっていることを意味する． 

 以上のことから，指導者は先行するフレーズを手掛か

りとしてフレーズの構築を行った．そして，フレーズの

構築は，自ら評価をしながら行われていた．このことは，

指導者が学習者と同様のフレーズをもとに音を探索して

いたことを示す．また，先行するフレーズが，フレーズ

の構築の手掛かりとなっていたことから，指導者の演奏

は，学習者にたいする働きかけだけではなく，指導者が

音を探索するうえで支えとなる道具となっていた． 

 

4.結論 

 フレーズの協働的な探索過程を検討した結果，以下の6

点が明らかとなった． 

 

(1) 演奏による評価箇所の抽出 

(2) 指導者によるフレーズの改良 

(3) 学習者の注目箇所の表現 

(4) 指導者による対照的な演奏 

(5) フレーズの改変過程における理論の利用 

(6) 指導者の自己評価を伴うフレーズの構築 

 

 演奏者は，先行する演奏からその一部を利用し変更を
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加えていた．このことから，音の探索過程では，先行す

るフレーズを再構成が行われていたといえる．さらに，

先行するフレーズの利用と変更には複数の方法があり，

そのことによって遂行されることに(1)～(6)のような違

いが見られた． 

 指導者は，(2)のように学習者の演奏の不十分な点を補

うかたちで変更することによって，あるいは，(4)(5)(6)

のように，学習者の演奏が「快適な音」となったと判断

した場合には，その演奏を対照的な方法や，理論を用い

た新たな方法によって再構成を試みた．一方，学習者は(3)

のように，先行するフレーズの一部を変更することで指

導者から指摘された不十分な点を補った．そのことは指

導者の学習者の注目箇所にたいする理解をもたらし，そ

の後の(4)以降の相互行為の進展を可能にした． 

 このことから，指導者と学習者は，快適な音の探索に

向けて，先行する音の利用と変更を通して，演奏の不十

分な点を補う，あるいは相手の演奏から，その演奏で注

目した箇所の理解を行い，相手の演奏が十分な場合には

対照的あるいは新たな方法から再構成を行っていたとい

える． 
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デザインにおける視覚情報の認知的研究	
-視線追跡装置を利用した日本人と中国人の比較分析-	

	 Cognitive Study of Visual Information in the Design 
- An Analysis of the Difference Between Japanese and Chinese using Eye-Tracking-System - 
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Abstract 
It is an interesting problem for both the creators 
and the consumers of design to determine how a 
design is received. Therefore we carried out an 
experiment to observe, using an eye-tracking 
system to learn how participants chose a design 
as their favorite one. We measured by 
eye-tracking system how people obtained visual 
information when they chose a design by means 
of this experiment. As a result, Japanese 
participants used numerous convergence 
functions but they have individual variations. On 
the other hand, Chinese participants, on the 
average, used a convergence function for length 
and breadth perception with both left and right 
eyes for sight reception. 
 
Keywords ― design, sight information, eye-tracking 
system, eye movement, convergence 
 

1. はじめに	
デザインは送り手であるデザイナーが意図や情報を

表現創造し受け手に届けられる．世界にはさまざまな

人々がともに存在していることから，あるデザインが

好ましいかそうではないかを受け手が判断する要素や

選択の過程，基準はその社会的，文化的背景によって

多様であるといえる．デザインがどのように見られる

か，視覚情報としてどのように受け取られるかを知る

ことは，デザイナーにとっても受け手にとっても興味

深い課題である．Michigan	fish	testで報告されてい

るのは，同じ絵や写真を見ても，西洋と東洋ではまっ

たく違う見方をしていることである．アメリカ人が絵

の中で最も目立つ大きな対象のみに注意を払っている

ことに対し，アジア人は全体像をとらえようとしてい

ると報告されている[3]．また，Masuda による実験で

は，日本人は全体と同時に特に細部に注意を払って記

憶していることが報告されている[2]．そこで，デザイ

ンを選択するという課題で受け手がデザインをどのよ

うに眺め，どのように選択するか，また日本人とそれ

以外の人々の見方は同じかどうかを調査するために，

視線追跡手法を用いた観察実験を行った．	

視線追跡装置による眼球運動計測データは，外界の

情報を得る際の眼球の動きを記録し定量的に分析する

ことが可能である．一般的に両目は左右同時に視線移

動するが，広い場面を一瞬にして把握する場合，両目

が左右で異なる眼球運動を行う現象（輻輳：ふくそう）

が生じる[1]．この眼球運動機能を利用して，デザイン

を選択する際に人々がどのように視覚的な情報をとら

えるかという観点から視線データを分析した． 
	

2. 実験方法	 	
実験では，食品パッケージデザインにおいて，同じ

図柄で背景色の異なる10種類のデザインから1つを選

択する時の眼球運動を観察記録し，分析した．背景色

は，あらかじめアンケート調査を実施し，「甘い，酸っ

ぱい，伝統的」などの感覚的なイメージを持つ10色を

選んだ[5]	[6]．	

	

図 1	 背景色が異なるデザイン一覧（イメージ）	
	

モニターに，同じ図柄で背景色の異なる10種類のパ

ッケージデザイン（デザイン 1〜デザイン 10）を上下

2段で一覧した画面（図1）を10秒間提示し，その後，

2016年度日本認知科学会第33回大会 P1-39

666



各1枚ずつを5秒間提示し，再び10種類（デザイン1

〜10）の一覧を 10 秒間提示した（図 2）．また，被験

者に，もっとも気に入った背景色のデザインを選択す

ることを課した．	

	
図 2	 提示方法 

 
視線追跡装置は固定式の Tobii	X-120，モニターは

Dell	2005FPW（解像度 1680×1050）を用いた．また，

実験は実験室で実施し，測定には顎台を用いた（図3）．	

実験対象者は17名，日本人11名（J-1〜J-11）と中

国人6名（C-1〜C-6），すべて本学の大学院生，および

大学職員である．実験者は，視線追跡装置を用いて被

験者がデザインを選ぶ時の眼球運動を観察し記録した．

この時，デザイン 1 を見る最初の 5 秒間の視線データ

から，左右両目の X 軸と Y 軸の視野角をそれぞれ取り

出し，その差の絶対値（輻輳の幅の値）を算出し分析

した． 

 
図 3	 実験環境 

 
3. 実験結果	 	
表1は，被験者全員の左右両目のX軸とY軸の差分

の値を表す．図 4 は，表 1 のデータをグラフ化したも

のである．輻輳の視野角度の平均は，日本人が X 軸

28.3°，Y軸33.4°，中国人がX軸24.7°，Y軸24.9°

であった．輻輳の幅の平均値は X 軸，Y 軸ともに日本

人グループの方がやや広い傾向がみられる．	

日本人被験者の場合，X 軸方向に輻輳機能を多用す

るケースと Y 軸方向に輻輳機能を多用するケースとい

うように，異なる視覚情報の受容を行うタイプがみら

れることがわかった．しかし，個人差が顕著で，およ

そ半数の被験者が X 軸方向と Y 軸方向に比較的少ない

視野角度の輻輳機能を利用して視覚情報を受容してい

ることがわかる．一方，中国人グループは X 軸方向と

Y 軸方向の輻輳における視野角が平均的でほぼ近い値

であった．すなわち，中国人被験者が瞬時に視覚情報

を受容する場合，X 軸方向と Y 軸方向の両方でほぼ近

い値で少ない幅で輻輳機能を用いることがわかった．

また，日本人と比較すると個体差が少なく平均的に輻

輳機能を利用していることがわかった．		

 
表 1	 両目の X 軸と Y 軸の差分の値	

	

	

	

図 4	 両目の X 軸と Y 軸の差分の値 
	

図 5は，日本人被験者J-2の左右両目のX軸とY軸

の差分の値を表し，図6はJ-8のデータを表す．また，

図7，図8は，それぞれ中国人被験者C-1と，C-5のデ
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ータをグラフ化したものである．（＊以下，図中の青線

は X 軸方向の両目の視野角の差を表し，赤線は Y 軸方

向の両目の視野角の差を表す．）	

	

図 5	 両目の X 軸と Y 軸の差分の値（J-2） 
 

	
図 6	 両目の X 軸と Y 軸の差分の値（J-8） 
	

	

図 7	 両目の X 軸と Y 軸の差分の値（C-1） 
 

	

図 8	 両目の X 軸と Y 軸の差分の値（C-5） 

日本人被験者J-2（左）は，X軸方向とY軸方向に幅

の広い輻輳を行い，広い場面を一瞬で把握する様子が

みられる．X 軸方向の輻輳が顕著な時は Y 軸方向への

輻輳はやや狭く，Y 軸方向の輻輳が顕著な時は X 軸方

向への輻輳は狭いというように画面全体に視野を拡散

していることがわかる．	

被験者 J-8（右）は X 軸方向と Y 軸方向ともに輻輳

の幅が小さく，両目ともに輻輳機能をあまり利用して

いないことがわかる（図5）．	

中国人被験者 C-1 は，X 軸方向と Y 軸方向ともに平

均的に輻輳を行っているが，範囲はやや狭い（図 7）．

被験者 C-5 のデータをみると，X 軸方向と Y 軸方向で

交互に輻輳を行っている．しかし，日本人被験者 J-2

（図 5）と比較すると輻輳の幅はそれほど広くないこ

とがわかる（図8）．	

平均的に日本人被験者の方が輻輳を頻繁に使う傾向

があるが，個体差が大きい傾向がみられた．すなわち，

日本人グループは，X軸方向に輻輳を行う被験者と，Y

軸方向に輻輳を行う被験者，それらを交互に多用する

被験者，そして，積極的に輻輳を行わない被験者がい

ることがわかった．一方，中国人グループは，1 名を

除く被験者で輻輳の範囲がやや狭い傾向があることが

わかった．	

 
4. 考察	
本研究では好みのデザインを選択するという課題が

ある時，受け手がデザインをどのように眺め，どのよ

うに選択するか，また日本人とそれ以外の人々の見方

は同じかどうかを調査するために，視線追跡手法を用

いた観察実験を行い，デザインを選択する時の視線デ

ータを記録し，分析した．被験者の眼球運動の特徴を

調べる過程で，中国人グループで輻輳はそれほど広範

囲には行われず，6 名中 5 名において輻輳機能はほぼ

一定で範囲がやや狭く使われていた．一方，日本人グ

ループのうち半数の被験者は，広い範囲の輻輳を行い，

好みのデザインを選択した．日本人被験者は，X軸，Y

軸の両方向に広い範囲で輻輳を行う個体が比較的多い

傾向がみられる一方で，輻輳がかなり狭い範囲の被験

者も確認され，中国人グループと比較すると個体差が

顕著であることがわかった．	

寺らは，視線追跡装置を利用した実験において，英

語テキストと日本語テキストの読解過程を観察した結

果，日本人が英語と日本語の両方のテキスト読解で戻

り読みを多用するという現象が顕著であり，読解時に
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テキスト情報を理解する際の日本人の特徴であると述

べている[4]．日本語は膠着語文法に分類され，必要な

叙述が後続的に出現する．このため前出のテキスト情

報を探索する目的で広い範囲で戻り読みが多用されて

いる可能性がある．このことから，日本人被験者が好

みのデザインを選ぶ課題では，できるだけ広い画面に

注意を払いながら視覚情報を選択している可能性が考

えられる．好みのデザインを選択する場合，広範囲に

輻輳を行って画面情報を取得する現象が，日本人の背

景と関わりがあることを示唆する．	

一方，今回の実験で日本人被験者の輻輳機能の利用

方法に個人差が顕著にみられたことから，他の要素を

抽出するための実験が必要であると考える．デザイン

から情報を取得し理解する過程は文字から情報を取得

し理解する過程と重なる部分が存在するという可能性

は否定できないが，さらに他の要素を調査する必要が

ある．	

	

5. まとめ	
今後ますます世界的な規模の交流が進み，Web サイ

トから情報を取得する機会は地球規模で増加する．デ

ザインの視覚情報がどのように人々に受容されるかを

知ることは，どのような情報が人々にとって有益であ

るかを知るためには必要不可欠な研究である．	

今回の実験では日本人と中国人被験者の比較研究を

行ったが，視覚情報の取得において社会的文化的な背

景がもたらす要素について知るためには，文化背景の

異なる他の被験者について詳しく調査する必要がある．	
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Abstract 
The purpose of the present study is to confirm the 
replicability of five components of the teaching anxiety 
found in our previous study (Yamaguchi et al, 2015) as well 
as to explore how the teacher’s degree of such the anxiety 
differs according to his/her attributes. We focused on “dance 
teaching anxiety,” which we defined as the teacher’s 
concerns regarding physical education curricula. We 
conducted a questionnaire survey for teachers (N = 202) who 
participated in a training seminar by Nippon Street Dance 
Studio Association. We conducted exploratory factor 
analysis, extracting four factors as for the teaching anxiety: 
anxieties for lack of knowledge, students, their own dance 
skills, and student interest. Decision tree analyses showed 
that the teacher’s degree of such the anxiety differed as a 
function of his/her attributes such as sex, age, previous dance 
experience, and previous dance teaching experience.    
 
Keywords ― Teaching anxiety, compulsory education, 
exploratory factor analysis, decision tree 
 

1. はじめに	 
	 平成20年3月に告示された中学校学習指導要領の改
訂に伴い，中学校保健体育においては，従前では選択

単元であった「ダンス」が必修化された[1] ．筆者らは，
このダンスの必修化に伴って教員にいかなる不安が生

じているのかを定量化し，その不安の原因を明らかに

することを目指している． 
ダンスに限らず，学習指導要領の改訂に伴って現職

教員には不安や混乱が生じる[2-5]．例えば，高等学校
学習指導要領改訂に伴い男女共習となった家庭科では，

男女の能力や技術の差，指導方法に不安を抱いた教員

が多いことが報告されている[3]．平成 20年にダンス同
様必修化となった武道では，授業実施に伴う生徒の安

全の確保や用具教材の整備に対して多くの教員が不安

を抱いていると報告されている[4]．ダンスについても，
必修化に伴い多くの教員が指導力不足への不安を抱い

ている[2, 5]．学習指導要領の改訂による授業形態や指
導法の変化に対して，教員になんらかの不安が生じる

のは避けられないといえる． 
また，こうした不安には，学習指導要領の改訂に伴

って教員が共通してもつ一般的な指導不安と，ダンス

に特有の指導不安があると考えられる．たとえばダン

ス単元では，生徒の興味・関心が個々人によって大き

く異なることや，教員自身が見本を見せて指導を行わ

なければならない点がほかの科目と異なる．特に，平

成 20年に必修化となったため，ダンス経験やダンス指
導経験，あるいはその研修を受けたことのない体育教

師が未だ一定数いる．そうした中で，これまで自身が

経験したことがない，あるいは教えたことのないこと

を教えなければならないという不安はダンス指導に特

有のものであると考えられる． 

	 こうした背景のもと，筆者らはダンス指導において

生じる課題や困難点を「ダンス指導不安」と定義し，

新学習指導要領施行から 5 年以上経過した現在もなお
教員が抱いている不安の実態を解明するとともに，そ

の不安の原因がいかなるものなのかを調べてきた．山

口・正田・鈴木・阪田（2015）[5]では日本ストリート
ダンススタジオ協会主催の学校教員・教職課程履修中

の大学生向けリズムダンス研修会 (以下:「NSSA 主催
リズムダンス研修会」) に参加した現職教員を対象に
質問紙調査を実施し，得られた自由記述に対してテキ

ストマイニングを実施した．共起ネットワークによっ

て相対的に強く結びついている単語同士を検出してグ

ループ分けを行ったところ，教員がダンス指導の際に

抱くダンス指導不安が 5 つの不安から構成されること
が示された．抽出された 5 つのダンス指導不安は「知
識不足に対する不安」，「経験不足に対する不安」，「授
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業構成に対する不安」，「生徒に対する不安」，「指導法

に対する不安」であった．こうして 5 つの不安要素を
抽出することができた一方で，これらの要素は自由記

述から抽出されたものであるため，教員の中にあるダ

ンス指導不安が全て反映されているわけではなく，ア

ンケート回答時点で教員が最も不安に感じている事柄

のみを言及している可能性がある．そこで，本研究で

はこれら5つの不安要素から計49の質問項目を作成し，
これら 5 つのダンス指導不安が再現されるかを調査し
た．また，それぞれの要素が教員のどのような属性（性

別・年齢・ダンス指導経験の有無）から生じているの

かを明らかにする． 
現実の教育場面での学習過程を直接の分析対象とす

る「学習科学」は，学習者の知識・技能習得過程を解

明し，よりよい学習環境をいかにして構築するか，と

いう問題に主眼がおかれてきた[6]．本研究では，「体育
教員の多くが，ダンス経験がないにもかかわらず，ダ

ンス指導を行っている」 [7]という指導者側が抱える問
題に取り組む．また実践的には，教員自らが抱いてい

る不安の原因を明らかにすることで梅澤（1996）[8]に
よって指摘されている教員自らが授業の問題点を的確

に診断することができないような状況を打破すること

ができる．さらに，教員自らの手でダンス指導授業の

問題点を的確に捉え，振り返り，さらに省察するため

のノウハウを提案することが可能になると考えられる．

このように，本研究は「自らが十分に熟達していない

ことがらを教授する」という問題への一アプローチで

あり，学習環境のデザイン研究への貢献が期待される． 

 
2. 方法	 
	 2015年 5月から 11月に福井県・神奈川県・千葉県・
静岡県の 4 県で実施された「NSSA 主催リズムダンス
研修会」の参加者 202 名に対し，研修会終了後に質問
紙調査を依頼した．研修会 1 回あたりの参加者数は，
20〜54人であり，参加者は全員現職教員であった．質
問紙は山口他（2015）[5]において認められた 5つの不
安要素のそれぞれについて 8〜10 項目の質問項目を作
成し（合計 49 項目），ダンス指導不安尺度の原案とし
て使用した．質問紙の回答方法は，各質問項目に対し

て「1：全く不安に感じない」から「7：とても不安に
感じる」までの単極 7 段階評価とした．それに加え，
性別，年齢，ダンス経験の有無，ダンス指導経験の有

無の付帯質問にも回答してもらった．全質問項目にお

いて，無回答のものが一つでもあれば分析対象から除

外した． 
	 回収した 202名のうち有効回答は 136名（67.33%）

であった．136 名のうち男性は 87 名，女性は 49 名で
平均年齢は 31.45（SD = 8.22）歳，平均教員歴は 7.26
（SD = 7.52）年であった． 

 

3. 結果 
	 探索的因子分析を行う前に，項目分析およびGP分
析を行った．項目分析では偏りのある項目（どちらか

の極に全体の 80%以上が集中するもの）に該当するも
のはなかった．また，GP分析でも上位群と下位群に差
がない項目はなかった．よって，作成した 49項目すべ
てを分析対象とした． 
	 探索的因子分析によって，教員のダンス指導不安の

背景にある 4因子を抽出した（ミンレス法，独立クラ
スター回転による．表 1）．因子数は平行分析によって
決定した．第 1因子では，Q3「ステップの名前やその
由来に関する知識」や，Q5「現代的なリズムダンスの
歴史やリズムダンス導入の背景に関する知識」という

ような教員自身の知識に関する項目の因子負荷量が高

かった．第 2因子ではQ37「生徒がお互いの発表を鑑
賞すること」や，Q34「生徒が協調性を大切にしなが
ら創作活動を行うこと」という生徒に関する項目の因

子負荷量が高く，第 3因子ではQ13「自分自身が見本
になること」や，Q9「自分自身がダンスを楽しむこと」
というような教員自身のダンス能力に関する項目の因

子負荷量が高かった．さらに，第 4因子ではQ31「生
徒のニーズに合った振り付けを考えること」や，Q29
「生徒のレベルに合った振り付けを考えること」とい

うような生徒のレベルやニーズに関する項目の因子負

荷量が高かった． 
	 以上の各因子に影響を与えた要因を探索するため，

決定木分析を行った（図 1）．その際，探索的因子分析
より抽出された各因子（表 1）から回帰法で算出した
因子得点を目的変数，性別，教員歴，ダンス経験の有

無，またダンス指導経験の有無を説明変数とした．そ

の結果，第 1因子，第 3因子，第 4因子の因子得点は
ダンス経験の有無に，また，第 2因子の因子得点は，
ダンス指導経験の有無の影響を受けることが示された． 

	  
4. 考察	 
本研究では，筆者らの先行研究（山口他，2015）[5]
の自由記述に基づき作成された評定尺度への回答を分

析することにより，同様のダンス指導不安が再現され

るのか，またそのようなダンス指導不安が教員のどの

ような属性から生じているのかを明らかにすることを

目的とした．その結果，ダンス指導不安は大きく 4因
子からなること，また，それらはダンス経験の有無と
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ダンス指導経験の有無の影響を受けることがわかった． 
本研究で抽出した 4因子において，教員自身の知識
に対する不安（第 1因子）は，山口他（2015）[5]で抽
出したダンス指導不安要素のうち，「知識不足に対する

不安」と対応するものである．同様に，生徒に対する

不安（第 2因子）と生徒のレベルやニーズに対する不
安（第 4因子）は「生徒に対する不安」に対応してい
ると考えられる．しかし，教員自身のダンス能力に対

する不安（第 3因子）は山口他（2015）[5]で抽出され
たものとは異なる不安要素である．筆者らの先行研究

[5]では，教員のダンス能力に対する不安は独立したも
のとしては抽出されておらず，「経験不足に対する不安」

の一要素であった．これらの結果をふまえると，教員

自身のダンス能力に関する不安は，本研究で新たに生

じたものではなく，自由記述では現れなかっただけで

教員自身が実際には抱いていた不安である可能性が高

い． 
また，決定木分析の結果より，教員由来の不安は，

教員自身のダンス経験に起因し（図 1a, c, d），生徒由来
の不安はダンス指導経験に起因する（図 1b）ことが示
された．教員自身の知識不足に対する不安（第 1因子）
というのは，指導法に対する知識によるものではなく，

ほとんどがダンスそのものの知識に対するもの（e.g., 
ステップの名前）であった．そのため、第 1因子（教
員自身の知識に対する不安）はダンス指導経験ではな

く，ダンス経験に起因したのだと考えられる． 
同様に，教員自身のダンス能力に対する不安（第 3
因子）はQ13「自分自身が見本になること」やQ15「自
分自身が格好よく踊ること」というような項目であり，

本研究の結果は，ダンス経験のない教員がこうした不

安を抱いていることを示している．裏返せば、教員自

身は生徒に対して自身が一人で踊り見本を示す必要性

を感じており，それを自信をもってできないことに一

種のぎこちなさややるせなさを感じていることを示し

ている． 
さらに，生徒のレベルやニーズに対する不安（第 4
因子）はQ31「生徒のニーズに合った振り付けを考え
ること」やQ32「生徒のレベルに合った創作活動の指
導」という質問項目が含まれている．ダンスは近年，

子どもが習い事として始めたいスポーツランキングの

上位に入っており[9]，体育の中の一種目としてのダン
スであっても生徒は「格好よく踊れるようになりたい」

などといった高いレベルを求めていると考えられる．

しかし，多くの現職教員が学生時代にダンスの授業を

受講した経験がないのが現状であり，ダンス経験のな

い教員が生徒の求めている高いレベルやニーズに応え

るのは難しいと考えられる． 
その一方で，生徒に対する不安（第 2因子）はQ38
「生徒がダンスを楽しむこと」やQ48「経験者と初心
者を同時に指導すること」というような質問項目であ

る．生徒由来の不安というのは，担当する生徒によっ

て違うため毎年変化するものであるが，長年の経験か

ら得られた知識によって解決することができる部分も

大きいと考えられる．ゆえに，第 4因子はダンス指導
経験を通してレベルの違う生徒を指導することや生徒

がダンスを楽しむ方法を把握することができるため，

ダンス指導経験の有無が起因していると考えられる． 
前述した通り，ダンス指導不安の多くは生徒由来の

不安ではなく，教員由来の不安である．しかし，全て

の不安がダンス経験がないことに起因するものではな

いことがわかった．自らが十分に熟達していないこと

がらを教授するためには，練習を重ね熟達者と同様の

技術を兼ね備えていなければならないわけではない．

したがって，教員のダンス指導不安を取り除くために

は，教員自身のダンス経験，技能を向上させるだけで

なく，ダンス指導経験を積むことも必要である．  
今後も継続的に現職教員が抱いているダンス指導不

安の実態や原因を解明することを目指す．本研究での

調査は，NSSA 主催リズムダンス研修会に参加してい
た現職教員を対象にしているため中学校の一般的な現

職体育教員の現状を反映できていないと考えられる．

そのため，今後は調査対象を拡大し，より一般化する

ことが重要である． 
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（a）教員自身の知識に対する不安（第 1 因子） （b）生徒に対する不安（第 2 因子） 
 
 
 

 
（c）教員自身のダンス能力に関する不安（第 3 因子） 

 
 
 

 
（d）生徒のレベルやニーズに対する不安（第 4 因子） 

 
 

図 1 教員がダンス指導に際して抱く不安から抽出された各因子（表 1）の因子得点を目的変数, 性別, 教員歴,  
ダンス経験の有無, ダンス指導経験の有無を説明変数とした決定木分析の結果 

ダンス経験あり ダンス経験なし ダンス経験あり ダンス経験なし 

ダンス経験あり ダンス経験なし 指導経験あり 指導経験なし 
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私たちはみんなリーダーになりたい 
-ドラムセッションにおける leader-followerスタンスの神経基盤の検討- 

Everyone want to be a leader 
-neural correlates of leader-follower stance during drumming interaction- 
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Abstract 
In a typical social interaction scene, some individuals take a 

leader stance (leading the interaction) and some take a 

follower stance (following the leaders). An appropriate 

leader-follower role-sharing is an important key for the 

success of the social interaction. In this presentation, we 

would like to introduce our recent finding about neural 

correlates of leader-follower stance during drumming 

interaction 

 
 
Keywords ―  leader-follower stance, drumming 

interaction, fMRI 

 

1. はじめに 

複数人でのコミュニケーション全般において，イニ

シアチブをとる個体（leader）とそれに追従する個体

（follower）と役割分担をとることが円滑なコミュニケ

ーションを行う一つの鍵と言える [1]．例えば音楽合奏

場面において，みんなが leaderとして楽器を演奏して

いたら，アンサンブルは崩壊する．逆にみんなが

follower として他者に追従ばかりしていたら，個性が

無いつまらないアンサンブルになるであろう．我々は

コミュニケーションにおいて leader的スタンスをとる

のか，follower 的スタンスをとるのか，常に暗黙的に

選択し続けていると言える． 

では我々の脳は leader 的スタンスでいるときと，

follower 的スタンスでいるときでどのように働きを変

えているのであろうか？これを検討するために，パソ

コン上でエージェントと行う交互リズム合わせ課題

（図 1）において，エージェントが leaderである，す

なわち被験者が follower的スタンスをとる場合の脳活

動と，エージェントが followerである，すなわち被験

者が leader 的スタンスをとれる場合の脳活動を fMRI

によって比較した． 

 

 

 

2. 課題の概要 

 16人の成人被験者が実験に参加した．課題はすべて

MRI 装置の中で行った．交互リズム合わせ課題とは，

ボタン押しでエージェントと交互にリズムよくドラム

を叩く課題である．被験者は 20秒，エージェントとこ

の課題を行い，その後にどれだけエージェントが自分

のリズムに合わせてくれたのか，どれだけ自分がエー

ジェントにリズムを合わせたのかについてアナログス

ケールで評定した．エージェントは異なる外見のもの

を二種類（leaderエージェントと followerエージェン

ト，これらの性質は被験者には明示せず）用意し，被

験者はそれぞれのエージェントと交互に 10 回ずつ交

互リズム合わせ課題を行った．そして実験終了後に

leaderエージェントと followerエージェントのどちら

が好みかを被験者に二択で尋ねた． 

    

図１．交互リズム合わせ課題 

 

3. 結果の概要 

被験者がエージェントを評価した二つのアナログス

ケールを主成分分析により一次元に圧縮し，それを被

験者がどれだけ leader 的スタンスをとっていたのか，

follower 的スタンスをとっていたのかについての尺度

とした．その結果，被験者は leaderエージェントに対

しては follower的スタンスを，followerエージェント

に対しては leader的スタンスをとっていたことが分か

った．実験終了後の選好判断においては，16人の被験

者の内，15人が followerエージェントを選好した． 

また脳活動の解析から，被験者が leader的スタンス
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をとっているときには，腹側線条体や腹内側前頭前野

の活動が高まることが分かった（図 2）．これらの脳部

位は，金銭報酬など被験者にとって快であるフィード

バックを得た際に活動が高まることが知られている 

[2]．従って，この結果は，相手が自分に追従してくれ

る，すなわち自分が leaderであるという感覚は我々に

とって報酬になることを示唆している．さらに社会的

存在の認知に重要だと知られている吻側部の活動も，

follower エージェント相手に高まった．これは相手が

自分に追従してくれるという感覚が，エージェントに

社会性を感じる一つの要件であることを示唆している．

一方で，相手が leaderであり自分が相手に追従しなく

てはいけない状況においては，タイミングを計るよう

な運動制御にかかわる運動制御前運動野や内側頭頂葉

の活動が高まることも分かった． 

 

   

図 2. Leaderスタンスの際に活動する報酬関連領野 

 

4. 考察 

実験終了後の選好判断から，殆どの被験者が自分に

追従してくれる followerエージェントを選好した．ま

た自分が leaderであるというスタンスは，報酬関連領

野の活動を高めることが分かった．この結果は，我々

にとって他者に追従してもらうという感覚は快であり，

報酬として機能することを示唆している．このような

動機付けは，金銭などの外発的な報酬とは異なる内発

的動機付けであり，社会的コミュニケーションにおけ

る人間の行動を考える上で，このような内的な動機付

けの影響についても考慮しながら理論を構築してく必

要があると思われる．  
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category

西田 豊
Yutaka Nishida

大阪大学 大学院基礎工学研究科
Graduate School of Engineering Science, Osaka University

nishida [at] sigmath.es.osaka-u.ac.jp

Abstract
Prototype and exemplar model in category learning

are described as a mixture model with different num-

ber of mixing distribution. For constructing a com-

putational model with high descriptive validity, we

need appropriate number of mixing element in mix-

ture model. Generally appropriate number of mixing

element is not given so that we need to estimate the

number of mixing element as a parameter. Although

DP-means is a good algorithm to achieve this pur-

pose, estimate value of membership is obtained as a

binary value. The membership parameter should be

represented as fuzzy continuous value in a cognitive

model. In this paper, we developed DP-means with

fuzzy membership parameter.

Keywords — category learning, number of cat-

egory, nonparametric Bayes, DP-means algo-

rithm, fuzzy membership

1. 概念の計算的認知モデル
概念は認知心理学において記憶や注意と並び古く

からの研究トピックの一つでありさまざまな研究ア
プローチがとられてきたが，計算論的なアプローチ
が活発に行われているのが特徴でもある (Pothos and

Wills, 2011)．概念とは無数の情報から将来有効に活
用できるように形成された知識といえる (松香・本田・
吉川，2010)．
人間は概念を形成する学習をどのように行っている

かについては類似性をベースとした 2つのモデルが有
名である．1つはプロトタイプモデルと呼ばれるもの
で，以下のような特徴がある．

• カテゴリに属する事例からそのカテゴリの情報を
要約しプロトタイプを形成する．

• 新規事例はプロトタイプとの類似性によって，カ
テゴリに属するか否かが判断される．

• カテゴリは単一のプロトタイプによって表現さ
れる．

もう 1つは事例モデルと呼ばれるもので，以下のよう
な特徴がある．

• これまでに観察・経験した事例を記憶として保持
している．

• 観察した個々の事例と新規事例との比較によって
カテゴリ化を行う．

• カテゴリは個々の事例として記憶されている．
どちらのモデルも事例 xi と参照点 rj との心理的距

離 dij を以下のように定義する．

dij = ||xi − rj ||2 (1)

心理的距離 dは次式で類似性 sに変換される．λは勾
配を決定するパラメタ．

sij = exp(−λdij) (2)

事例 xi をカテゴリ kに分類する確率は

P (R = k|x) =
!

j∈k sij!
c

!
j∈c sij

(3)

で得られる．
プロトタイプモデルと事例モデルの違いは分類対象

である新規事例と比較する参照点の個数の違いとまと
めることができる (Rosseel, 2002)．
カテゴリ学習を密度推定の問題と捉えるとプロト

タイプモデルは線形判別，事例モデルはカーネル密
度推定と考えることができる (Jäkel, Schölkopf and

Wichmann, 2008)．ある概念が平均 µ, 分散共分散行
列 Σ を持つ正規分布で表現できるとすると，プロト
タイプモデルは

p(x) = N(µ,Σ) (4)

を考え，事例モデルは

p(x) =
1

nc

nc"

k=1

N(µk,Σk) (5)
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を考えている．ncはカテゴリ cに含まれる事例数であ
る．すなわち，プロトタイプモデルと事例モデルは各
カテゴリごとの混合要素数が 1 の場合と全事例数 nc

の場合という混合分布モデルにおける両極に位置する
モデルであり統一的に扱うことが可能である．
どちらの説が正しいのかという検証は実験的に行わ

れてきたが，それぞれの説で支持する結果が得られて
いる．おそらく，人間は状況にあわせて，カテゴリ化
の方略を変えていてどちらの説も正しいと考えられ
る．しかし，プロトタイプモデルは単純すぎて，人間
が学習できるカテゴリを再現できないことも多い．ま
た，事例モデルは観察されたすべての対象を記憶して
いるという仮定が人間の心理モデルとしては妥当では
ない．ちょうどいいくらいの混合要素数 kを持つモデ
ルが必要となる．
一般的にカテゴリを学習する状況において，あるカ

テゴリがさらに k個のサブカテゴリに分類されるとい
うような教師ラベルは与えられない．このようなネス
ト構造を学習するためには，教師なし学習によって達
成させなければならない．すなわち，カテゴリを学習
する際の混合要素数 kは教師なし分類モデルによって
推定されるパラメータである．
このような認知モデルとして DP-means (Kulis and

Jordan, 2012) を応用することを考える．DP-means

は 2つの特徴を持った，教師なし学習アルゴリズムで
ある．まず，事前にクラスタ数を定める必要がないた
め，データからちょうどいいサブカテゴリの数 kを推
定することが可能である．さらに，データを学習する
順番が分類結果に影響するという点が，認知モデルと
しての記述妥当性を高めると考えられる．

2. ディリクレプロセス混合モデルと DP-

means
DP-meansの目的関数は以下のようにかける．

min ||x− µc||2 + λk (6)

この目的関数を最小化するアルゴリズムは以下で与え
られる．

✓ ✏
• クラスターペナルティλをセットする．
• クラスター数 kを 1, クラスター中心 µ1を全
平均とする．

1 すべてのデータポイント xi に対し
– c = 1, ..., k について dic = ||xi − µc||2

を計算する．
– もし minc dic > λ であるならば，k =

k + 1，データ iの所属をクラスター k，
クラスター kの平均 µk を xi とする．

– そうでなければ，データ i の所属を
arg min

c
dic とする．

2 各クラスターでクラスター平均 µj =
1

|ℓj |
!

xi∈ℓj
xを求める．

• 1.と 2.を収束するまで繰り返す．✒ ✑
DP-meansはディリクレプロセス (DP)混合モデル

のある極限として導くことができる．
正規混合モデルにおける EM アルゴリズムにおい

て，混合要素の分布の分散をゼロに近づけるという
極限を考えたとき，分類を考えているデータとクラス
ター中心との距離が最も近いクラスターへの所属確率
は 1に収束し，それ以外のクラスターへの所属確率は
ゼロに収束する (Bishop, 2006)．これは K-means と
同等である．
同様の議論が DP 混合モデルでも可能である．DP

混合モデルの混合要素の分布の分散をゼロに近づける
という極限を考えたとき，最も近いクラスター平均を
持つクラスターに分類する．もし最も近いクラスター
とのユークリッド距離の 2乗が λよりも大きければ，
新しいクラスターを生成する．すなわち λは新しいク
ラスターの生成しやすさを調節するパラメータとして
解釈することができる．
DP-means の特徴として，まず K-means アルゴリ

ズムとよく似ている．ただし，データポイントと既存
のクラスター中心との距離が λよりも遠い場合は新し
いクラスターを生成する．DP-means と K-means を
比較すると，DP-meansでは全平均をクラスター中心
とするシングルクラスターを初期値としてスタートす
るのに対し，K-meansはランダムな初期値をとる．ま
た，DP-meansは分類結果が処理されるデータの順序
に依存するのに対し，K-meansは分類結果が初期値に
依存する．
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3. DP-meansのファジィ拡張
DP-meansではディリクレプロセス (DP)混合モデ

ルのクラスタ内分散を 0 に近づけることによって，
ハードクラスタリング（所属のパラメータがバイナ
リ）を達成する．ベイズ的な事後分布の計算が必要な
くなり，K-meansによく似たアルゴリズムとなるため
計算速度は向上するが，事後確率として得られていた
クラスターへの所属度が所属するかしないかの 2値に
なってしまった．
認知的なモデルを考えるとき，カテゴリの所属度と

してファジィなパラメータを推定できたほうがよい．
しかし，DP-means の K-means ライクな高速のアル
ゴリズムはそのままのほうがよい．DP混合モデルと
DP-meansは連続な所属度の解を得るか計算速度をと
るかどちらか一方しか得られない．そこで，DP-means

をエントロピー正則化の枠組み (Miyamoto, Ichihashi

and Honda, 2008) を用いて，ファジィな所属度パラ
メータを得られるよう拡張する．
DP-means の目的関数にファジィ正則化項を加え，

拡張を行う．ファジィDP-meansの目的関数は以下の
ように書ける．

min
k"

j=1

n"

i=1

uij ||xi − µj ||2 + λk

+η−1
k"

j=1

n"

i=1

uij loguij (7)

ここで，xi は事例，µj はサブカテゴリの平均，uij は
事例 i がサブカテゴリ j に所属する程度を意味する．
nと k はそれぞれ事例数とサブカテゴリ数である．λ

と η はそれぞれクラスタ数調整パラメータとファジィ
調整パラメータである．アルゴリズムは DP-meansと
ほぼ同じであり，所属度とカテゴリ平均のパラメタ推
定にエントロピー正則化ファジィK-meansの方法を用
いて以下のように求まる．

uij =
exp(−λ||xi − µj ||2)!K
l=1 exp(−λ||xi − µl||2)

(8)

µj =
N"

i=1

uijxi

# N"

i=1

uij (9)

ファジィDP-meansであれば，K-meansライクな計
算速度と連続的なファジィ所属度パラメータの両方を
実現する．

4. データ解析
アヤメデータをファジィDP-meansを用いて解析し，

提案手法の挙動を確認する．ファジィDP-meansを用
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図 1 ファジィ罰則:η = 0.2, クラスタ罰則:λ = 10の
ときの結果．，推定されたクラスタ数は k=3となった．

いて解析した結果を示す (図 1)．ファジィ罰則 η = 0.2,

クラスタ罰則 λ = 10のときクラスタ数 k = 3と推定
された．クラスタ数を直接指定することなく，クラス
タリングが実行可能というノンパラメトリックベイズ
の特徴を持ちつつ，DP-meansでは推定できなかった
連続的な所属度を推定することが可能となった．

5. まとめ
概念学習におけるプロトタイプモデルと事例モデル

は，混合モデルにおいて，混合要素数のパラメータが
とりうる最小値か最大値かの両極に位置すると考え
られる．記述妥当性の高い認知的なモデルを考えるに
あたっては，適当な混合要素数のパラメータを持つ混
合モデルを構成すればよいことになる．しかし，一般
的に混合要素数は与えられないため推定が必要にな
る．DP-meansは適当な混合要素数を推定するのに適
したアルゴリズムであるが，事例がカテゴリに所属す
るかしないかという 2値的な判断となってしまう．し
かし，人間が判断する場合，カテゴリへの所属はファ
ジィさを持って表現されるべきである．そこで，ファ
ジィ所属度を推定できるように拡張を行った．ファジィ
DP-meansはあらかじめ設定しなくてはならないパラ
メータが 2つ存在する．これらのパラメータをどのよ
うに設定するかはさらなる研究が必要となる．
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ランダムに配置された粒子群画像の周期的提示による運動認知 

Virtual Measurement of Perceived Translational Velocity of 
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Abstract 
A method for virtual measurements of translational velocity 

of illuminated dots shown on the screen at various constant 

time intervals and number densities was proposed. The 

subjects were requested to evaluate the apparent velocity of 

the illuminated dots by finding the corresponding constant 

translational motion of a red circular mark shown aside. The 

average separation distance between a pair of adjacent dots 

is seen almost proportionally correlated to the perceived 

velocity exhibited by the continual images of the randomly 

scattered dots illuminated on the screen. 
 
Keywords ―  Apparent movement(motion), Random 

Dots, Translational velocity, Virtual Measurement 

 

1. はじめに 

人間は，粒状や粉状の物質の流れ（砂糖がさらさら

と自然に落下している場合や，粉が混合機内で混ぜ合

わされている場合等の流れ），特に流れの速度をどのよ

うに認知しているのであろうか？ 粒状物質が，総じ

て一方向へ運動をしているとき，それが連続体（水や

ゲル状のもの）の運動として誤認される可能性がある，

という経験的な事実がある．これはプロセス工学的観

点では，運動しながら加工される途中の製品を視覚の

みで判別する場合，対象性状の誤認につながる問題で

ある．例えば，チーズ工場では，原料の粉体が混合機

で混ぜられていき，そのうちにどろどろのチーズにな

るのを職人がのぞき窓から見て認知し混合機をとめる．

これを誤認すると製品製造上大きな問題であるが，多

くの場合，職人はこれを正確に認知する． 

今回の「粒状物質の流れの認知研究」には以上のよ

うな背景がある． 

文献[2]で，我々は以下のように粒子群の流れの特徴

認知の一側面について研究した． 

（１）鉛直下方へ約 2[m/s]で運動する粒子群を毎秒

5000コマで高速度撮影する． 

この動画のコマ要素をランダムな順番に並べ替え，

それを毎秒 10 コマで再生する（この「時系列ラン

ダム化動画」は，各粒子の瞬間位置のメモリーを強    

制的に破棄した粒子位置像である）． 

（２）時系列ランダム化動画を観察者に提示すると， 

・もとの時系列動画と比較して粒子の見かけ運動 

速度がはるかに大きくなる， 

・粒子群の位置が時系列上は完全にランダム化さ 

れているにもかかわらず，粒子群は鉛直下方へ 

並進運動しているような視覚印象を観察者に与 

えること等が示された． 

時系列ランダム化動画は，各粒子の位置自己相

関は完全に消去されているから，相互に脈絡のな

い粒子群の画像が次々に現れるだけである．しか

し人間の視覚は隣接するコマ間での粒子群の位置

の自己相関を補間的に創出し，粒子群が鉛直下方

へ並進運動していると認識するものと考えられる． 

 

2. ランダムな粒子画像の運動認知 

 粒子の時間的情報をなくした画像を高速に提示する

と，人間はそれを落下等の運動と知覚することが分っ

た．そこで，その人工的なモデルとして，コンピュー

タで全くランダムに点を配置した画像をある周期で提

示したら，人はどのような運動として認知するかを調

べることとした．もちろん，ある周期で提示される画

像は，その都度乱数により全くランダムな位置に配置

される． したがって，p枚目と q枚目の画像の相関は

ない（p≠q）．これの刺激をここでは「ランダムドット

群の周期的提示刺激」とよぶことにする． 

 本研究に近い視覚心理学的研究には，仮現運動（対

象物が離散的に空間的位置を変えていく場合であって

も実際には運動しているような知覚を生ずる現象）に

ついての研究事例がある[1][3][4][5]．仮現運動の例として

は「動くネオンサイン」のように，ネオンランプが実

際に動いているわけではなく，多くのランプを適当な

時間間隔で点灯させたり，消灯させたりをうまく制御

することによって，まるであるパターン（簡単な絵や

文字等）が動いているかのような視覚印象を作りだす
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現象がある． 

仮現運動の視覚心理学的研究には，ランダムドット

キネマトグラムによる，刺激提示時間，刺激提示時間

間隔，空間間隔等と，仮現運動の知覚の強さ，正確さ

との関係等の研究がなされている[1][3][5]．しかし，全く

の「ランダムドット群の周期的提示刺激」に対する運

動認知に関する既往の研究は少ない． 

 さて，コンピュータで制御された「ランダムドット

群の周期的提示刺激」を見ると，観察者による，ある

運動（ドット群の流れ）の知覚は，簡単にできる．さ

らに，観察者に「上（下）に動いているものと感じる

よう」と指示をすると，観察者がそれを意識すると，

実際に観察者は，上（下）に動く運動として感じるこ

とができる． 

意思による，被知覚錯視画像の認知内容を制御でき

ることはしばしば経験される．例えば図 1（A）図を見

て，（B）または（C）の直方体を知覚できるが，意思に

よってどちらか一方の錯視に収束させることができる．

この他にも，「回る女性の錯視」[6]も有名な仮現運動錯

視で，観察者は自分の意思で，2 つ（右回りか左回り

か）の錯視のうちどちらかに収束させることができる． 

 ランダムな位置のドット群の周期提示刺激による仮

現運動の方向は，上記２例（図 1，文献[6]）よりも，

意思による収束の制御が簡単であるという印象がある． 

 さらに，「右（左）の運動として知覚する」「斜め右

（左）上がり（下がり）の運動として知覚する」等々

も比較的簡単に意思により制御できることが経験され

ている． 

 

 

 

 

  （A）     （B）       （C） 

図 1 2種類の直方体の錯視 

（(A)を見ると直方体（B）か直方体(C)を知覚できる．） 

 

3. 知覚速度の測定実験 

 今回は，ランダムドット群の周期的提示刺激による，

運動知覚，特に知覚速度の測定実験を行った． 

まず測定ツールとして，図 1 に示す画面を提示する

プログラムを Delphi2010で設計した．このプログラム

では，右の 10[cm]四方の枠内に粒子を n個ランダムな

位置に表示し続け，指定された時間後にまた全くラン

ダムな n個の粒子を表示する，という動作を繰り返す． 

さらに，「速度比較粒子」（枠中左のやや大きな赤紫

色の点）を表示し，この点の上下運動の速度を「↑↑」

「↑」「↓↓」「↓」ボタンで変化できるようにした． 

 ・提示する周期（100[ms]に一回提示等） 

・粒子の大きさ（円の直径） 

・粒子の個数(n) 

も可変とした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 提示するランダムドット画面の例 

 

このプログラムにより，ランダムな位置にほぼ円形

の粒が配置された画像を，指定された時間毎に毎回新

たなランダムな位置で表示する．そして指定された時

間提示し続ける．今回は，被験者にこのプログラムに

よる画像を提示し，鉛直方向の上昇運動と落下運動の

観察者による知覚速度を計測することとした．  

 実験は次のような手順で行った． 

（１）コンピュータ画面を観察者の正面に配置し，観

察者の両眼－画面間距離を 50[cm]とし， 

このプログラムによりランダムに粒子が配置され 

る画像を指定された周期で提示する． 

（２）観察者は「上昇（あるいは落下）するものと思

って見るように」どちらかに意思を決定する． 

（３）観察者は，速度比較粒子の速度を，画面の 

「↑↑」「↑」ボタン，「↓」「↓↓」ボタンの操作

により変化させる（「↑」より「↑↑」ボタンの方が

速度を大きく変化させることができる．「↑」ボタン

は微調整用として用いる）．そうして，認知される粒

子群の運動速度と速度比較粒子の速度が一致したと

感じたところでキー操作をやめる． 

（４）速度比較粒子の速度（画面に表示される）を読 

み取り記録する． 

（５）（１）～（４）を，いくつかの条件で行う． 

 

 

上 上 
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4. 実験結果 

今回は OT1，E，H，K，OT2，OS，Aの 7名の観察者（被

験者）で実験を行った．結果を図 3，図 4に示す． 

図 3 は，提示周期時間を 100[ms]一定にして，ドット

数を 50[個]，100｢個｣，150[個]，200[個]としたとき

の観察者ごとの知覚速度の測定結果のグラフであり，

図 4 はドット数を 100[個]一定にして，提示周期時間

を 50[ms]，100｢ms｣，150[ms]，200[ms]としたときの

観察者ごとの知覚速度の測定結果のグラフである． 

 グラフの OT1↑（↓）は観察者 OT1 が上昇（落下）

を意識したときの知覚速度を示している． 

これらの測定結果から，次のことが示唆される． 

 

（１）知覚速度には個人差がある． 

（２）上昇と落下の知覚速度は，同一観察者であって 

も必ずしも一致しない． 

（３）上昇知覚速度と落下知覚速度は相関しているが，

その大小には個人差がある． 

（４）周期を 100[ms]一定にして，ドット数を変化さ 

せた場合（図 3），ドット数の増加にしたがって，

知覚速度が減少する傾向の人もいれば，増加する

傾向の人もいる． 

（５）ドット数を一定（今回は 100[個]）とし，刺激 

提示周期を変化させた場合（図 4），提示周期時間 

を大きくすると，認知速度は減少するという傾向 

が強く見られた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 測定結果１（100[ms]提示）ドット数の変化によ

る知覚速度の変化 
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図 4 測定結果 2（ドット数 100個固定）提示周期時

間変化による知覚速度の変化 

 

5. 考察 

 あるランダムドット n 個がある画像 Im1と，これと

全く確率的に独立な別のランダムドット n 個がある画

像 Im2を考える． 

 Im1のドットを P1,P2,．．．，Pnとし，Im2のQ1, Q2,．．．，

Q nとする． 

 
n

QPd
d

j

n

i ij

n

),(min
1   とする． 

ここで d(P,Q)は点 Pと点Qの平面上の距離である． 

dnは，すなわち，ランダムドット画像 Im1 の各点に対

して，最も近くにある Im2 の点までの距離の確率的平

均である．これを「最近点平均距離」とよぶことにす

る．実際に実験で使用した，コンピュータ画面上の

10[cm]四方の空間におけるランダムドットの画像で，

コンピュータプログラムで最近点平均距離を求めたと

ころ次のようになった． 

 

表 1 最近点平均距離 

                    単位[cm] 

d50 d100 d150 d200 

0.74 0.52 0.42 0.36 

 

 

ms 

cm/s 

ms 
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cm/s 
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仮現運動の認知に，「Im1の各点 Piを，Im2の最も近い

点 Qj に移動したものと解釈する」というメカニズム，

あるいはこれに近いメカニズムが働いている仮定する

と，認知速度は dnに比例するという仮説が成り立つ． 

 今回は，刺激提示周期を 

T（T=50[ms],100[ms],150[ms],200[ms]）とし， 

T

d
Tnvv n ),(  と認知速度との関係を調べる．

この vを「最近点移動平均速度」とよぶこととする． 

vの値をいくつか計算した結果は表 2のとおりである 

（特に今回の測定に関係するところを太字にしてあ

る）． 

 

表 2 最近点移動平均速度 

),( Tnvv              単位 [cm/s] 

  dn 

T 

d50 

 

d100 d150 d200 

50[ms]  14.8 10.4 8.4 7.2 

100[ms]  7.4 5.2 4.2 3.6 

150[ms] 4.9 3.5 2.8 2.8 

200[ms] 3.7 2.6 2.1 1.8 

 

観察者ごとに 

・↑（上昇認知速度） ↓（落下認知速度）， 

・周期 100[ms]固定，ドット数 100[個]固定 

の条件で，すなわち，図 3，図 4 の各グラフに対応し

て，v=v(n,T)と認知速度（測定結果）との相関係数を求

めたところ表 3 のようになり，強い相関が見られた．

特に，ドット数 100[個]の場合はかなり強い相関がみ

られた． 

表 3 には，さらに，観察者が知覚する運動（上昇，

落下）速度は，「各個人の持つ特有の定数 α により

α×v(n,T)である」という数学的モデルのもと，各観察者

の α を最小二乗法により求めた結果も示してある．す

なわち，係数 α は観察者間個人差に対応する指標であ

ると考えられる． 

 

表 3の観察者 OT1の，100[ms]固定の条件での，↑（上

昇）↓（落下）の認知速度と，v=v(n,T)の関係のグラフ

を図 5に示す（表 3の太字の部分に対応）． 

 

 

 

 

表 3 観察者ごとの v=v(n,T)と 

知覚速度の相関係数とα 

 100[ms]固定 100[個]固定 

 相関係数 α 相関係数 α 

OT1↑ 0.929 1.22 0.991 1.11 

OT1↓ 0.989 1.13 0.973 1.03 

E↑ -0.929 1.61 0.998 1.67 

E↓ -0.754 1.25 0.993 1.76 

H↑ 0.830 1.07 0.987 1.31 

H↓ 0.974 1.33 0.989 1.70 

K↑ 0.998 2.34 0.995 3.33 

K↓ 0.867 2.63 0.989 3.37 

OT2↑ -0.916 1.47 0.969 1.89 

OT2↓ -0.734 1.68 0.970 1.70 

OS↑ 0.951 2.33 0.993 3.53 

OS↓ 0.319 2.15 0.999 3.48 

A↑ -0.616 3.34 0.973 3.28 

A↓ 0.768 3.10 0.942 2.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 観察者OT1の 100[ms]固定の 

αvと測定認知速度Vm 

 

v=v(n,T) 
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6. 今後の課題 

今回は 10[cm]四方の正方形内に一様にランダムに配

置されたドットの周期的提示について，↑（上昇），↓

（落下）の運動を意識した場合の測定を行った． 

観察者からは，上昇（落下）を意識するのは簡単で

あるが，比較点との速度比較をしているうちに，例え

ば斜めの運動等も少し意識に入り込んでしまうことも

あるという印象の訴えもあった． 

そこで今後の課題として，次のことがあげられる． 

 

（１）斜めの運動を意識し錯視を制御した場合の速度 

の計測，および今回の上昇，落下の場合との比較． 

（２）ランダムな点の位置を，正方形の縦中央付近に 

多く分布するような確率分布によりランダムな点

を描画し，より上昇（落下）を認知しやすい条件

で実験を行うこと．そして，今回の結果と比較す

ること． 

（３）ランダムにドットを描く範囲を変化させて（例 

えば 15[cm]，20[cm]四方の空間等で）の実験と 

今回の実験結果との比較． 

（４）各個人で，「上昇認知速度＞落下認知速度」かど 

うかの脳の「くせ」もありそうである． 

この「くせ」があるかどうかを明確に結論づけ 

るためのより詳しい実験（特に同一の個人で測定 

データを増やす）．これは同時に，今回の実験結果 

の信頼性の保証にもつながるものである． 

（５）仮現運動の認知に，「Im1の各点 Piを，Im2の最

も近い点Qjに移動したものと解釈する」というメ

カニズムが，どの程度正確に働いているかを調べ

ること． 

図 4 を見ると，ドット数 100[個]の場合，認知

速度は提示周期にほぼ反比例している．というこ

とは，このメカニズムは，提示周期に依存せずに

働く可能性がある．このメカニズムが働く強さと

提示周期との関係について調べることも課題とし

てあげられる． 

（６）上昇（落下）等の意識による錯視の制御のメカ 

ニズムについて調べること． 
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「目を離す」ことによる事故の防止を目指した 

注意配分理論に基づいたアプローチ 
The approach based on the capacity model to prevent accidents 

caused by taking one’s eyes off 
 

原田 恵†，竹内 亨†，筒井 章博† 

Kei Harada, Susumu Takeuchi, Akihiro Tsutsui 
†NTT未来ねっと研究所 

NTT Network Innovation Laboratories 
harada.kei@lab.ntt.co.jp 

 
Abstract 
Despite of progress in technology, there are many accidents 

caused by taking one’s eyes off such as dementia patients 
wandering and small children kidnapping. To prevent these 
“eye’s off” accidents, we aim to make the alarm service based 
on inattentional unawareness and capacity model. For this goal, 
we examined how change the auditory ability with mental load 
during dual task at this paper. The result showed the different 
tendency between two performance indexes, i.e. reaction time 
and unaware rate, in the middle mental load level condition 
exceptionally. According to this result, we found the perception 
filter is changed with mental load level.  
 

Keywords ―  attention, inattentional unawareness, 
capacity model 
 

1. 序論 

近年の技術や医療の進歩は目覚ましいが，それでも

未だ解決に至っていない社会的な問題がある．幼児の

失踪や認知症患者の徘徊による事件や事故もその一つ

である．国内における子ども（13歳未満）の略取・誘

拐は年間 100 件近く（2014 年度）起こっており[1]，
米国においては18歳未満の行方不明件数は年間約47
万件（2014 年度）にものぼる[2]．さらに，国内にお

いて認知症患者が行方不明者として届けられた件数は

年間約 1 万件（2013 年）に達し[3]，幼児や認知症患

者が事件に巻き込まれることは非常に多い． 
これらの問題に共通しているのは，保護者が被保護

者から「目を離した」隙に発生するということである．

目を離すことを言い換えると，通常は注意を被保護者

に向けているが，急な出来事の発生によって注意を被

保護者からそらすことだと言える．我々は，この目を

離すという現象には注意資源が深く関わっていると考

え，注意の選択モデルや容量限界に基づいて上記の問

題を解決するというアプローチをとる． 
終的に実現させたいサービスは，保護者が知覚で

きないくらい被保護者が離れたらアラームを鳴らす

というものである．一定距離が空いたらアラームを鳴

らすサービスはGPSや iBeaconなどを用いて実現で

きるが，保護者が知覚できている場合でもアラームが

何度も鳴ることで保護者がアラームに馴化してしま

い，本当に危ない時を知らせるアラームを聞き逃して

しまう恐れがある．その解決策として，保護者の 低

知覚域外に被保護者が出てしまった時のみアラーム

を鳴らすという方法が挙げられる．このサービスを実

現するために，本研究では， 低知覚域の変化要因と

される心的負荷を操作し， 低知覚域の変化の様相を

明らかにする． 低知覚域については，聞こえたか聞

こえなかったかという2値をとる「聞き逃し率」とい

う指標と，聞こえた場合に反応するまでにどれだけの

時間がかかったかという連続的な値を取る「反応時間」

という2種類の行動指標を用いて表す． 
 

2. 関連研究 

2-1.初期選択モデルと後期選択モデル 

カクテルパーティ効果や視覚ナローイング（Visual
 Field Narrowing: VFN）のように，ある刺激は注意

を向けられているかそうでないかによって，同じ強度

や時空間にあっても知覚される場合とされない場合が

ある．これらの現象を説明するモデルは，初期選択モ

デルと後期選択モデルに分けられる[4]． 
初期選択モデルとは，複数の知覚的情報が入力され

た直後に選択フェーズがあり，選ばれた情報のみが知

覚され，他は抑制されるとするモデルである．代表的

な理論としては，ある物理的特徴を持つ情報のみを選

択するというフィルター理論や，物理的特徴以外に意

味的特徴の分析もなされており，フィルターは情報を

通さないのではなく弱めるだけとするフィルター減衰

理論がある[4]． 
後期選択モデルでは，複数の知覚的情報は一旦並列

的に受容された後に選択フェーズに移行し，一部が選

択されるとしている．代表的な理論としては選択的反
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応理論があり，後述する注意の容量限界によって生じ

る情報処理のボトルネックが情報処理の後期にフィル

ターとして働くと提唱している[4]． 
2-2.注意の容量限界  

もし注意が無限の資源であれば，複数の情報を同時

に処理できることになり，知覚する情報を選択する必

要がなくなる．そのため，先述した選択モデルは，注

意は有限の資源であるという前提に立っている．これ

は注意の容量限界と呼ばれている[4]．有限の注意資源

がいつ配分されるかは先述した選択モデルで示されて

おり，どのくらい配分されるかは注意配分理論によっ

て示されている． 
注意配分理論では，注意資源の配分が課題の心的負

荷によって影響されるとしている．心的負荷とは個人

にとっての課題の困難度を指し，学習や慣れの影響を

受ける．例えば，サッカーの初心者はドリブルするこ

とに精一杯で味方がどこにいるかまでは頭が回らない

が，熟練者はドリブルを学習しきっているため，味方

の位置を把握する余裕がある．これは，ドリブルとい

う課題の心的負荷が初心者と熟練者にとっては異なる

ため，注意資源の配分のされ方も異なることを示す例

である．なお，注意資源の配分は意識的にも無意識的

にも行われていると言われている． 
2-3.inattentional unawareness 
注意配分理論を踏まえると，保護者と被保護者の距

離が同じでも，保護者の心的負荷によっては被保護者

を知覚できなくなる可能性がある．基礎研究フェーズ

においても，周囲に注意を十分に配分できない状態で

は，普段は知覚できる外部刺激を知覚できない現象の

存在を支持する研究は多い[5][6][7]．この知覚に関す

る現象はinattentional unawarenessと総称されてお

り，気が付かない刺激が視覚刺激の場合は inattentio
nal blindness，聴覚刺激の場合は inattentional deaf
nessと呼ばれている[5]． 

2004 年にイグノーベル賞を受賞した Simons らの

研究では，実験参加者にバスケットボールの動画を見

せ，パスの回数を数えるという課題を課した[6]．その

動画ではパスをし合っているプレイヤーの間をゴリラ

の着ぐるみを着た人物がすり抜けていくのだが，課題

遂行に多くの注意を費やしている実験参加者はゴリラ

の着ぐるみの存在に気が付かないという結果が示され

た．また，オーケストラの音楽を聞かせてティンパニ

の音を数える課題を課した実験では，楽曲内に不自然

なエレキギターの音を割り込ませた．その結果，課題

を課さないコントロール群と比較すると，課題を課さ

れた群はエレキギターの音に気が付かないことが多か

ったという[5]．これらの研究は，課題とイレギュラー

な刺激のモダリティが同じであるが，モダリティを変

えた研究もある[7]． 
日常生活における inattentional unawareness，す

なわち，被保護者を知覚できなくなる事態を防ぐため

には，序論で述べたように，保護者の 低知覚域外に

被保護者が出てしまった時にアラームを鳴らすサービ

スが役にたつ．本研究では，目を離すという現象を再

現するため，継続的な主課題と断続的な副課題を同時

に課す二重課題法を用いて被験者実験を行った．被保

護者が発することが多いと予想されるため，イレギュ

ラーな刺激には足音を模した聴覚刺激を用いた．主課

題の難易度を操作することで心的負荷を操作し， 低

知覚域の変化の様相を明らかにするという本研究の目

標にアプローチする． 
 

3. 方法 

3-1.課題 

主課題として暗算課題，副課題として単純反応課題

を設定した二重課題を採用した．暗算課題はPC 画面

に表示された計算式の答えを筆記で回答する課題で，

難易度は項の桁数によって3段階に分けた．単純反応

課題は700ms～2500msの間のランダムな時間間隔で

提示される聴覚刺激に気付いたらキーを押す課題で，

聴覚刺激の強度は6段階に分けた．これら2つの課題

を同時に課し，単純反応課題への反応時間と聞き逃し

率を測定した（図1）． 

 
図1. 実験課題 

 
課題は暗算課題の難易度毎にブロックワイズし，各

難易度2セットずつ，計6セット行った．行うセット

の順番は，実験参加者毎にカウンタバランスを取った．

各セットでは，6段階の強度の聴覚刺激をそれぞれ12
回ずつ提示し，1セットは72試行であった． 
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3-2.刺激 

暗算課題は13インチのPC画面全体に，難易度Lv.
1 では 1 桁同士の 2 項の加法式を 9 題，難易度 Lv.2
では 2 桁同士の 2 項の加法式を 9 題，難易度Lv.3 で

は3桁同士の2項の加法式を6題提示した（図2）．画
面内の全ての計算式に回答したらキー押しによって画

面を切り替え，暗算を続行するよう教示した．難易度

Lv.1では18ページ，難易度Lv.2では6ページ，難易

度 Lv.3 では 4 ページの問題を解き終わったら 1 セッ

トが終了するようにした． 

 

図2. 難易度別の主課題画面 
 
聴覚刺激は被保護者の足音を模すように，事前に足

音を測定してから刺激の強度を決定した．生活環境に

おける事前測定において，精密騒音計NL-52（リオン

社製）を用いて測定したところ，足音の周波数は約3
29Hz，音圧は70-73dBであったため，聴覚刺激の周

波数も約329Hzとし，音圧は71/71.5/72.5/73/73.5/74
dBの6種類を設定した．聴覚刺激の提示時間は500
msであった．課題遂行のためにpsychopyというフリ

ーソフトを用いた． 
3-3.実験参加者・実験環境 

実験参加者は矯正前後のいずれかにおいて健常な聴

力・視力を有する健康な男女13名（女性7名，27.5
±2.17歳）であった．実験はNTT武蔵野R&Dセン

タ内の非シールドルームで行い，実験時間は約30分

であった． 
 

4. 結果 

ここからは，実験参加者 13 人分の反応時間と聞き

逃し率の平均値について述べる．なお，反応時間が 3
秒以上の試行はエラーとして解析から除外した． 
4-1.難易度の主効果：全体 

副課題への反応時間と聞き逃し率を主課題の難易

度別に解析したところ，難易度の主効果は反応時間に

おいても聞き逃し率においても見られなかった．一方，

t検定（両側，有意水準5%）を行ったところ，反応時

間はLv.1とLv.3のペア（t(12)=2.646, p<.05）とLv.
2とLv.3のペア（t(12)=2.791, p<.05），聞き逃し率は

Lv.1とLv.2のペア（t(12)=2.744, p<.05）とLv.1とL
v.3のペア（t(12)=3.023, p<.05）において難易度の主

効果が見られた（図3）． 
なお，反応時間と聞き逃し率の相関係数は 0.18 で

あった． 

図3. 主課題の難易度による， 
反応時間と聞き逃し率の変化 

 
4-2.難易度の主効果：刺激強度別 

上記の解析を副課題の刺激強度（音圧）別に行った

ところ，難易度の主効果は71dB~74dBのどの場合に

おいても，反応時間・聞き逃し率のどちらにも見られ

なかった（図4）． 

図4. 副課題の刺激強度別にみた， 
主課題の難易度による反応時間と聞き逃し率の変化 

 
4-3.刺激強度の主効果：全体 

副課題への反応時間と聞き逃し率を副課題の刺激強

度（音圧）別に解析したところ，反応時間には刺激強

度の主効果が見られなかったが，聞き逃し率において

主効果が見られた(F(5,72)=16.547, p<.01)．Tukey法

による多重比較を行ったところ，5%と1%有意水準に

おいて，図5に示すペアに有意差が認められた（図5）． 
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図5. 副課題の刺激強度による， 
反応時間と聞き逃し率の変化 

 
4-4.刺激強度の主効果：難易度別 

上記の解析を主課題の難易度別に行ったところ，反

応時間への刺激強度の主効果は Lv.3 において見られ

た(F(5,71)=3.117, p<.05 )（図6）．Tukey法による多

重比較を行ったところ，有意な差があるペアはなかっ

た． 

図6. 主課題の難易度別にみた， 
副課題の刺激強度による反応時間の変化 

 
聞き逃し率については，刺激強度の主効果はすべて

の難易度において見られた（Lv.1(F(5,72)=14.460, p<.
01)，Lv.2(F(5,72)=16.027, p<.01)，Lv.3 (F(5,72)=14.
363, p<.01）．Tukey 法による多重比較を行ったとこ

ろ，5%と1%有意水準において，図7に示すペアに有

意差が認められた（図7）． 

図7. 主課題の難易度別にみた， 
副課題の刺激強度による聞き逃し率の変化 

5. 考察 

5-1.難易度と反応時間・聞き逃し率の関係 

主課題の難易度の主効果は分散分析においては見

られなかったが，t 検定では主効果が見られたペアも

存在した．このことは，Lv.1・2・3の3群間ではパフ

ォーマンスの平均に差があったとは言えないが，特定

のペア間ではパフォーマンスの平均に差があったこと

を示している．そのため，難易度の操作は特定のペア

間においては妥当であったと言える． 
しかし，図3を見ると，主課題の難易度と反応時間・

聞き逃し率は比例関係にないことが考えられる．反応

時間は難易度Lv.3時に急激に遅くなり，聞き逃し率は

難易度Lv.1時の低さが顕著である．ここで注目すべき

は，反応時間と聞き逃し率の変化の様相が異なるとい

う結果である． 
反応時間が遅くなったり，聞き逃し率が高くなった

りすることは，ともに副課題への注意配分量が少なく

なることに起因する．そのため，両者の変化の様相は

ほぼ共通していると予想されるが，本研究では両者の

変化の様相は異なっている．その理由は横軸の中央で

ある難易度Lv.2にあると考えられる． 
難易度Lv.2時は，反応時間は3難易度の中で も

早いのに対し，聞き逃し率は も高い（図3・4）．こ

れは，反応時間のサンプル数は少ないが，それらの値

はどれも小さいということである．これに基づくと，

反応時間が遅くても反応できた試行は少ないというこ

とになり，副課題の聴覚刺激を通すかを決めるフィル

ターは，速く反応できだけの強い知覚を生む刺激だけ

を通し，反応はできても遅くなってしまう刺激は通さ

なかったと考えられる．そのため，刺激が弱くても知

覚してパフォーマンスが比例的に悪くなるフィルター

減衰理論とは異なり，高いパフォーマンスが保証され

る強い刺激のみを知覚するフィルター理論がLv.2で

は適用された可能性がある． 
 
5-2.刺激強度と反応時間・聞き逃し率の関係 

図5より，副課題の刺激強度と反応時間・聞き逃し

率も比例関係にないことが分かる．特に反応時間と刺

激強度の間には，規則性がないようにも捉えられる．

一方，反応時間と聞き逃し率はともに 73.5dB と 73d
Bの間で，反応時間は長くなり，聞き逃し率は高くな

っており，値がネガティブな方向にそれぞれ大きく変

化している．この 73.5dB と 73dB について t 検定を

実施したところ，反応時間においても聞き逃し率にお

いても平均の差は有意であった(t(12)=3.754,p<.05, t
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(12)=2.113,p<.1)． 
しかし，dBという単位は相対値であるため73.5dB

は73dBの1.059 倍となり，感知できる差はわずかで

ある．さらに，40dB 以上の範囲で聴覚刺激の音圧を

増減させても反応時間は変わらないという実験結果も

あり[8]，本実験の反応時間において 73.5dB と 73dB
の間に差が見られたことは先行研究には反している．

この原因としては，生活環境への適用を目指すために

非シールドルームで実験を行ったため，環境音が外乱

となってしまったことが考えられる．しかし，2 種類

の指標において共通してパフォーマンス的にネガティ

ブな差が見られたということは，知覚レベルに関する

閾値が 73.5dB と 73dB の間にあると捉えることもで

きる． 
 

6. まとめ 

本研究では「目を離す」ことによる事故や事件を防

ぐために，保護者の 低知覚域外に被保護者が出てし

まった時のみアラームを鳴らすサービスの実現を目指

し，心的負荷の増減による 低知覚域の変化の様相に

ついて，反応時間と聞き逃し率を判断指標として検討

した． 
二重課題を課した実験の結果，反応時間と聞き逃し

率への心的負荷の主効果は見られなかったが，心的負

荷が増加すると反応時間は伸び，聞き逃し率は増加す

る傾向にあった．反応時間と聞き逃し率はともに注意

配分戦略に関わっているにも関わらず，本研究では相

関関係が見られなかった．その理由としては，心的負

荷が中程度だった条件下においては，負荷が高かった

り低かったりする条件とは異なる知覚フィルターが働

き，聞き逃し率を抑える代わりに反応時間を早めたた

めだと考えられる． 
今後は，本研究のような，心的負荷によって知覚フ

ィルターが異なるという結果が，マルチタスク環境下

でなくても得られるかを観察する必要がある． 
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ベッド型歩行器具の他動歩行感覚を拡張する 

没入型歩行感覚提示の印象に関する研究 
Impressions by Presenting the Sensation of Immersive Virtual 
Walking with Expansion of the Sensation during Passive Leg 

Movement by Using a Bed-type Walker 
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Abstract 
The purpose of the present study was to determine impressions 
by presenting the sensation of immersive virtual walking with 
expansion of the sensation during passive walking-like leg 
movement (PWM) by using a bed-type walker. Virtual walking 
was provided by using a head-mounted display (HMD). The 
following three control trials were conducted: PWM without 
landscape change in the virtual environment, PWM without 
wearing the HMD and only virtual walking without PWM. 
More than 80% of the subjects gave positive comments such as 
“amusing”, “interesting” and “just like walking” for the trial in 
which virtual walking and PWM were combined, whereas half 
or less than half of the subjects gave such positive comments for 
the other trials, indicating that the combination of immersive 
virtual walking and PWM has the potential to provide positive 
impressions. 
 
Keywords ―  Passive Walking-Like Leg Movement, 
Rehabilitation, Supine Posture, Virtual Reality 
 

1. はじめに 

歩行困難者の機能回復訓練に「他動歩行」がある。これ

は、機械や人の力によって脚を動かして歩かせる方法で

あり、歩行機能回復やフィットネス向上を図ることを目

的として行われている[1]。これまでの他動歩行器具は立

位姿勢で利用されていたが、社会の高齢化が進み寝たき

り者が増加する現代において、寝た状態でも利用可能な

運動器具が必要であると考えられる。そこで、我々はベ

ッド型の他動歩行器具を開発している (図1)。 
使用者は器具上に仰向けの体勢になり、足裏に圧力が加

わりながら股関節の屈曲伸展動作が課される。ところで、

患者が歩行訓練を行う際、歩行動作改善のため正常な歩

行を想像することが重要であると報告されている [2]。現
状のベッド型他動歩行器具のみでは使用者が天井を見上

げ、正常な歩行を想像することが難しく、また、退屈で

あるという問題点が挙げられている。そこで、これらの

問題点を解消するために、HMD (Head Mounted Display) 
を使用し、ベッド型他動歩行器具の脚の動きに合わせて

仮想空間内のキャラクタの動きを同期させて、歩行の視

覚情報を提示するシステムを提案する。この提案システ

ムを使用することによって、如何なる印象を使用者に与

えるのかを明らかにすることを本研究の目的とした。 

図 1 ベッド型の他動歩行器具 
 

2. 方法 

1)  提案システム 
本節では、ベッド型他動歩行器具を拡張する没入型歩行

感覚提示システムを提案する。提案システムの構成を図 
2 に示す。 
被験者はベッド型他動歩行器具に仰向けの体勢をとり、

HMD (OculusRiftDK2) を装着する。仮想空間内において

CG キャラクタが歩行を行い、CG キャラクタの一人称

視点の映像を被験者に提示する (図3参照)。HMD には、

センサが内蔵されており、頭部の動きに応じて映像がリ

アルタイムに追従するので、仮想空間に没入できる利点

がある。仮想空間として、開発環境である Unity で提供

されている 3D 都市モデル空間アセットを使用した。 
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HMDの位置推

定カメラ 

図 2 システム構成図 

図 3 提案システムの映像の一例 
 

今回の実験では、他動歩行器具の動作周波数は、片足

が上下して再び元の位置に戻ってくるまでを 1 周期とし

て、0.3Hzの動作周波数で行った。つまり1周期は3.3秒
である。これは、仮想空間内のキャラクタの 1 歩あたり

の時間が約 1.65 秒間であることを意味する。また、仮想

空間内のキャラクタの1歩のあたりの移動距離は64cmの

設定とした。 
2) 実験プロトコル 
被験者は、10 代から 20 代の男性 24 名とした。24

名を 6 名ずつの 4 つのグループに分け、以下 4 種類の試

技の 1 つに参加させた。一つ目は、提案システムを使用

した試技 (試技 1)、二つ目は、ベッド型他動歩行器具の

みを使用した試技 (試技 2)、三つ目は、提案システムに

おいて仮想空間内の風景を変化させない試技 (試技 3)、
四つ目はベッド型他動歩行器具を動作させず、仮想空間

内の風景のみが変化する試技 (試技 4) である。 
3) 印象評価方法 
印象評価には定義法と SD (semantic differential) 法を用

いた。前者は、特定のフォーマットに形容詞を記述させ

て印象を評価する方法である。後者は、形容詞対を用い

て印象を評価する方法である。図4にSD法の評価方法を

示した。数直線を 7 等分して、目盛りの真ん中を「どち

らでもない」とし、両側に向かって「やや」「かなり」「非

常に」という尺度を設定した。用いた形容詞対は全75対
であった。この構成は、評価因子 (好き-嫌い、など) が
31対、活動・力量・迫力性因子 (迫力のある-迫力のない、

など) が 23 対、アトラクティブ因子 10 対 (面白い-つま

らない、など)、その他の因子が11対であった。本研究で

は、数直線の目盛に左側から 1~7 の数字を当てはめ、

Mann-WhitneyのU検定を用いて試技間での印象の差を比

較した。有意水準はP<0.05とした。 
 

図 4  試技 1 と試技 2 のセマンティック・プロフィー

ルによる印象の比較 

 

3. 結果および考察 

 試技 1 と試技 2 を比較した結果、75 対すべての形容

詞対について、印象に関する統計的な差は認められなか

った。試技 1と試技3 を比較した結果、「良い-悪い」「明

るい-暗い」「迫力のある-迫力のない」「温かい-冷たい」「緊

張する-緊張しない」「熱い-冷たい」の項目に有意差が認

められた。試技 1 の方がより「悪い」「暗い」「迫力のな

い」「緊張する」「冷たい」という評価であった。試技 1 と
試技 4 を比較した結果、「全体的な-部分的な」「能動的な

-受動的な」の項目に有意差が認められた。試技4の方が、

より「全体的な」「能動的な」という評価であった。以上

のようにSD法の結果からは、試技1はポジティブな印象

は得られなかった。一方、定義法による印象評価につい

ては、試技 1 では「楽しい」「面白い」「歩いているよう

だ」といった肯定的な意見が被験者の 8 割以上から得ら

れた。これに対し、試技2と3では「歩いている感じ」「歩

いているような」という意見は、被験者の半数以下であ

った。また、試技3と4でも「楽しかった」「面白い」と

いう意見は、被験者の半数であった。これらの結果から、

試技 1 はより肯定的にとらえられていたと考えられる。

一方、各試技において「動作音がうるさい」「歩いている
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距離が短い」「歩いている感覚が遅い」といった装置の動

作音や提案システムの移動距離やキャラクタの歩行速度

についての意見も確認された。 
 

4. 今後の課題 

本研究で残された課題として次の2点を挙げる。一つ目

は、提案システムの印象評価をより精密に行うことであ

る。このためには、静かな動作音や、自然な歩行感覚を

提示できるシステムを構築すること、立位他動歩行との

比較を行うこと、SD法や定義法による印象評価にとどま

らず、没入感そのものに関する調査 [3] を行うことが必

要であると考えられる。二つ目の課題は、提案システム

が歩行機能回復やフィットネス向上において、積極的効

果をもたらすか否かを解明することである。これには、

各種生理指標を評価することが必要である。 
 

5. おわりに 

ベッド型他動歩行器具による脚動作の感覚を拡張する

ため、HMD を用いた没入型歩行感覚提示システムを構

築し、この印象を SD 法と定義法の 2 つの方法で評価し

た。その結果、定義法から「楽しい」「面白い」「歩いて

いるようだ」といった印象を得られたことから、本研究

の提案システムは、肯定的な印象を与える可能性がある。 
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Abstract 

In this study, we experimentally investigated the influences 

of using a three-dimensional (3D) graphic image and a 

3D-printed object on a spatial reasoning task requiring 

participants to infer cross sections of a liver in a situation 

where liver resection surgery was presupposed. The result 

showed that using a 3D-printed object produced more 

accurate task performance and faster mental model 

construction of a liver structure than using a 3D image. 

Using a 3D-printed object was assumed to reduce cognitive 

load and information accessing cost more than using a 3D 

image during the task. 
 
Keywords ― External resources, Mental models, 3D 

image, 3D print, spatial reasoning 

 

1. はじめに 

  物体の形状や構造の推測，または物体間の位置関係

の推測は空間的推論とよばれる[1]．空間的推論は，ル

ート探索，坂道の傾斜角度の推測，部屋の家具の配置

を考えるなど，日常のあらゆる場面で行われる． 

  空間的推論が行われる際には，多くの場合に外的表

象が利用される[2]．John, Cowen, Smallman, and Oonk [3]

は，空間的推論において，外的表象として，同一情報

を 2次元(以下，2D)と 3次元(以下，3D)イメージで示

す効果について実験的検討を行った．その結果，3Dイ

メージの利用は，物体の全体的な構造の理解に有効で

あることを明らかにした．3Dイメージの利用において

は，複数視点の情報の獲得，奥行情報の獲得，さらに

2Dイメージでは表現されない構造の特徴を把握する

ことが可能であるため，全体的な構造の理解が促進さ

れると考えられている．その一方，2Dイメージの利用

は，単一視点の情報に集中することができるため，特

定の位置関係の理解に有効であることを明らかにした． 

  さらに，いくつかの研究は，空間認識能力の高い人

においてのみ，3Dイメージを利用する効果が現れるこ

とを実験的に示している e.g.[4]．空間認識能力は，空

間的表象を内的に保持，操作する能力である[5]．空間

認識能力の高い人は，3Dイメージの複雑な情報を上手

く活用することができるため，その情報を利用する効

果が顕著に現れると考えられている[4]． 

近年，3Dプリンタの登場により，グラフィックスを

オブジェクトとして複製することが可能になった．3D

プリンタによるオブジェクトの作成は，これまでにな

い全く新しい表現手法である．教育，産業，医療など

の様々な現場で利用されているが，外的表象としての

3D 印刷されたオブジェクトの利用が空間的推論に与

える影響についてはあまり検討が行われていない．

Maehigashi, Miwa, Terai, Igami, Nakamura, and Mori [6]は，

実際の肝切除手術現場において，3D印刷された肝臓の

オブジェクトがどのように利用されているかエスノグ

ラフィの手法に基づく検討を行った．発話分析の結果，

肝臓のオブジェクトの利用は，医師らの肝構造のメン

タルモデルの精緻化を促進し，正確な肝切除のシミュ

レーション，メンタルモデルの共有を促すことが示さ

れた．また，肝臓オブジェクトの利用は，3Dイメージ

の利用よりも，医師らのメンタルモデルの精緻化を促

進する可能性が示唆された． 

  本研究の目的は，実際の肝切除手術現場を想定して，

3Dイメージとオブジェクトの利用が空間的推論に与

える影響について実験的に検討を行うことである．本

研究の仮説は以下である．3Dイメージの利用と比較し

て，オブジェクトの利用は，(1)メンタルモデルの精緻

化を促し，(2)迅速なメンタルモデルの形成を促す． 
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2. 実験 

 本研究では，実際の肝切除手術現場を想定した空間

的推論課題を実施した．参加者は，3Dイメージまたは

3D 印刷されたオブジェクトが示す肝臓の内部構造を

記憶して，または参照しながら，肝臓の切断面上に現

れる血管と腫瘍の位置の推測を行った． 

2.1 方法 

2.1.1 参加者 

 参加者は，名古屋大学の大学生 48名であった． 

2.1.2 要因計画  

 本実験は，外的表象要因 2水準(イメージ/オブジェク

ト)と課題要因 2水準(記憶/参照)のそれぞれ参加者間と

参加者内の混合要因計画であった． 

2.1.3 材料 

 参加者の正面には，患者が横たわる手術台を想定し

たメインデスクが設置され，右 90度横には，器具が置

かれる台を想定したサブデスクが設置された．メイン

デスクには，3 つの箱が設置され，それぞれの箱に解

答用紙と患者の肝臓を想定して作られた内部構造の見

えない薄グレーの肝臓のオブジェクト(以下，ターゲッ

ト)が入れられた．サブデスクには，参加者が記憶また

は参照をする肝臓の 3D イメージが表示されたコンピ

ュータ，または肝臓のオブジェクトが入れられた箱が

設置された．図 1は，3Dイメージ，オブジェクト，タ

ーゲットを示す． 

3Dイメージは，CT(Computed Tomography)による患

者の臓器計測によって獲得された肝臓データに基づい

て，名古屋大学情報科学研究科で開発された画像診断

支援システム Plutoを使用して作成された．最も太い血

管である下大静脈とそこから枝分かれする 5本の血管

が青色で表現され，腫瘍が白色で表現された．オブジ

ェクトとターゲットは，3Dイメージと同様の肝臓デー

タに基づいて，3Dプリンタを使用して作成された．具

体的には，厚さ 0.02mmのアクリル樹脂のユニットを

約 4000層重ね，その後，余分な樹脂を溶かし，表面を

磨いて完成させた．オブジェクトは，実際の手術現場

で利用されるものと同じ手法で作成された．肝臓内部

の構造が可視化され，3Dイメージと同様に，最も太い

血管である下大静脈とそこから枝分かれする 5本の血

管が青色で表現され，3Dイメージと同一箇所に，腫瘍

が白色で表現された．また，3Dイメージとオブジェク

トと同一のデータから，3つのターゲットが作成され

た．ターゲットは，患者の肝臓を想定して作成された．

手術中に，実際の患者の肝臓内部を視覚的に確認する

ことはできないため，肝臓表面は薄い灰色で覆われ，

ターゲットの内部構造を視覚的に確認できないように

作成された．また，3つのターゲットのそれぞれの異

なる位置に，肝臓を一周する線が描かれ，その線を境

に分離された 2つの領域を示す「A」と「B」の印がつ

けられた． 

2.1.4 実験課題 

 上記の材料を使用して，2種類のテストを実施した．1

つ目のテストは血管の位置テストであった．参加者は，

ターゲットの線に沿って肝臓を切断した場合，その切断

面上に現れる血管の位置を，解答用紙に描かれた切断面

の輪郭上に示すことが求められた(図2)．その際，最も

太い血管 である下大静脈を「○」，そしてそこから分

岐する血管を「×」で示すことが求められた．2種類の

肝臓データに基づいて作成された各3つのターゲットで

は，下大静脈0本と分岐血管2本，下大静脈1本と分岐血

管2本，下大静脈1本と分岐血管3本が，正解として断面

上に現れた．2つ目のテストは，血管の位置テストであ

った．参加者は，ターゲットの線に沿って肝臓を切断し

た場合，腫瘍がターゲットの「A」と「B」のどちらの

領域に存在するか解答することが求められた． 

2.1.5 手続き 

 24名の参加者はイメージ条件，残りの参加者はオブジ

ェクト条件にランダムに割り振られた．まず，参加者は

空間認識テストを受けた．空間認識テストは，Guay and 

McDaniels [7]により作成された空間認識テストであっ

た．このテストは，24問から成るメンタルローテーショ

ンを要する課題であり，3分間でこのテストをできるだ

け多く正確に行うことが求められた． 

 次に，実験課題の練習を行った．練習課題では，全て

図 1：3Dイメージ(左)，オブジェクト(中)，ターゲッ

ト(右)． 

 

図 2：肝臓の切断面の輪郭(左)，実際の切断面(中)，血管

の数を正確に示した参加者の解答(右)． 
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の参加者が，下大静脈1本と分岐血管3本の3Dイメージ

またはオブジェクトを使用して，記憶課題と参照課題を

行った．課題前の最短1分から最長3分の間に，参加者は，

サブデスク上で記憶課題では肝構造を記憶し，参照課題

では肝構造を観察した．その後，課題として，1つのタ

ーゲットについて血管と腫瘍の位置テストを行った． 

 その後の本実験の記憶課題では，課題前の最短3分か

ら最長5分の間に，参加者は，サブデスク上で肝構造を

記憶した．3分経過後に，肝構造を記憶できたと参加者

が判断した，または5分経過後に，参加者はメインデス

クに向かって，3つの箱の内の1つからターゲットと解答

用紙を取り出して，血管と腫瘍の位置テストを開始した．

その際，イメージ条件ではコンピュータの画面が消され，

オブジェクト条件では，オブジェクトがサブデスク上の

箱の中に入れられた．解答用紙には，血管と腫瘍の位置

テストが記載されていた．1つのターゲットについて解

答が終了した後は，そのターゲットと解答用紙を元の箱

に戻し，別の箱に入っているターゲットと解答用紙を取

り出して，同様のテストを行った．3つのターゲットに

ついて，テストに解答して課題は終了した． 

 本実験の参照課題は，基本的に記憶課題と同じ流れで

実施された．参照課題では，記憶課題とは別の肝臓デー

タに基づいて作成された3Dイメージまたはオブジェク

ト，そしてターゲットが使用された．課題前の最短3分

から最長5分の学習時間の間に，参加者は，サブデスク

上で肝構造を観察した．3分経過後に，肝構造の観察が

十分であると参加者が判断した，または5分経過後に，

参加者は，メインデスクに向かって，血管と腫瘍の位置

テストを開始した．参照課題では，各テストを行ってい

る間も，3Dイメージまたはオブジェクトを自由に参照

することが可能であった． 

 課題を行う順序は，参加者間でカウンターバランスが

とられた．また，3つの箱に入っているターゲットと解

答用紙のセットは，ランダムな順で配置された．さらに，

課題の種類と2種類の肝臓データの組み合わせについて

も、参加者間でカウンターバランスがとられた．各課題

の間には，5分間の休憩がとられた． 

 参加者は，できる限り正確に血管と腫瘍の位置テス

トを行うように教示が行われた．また，実際の手術現

場で，患者の肝臓を手術台の外へ持ち出すことは不可

能であるため，課題遂行中に，参加者が，ターゲット

をメインデスクの範囲外に持ち出すことは禁止された． 

さらに，実際の手術現場では，医師らは，3D印刷され

た肝臓オブジェクトを患者の肝臓の真横に置いて，肝

臓内部の構造の確認を行うため[6]，オブジェクト条件

では，オブジェクトをメインデスクに持ち入れること

は許された．  

3. 結果 

空間認識テストの正答数に関して，イメージ条件

(M=9.08)とオブジェクト条件(M=7.88)で有意な差はみ

られなかった(t(46)=1.01, p=32)．この結果から，空間認

識能力に関して条件間の均一性が確認された． 

次に，学習時間について，2(外的表象: イメージ/オ

ブジェクト)×2(課題: 記憶/参照)の分散分析を実施し

た．学習時間は，課題前に参加者が 3D イメージまた

はオブジェクトを記憶または観察した時間であった

(図 3)．その結果，交互作用はみられなかった(F(1, 

46)=0.14, p=.71)．外的表象要因の主効果がみられ，イ

メージ条件よりもオブジェクト条件で有意に学習時間

は短いことが示された(F(1, 46)=7.72, p<.01)．また，課

題要因の主効果がみられ，記憶条件よりも参照条件で

有意に学習時間は短いことが示された(F(1, 46)=23.35, 

p<.001)． 

 また，血管の位置テストに関して，下大静脈と分岐

血管の各血管における血管数の乖離値を算出した．血

管数の乖離値は，各条件で，参加者の記入した血管と

正解の血管数の差分の絶対値を平均した値であった．

そのため，この値が 0 に近いほど血管数が正確に記入

されたことを意味する．下大静脈と分岐血管のそれぞ

れの血管数の乖離値について 2(外的表象: イメージ/オ

ブジェクト)×2(課題: 記憶/参照)の分散分析を実施し

た．その結果，下大静脈の数の乖離値について交互作

用はみられなかった(F(1, 46)=1.73, p=.19)．また，外的

表象要因の主効果はみられなかった(F(1, 46)=0.50, 

p=.48)．一方，課題要因の主効果に有意傾向がみられ，

記憶条件よりも参照条件で乖離値が低く，正確に血管

数が記入される傾向が示された(F (1, 46)=3.08, p=.09)．

次に，分岐血管数の乖離値の結果を図 4 に示す．分析

の結果，交互作用はみられなかった(F(1, 46)=0.09, 

図 3：学習時間 
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p=.77)．外的表象要因に主効果がみられ，イメージ条件

よりもオブジェクト条件で乖離値が有意に低く，正確

に血管の数が記入されたことが示された(F(1, 46)=8.30, 

p<.001)．しかし，課題要因の主効果はみられなかった

(F(1, 46)=2.19, p=.15)． 

 さらに，腫瘍の位置テストの得点について，2(外的

表象: イメージ/オブジェクト)× 2(課題: 記憶/参照) 

の分散分析を実施した．各テストで正しく腫瘍の位置

が解答されれば，1 点が与えられた．腫瘍の位置テス

トの得点は，各条件における 3つのターゲットに関す

るテストの合計得点の平均であった(図 5)．そのため，

得点が高いほど，参加者は正確に腫瘍の位置を解答し

たことを意味する．分析の結果，交互作用が有意であ

った(F(1, 46)=18.98, p<.001)．交互作用について単純主

効果の検定を行った結果，記憶条件では外的表象要因

の単純主効果に有意傾向がみられ(F(1, 92)=3.38, p=.07)，

参照条件では有意差がみられ(F(1, 92)=21.15, p<.001)，

イメージ条件よりもオブジェクト条件で有意に得点が

高く，正確に腫瘍の位置が解答されたことが示された．

なお，外的表象要因の主効果はみられたが (F(1, 

46)=18.98, p<.001)，課題要因の主効果はみられなかっ

た(F(1, 46)=0.12, p=.73)． 

 最後に，各条件における空間認識テストの得点と課

題パフォーマンス(学習時間，血管数の乖離値，腫瘍の

位置テストの得点)の相関分析を行った(表 1)．その結

果，記憶条件におけるイメージ条件で，空間認識テス

トの得点と学習時間に正の相関が確認され，分岐血管

数の乖離値に負の相関が確認された．これらの結果は，

記憶課題で 3D イメージを利用した際に，空間認識能

力の高い参加者ほど，学習時間が長く，分岐血管数を

正確に記入したことを示している． 

4. 考察 

 血管と腫瘍の位置テストの結果，3Dイメージよりも

オブジェクトを利用した際に肝構造の理解は促進され

た．つまり，オブジェクトの利用は，3Dイメージの利

用よりも，メンタルモデルの精緻化を促進させたこと

が明らかとなった． 

 オブジェクトの利用は，3Dイメージの利用よりも認

知的負荷を削減させた可能性が考えられる．先行研究

は，ヴァーチャル 3D 環境よりも現実世界で奥行き情

報が豊富であるため，人間の奥行きの認識は正確であ

ることを示している[8]．このことは，3Dイメージにお

いても奥行情報が不足していることを示している．そ

のため，3Dイメージを利用する際に，参加者は，奥行

情報を補足または修正し，一時的にそのイメージを内

的に保持した上で，そのイメージをターゲットに対応

づける必要があったと考えられる．一方，オブジェク

トを利用する際には，参加者は，認識したイメージを

内的に操作することなく直接的にイメージをターゲッ

トに対応づけることが可能であったと考えられる．そ

  学習時間 
血管数の乖離値 腫瘍の位置  

テスト得点 下大静脈 分岐血管 

イメージ 
記憶 .45** -.14 -.44* .30 

参照 -.22 -.19 -.13 -.19 

オブジェクト 
記憶 .08 -.03 -.04 -.30 

参照 .17 .21 -.05 .18 

    * p < .05, ** p < .01 

表 1: 各条件における空間認識テストの得点と課題パフォーマンス(学習時間，血管数の乖離値，腫瘍の位置テスト

の得点)の相関関係．値は相関係数(r)を示す. 

図 4：分岐血管数の乖離値 
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の結果，オブジェクトの利用により，参加者は，認知

的負荷を削減させて内的な操作から生じるエラーを削

減することができたと考えられる． 

 また，オブジェクトの利用は，3Dイメージの利用よ

りも情報獲得に掛かるコスト(information accessing cost)

を削減させた可能性が考えられる．情報獲得コストは，

情報を獲得する際に掛かるコストである[9]．今回の実

験における 3D イメージの利用では，マウス操作を行

って情報を獲得する必要があった．一方，オブジェク

トの利用では，オブジェクトを持ち上げて物理的に回

転させて情報を獲得することが可能であった．そのた

め，オブジェクトの利用は，情報獲得に掛かるコスト

や操作ミスを軽減させることができた可能性が考えら

れる． 

 学習時間に関する分析の結果，3Dイメージよりもオ

ブジェクトを利用した際に肝構造を学習する時間は短

かった．上記のように，オブジェクトの利用により，

認知的負荷や情報獲得に掛かるコストが削減されたこ

とにより，迅速なメンタルモデルの形成が促進され，

学習時間が短くなったと考えられる． 

 さらに，記憶課題で 3D イメージ条件を利用した場

合にのみ，空間認識テストの得点と学習時間または分

岐血管数の乖離値との相関関係が確認された．空間的

認識能力の高い参加者は，複雑な空間情報を正確に保

持して操作することが可能であるため，肝構造の学習

に十分な時間を掛けてメンタルモデルを精緻化させ，

課題に正確に解答することができたと考えられる．特

に記憶課題では，参加者は，内的イメージの記憶また

は操作に基づいて課題を遂行する必要があった．また，

今回の分岐血管に関する血管の位置テストは最も難易

度の高い課題であった．そのため，記憶課題の分岐血

管に関するテストで空間的認識能力の影響が顕著に現

れたと考えられる． 

 本研究では，実際の肝切除手術現場を想定して，3D

イメージとオブジェクトの利用がメンタルモデルの形

成に与える影響について実験的に検討を行った．その

結果，オブジェクトの利用は，3Dイメージよりも，迅

速かつ正確なメンタルモデルの形成を促進させ，正確

な空間的推論を促すことが明らかとなった． 
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幼児はどのように静物を認識していくのか？	 
形と色に基づいた静止の再生的直後心像を用いた横断的な一調査	 

How do infants get recognition about the still life?	 
A Cross-sectional research using some silent reproductive immediate images  

based on color and shape 
 

牛久香織 

Kaori Ushiku 
早稲田大学人間科学研究科 

Graduate School Human Sciences, Waseda University 
kaori_ushiku@moegi.waseda.jp 

Abstract 
	 	 It was examined on infant’s recognition about the still life based on color and shape by drawing 

for coloring that can externalize one’s own internalized image and can complete drawing image 
through an act to apply a color.  

	 	 It suggests that the stage to grasp a color and the shape of the thing itself will come earlier than 
the stage to recognize thing in itself. And when they catch the shape of the thing which they regard 
preferably or sincerely and the shape with many similar things they often do wrong recognition 
without attention being suitable for a detailed portion, but they can switch to appropriate 
recognition by the later learning experience by adjusting information. It suggests progress of the 
acquisition will shift after time of the trial and error, too.
 
Keywords ―  silent reproductive immediate image（静
止の再生的心像）,	 graphic imitation（描画的模倣）,	 
color（色） , 	 shape（形） , 	 infant（幼児） ,	 
cross-sectional research（横断的調査）	 
1. はじめに	 

	 	 生後私たちが言葉を獲得した当初に最も多く言葉と

して発するのはおおよそにして物の名前である. そし
て私たちの生活環境に存在する物は必ず色と形を帯び

て存在する. では言葉を獲得し日々の生活体験を積み
重ねていくなかで幼児は色と形を帯びた物をどのよう

に認識していくのだろうか. 
	 1-1.	 二次的就巣性としての人間の発達について 
	 	 Portmann (1951)が二次的就巣性とした人間は, 感
覚機能が開始されながらも運動機能は全く未成熟のま

ま誕生することで環境の変化に応じて行動する融通性

を得た. 生後１ヶ月を過ぎて原始反応が消えると生後
3ヶ月頃から色の認識が可能になり,生後 7ヶ月頃で腹
這いが始まってつたわり歩きまでの各過程を順次経て

行動範囲と空間範囲を広げていき,生後9ヶ月頃には親
指と他の指との拇指対向性が確立して握る•掴むに加

えてつまむ運動を可能にさせてさらに探索活動を活性

させていく.外界に対する能動的で積極的な働きかけ
を繰り返してものの質感や量感といった特性を獲得し,
ものの機能や役割や用途を一つ一つ確かめて外界の空

間の位置づけや大小関係や遠近関係などの秩序化を進

める. 生後１歳半頃に直立歩行と言語活動が始まり,離
乳という食事の変革が起きた後に新規の活動として描

画活動が開始される. 両手が自由に使え, 気の向くま
ま自由に足を向けることができる直立歩行において最

大値の探索活動が可能になる. 離乳し普通食へ移行す
ることは,歯ごたえや舌の感触で食物の質感を捉え, 多
種の味覚を得ることである. 言語獲得は, 自他が存在
する世界を認識して行われるコミュニケーションのツ

ールの獲得であるといえる. そして描画活動には, 描
く本人に内在する外界の事物事象についての認識や獲

得された概念についてのヒントが多く含まれており, 
描画活動が直立歩行と離乳と言語活動の開始に伴って

開始されることは大変興味深い.  
	 1-2.	 描画技術の発達について 
	 	 生後１年半頃から開始される描画活動は「殴り書き」

と呼ばれ, 当初は単なる手と腕を用いた運動にすぎな
い. だが言語獲得の発達と生活体験の蓄積に並行する
ように描画活動の技術も発達し, 表現の工夫や感情移
入をして自らの思いを絵に表現していくようになる. 

	 Luquet（1971）は子どもの絵は本質的に写実性を求め
て描かれており, 発達とともに偶然の写実性から出来
損ないの写実性, 知的写実性とたどって視覚的写実性
に至るとしたうえで, 子どもは目の前に実際にある対
象を写し取るのではなく, 心理的実在との絵の一致を
求めて描いていることを指摘した. 心理的実在とは
Piaget&Inhelder(1968)のいうところの心像であり, 
描いている絵はそれぞれの子どもが心像を表現しよう

と試みていると考えられる.Lowenfeld(1956)によると,
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形に意味づけを始める時期には好みで色をぬっている

が事物を図式的に描き表情が現れる時期に対象物の色

でぬることができるようになるとされ,子どもに内在
化された心像が外在物と一致する時期に至るいえるの

ではなかろうか.幼児の色彩の捉え方の発達段階とし
て井出（1975）は,0~3歳を生理的段階とし,4~5歳は
概念色段階に入り,5~6歳いのいて固有色段階に至ると
した. 

	 1-3.心像について 
	 	 心像は能動的な内在的模倣によって発生するもので

あり, 複雑さのいろいろな段階や程度に応じた階層的
水準が存在している. Piaget&Inhelder(1968)は静止
の心像を再生する手段として口頭描写•描画•身振りに

よる再生•モデルからの選択を提示し, 子どもにおい
ては口頭描写は他の 3つの手段との組み合わせでしか
利用できず, 描画•身振りによる再生•モデルからの選
択の 3つの手段についても描画像•動作像といった変
種の像を直接の対象とすることになるため心像は間接

的にしか到達しないという実践的な問題が生じること

を認めながらも, 心像は能動的で内在化された模倣で
あって, 内在化される心像と模倣の動作や描画像との
間には密接な関係がある, 特に描画は, 内在化された
心像を再び外在化させることであり, 内在化は必然的
に生じるとした. だが十分な描画技術を持ち得ず,描画
技術の著しい発達過程において個人差も大きい幼児期

において描画課題を与えることは難しい.そこで,形が
既に与えられているぬり絵を用い,色をぬる行為を通
して自らの内在化した心像を外在化して描画像を完成

させることを再生と考え,幼児の静物に対する認識に
ついて検討してみたいと考えた.ぬり絵は形を与えた
他者との共作であり,形にそのものの色を与えること

は外在物を一般化されたものとして共有したことにな

るのではなかろうか.	 

2. 調査	 
2-1.	 目的 
	 幼児は静物をどのように認識していくのか, 色と形
にもとづいて静止の再生的直後心像を横断的に調査す

ることで確認する. 
2-2.	 方法 
2-2-1.対象 
	 2015年 4月時点で満3歳児から満6歳児の4学齢男

女各 15 名合計 120 名を対象とした.対象者は全員色覚

健常者である.平均月齢 68.1 ヶ月,標準偏差 14.4 であ

った.	 

2-2-2.期間	 

	 2015年 11月 27日金曜日から同年12月 14日月曜日

まで行った.	 

2-2-3.場所	 

	 都内区立保育園•児童館•小学校他,の蛍光灯下で行

った.	 

2-2-4.刺激	 

1)ぬり絵刺激	 

	 フリー素材(ぬりえランド http://kids-nurie.com)

から 1)対象者に馴染みが深く,2)調理品を含む複数の

食品と食器が描かれている,ことを理由としてお子様

ランチのぬり絵を選択した.ぬり絵刺激を図1に示す.	 

	 

図 1	 ぬり絵刺激 
2)色刺激	 

	 サクラクレパス(SAKURA	 CRAY-PAS)ふとまき 16 色を

用いた.クレパスは,クレヨンよりもやわらかくて伸び

が良く面塗りに適しており,混色•重色が可能であるた

め,保育園•幼稚園•小学校低学年において多用されて

いる.色数については,就学年齢の子どもを持つ保護者

に聞き取り調査の結果,小学校低学年までは 16 色のク

レパスセットを指定されることが多いことがわかり,

これにしたがった.	 

2-2-5.手続き	 

	 学齢毎に保育室および教室で行った.まず子どもた

ちに着席してもらい,落ち着いたところでぬり絵を配

布し,次にクレパス 16 色を渡してぬり絵を行ってもら

った.ぬり絵が終了した子どもから順次回収した.回収

時,絵に描かれているものを指差して「これは何です

か？」と口頭質問を行い,調査実施者もしくは施設の保

育者および教諭が調査対象者の口述回答を質問紙に記

入した.質問については,回答を促さずに自主的な回答

を待ち,無回答の場合であっても無理に聞き出すこと

はしないよう留意した.	 
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2-2-6.分析	 

	 形が既に与えられているぬり絵をみて色をぬる行為

を通して自らの内在化した心像を外在化して描画像と

して再生しているとの観点から調査を行っており,対
象物にそのものの色をぬっているか否かと対象物が何

であるかの口述回答によって対象物への認識を確認す

る.ただし描画技術の著しい発達過程にあり,描画技術
の個人差も大きい幼児を対象とするため,ぬった色に
ついての調査においてはぬり方によって対象の選別を

行う. 
2-3.事前調査	 

	 ぬり絵に描かれている調理品を含む複数の食品と食

器についてそれぞれの名称と色についての調査を行っ

た.	 調査協力者は,中学生以上男女各 15 名計 30 名で

平均年齢34.3歳(SD=18.15)であった.	 

2-3-1.名称について	 

	 調査協力者にはぬり絵をみてそれぞれの名称を答え

てもらい,描かれている品目名称を確認した.品目名称

を図2に示す.	 

	 

図 2	 	 ぬり絵に描かれたものの名称	 

2-3-2.色について	 

	 ぬられている色を確認する対象物の検討を行った.

結果,1)旗•食器•アイス•飲み物•ライス•ハンバーグソ

ースについては選択され得る色の範囲が広い2)ゆで卵

の白身はぬり絵を印刷する用紙と同じ白色であるため

にぬる必要がないと判断される可能性が高い3)さくら

んぼは調査実施時期には入手困難である,の理由から

タコの形状のウインナー•プチトマト•フライドポテト

•ハンバーグ•海老フライの身の部分•海老の尾•ゆで卵

の黄身の 6 品目 7 名称についての色を確認することに

し,伴って名称回答を確認する対象も同様とした.	 

	 各品目についてそのものの色とは色刺激で使用する

サクラクレパス 16 色のどの色にあたるかを明らかに

するために,調査協力者にはさらに 1)適切な色を確認

する食品 6 品目についてそれぞれ担当を決めて調理を

行い,2)日本色研究事業株式会社発行の新配色カード

199aを用いて調理した食品の色と同じと思われる色を

目測によって確認し,確認できた PCCS 値を記録しても

らった.この時,食品の部位によって色合いが異なって

見える場合には色票と照らし最も一致すると思われる

番号を記入することとした.計測された PCCS 値をマン

セル値に換算したものをサクラクレパス太巻き 16 色

のマンセル値と比較し,さらに 6 品目の食品を担当調

理した調査協力者の意見を聞いて,サクラクレパス太

巻き 16 色における適切な色を決定することにした.6

品目 7 名称についてサクラクレパスを用いた場合に適

切であると選択した色を表1に示す.	 

表 1	 6 品目 7 名称に適切な色 

	 

2-4.結果	 

2-4-1.名称回答	 

	 6品目7名称についての名称回答結果を表2に示す.	 

表 2	 	 6 品目 7 名称についての名称回答結果

	 B.タコの形状のウインナーについてはタコの形のウ

インナーという意味合いであれば同義,C.プチトマト

についてはミニトマトも同義,D.フライドポテトにつ

いてはポテトで同義,G.海老フライの身の部分は海老

フライで同義,I.海老の尾については海老の尻尾で同

義として回答できた割合を算出した.回答できた割合

が低いB.タコの形状のウインナー,C.プチトマト,D.フ

ライドポテト,I.海老の尾,J.ゆで卵の黄身については

さらに回答内訳を確認した.B.タコの形状のウインナ

ーの名称回答内訳を表3に示す.	 

A.飲みものの入ったコップ

B.タコの形状のウインナー

C.プチトマト

D.ポテト

E.ハンバーグ

F.ハンバーグソース

G.海老フライの身

H.スプーンとフォーク

I.海老の尾

J.ゆで卵の黄身

K.ゆで卵の白身

L.ライス

M.旗

N.ランチプレート

O.デザート皿

P.アイスクリーム

Q.アイスクリームソース

R.さくらんぼ

A 

B

 C

D E
FG

 H

I

J K
L

M

 N 

O 
P

QR
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表 3	 B.タコの形状のウインナーの名称回答内訳	 

	 

年少児および年中児の回答ではタコが最も多いが,学

齢が上がるにしたがってタコウインナーおよびウイン

ナーの回答が増加する.C.プチトマトの名称回答内訳

を表4に示す.	 

表 4	 C.プチトマトの名称回答内訳	 

	 

年少児から小学１年児にかけてトマトの回答が最も多

いが,学齢が上がるにしたがって極微減した.一方,プ

チトマトもしくはミニトマトは学年が上がるにしたが

って増加した.その他の名称は,柿•みかん•りんご•オ

レンジ•金柑,と球状の果物名が並んだ.D.フライドポ

テトについての名称回答内訳を表5に示す.	 

表 5	 D.フライドポテトの名称回答内訳	 

	 

年少児ではポテトとチーズの回答が同数で無回答/わ

からないとそのほかの回答が上回っていたが,学齢が

上がるにしたがってポテトの回答が増えて小学１年児

では最も多くなった.I.海老の尾の名称回答内訳を表6

に示す.	 

表 6	 I.海老の尾の名称回答内訳	 

	 

年少児では骨•食べられないところと自分なりの印象

を回答するものがみられるが,学齢が上がるにしたが

って海老の尾とする回答数が増加し,小学１年児では7

割を超えて回答した.無回答/わからないとした対象者

は,質問時に海老フライの尾を指さされても海老フラ

イという１品目の部分について質問されていることを

理解できなかった様子がみてとれた.J.ゆで卵の黄身

の名称回答内訳を表7に示す.	 

表 7	 J.ゆで卵の黄身の名称回答内訳	 

	 

ゆで卵であると回答した数は,年中児で１,年長児で２,

小学１年児で３と少なかった.卵の黄身部分と白身部

分をそれぞれ指差して質問したが,どちらも卵と答え

る場合,先に卵と答えるともう片方は無回答になる場

合,が年少児から年長児には多かった.黄身と回答した

割合は年少児では0であったが学齢が上がるにしたが

って増加し,小学１年児では半数近くが回答した.	 

	 確認する対象とした6品目7名称とは別に,名称回答

結果において1)事前に想定していた名称を回答した割

合が低かったL.ライス,2)形の認識や品目名の理解に

特徴がみられたN.ランチプレート,3)状況や大きさの

把握に特徴がみられたR.さくらんぼ,についても名称

回答内訳を提示する.L.ライスの回答結果内訳を表8

に示す.	 

表 8	 L.ライスの名称回答内訳	 

	 

年少児の回答ではご飯•チャーハン•ピラフといったご

飯類よりもプリン•ゼリーといったデザート類の回答

が多い特徴があるが,学齢が上がるにしたがってご飯

類の回答数が増加する.そのほかの回答は,チキンライ

ス•ケチャップライス•カレーピラフなど具体的な回答

が多数を占めた.N.ランチプレートの回答結果内訳を

表9に示す.	 

表 9	 N.ランチプレートの名称回答内訳	 

	 

お皿•くまの皿•かえるの皿/かえるプレートと皿でも3
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通りの回答が存在し,加えて年少女児１名はうさぎの

皿と回答した.かえるの皿/かえるプレートの回答は年

少•年中児ではみられなかったものの学齢が上がるに

したがって増加して小学１年児では対象者の6人に１

人が回答し,くまの皿の回答は学齢が上がると微減少

した.	 R.さくらんぼの回答結果内訳を表10に示す.	 

表 10	 R.さくらんぼの名称回答内訳	 

	 

年少児においては,みかん•りんご,そのほかの回答に

おいて金柑•柿の回答がみられるが,学齢が上がるにし

たがって減少し,小学1年児においては1人を除いてさ

くらんぼ/チェリーと回答した.	 

2-4-2.ぬり方の選別	 

	 ぬり絵において個別の品目が描かれていることが理

解できており,その物の色をぬろうとしている段階に

達しているものを色についての調査対象とした.該当

しない段階のものは,色をぬることができていないも

のとして扱った.当段階には年少児の約37％,年中児の

90%,年長児の約 93%,小学１年児の約 97%,全対象者の

81%が該当した.	 

2-4-3.適切な色をぬった割合	 

	 事前調査で決定した 6 品目 7 名称に適切な色を実際

にぬった割合を表11に示す.	 

表 11	 6 品目 7 名称に適切な色をぬった割合	 	 

	 

B.タコの形状のウインナーはわずかに過半数を割った

が,そのほかについては過半数を超えた対象者が適切

な色をぬった結果となった.C.プチトマト,G.海老フラ

イの身の部分とI.海老の尾については,ぬり分けた内

訳も合わせて提示する.C.プチトマトのぬり分け内訳

を表12に示す.	 

表 12	 C.プチトマトのぬり分け内訳	 	 

	 

プチトマトのへたと実をぬり分けた割合は学齢が上が

るにしたがって増加しているが年少児から年中児の増

加率に比べ年中児から小学１年児の3学齢間での増加

率は小さく,小学１年児においても対象者の33％がへ

たと実をぬり分けていない.	 G.海老フライの身の部分

とI.海老の尾のぬり分け内訳を表13に示す.	 

表 13	 	 	 

G.海老フライの身の部分と I.海老の尾のぬり分け内訳	 

	 

I.海老の尾を適切な色な色でぬっている割合がどの学

齢においても低いが,G.海老フライの身の部分とI.海

老の尾のぬり分けをしてそれぞれに適切な色をぬった

割合は年少児に比較して年中児以上は大幅に増加して

いる.	 

2-4-4.6 品目 7 名称についての名称回答とぬった

色の関係について	 

	 6 品目 7 名称について名称回答とぬった色について

スピアマンの順位相関係数を用いて相関係数を算出し

たうえで学齢毎に名称回答と適切な色をぬった対象者

数をグラフで表示した.なお,相関係数を算出する際に

ぬった色の置き換え方として適切な色は2,適切な色に

加えて他の色を使用していれば１,そのほかは 0,とし

全ての相関係数算出時に同様に行う.	 

B.タコの形状のウインナー	 

名称回答結果において,そのほかは 0,タコは 1,ウイン

ナー•ソーセージは 2,タコウインナーは 3,と置き換え

て相関係数を算出した結果,相関係数は 0.078 であっ

た.さらに名称回答結果において,そのほかは0,タコは

１,ウインナー•ソーセージ•タコウインナーは 2 と置

き換えて再度相関係数を算出した結果,相関係数は

0.101であった.名称回答とぬった色についての学齢毎

の結果を図 3 に示す.なお,タコウインナーとした回

答を回答ができた,適切な色でぬった場合を色がぬ

れた,とした.	 
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図 3	 B.タコの形状のウインナー	 

名称回答とぬった色についての学齢毎の結果	 

年少児から小学１年児にかけての4学齢で,色もぬれ

なかったし名称も答えられなかったに相当する人数は

学齢が上がるのにしたがって減少し,色もぬれたし名

称も答えられたに相当する人数は学齢が上がるのにし

たがって増加した.だが年少児においては,色もぬれた

し名称も答えられたに相当する人数よりも,色はぬれ

たけれども名称は答えられなかったに相当する人数お

よび名称はこたえられたけれども色はぬれなかったに

相当する人数が多かった.また,年中•年長•小学１年に

おいては,色もぬれたし名称も答えられたに相当する

人数よりも色はぬれたけれども名称は答えられなかっ

たに相当する人数が多かった.	 

C.プチトマト	 

	 名称回答結果において,そのほかは 0,トマトは 1,プ

チトマト•ミニトマトは 2,と置き換えて相関係数を算

出した結果,相関係数は 0.320 であった.さらに名称回

答結果において,そのほかは 0,トマト•プチトマト•ミ

ニトマトは1,と置き換えて再度相関係数を算出した結

果,相関係数は 0.257 であった.名称回答とぬった色に

ついての学齢毎の結果を図 4 に示す.なお,プチトマト

•ミニトマトとした回答を回答ができた,へたと実をぬ

り分けてそれぞれを適切な色でぬった場合を色がぬれ

た,とした.	 

	 

図 4	 C.プチトマト	 

名称回答とぬった色についての学齢毎の結果	 

年少児から年長児にかけての3学齢において,色もぬ

れなかったし名称も答えられなかったに相当する人数

は学齢が上がるのにしたがって減少し,年長児と小学

１年児では同数であった.年少児から小学１年児にか

けての4学齢において,色もぬれたし名称も答えられ

たに相当する人数は学齢が上がるのにしたがって増加

した.だが年少児から小学１年児の全学齢において,色

もぬれたし名称も答えられたに相当する人数よりも,

色はぬれたけれども名称は答えられなかったに相当す

る人数が多かった.加えて年少児•年長児•小学１年児

においては,名称は答えられたけれども色はぬれなか

ったに相当する対象者が見られた.	 

D.フライドポテト	 

名称回答結果において,そのほかは0,ポテトは１,と置

き換えて相関係数を算出した結果,相関係数は 0.468

であった.名称回答とぬった色についての学齢毎の結

果を図 5 に示す.なお,ポテトとした回答を回答がで

きた,とした.	 

	 

図 5	 D.フライドポテト	 

名称回答とぬった色についての学齢毎の結果	 

年少児から小学１年児にかけての4学齢で,色もぬれ

なかったし名称も答えられなかったに相当する人数は

学齢が上がるにしたがって減少し,色もぬれたし名称

も答えられたに相当する人数は学齢が上がるのにした

がって増加した.だが年少児から小学１年児にかけて

の4学齢で,色はぬれたけれども名称は答えられなか

ったに相当する人数は,色もぬれたし名称も答えられ

たに相当する人数より多かった.加え名称は答えられ

たけれども色はぬれなかったに相当する人数は,年少

児においては色もぬれたし名称も答えられたに相当す

る人数より多く,年中児•年長児•小学１年児において

も対象者が見られた.	 

E.ハンバーグ	 

	 名称回答結果において,そのほかは 0,ハンバーグは

１,と置き換えて相関係数を算出した結果,相関係数は
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0.452であった.名称回答とぬった色についての学齢毎

の結果を図6に示す.	 

	 

図 6	 E.ハンバーグ	 

名称回答とぬった色についての学齢毎の結果	 

	 年少児から年長児にかけての3学齢において,色も

ぬれなかったし名称も答えられなかったに相当する人

数は学齢が上がるのにしたがって減少したが,年長児

から小学１年児にかけては増加した.年少児から小学

１年児にかけての4学齢で,色もぬれたし名称も答え

られたに相当する人数は学齢が上がるのにしたがって

増加した.だが年少児においては,名称は答えられたけ

れども色はぬれなかったに相当する人数が,色もぬれ

たし名称も答えられたに相当する人数より多かった.

また,名称は答えられたけれども色はぬれなかったに

相当する人数,および色はぬれたけれども名称は答え

られなかったに相当する人数は年少児から小学１年児

の4学齢すべてにおいて対象者が見られた.	 

G.海老フライの身の部分	 

	 名称回答結果において,そのほかは0,海老•天ぷらは

1,海老フライは2,と置き換えて相関係数を算出した結

果,相関係数は 0.180 であった.名称回答とぬった色に

ついての学齢毎の結果を図 7 に示す.	 なお,海老フラ

イとした回答を回答ができた,G.海老フライの身の部

分とI.海老の尾をぬり分けてそれぞれを適切な色でぬ

った場合を色がぬれた,とした.	 

	 
図 7	 G.海老フライの身の部分	 

名称回答とぬった色についての学齢毎の結果	 

色もぬれなかったし,名称も答えられなかったに相当

する人数は年少児から年中児にかけて減少して年中児

•年長児では対象者が見られなかった,小学１年児では

再度対象者が見られた.色もぬれたし名称も答えられ

たに相当する人数は,年少児から年中児にかけて増加

したのち,年中児から年長児にかけて減少し,年長児か

ら小学１年児にかけて再度増加した.名称は答えられ

たけれども色はぬれなかったに相当する人数は,年少

児から年長児にかけての 3 学齢で同数を維持したのち,

年長児から小学１年児にかけて減少した.色はぬれた

けれど名称は答えられなかったに相当する人数は,

年少児から年中児にかけて減少したのち,年中児か

ら年長児にかけて増加し,小学１年児では対象者が

見られなかった.	 

I.海老の尾	 

	 名称回答結果において,そのほかは 0,骨•からは 1,	 

食べられないところは2,海老のしっぽ•しっぽ•お尻は

3,と置き換えて相関係数を算出した結果,相関係数は

0.478であった.名称回答とぬった色についての学齢毎

の結果を図 8 に示す.	 なお,海老のしっぽとした回答

を回答ができた,	 G.海老フライの身の部分とI.海老の

尾をぬり分けてそれぞれを適切な色でぬった場合を色

がぬれた,とした.	 

	 
図 8	 I.海老の尾の部分	 

名称回答とぬった色についての学齢毎の結果	 

年少児から小学１年児にかけての4学齢で,色もぬれ

たし名称も答えられたに相当する人数は学齢が上がる

のにしたがって増加した.色もぬれなかったし名称も

答えられなかったに相当する人数は,年少児から年中

児にかけて減少し,年中児•年長児•小学１年児では同

数であった.色はぬれたけれども名称は答えられなか

ったに相当する人数は,年少•年中児では色もぬれたし

名称も答えられたに相当する人数より多く,年長•小学

１年児でも対象者は見られた.名称は答えられたけれ

ども色はぬれなかったに相当する対象者は,年少•年長

•小学１年児でみられた.	 
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J.ゆで卵の黄身	 

	 名称回答結果において,そのほかは0,卵•ゆで卵は１,

卵の中身•卵の中•卵の真ん中•卵の実は 2,黄身は 3,ゆ

で卵の黄身は4,と置き換えて相関係数を算出した結果,

相関係数は 0.418 であった.さらに名称回答結果にお

いて,そのほかは0,卵•ゆで卵は１,卵の真ん中•卵の中

身•卵の中•卵の真ん中•卵の実は2,黄身•ゆで卵の黄身

は 3,と置き換え,ぬった色の置き換えは前述の通りと

して再度相関係数を算出した結果,相関係数は 0.417

であった.名称回答とぬった色についての学齢毎の結

果を図 9 に示す.	 なお,ゆで卵の黄身とした回答を回

答ができた,とした.	 

	 

図 9	 J.ゆで卵の黄身	 

名称回答とぬった色についての学齢毎の結果	 

年少児から小学１年児にかけての4学齢で,色もぬれ

なかったし名称も答えられなかったに相当する人数は

学齢が上がるのにしたがって減少し,色もぬれたし名

称も答えられたに相当する人数は学齢が上がるのにし

たがって増加した.だが,色はぬれたけれども名称は言

えなかったに相当する人数は年少児から年長児にかけ

て色もぬれたし名称も答えられたに相当する人数より

多く,小学１年児でも対象者が見られた.名称は答えら

れたけれども色はぬれなかったに相当する人数は,年

少児から小学１年児にかけての4学齢すべてにおいて

対象者が見られなかった.	 

2-4-5.2 標本ウイルコクソン検定による分析結果	 

	 6品目7名称のうち,事前に想定していた名称を回答

した割合が低かったD.フライドポテト,L.ライス,につ

いて学齢を一要因として名称回答について2標本ウイ

ルコクソン分析を行った.	 

D.フライドポテト	 

	 名称回答結果において,ポテトは2,チーズ•チーズフ

ライは 1,そのほかは 0,に置き換えて分析を行った.	 

算出された各学齢間の有意確率を表14に示す.	 

表 14	 D.フライドポテト	 

2 標本ウイルコクソン分析による各学齢間の有意確率	 

	 
年少児と年中児では w=	 347.5,p=	 0.094となり,有意差

は認められなかった.年少児と年長児では w=	 312.5,p=	 

0.027となり,5%水準で有意差が認められた.年少児と

小学１年児では w=	 ２12.5,p=	 0.000となり,0.1％水準

で有意差が認められた.年中児と年長児では w=	 

411.0,p=	 0.545となり,有意差は認められなかった.年

中児と小学１年児では w=	 282.0,p=	 0.007となり,１％

水準で有意差が認められた.年長児と小学１年児では

w=	 315.0,p=	 0.030となり,5%水準で有意差が認められ

た.	 

L.ライス	 

	 名称回答結果において,オムライス•ケチャップごは

んチキンライス•カレーピラフ•豆ご飯などをご飯類と

し,ご飯類の回答は 2,プリン•ゼリーの回答は 1,その

ほかの回答は0,に置き換えて分析を行った.	 算出され

た各学齢間の有意確率を表15に示す.	 

表 15	 L.ライス	 

2 標本ウイルコクソン分析による各学齢間の有意確率	 

	 

年少児と年中児では w=	 319.0,p=	 0.041となり,5%水準

で有意差が認められた.年少児と年長児では w=	 

326.0,p=	 0.053となり,有意差は認められなかった. 

年少児と小学１年児では w=	 216.5,p=	 0.000とな

り,0.1％水準で有意差が認められた.年中児と年長児

では w=	 465.0,p=	 0.816となり,有意差は認められなか

った.年中児と小学１年児では w=	 352.0,p=	 0.088とな

り,有意差は認められなかった.年長児と小学１年児で

は w=	 330.5,p=	 0.042となり,5%水準で有意差が認めら

れた.	 

	 6品目7名称のうち,名称回答の正答率が低く名称回

答とぬった色との相関係数が比較的高い割合であっ

た,I.海老の尾,と J.ゆで卵の黄身,について学齢を一

要因として名称回答およびぬった色について2標本ウ
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イルコクソン分析を行った.	 

I.海老の尾の名称回答についての分析	 

	 名称回答結果において,海老のシッポの回答は 3,

食べないところの回答は2,骨•お尻の回答は1,その

ほかの回答は 0,に置き換えて分析を行った.算出さ

れた各学齢間の有意確率を表16に示す.	 

表 16	 I.海老の尾の名称回答結果について	 

2 標本ウイルコクソン分析による各学齢間の有意確率	 

	 

年少児と年中児では w=	 301.0,p=	 0.016となり,5%水準

で有意差が認められた.年少児と年長児では w=	 

298.0,p=	 0.013となり,	 5%水準で有意差が認められた.

年少児と小学１年児では w=	 141.0,p=	 0.000とな

り,0.1％水準で有意差が認められた.年中児と年長児

では w=	 426.0,p=	 0.704となり,有意差は認められなか

った.年中児と小学１年児では w=	 269.0,p=	 0.003とな

り,	 5%水準で有意差が認められた.年長児と小学１年

児では w=	 303.5,p=	 0.013となり,5%水準で有意差が認

められた. 

I.海老の尾にぬった色についての分析	 

	 ぬった色において,適切な色は2,	 適切な色に加えて

他の色を使用していれば 1,そのほかは 0,と置き換え

て分析を行った.算出された各学齢間の有意確率を表

17に示す.	 

表 17	 I.海老の尾にぬった色について	 

2 標本ウイルコクソン分析による各学齢間の有意確率	 

	 

年少児と年中児では w=	 307.5,p=	 0.022となり,5%水準

で有意差が認められた.年少児と年長児では w=	 

236.5,p=	 0.000となり,0.1%水準で有意差が認められ

た.年少児と小学１児では w=	 201.0,p=	 0.000とな

り,0.1％水準で有意差が認められた.年中と年長児で

は w=	 379.5,p=	 0.205となり,有意差は認められなかっ

た.年中児と小学１年児では w=	 363.0,p=	 0.125となり,

有意差は認められなかった.年長児と小学１年児では

w=	 447.0,p=	 0.961となり,有意差は認められなかった.	 

G.ゆで卵の黄身の名称回答結果についての分析	 

名称回答結果において,ゆで卵の黄身の回答は 5,黄身

の回答は 4,卵の中身•卵の中•卵の真ん中の回答は 3,

ゆで卵を 2,卵を１,そのほかの回答は 0,に置き換えて

分析を行った.算出された各学齢間の有意確率を表 18

に示す.	 

表 18	 G.ゆで卵の黄身の名称回答結果について	 

2 標本ウイルコクソン分析による各学齢間の有意確率	 

	 

年少児と年中児では w=	 230.0,p=	 0.000となり,0.1%

水準で有意差が認められた.年少児と年長児では w=	 

230.0,p=	 0.000となり,	 0.1%水準で有意差が認められ

た.年少児と小学１年児では w=	 118.0,p=	 0.000とな

り,0.1％水準で有意差が認められた.年中児と年長児

では w=	 460.5,p=	 0.857となり,有意差は認められなか

った.年中児と小学１年児では w=	 320.0,p=	 0.037とな

り,	 5％水準で有意差が認められた.年長児と小学１年

児では w=	 301.5,p=	 0.014となり,	 1％水準で有意差が

認められた.	 

G.ゆで卵の黄身にぬった色についての分析	 

ぬった色において,適切な色は2,	 適切な色に加えて他

の色を使用していれば 1,そのほかは 0,と置き換えて

分析を行った.	 算出された各学齢間の有意確率を表19

に示す.	 

表 19	 G.ゆで卵の黄身にぬった色について	 

2 標本ウイルコクソン分析による各学齢間の有意確率	 

	 

年少児と年中児では w=	 315.0,p=	 0.016となり,5%水準

で有意差が認められた.年少児と年長児では w=	 

224.5,p=	 0.003となり,1%水準で有意差が認められた.

年少児と小学１年児では w=	 270.0,p=	 0.000とな

り,0.1％水準で有意差が認められた.年中児と年長児
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では w=220.0,p=	 0.499となり,有意差は認められなか

った.年中児と小学１年児では w=405.0,p=	 0.288とな

り,有意差は認められなかった.年長児と小学１年児で

は w=435.0,p=	 0.700となり,有意差は認められなかっ

た.	 

3. 考察	 
	 事前に想定していた名称と異なる名称回答も見られ

る結果となり,適切な色の判断が難しいところもあっ

た.B.タコの形状のウインナーの名称回答について年

少では見た目でタコと答える回答数が最も多く,学齢

が上がるにしたがって対象物の物質名であるウインナ

ー•ソーセージと答える回答数が一度増加してから,最

終段階として形状名と物質名を合わせたタコウインナ

ーの回答に移行した.C.プチトマトの年少児の名称回

答でみかん•りんご•柿•金柑が見られ,形状には注目す

るが大きさや食べる際の形状や食べ方には注意が向い

ていない様子が見てとれた.D.フライドポテトは,調査

前に想定していた名称を回答した数が全対象者の約

35%と大変低かった.フライドポテトは楕円形もしくは

球状に近いジャガイモを短冊切りにして揚げた品目で

厚さがあって直方体に近い形状であるため,	 平たい長

方形のイラストから想起できなかったと思われる.G.

海老フライの身の部分で海老フライの回答は年少児で

すでに半数を超え,年長児では 9 割を超えて回答され

ており,海老フライという品目名が早い段階で認識さ

れていた.I.海老の尾は,年少児ではわからないに次い

で骨という回答が多く,身とは違って固い部分と感じ

ている様子がみてとれる.学齢が上がるにしたがって

食べられないところという認識が進み,海老のしっぽ

と答えられるようになると食べられないところという

回答がみられなくなり,食べられないところは海老の

しっぽであると理解されるに至った.J.ゆで卵の黄身

のように,卵であることはわかっていても部分の名称

がわからないため卵と答える割合が高く,またランチ

プレートの上に半分に切って置けるはゆで卵だからと

判断するのは就学後だがそれでも25%程度だった.L.ラ

イスの名称回答は,１枚のぬり絵のなかにアイスクリ

ームがデザート用の器に盛ったイラストが描かれ,さ

らに旗がついた楊枝が飾られているにも関わらず低学

齢は円すい台の形からプリン•ゼリーを答えており,状

況や性質よりも形で物質を判断する傾向にある.N.ラ

ンチプレートは形状からくまの皿•かえるの皿と動物

の形をみたてた回答が見られた.低学齢ではくまが多

く,学齢が上がるとかえるが増えた.	 上部の 2 つの曲

線部分は,くまなら耳,かえるなら目であり,くまの耳

は半円を傾けた形状で,かえるの耳は楕円に近い半円

を垂直に置いた形状となる.顔の形状もくまが円形で

耳と耳の間は緩やかな山形の曲線状になるのに対して

かえるの顔は楕円で目と目の間はほぼ直線になり,ラ

ンチプレートの形をあえて言えばかえるである.低学

齢でくまが多い理由として乳幼児期の衣服ブランドの

キャラクターやぬいぐるみにくまのモチーフが多いこ

とが関係しているように思う.R.さくらんぼの回答で

は,低学齢でみかん•りんごがみられた.ともにさくら

んぼと同じ丸い形状ではあるが,どちらも丸いままで

デザートの上にのせることのない果物であり,大きさ

も2盛りのアイスクリームにのせるには大きすぎた.	 

4. 結論	 
	 日常的に目につき日常的に会話にのぼるものは名称

も色も形も早い段階で把握しており,何であるかの判

断ができており,日常生活で身近にあるものはそのも

のが何とわからない場合でもそのものの色と形を把握

できている場合が多く,そのものが何であるかを認識

する段階よりもそのものの色や形を把握している段階

のほうが早い時期であると示唆された.加えて形が好

ましいものや親しんでいるものの形状である時には好

ましいものや親しいものであると捉えたり,形状が類

似しているものを多く見慣れている場合については詳

細部分に注意が向くことなく知っているものから選択

してそのものであると捉えたりするが,その後の学習

経験で情報を調整してより適切なものに変更すること

ができることも示唆された.	 また,低学齢から高学齢

にかけての認識の移行は順序よく移行していくのでは

なく,獲得までの経過として,わからないと感じたり,

そのものの特徴や要素を表す言葉を名称として用いた

りして試行錯誤の時期を経て移行していくことも示唆

された.	 
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Abstract 
The  purpose of  this study was to investigated  how 

much  elementary school pupils understood the musics  

about  them  each  other.  Then I tried  to find  out  

how  they  appreciated  the  music, asking  them what 

they felt. And I showed them about the apparent  

characteristics  of  music. The  result  showed  that  

the more the apparent  characteristics  of  music 

increased,  the  more  the  pupils  tried  to  talk  of  

it  with  each  other. I am  sure  that  these  results 

show  that  they  come  to  appreciate  music  more 

deeply . 
 
Keywords ― Apparent  Characteristics  of  Music  

Appreciate of  Music,  Forward  Learning 

              

 

１. はじめに 
  音楽鑑賞の授業の際に，子どもたちに楽曲を聴かせ，

感想を発言するようはたらき掛けると，思い浮かべた

情景や曲を聴いての印象，曲を聴いて湧き上がってく

る感情等を答えることが多い。このように，音楽鑑賞

活動は，子どもたちの心情面に少なからず影響を与え

ているといえる。一方でこのような子どもたちの発言

の多くは，根拠となる楽曲の特徴を捉えているわけで

はないために，単発的で，その場限りの発言が多く,「鑑

賞の授業としての学びの視点が曖昧である。」「子ども

同士の学び合いにつながらないために，表面的な理解

にとどまる。」といった問題点がある。 

  このような，鑑賞授業における課題を解決するため

には，子どもたちが，「楽曲に直接表れている特徴」と

いう共通の視点を持ち，理由や根拠を明らかにして話

し合うことが必要ではないかと考える。例えば，「急に

テンポが速くなって強い音が出てきたから，恐ろしい

感じがした。」という子どもの発言につなげる形で「そ

の後，ゆっくりでだんだん音が弱くなったので，平和

が戻ったように思った。」と発言する子どもがいたとし

たら，子どもたちの中にその楽曲に対する共通の理解

が生まれる。このように，強弱や，速さといったどの

子どもにも明らかに聴き取ることができる音楽的要素

を軸にして話し合いを行うことが，子どもたちに，楽

曲に対するより深い理解を促すのではないかと思われ

る。 

  

 ２. 美術分野における対話型鑑賞法（ＶＴＳ）

について 

 対話型鑑賞法とは，1980 年代半ばにアメリカのニ

ューヨーク近代美術館で子ども用に開発された美術

の鑑賞法であり，日本でも 2000 年前後から教育普

及プログラムの一環として学校教育現場などでも取

り入れられてきている。その方法としては，一枚の絵

を大きめに投影し、10 名から 15 名程度を相手にナビ

ゲーターが一人一人次のような問いかけを行う 

この作品の中でどんな出来事が起きているでしょうか。 

作品のどこからそう思いましたか。 

もっと発見はありますか。 

これにより「ひとりひとり見ている場所も，そこを

見て気付くことも，その気付きを表現する言い方も違

ってかまわない。むしろ違った方がよい。」場ができる。

対話的型鑑賞法ではそういう場が，成立したケース，

不成功に終わったケース，を分ける 1 つの基準として，

はじめは作品の表面的な特徴についての単発的な発言

が多いが，発言が進むに従って徐々に，相互に関連し

た発言が出る。また，作品に込められた意味や作者が

伝えようとした意図に迫ろうとする発言に変わること

が，挙げられている。 

このように，対話型鑑賞法では表面的な特徴につい

ての単発的な発言から，相互に関連した発言に変わる

ことが可能になるとされている。このためには、ナビ

ゲーターによる調節が必要となるが，学校の授業では

その役割を担うのが教師であろう。 

  

３. 対話型鑑賞法（ＶＴＳ）における課題と
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前向きな学びの可能性 

 一方で，（ＶＴＳ）は，協調的学習の視点が弱いとい

う課題も指摘されている。 

確かにＶＴＳにおけるナビゲーターの質問は，子ど

もたちに作品から受ける印象とその根拠についての気

付きを促す。また，他の子どもの意見を聞くことで自

分の意見を発展させることができる。しかし，ナビゲ

ーターである教師が，順番に子どもたちに質問を繰り

返すために，子どもたちの自由な発話が阻害される可

能性を含んでいる。 

対話を使った学習とは，子ども達と教師，あるいは

子どもたち同士の協調によって成り立ち，その協調学

習であるが故に高い学習効果を期待できる。遠山・益

川は「一人では解けなかった問題も、人と話し合って

いるうちに解けるようになったり解くためのヒントを

得られたりすることがある。これは，必ずしも相手が

答えを知っている場合だけでなく，最初は未知でも自

分たちの既有知識や推論を働かせて『そういえば』と

話し合っているうちに答えが見えてくる場合が含まれ

る。このような『最初は解けると思っていなかった問

題をいつの間にか解けるようになるプロセス』を『前

向きな対話』と読んでいる。」としている。 

では，前向きな対話を生む前向きな学びとはどのよ

うなものであろうか。白水は「前向きアプローチ」と

して，「既存の教育目標に対し，子どもの『今できるこ

と』『わかること』を出発点に教育現場がより良い教え

方を探し，必要な場合は目標自体を，随時修正する。

子どもが目標を超えて学ぶ姿を見せれば，それに合わ

せて目標を高く設定し直すことを行う。」と定義してい

る。また，このような前向きな授業の特徴として次の

４つを挙げている。１）子どもも先生も研究者も未知

の可能性を信じて，目前の困難を乗り越えようとする。

２）「それで上手くいく」いう保証がない分、子どもを

よく見ようとするため，学習者中心の授業デザインに

なりやすい。３）先生が主体的に全ての活動に意味を

求めるようになるため，子どもとの間にも共通理解が

形成されやすく，結果として子どもが自分でやってい

ることや，学んでいることの意味を了解しやすくなる。

４）「ゴールにたどり着かせること」だけが目的ではな

いので，先生も子供も次のゴールを見つけやすい。 

今まで，このような前向きな学びに関する研究は，

算数，理科といった教科の問題解決場面に見られるこ

とが多かった。しかし，目標となるゴールがはっきり

と見えにくい芸術の授業でこそ，『学びのゴールがそこ

に近づいたら、次のゴールを探す』という『前向きな

アプローチ』に適しているのではないかと考える。 

そして，このような前向きな学びを促進する対話を

生み出すためには,「子どもたちが『もっと知りたい』

といった，話し合いの動機付けを高めるような視点を

持つこと。」「教師は対話を方向付けるのではなく，子

どもたちの自発的な対話を促すことに徹すること。」が

大切であると考える。また，子どもたちが根拠を明ら

かにしながら仲間と共に話し合うことによって，「作品

から直感的に感じる印象」といった素朴概念から脱却

し，より深い楽曲理解を促す新しい概念を作りあげて

いくことに，本研究における認知科学的意義を見出し

たいと考えた。 

 

４. 顕在的属性と潜在的属性 

吉村は，美術作品の鑑賞において，「いきなり感情や

イメージといった潜在的属性を生むのではなく，まず，

作品に現れている色や筆遣い，形や配置という顕在的

な属性を捉えるプロセスから始まる。なぜなら、注意

深い観察とそれを意識化して言語表現する能力のトレ

ーニングに役立つ共に，友達や先生と作品に対する受

け止め方や，感じ方を共有する根拠を得られることに

なるからである。あるいは，逆に先生や多くの友達と

受け止め方が違った場合，他の人達が何を根拠にそう

感じたのか理解することで自分の注意点のユニークさ

を知ることになる。また，顕在的属性は単独で用いら

れることはなく，『顕在的特性＋潜在的特性』の形を取

るのが一般的である。」としている。 

音楽鑑賞教育に上記の 2 つの属性を当てはめるとし

たら，「顕在的属性」とは学習指導要領でいう「音楽を

形作っている要素や音楽の仕組み」のことで，具体的

には，「音色，リズム，速度，旋律，強弱，フレーズ，

音の重なり，音階，調，和声，拍の流れ，反復，問い

と答え，変化」のことであり，「潜在的属性」とは学習

指導要領でいう「音楽を聴いて心に描いた情景，様子，

気持ちなど想像したこと、感じたこと」などであり，

具体的には，「情景」「曲想」「感情表現」のことである

といえる。 

このことから考えるに，音楽鑑賞授業の際には，「音

楽を形作っている要素や音楽の仕組み」といった，子

どもたちが音楽を耳にして共通に聴き取ることのでき

る項目を根拠として，そのことについて注意深く話し

合うことを通して，曲から受ける印象や気持ち，思い

浮かべる情景へと理解を深めていけるのではないかと
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考えた。 

 

５. 仮説 

音楽鑑賞の授業において,楽曲の「顕在的属性」に視

点を当てて話し合う形での対話型鑑賞法を取り入れる

ことで，子どもたちのより深い楽曲理解を生むことが

できる。そしてそれは，教師による子供の発話の価値

付けや，方向付けによってではなく，教師が子供の発

話を単純に繰り返したり発話の根拠を問いただしたり

することで，子供の自発的な気付きを促すことにより

促進される。 

 

６. 調査方法 

６-１.対象児 

   本学４年生３学級９０名 

 

６-２.実施時期と教材名 

(１)平成 27 年 5 月 「パパパの２重唱」 

(２)平成 27 年 6 月 「ブラジル」 

(３)平成 27 年 9 月 「白鳥」と「美しきロスマリン」 

(４)平成 27 年 10 月 「ファランドール」 

(５)平成 27 年 12 月 「メヌエット」と「クラリネット

ポルカ」 

(６)平成 28 年 3 月 「山の魔王の宮殿にて」 

 

６- ３.手続き  

 音楽鑑賞授業において，子どもたちに楽曲を鑑賞さ

せた後，教師が「『気付いたこと」』『思ったこと』『感

じたこと』がありますか」と問いかけた。その後，挙

手をした子どもたちを教師がランダムに指名し，発言

を促した。調査期間は，平成２７年５月より、平成２

８年３月までであり、その間に６曲の鑑賞教材につい

て発話内容と発話時間を記録し分析した。 

５月、６月の授業では、子どもたちの自由な発言を

尊重するために，「音楽を作っている要素や音楽の仕組

み」といった顕在的属性について触れず，子ども達の

思うままに発言させた。 

 この場合，子どもたちの発言が滞ってしまったため

に，教師による誘導的な発話が多くなる傾向にあった。

また，学びの視点が曖昧なために，個々の子どもたち

の発話に単発的なものが多くなり，子ども同士の学び

合いに到らなかった。このような反省のもとに，９月

からは，次のような顕在的属性に留意した視点を示し

たボードを掲示してから，鑑賞するようにした。 

 

音色 リズム はやさ 強弱 せんりつ 

拍の流れ 音の重なり 音の高さ 変化 

 ５月，６月，９月，１０月，１２月,３月，の全ての

音楽室での発話を録音し，その後，書面に起こした。

そして，発話数の推移と、全部の発話数に対する子ど

もの発話数の割合について調べた。この場合の発話数

とは，一人の人物が発言を始めてから発言を終わるま

でを１回とした発話回数のことである。このため，短

い単語１語でも１つの発話数とカウントされている。   

このような課題はあるが，発話数が増えているという

ことは，１つの楽曲に対して，様々な観点からの学び

が進んでいる１つの指針となるのではないかと考えら

れる。また，全発話数に対する教師の発話数の割合が

減って子どもの発話数の割合が増えていけば，それだ

け子ども同士の相互の意見のつながりが見えたと考え

られる。 

 この後，子どもの発話については，顕在的属性（「音

の重なり」「速度」「旋律」「フレーズ」「拍の流れ」「音

の重なり」「反復」「変化」）と潜在的属性（「情景」「曲

想・心情」）のカテゴリーに分けて,その数を調べた。

この際，１回の発話の中に複数のカテゴリーが含まれ

ていたり，顕在的属性と潜在的属性が共に含まれてい

たりという例が見られたため，発話数ではなく，各カ

テゴリーの数で分析した。授業の回数を重ねるごとに，

楽曲に直接現れている顕在的属性に関する発話が増え，

そのことによって子ども同士の発話につながりが見ら

れるようのなるのではないかと考える。 

 また，このように子ども同士の発話につながりが見

られるようになることで，教師が，子どもの発話を価

値付けたり，方向付けたりすることが少なくなり，代

わりに相鎚を打ったり，子どもの発話の単なる繰り返

しをしたりということが多くなるのではと考えられる。 

 そこで，個々の楽曲に関する発話記録をもとに，前

向きな学び（白水）が生じているか分析した。この際，

それぞれの楽曲の発話記録において，次の①～④のよ

うな前向きな対話の特徴（遠山・益川）が見られたか

どうか，評価基準を作って表にまとめた。 

 

（音楽鑑賞場面での前向きな対話の特徴と評価基準） 

特徴１  対等な立場で話をしている。 

評価基準 誰もが気軽に意見を出しやすい授業の雰囲

気ができている。 
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特徴２  課題遂行役とモニター役が役割交代を繰り

返す。 

評価基準 前に発言した子どもの言葉を受けて，自分

の考えを述べている。 

 

特徴３  探索的な問題解決の過程を共有する。 

評価基準 対話を繰り返しながら，楽曲構造への理解

や情景・曲想等への理解を深めている。 

 

特徴４  一人ではたどりつけなかった理解を作る。 

評価基準 一人では考えつかなかった楽曲理解が生じ

ている。 

 

７. 結果 

７ － １ 発 話 時 間 の 推 移 に つ い て

 
図１ 教師と子どもの発話時間の推移 

図１は、実際に教師と子どもたちが楽曲について話

し合っている総時間を示した物である。Ｃ組の５月に

ついては時間の記録が取れなかった。 

話し合いの前や途中で楽曲を鑑賞する時間を取った

が、その時間は省いてある。Ａ組、Ｃ組は，当初発話

時間が短かったが，9 月以降発話時間が延びている。

一方、Ｂ組は，当初発話時間が長かったが，他の 2 学

級に比べて，発話時間の伸びが見られなかった。 

 

７－２教師と子どもの発話数の推移 

 

図２ Ａ組の発話数①教師②子ども

 

図３ Ｂ組の発話数①教師②子ども 

 

図４ Ｃ組の発話数 ①教師②子ども 

 

  図２～図４はＡ組、Ｂ組、Ｃ組の教師と子どもの発

話数の月ごとのグラフである。発話数そのものに学級

差が見られるものの、全体的に教師の発話数よりも子

どもの発話数の方が多い。また、顕在的属性を示して

から、鑑賞活動を行った９月以降、発話数が増えてい

る傾向にあることから，教師と子ども，子ども同士，

の対話がより活発になってきているといえる。 

 

７－３子どもの発話における属性について 

 

図５ Ａ組①顕在的属性②潜在的属性 
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図６ Ｂ組①顕在的属性②潜在的属性 

 

図７Ｃ組①顕在的属性②潜在的属性 

図４～図６は，子どもたちの発話における顕在的属

性と潜在的属性の数を示した物である。９月より顕在

的属性の数が増えていることが分かる。また、Ｂ組Ｃ

組の３月においては、顕在的属性だけでなく，潜在的

属性も伸びていることから，顕在的属性を踏まえた形

での潜在的属性に触れた発言が増えていると考えら

れる。 

また、これは、潜在的な特性の根拠となる顕在的属

性を捉えることが，最終的に全ての発話数やカテゴリ

ー数を増やし，これによって，曲想・感情やイメージ

と行った潜在的な特徴も増えたと思われる。 

 

７－４児童と教師の発話内容の変容 

表１）前向きな対話の有無(○×) 

 ①特徴１ ➁特徴２ ③特徴３ ④特徴４ 

月 Ａ組 

① ➁ ③ ④ 

Ｂ組 

① ➁ ③④ 

Ｃ組 

①  ➁ ③ ④ 

5月 ○ ○ × × ○ ○ ××  ○ ○ × × 

6月 ○ ○ × × ○  ○ ×× ○   × × × 

9月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×× ○ ○ × × 

10月 ○ ○ ○ × ○ ○ ×× ○ ○ × × 

12月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×× ○ ○ ○ × 

3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×× ○ ○ ○ ○ 

 表１より、全ての学級において，５月６月には特徴

①、特徴➁は見られたが、特徴③特徴④に関してはほ

とんど見られなかったことがわかる。それが、特にＡ

組，Ｃ組で９月以降，特徴③，特徴④に関しては，月

を追うごとに顕著に見られるようになった。 

 それと同時に，月を追うごとに，子どもの，発話数，

1つの発話における文字数共に，増えていった。 

一方，教師においては，発話数は増えているものの，

内容的には，子どもの発言を単純に繰り返したり，確

認したり，といった補助的なものに変わっていった。

これに伴い，教師の１回の発話における文字数も減る

傾向にあった。特にこの傾向は，前向きな発話の多い

Ａ組Ｃ組に多く見られた。 

 

７－５前向きな対話の特徴が見られるように

なった学級の発話内容とその変容 

次に，特徴が全て見られるようになったＡ組と,最後

まで特徴３及び特徴４が見られなかったＢ組の５月と

３月の発話内容について表す。発話時間が長いため，

発話のまとまりごとに場面を区切り，場面ごとに発話

内容を分析した。 

Ｔは教師の発話。Ｃは子どもの発話，◎は場面ごと

の発話内容に関する筆者の見解，※はその時に付随し

た教師または、子どもの行動，・は周囲の子どものつぶ

やき，を示している。 

 

４年Ａ組 ５月８日 「パパパの２重唱」 

（場面１）１回鑑賞した後の感想を子どもが自由に発

言する。 

Ｔ１：気付いたことを言ってくれる人？ 

Ｃ１：大きくなったり小さくなったり 

Ｃ２：男の人と女の人の声 

Ｃ３：パ，パ，みたい 

Ｃ４：ほとんど同じことを言っている 

◎一人一人の子どもが，強弱の変化や男女の声の違い，

気付いたことを発言しているが，それぞれの発言に

つながりが見えないため，対話が止まってしまう。 

 

（場面２）教師が楽曲に表れている場面を意識した発

問を加える。 

Ｔ２：お話してる場面なんだけれど、どんなお話の場

面だと思う？ 

Ｃ５：ダンスみたい。 

Ｃ６：踊りながら歌っている。 
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Ｔ３：どんな場面なのだろう。 

Ｃ７：ダンス 

Ｃ８：結婚式 

Ｃ９：結婚したじゃない。パパちゃんと。 

◎Ｃ５のダンスを受けて，Ｃ６が「踊りながら歌って

いる」と発言している。このあとＴ２が「どん場面

だろう」と発話したために，Ｃ７～Ｃ９が結婚式の

場面を思い浮かべているが，音楽的根拠がないため

に、子どもたちの発言が止まってしまう。 

 

(場面３）２人の気持ちについて問う。 

Ｔ４：では２人はどんな気持ちだと思う。 

Ｃ10：楽しそう。 

Ｃ11：楽しくて嬉しい。 

◎教師が新たな発問をしたが、Ｃ10の発言にＣ11が一

言付け加えただけで、深まりのある発話となり得な

かった。 

 

この楽曲に関する対話では特徴１、特徴２がわずか

に見られたものの、特徴３、特徴４については全く見

られなかった。 

 

４年Ａ組  3 月 4 日(金)  「山の魔王の宮殿にて」 

（場面１）フレーズに区切れがあり，そのフレーズが

反復を繰りしていることに気付く。 

Ｔ１： 気が付いたこと、思ったことを教えてください。 

Ｃ１：なんか途中で途切れている 

Ｔ２：何が切れているの？ 

Ｃ１：音楽が 

Ｃ２：途中でタ，タ，タンというのが多い 

Ｃ１：えーとね。音がね。繰り返しをしている。はじ

めの方。 

Ｔ３：なるほどね。今の発言に関連して何か（発言が）

ある？関連して何かある人いる？ 

Ｃ３：Ｃ１さんが言ったことは，最初から最後までだ

いたい続いている。 

Ｔ４：(主題を歌った後)だけが続いているってことね。

それで終わっているってことね。 

◎Ｃ１が２回３回と発言するにつれて，自らの発言内

容を深め，区切れが繰り返しになっていることに気付

く。それを受けて，Ｃ３が繰り返しが最初から最後ま

で続いているとつなげている。この段階の発話におい

て，特徴１～特徴３までが見られたと言える。 

 

（場面２）速さと強弱の変化に気付く 

Ｃ４：え～となんだっけ。最後に大きくなる。 

Ｔ５：大事だよね。これだよね。 

※黒板にｆ記号を書く 

Ｃ５：Ｃ４が言った大きくなっているところで，一緒

でだんだん速くなっている。 

Ｔ６：だんだん変わっていることだよね。 

Ｃ６：Ｃ５さんに付け足しで音がだんだん大きくなる

につれて，速さもだんだん変わっていく。 

Ｔ７：いい言葉聴いたよ。知ってる？これとこれ一緒

なんだ。 

※大きさと速さをつないで，つれてと黒板に書く。 

Ｃ７：音の強さとリズムの速さがだんだん強くなって

いく。 

Ｔ８：音が大きくっていうのと、強くってというのと

両方ってこと？ 

Ｃ８：強弱が付いている。 

Ｔ９：強弱って何？ 

Ｃ９：最初は小さくて，だんだん最後大きくなってい

る。 

◎Ｃ４が最後に大きくなると発言し、その発言に付け

加えたり，発言を言い換えたりしてＣ５，Ｃ６Ｃ７，

が強さと同様に速さが変化していくことを述べてい

る。それに加えて，Ｃ８，Ｃ９，が強弱の変化につ

いて言及している。この段階において特徴１～特徴

４まで全て表れていると言える。 

 

（場面３）同じ旋律を繰り返していながら音色が楽器

によって異なることに気付く 

Ｃ10：全部同じことを弾いているんだけれど，速さと

強さが違ってちょっと違う音に聞こえる 

Ｔ10：全部同じだってことはこれ(繰り返しを指す)が

あること？いまこれとこれ（強弱と速さ）出た

よね。あとこれとこれ(楽器とか速さ)とか？ 

Ｃ11：繰り返されているけれど，楽器がちょっと変わ

っている。 

Ｔ11：楽器が変わっている？ 

Ｃ12：えっと，Ｃ11さんと同じで最初の楽器と途中の

楽器が変わった。 

Ｔ12：最初と途中の楽器が違った？最後は？とにかく

変わっているってことだね。 

・太鼓があった。 

Ｃ13：Ｃ12とつなげて，同じリズムでも楽器が違う 

Ｔ13：もう一度聴いてみましょうか。 
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※再度、視聴する。 

 

◎Ｃ10の「ちょっと違う音に聞こえる」という発言を

受けて，Ｔ10がその根拠に強弱，速さ,楽器,繰り返

し，といった楽曲における顕在的属性を指し示すこ

とで子どもの発言を確認したり、次の発話を促した

りしている。Ｃ13の発言は、Ｃ10の同じ旋律でも楽

器が違うことで，音色が異なり，曲の印象が変わっ

ていくことを確認している。 

 

（場面４）場面２の速さと強弱の変化を再確認する。 

Ｔ14：その後何か気付いたことがありますか。 

Ｃ14：強弱のことなんですけれど、急に強くなったり

速くなったりではなく、だんだん強くなる。 

Ｔ15：こういうイメージ 

※黒板にクレッシエンドと書く。  

 

（場面 5）感じ取った曲想を踏まえて，そこから思い

浮かべる情景を膨らませる 

Ｃ14：不気味な感じ 

Ｔ16：雰囲気だね 

Ｃ15：不気味でちょっと暗い感じ。 

Ｃ16：誰かが追いかけている感じ 

Ｔ17：意見として言ってくれるといいんだけれど 

※Ｃ２のつぶやきにＴ17で答えている。 

Ｃ２：誰かが追いかけて走っている。 

Ｔ16：ありがとう 

Ｃ17：楽しい音楽じゃない。暗いかんじ。ゾンビが追

いかけている。ふしぎな音楽。 

Ｃ18：Ｃ18 さんが追いかけってくるって言ったけど，

最初は隠れてきてこっそりきているかんじで，

最後らへんになると見つかって追いかけてくる。 

Ｃ19：ゾンビみたいな音楽。 

Ｃ20：最後に誰か分からないけれど，捕まった感じ。 

Ｔ17：わかる？ 

Ｃ22：思い浮かべたことで，捕まっていると言ったけ

れど、焦っている感じ。 

◎Ｃ14～Ｃ22の対話の中で「不気味で暗い雰囲気の中

で、最初は，こっそりきたゾンビに、最後は見つか

ったことで，追いかけられ捕まってしまった。」とい

うストーリーができあがっている。この過程におい

て，子どもたちはお互いの発話をつなげながら，よ

り深い楽曲理解をし，自分達で新しい楽曲解釈を生

み出していると言える。そして，この場面において

は、教師は子どもの発言を促したり確認したりして

いる程度である。 

2 つの発話記録を比べたところ，2 つの記録共に，子

どもたちが思ったことを自由に発言し，その発言を受

けて他の子どもが発言するということができている。 

しかし，「パパパの 2 重唱」では、子どもたちの発話

が，根拠となる音楽的特徴について述べられていいな

いために，前向きな発話の特徴３，特徴４までは見い

出せなかった。 

 一方で、「山の魔王の宮殿にて」では楽曲構造につい

ての理解を段階的に深めながら，それが醸し出してい

る曲想について，対話を繰り返しながら理解を深めて

いる。そして、最後に、曲から思い浮かべた情景に関

する言葉をつなげながら、1 つの物語を形作っている

ことが分かる。このことから、前向きな対話の特徴１

～特徴４までの全てが表れていると言える。 

 

４年Ｂ組 ５月８日「パ、パ、パの２重唱」 

（場面１）１回鑑賞した後の感想を子どもが自由に発

言する。 

Ｔ１：曲を聴いての感想を発表してください。 

Ｃ１：言葉が分からなくて変だ。 

Ｃ２：パーパー言っている。 

Ｃ３：それだけお父さんがいいの。 

Ｃ４：英語だから変にきこえる。 

Ｃ５：歌詞が重なっているところがある。 

Ｔ２：一人じゃないってことだよね。 

◎教師が２人で歌っていることを確認している 

 

（場面２）教師の発言を受けて，子どもが男女２人の

声で歌われていることに気付く 

Ｃ６：弾いたりするの大変そう。 

Ｃ７：トランペットがずっと出ていた。 

Ｃ８：男の人と女の人がね。英語でいろいろでてきて

分からなかった。 

Ｃ９：聴いたことがないけれど、愉快な曲 

Ｃ10：パ，パ，とか言ってきて楽しい曲。 

Ｃ11：繰り返し言ってきた。 

Ｃ12：男の人と女の人が面白い言葉を使っていて。 

Ｃ13：男の人と女の人が一緒に歌を歌っている。 

Ｃ14：愉快だから踊っている。パ，パ，パって。 

◎Ｃ１２の言葉を受けてＣ１３が男の人と女の人が一

緒に歌っていること発言している。 
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（場面３）教師が新たな発問をしたため，個々の子ど

もたちが思いついたことを発言した 

Ｔ３：男の人と女の人が何か一緒に、話をしてい 

るって感じがしない 

Ｃ15：パパパといっていたから分からなかった。 

Ｃ16：パパパっていっていたからパパの悪口かな。  

◎教師の曲の情景についての問いかけに対して，子ど

もたちは自由に発言しているが，子ども同士の発話

のつながりが薄く，深い楽曲理解には到らない。前

向きな対話の特徴１，２，は，見られるが子ども同

士の発話関係性は薄い。 

 

4 年Ｂ組 3 月 3 日 「山の魔王の宮殿にて」 

（場面１）強弱の変化から速度、音色の変化、曲のイ

メージ化へと続く 

Ｔ１：何か「気付いたこと」「思ったこと」「感じたこ

と」がありますか。 

Ｃ１：どこかで聴いたことがある。 

Ｃ２：後半ちょっと大きい所が少しあった。 

Ｔ２：そうだね。大切だね。 

Ｃ３： 弱い感じで、最後の方がなんか大きくて激しい。 

Ｔ３：大きかったっていうこと？ 

Ｃ３：激しい 

Ｔ４：激しいっていい言葉だね。 

Ｃ４：怖い。映画とかでできそうな。 

Ｔ５：いいね。 

Ｃ５：私は最初は小さかったけれどだんだん(楽器が)

多くなって 

Ｔ５：あ～小さかったけれど。楽器が多くなったけれ

ど・・・。 

Ｃ６：最初はゆっくりだったけれどだんだん速くなっ

てきて、最終的にすごい速くて、例えるなら回

転？ 

Ｔ６：いい言葉だね。ゆっくりから速くなる？ 

※渦巻き状の図を黒板に書いて黒板に描く。 

Ｔ７：こういうイメージ？まだ気が付いたことがある

人？ 

 

（場面２）子ども発言の中から，主旋律の繰り返しと

その変化いう気付きが生まれる。 

Ｃ７：後半にシンバルがすごくでっかくて 

Ｔ８：楽器に気が付いているね。 

Ｃ８：（主題の旋律）がずっと繰り返されている。 

Ｔ９：そのことに気が付いた人いなかった。これ大切

だよ。 

Ｃ９：その同じ旋律について何ですけれど、最初は同

じ音だけれど音が高くなる。 

Ｔ10：気付いた？音が変わるよ。これが(主旋律) 

※途中から音を上げてオルガンで主旋律を演奏する。 

Ｔ11：同じ音だけれどここから高くなる。 

◎教師が子どもの発言に大きく介入してしまったため

に子ども同士の発話につながりが無くなってしまっ

た。 

 

（場面 3）強弱、速さ、繰り返し、音の高さ、といっ

た楽曲構造を示す顕在的属性から曲想・情

景といった潜在的属性に関する対話に変わ

る。 

Ｃ２：なんか戦っているようにきこえている。 

Ｃ９：怖いです。 

Ｃ10： Ｃ２さんにていて最後の方は追いかけている。 

Ｔ12：いい表現だね  

Ｃ11：強い所と弱いところがある 

Ｃ12：ゲームで聴いたことがある。 

Ｔ13：そういうのも大切かもね。いろいろ確かめるた

めに、もう一度聴いてみましょう。 

Ｃ13：進んでいくごとにだんだんテンポが速くなる 

Ｃ14：最初は(主旋律)だけだけれど、他の音もなんかち

ょっと聞こえる。 

Ｔ14：増えてきたのね 

Ｃ15：最初は魔王の宮殿で、そこから後半は魔王のい

る山になっている。 

Ｔ15：そういうイメージって大切なだね。 

◎子どもたちの単発的な発言に、１つ１つ教師が「い

いね」「大切だね」と価値付けてしまったために、子

ども同士のつながりのある発話が見られないまま終

わってしまった。 

 

 この学級では特徴１，特徴２，は見られたが，特徴

３，特徴４，は最後まで見られなかった。その理由と

して，子どもたちは活発に発言しているが，子ども同

士の発話につながりがあまり見られないということが

挙げられる。 

 このように，子ども同士の発話につながりが薄く，

対話が途切れがちになると，教師の介入が見られるよ

うになる。このような場合，教師は子どもたちに発言

を促すために「いいね」「大切だね」と言った価値付け

のある発話をしてしまうことが多く，さらに，子ども
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同士の対話による前向きな学び合いを阻んでしまうと

思われる。 

 

８. 考察 

 以上の結果により，音楽をより深く理解するための

足場掛けとして，楽曲の「顕在的属性」に視点を当て

て話し合うことが，子どもたちの楽曲理解を深めると

いう点で有効であることが分かった。 

「顕在的属性」に視点を当て，鑑賞授業を試みた９月

より発話数，発話時間，共に増える傾向があった。そ

して，発話記録の分析により，どの学級も活発な話し

合いがなされていることも分かった。また，教師の発

話数よりも子どもの発話数の方が多いことから，教師

を介しての発話よりも，子ども同士の発話のつながり

の中で発話の方が多いことを示しているといえる。そ

れと共に，楽曲における「顕在的属性」に裏付けられ

た，子どもたち独自の楽曲解釈を含む「潜在的属性」

が見られるようになった。 

 そこで，子どもたちの対話の中に前向きな対話の特

徴が表れているかさらに詳しく調べた結果，どの学級

にも特徴１，２は見られたものの，特徴３，４はその

特徴が見られた学級と見られなかった学級に分かれて

しまった。 

 特徴１（対等な立場で話をする）特徴２（互いの発

話を聴いて発言する）に関しては，どの発話記録にも

頻繁に見られることから，学級内に誰もが自由に意見

を発言ことができる雰囲気があり，友達の発言を取り

入れて発言することが日常的行われていたことが分か

る。 

一方で，特徴３(探索的な問題解決の過程の共有)と特

徴４（一人ではたどりつけなかった理解を作る）は、

子どもたちの学びに建設的な相互作用をもたらすとい

う点で大きな役割を果たしているが、その表れ方に学

級による違いがあった。また，前向きな対話の特徴が

全て表れたＡ組と，前向きな対話の特徴３と４の両方

が見られなかったＢ組の３月の発話記録を比べると発

話時間では，Ａ組の方が１５０秒ほど長く、発話回数

では、Ａ組の方が１０回ほど多かった。  

また，発話内容の変化も違いが見られた。Ａ組の発

話記録を見ると、５月当初は子ども同士の発言のつな

がりが薄く、特徴も１，２がかろうじて見られるに過

ぎなかった。それが，どの子にも共通して聴き取るこ

とができる「顕在的属性」に注目して鑑賞し，それを

根拠に話し合いを進めることで，子どもたちの楽曲構

造への理解が進み、そこから思い浮かべる、曲想や情

景、感情と言った「潜在的属性」についても、より深

い理解が進んでいくことが分かった。それも，（１）曲

に表れている音色，速さ，強弱，変化と言った特徴→

（２）そこから感じる感情，曲想，→（３）思い浮か

べた情景，という順番に，内容におけるまとまりを持

って話し合いが進み，最後には楽曲に対する１つの物

語を作りあげて行く様子まで見て取ることができた。

また，個々の子どもが記録として書いたワークシート

にも，「顕在的属性」に裏付けられた「潜在的属性」に

関する記述が見られたのである。 

一方で，前向きな対話の特徴３，４が見られなかっ

たＢ組については，子ども同士の発言につながりが薄

く，子どもたちは，自分の発言は述べるが，他の子ど

もの発言を聴いて発言することが少ない。このため，

教師が，子どもたちの発言が途切れてしまうのを防ぐ

ために，「いいね」「大切だね」と価値付けを伴った発

言をしてしまったと思われる。また，このことで，子

どもたちは、自分の発言に対する教師の価値判断を求

めるようになり，他の子どもの発言を聴いて意見を述

べることが少なくなったのではないかと思われる。教

師が，子どもの発話を価値付けするのではなく，単純

に繰り返したり，その根拠を問うたりする程度にとど

めておけば，もう少し子ども同士の発話につながりが

生じたのではないかと考えられる。 

授業における発話記録の場合，授業者の違いが問わ

れることが多いが，Ａ組、Ｂ組、Ｃ組とも、４０代後

半の同じ教師行った授業での記録である。このような

違いが出た理由として，対象となる子どもが違えば，

発話内容も異なることが，考えられる。例えば，「授業

で鑑賞する曲や似たような曲を鑑賞したことがある。」

「楽器等を習った経験がある。」といった音楽経験のあ

る子どもが学級にいると発言内容にも違いが表れる。

また，他の教科の授業でも活発に発言する子どもが多

いといった学級の雰囲気も少なからず影響していると

思われる。 

本研究は，グループ学習ではなく，学級全体での討

議の形を取っているので，実際に発言した子どもたち

の発話のみの記録となっている。このため，今後は，

対話を聴いてはいるが，討議に参加していない子ども

たちの学びについても，ワークシートなどから検討す

べき課題となっている。 

また，学級全体の討議に参加できない子どもの考え

の変容と見るためにも，グループ学習の場の発話記録
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も検討するべきであると考えている。 
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Abstract 
This study examined how an elementary school teacher 

changed beliefs about collaborative learning through lesson 
study for five years. We collected documents of the teacher’s 
lesson plan and interviewed him about those lessons. The 
results suggested that he changed his pedagogical content 
knowledge through introducing a method of collaborative 
learning; Knowledge Constructive Jigsaw. The teacher’s 
learning seemed supported by social relationships in/outside 
the school and effective tools. However, it is suggested the 
change of beliefs about collaborative learning was not 
irreversible nor connected to certain learning theory 
explicitly.  
 
Keywords ―  Teacher’s Belief, Professional 
Development, Collaborative Learning, Knowledge 
Constructive Jigsaw 
 

1. はじめに 

協調的問題解決など 21 世紀型スキルの育成に向け

た授業づくりが求められている。しかし学校現場では、

授業研究や各種研修によって検討・共有された各教科

の一般的、代表的な方法によって授業が行われている。

そしてそれは，「この教科では～することが重要である」

といった教科観や「～した方が学習しやすい」といっ

た学習観と結びついていると考えられる。よって，授

業に新しい要素を取り入れようとする場合に，既存の

教科観や学習観と相容れず，抵抗感や違和感が生じ，

変容に時間を要することもあるであろう。教師の学び，

成長に関して大島（2008）は，「学び」の形の変革期

において，知識観・学習観等「学びに関する知識」が

変容しており，教師は自らが持つ「教科内容の知識」

を新しい学びに関する知識に照らして再考し，いかに

教えるかといった「教授内容の知識」へと変換する必

要があると述べている[1]。このように教授内容の知識

の変容を支援するには，教師個人が学びに関する知識

としてもっているもの，すなわち認識論的信念に注目

し，新しい学びに関する知識との間で生じるコンフリ

クトやそのコンフリクトがどのように解消されうるの

かという点に焦点を当てた研究が必要であろう。以上

より，本研究はある公立小学校における 5 年間の校内

研究を通して教授内容の知識を変容させたと考えられ

る教師が，そのプロセスにおいてどのような認識論的

信念のコンフリクトを経験し，それを解消し得たかを

検討する。 
 
2. 方法 

対象は静岡県内の公立小学校の教員であるA 先生で

あった。同校は校内研修を通して、21 世紀型スキル育

成を目指した新しい方法を取り入れていった学校であ

る。平成 23 年度から 25 年度までの 3 年間，「全ての

子により深い学びを引き起こすため，教師はどのよう

に授業を計画し実行したらよいか」を明らかにするこ

とを目的とし，「かかわり合い」を学びを深めるキーワ

ードとして授業研究に取り組んでいた。さらに平成 26，
27 年度は，「協調的な問題解決による思考力・判断力・

表現力の育成」を研究主題とし，その手段としてジグ

ソー学習法の効果的な導入に取り組んだ。当初は既存

の授業型の中に班で話し合う時間を設け，そこでのか

かわり合いが学びを深めるものとなっていたかを検討

していたが，徐々にジグソー学習法を取り入れ，平成

26 年からは研究主題に反映されるまでになった（詳細

は遠藤・益川，2015）[2]。 
平成23～27年度の5年間においてＡ先生が行った7

つの研究授業の指導案，および校内研修の経緯を記録

した資料を収集するとともに，平成 26 年度および平成

28 年度に学習観や授業観についてＡ先生へのインタ

ビューを行った。また 2 回目のインタビューでは，7
つの研究授業について指導案に基づき振り返り授業の

意図や当日の様子を想起してもらった。 
 
3. 研究授業の概要 

A 先生は平成 26，27 年度に研修主任を務め，平成

25 年度はそれに近い立場で校内研修を遂行する中心

的役割を担った。その結果，平成 23 年度からの 5 年間

（教員歴 8～12 年目）において前任の研修主任に次い

でジグソー学習法による授業を数多く行った教員であ
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った。 
A 先生の教授内容の知識の変容を検討するため，授

業案や実際の授業の発話記録に残されているという点

から研究授業に着目した。平成 23，24 年度に A 先生

は 3 つの研究授業①～③を担当した。 
研究授業①（23 年度 11 月）は 5 年生算数「図形の

面積」で，自力解決，班での話し合い，一斉での練り

上げという一般的な算数授業型に基づいたものであっ

た。 
研究授業②（24 年度 7 月）は 6 年算数「並べ方と組

み合わせ」で，2 回の班の話し合いを設け，1 回目の話

し合いでは解きたい方法を子ども自身に選ばせ，同じ

解き方を選んだ者同士で班を作り，2 回目には異なる

解き方同士で話し合うという構成をとった。 
研究授業③（24 年度 11 月）は 6 年算数「比例と反

比例」で，A 先生自身が初めてジグソー学習法による

研究授業を行った。 
なお学校としてジグソー学習法による研究授業が行

われたのは 24 年度 6 月であり，A 先生の研究授業③は

学校としては 2 度目のジグソー学習法実践にあたった。 
 
4. 研究授業①～③を通じた学び 

以上よりA 先生は授業の方法として，一般的な授業

型から中間形態を経てジグソー学習法を採用するに至

っている。この教授内容の知識の進展の背後にある認

識論的信念の変容として各授業で焦点化された手立て

に注目すると，研究授業①では班での話し合いが活性

化するよう算数の得意な児童，苦手な児童が各班にバ

ランスよく配置されるような班編成を試み，研究授業

②ではジグソー学習法に似た構成であるが，解法をラ

ンダムに割り当てるのではなく子ども自身に選ばせる

という方法を採っている。研究授業③では，1 回目の

話し合いに簡単な課題を用意することで，2 回目の話

し合いで算数が苦手な児童も自分の担当した課題につ

いて説明できることをねらった。これらの手立ての背

後には，「話し合いには司会が必要である」「子どもは

自ら解法を選ぶことでより意欲的に学ぶ」「簡単な課題

がより多くの児童の参加を引き出し話し合いを促す」

といった認識論的信念が存在すると考えられた。そし

て実際には「（司会がいても）算数の苦手な児童の話し

合いへの参加が低調であった」「子どもに解法を選ばせ

たことで偏りが生じ，2 回目の多様な解き方で班を組

むことが難しく学習成果に差が生じた」「簡単な課題が

話し合う必然性を低減させた」という結果からジグソ

ー学習法に対する違和感や懸念が徐々に解消され学習

の深まりのために重要な条件が学ばれたと考えられた。

こうした学びは平成 26 年度に行った個別のインタビ

ュー（第 1 回インタビュー）において校内研修という

文脈を離れA個人の学びとして成立していることが確

認された。このように教育目標への手立てを追究して

教授内容の知識を進展させようとするなかで、新しい

方法に対する違和感を契機に暗黙の認識論的信念が顕

在化し、それを具体的に指導案に反映させ検証するこ

とで認識論的信念が更新されたと考えられる。 
このような変化を確認するために平成28年度に第2

回目のインタビューを行った。第 2 回インタビューに

おいては，大きく「学習観の変化」「各研究授業の意図

と当日の様子」「研修主任の経験」「大学教員の関わり」

「ジグソー法の理解を促したもの」「校内でジグソー法

を広めるための手段」「ジグソー法固有のよさ」につい

てたずねた。 

 
5. 学習観の変化 

まず学習観の変化について，「子どもたちはこういう

ふうに学ぶ」，「どういうときに深く学ぶ」といった学

習観が過去を振り返って変化したと思うかをたずねた

ところ，以前はテストの得点など目に見える形での知

識の定着に目が向いていたが，過去 5 年の研修を経て，

思考力や話し合う過程での表現力といった長期的にみ

る学力の変化の大切さに目が向くようになったと語ら

れた。 
その変化のきっかけとして，平成 24 年度に初めてジ

グソー法による授業を行い，発話の分析や，数週間後

に授業内容の想起を求める回顧テスト（遠藤・益川，

2015）をすることで，学力の厳しいとされる児童でも

話し合うことが少しでもできており，回顧テストでも

一定の成果が見られたことを挙げ，その結果，通常の

テストとは異なる観点から学力をみる視点を意識でき

たと語られた。 
そこで，そのような学習観は個人として確信度の高

いものかたずねた。これに対して 27 年度に，ジグソー

法で授業をしたときにそこに参加できない児童がいる

ことが校内で話題となっていたことが語られ，定着す

べき最低限の理解も重要であることと，思考力，表現

力をのばしていくような授業の大事であるという認識

の間に葛藤が生じている状況であることが窺われた。 
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6. 各研究授業の意図と当日の様子 

 第 2回インタビューにおいて，平成23～27年度の研

究授業におけるグループ活動中にどのように児童に関

わろうとしたか，各授業の指導案を提示して振り返っ

てもらい聴取した。表1にその結果の概要を示した。 

研究授業①については明確に「学力と人間関係」を

意識したと回答が得られたが，研究授業②については

どのような授業をしたか，全体的に想起されなかった。

また，研究授業⑤については，直前まで指導案を練り

直していたことが想起されたが，当日の授業の様子は

想起されなかった。 

表 1 グループ学習中の指導の観点 

 

研究授業③，④，⑥，⑦については班の解答の状況

を確認したことが想起され，④では特定の誤りには再

度考え直すよう働きかけたのに対して，⑦ではそのよ

うな介入はしなかったと語られた。④ではエキスパー

ト課題での誤りがジグソー活動にプラスに働く場合と

マイナスに働く場合があるという認識のもと，介入の

有無を選択したと語られた。結果としてはあえて介入

しなかった班に，ジグソー活動がうまくいかなかった

班があり，エキスパート活動中に介入しなかったこと

がよくなかったのではないかという考えも生まれたこ

とが語られた。⑥や⑦ではジグソー課題を解いた後，

他の班の解答を参考に練り直す機会があり，その際に

児童らが自発的に気づくことを期待したため，介入す

ることがなかったと語られた。ただし⑦では当日の児

童の発話を確認すると他の班の考えを反映させた様子

が見られなかったという課題の認識も語られた。 

 

7. 研修主任の経験 

  平成 26 年度，27 年度に研修主任をした経験につい

てたずねたところ，1 年目はジグソー法を校内に浸透

させる点で大変であったが 2 年目はこの困難は小さく

なったこと，その一方で 2 年目は授業への参加が難し

いという児童が存在するという問題の顕在性が高まっ

たことが語られた。 
ジグソー法を校内に浸透させることが 1 年目から 2

年目にかけて進んだ要因として，1 年目は単学級と二

学級の学年があったが，二学級の学年ではいずれかの

学級の教員が核となり浸透させることが行いやすいの

に対して単学級にはそういった機会がないこと，担任

の教員が算数をもてないことがあったことなど，学校

のシステム上の要因が挙げられた。2 年目は担任外と

してＡ先生自身が色々な学年の授業に入る機会があっ

たり，転入してきた先生自分の授業を見てもらう機会

が多かったことが要因として挙げられた。 
2 年目に新たに生じた問題については，「5．学習観の

変化」の最後に語られた点と重なる問題であり授業に

出席することが難しい児童に対する取り組みが学校の

中で課題として認識されるに至ったことが語られた。 
 

8. 大学教員の関わり 

大学教員が研修に関わったことについて感想をたず

ねると，ジグソー法の理論だけを講演で聞くだけの導

入では現場レベルの実践指導にはわかりにくいところ

があるが，指導案を一緒に考えてくれることはありが

たかったと回答が得られた。しかしすべてを受け入れ

ているわけではなくそういう考え方もあるという幅の

広がりがもたらされるとのことであった。たとえば，

ジグソーの導入時にはエキスパート課題の分担を教師

側から提示してしまっていいのかという問題意識があ

ったことや，導入以降にも，エキスパート活動では間

違った結論に至ってはいけないのではないかという考

えが校内研修において話題となったことが例として挙

げられた。前者のエキスパート課題を教師が提示する

ことに関しては，児童に選択させるとうまくいかなか

ったことから教師が提示したところ，うまくいったと

いう実際の授業での手ごたえを基に腑に落ちるという

経験がされたと語られた。逆に，エキスパート課題の

正誤については「6．授業中の教師の言動の変化」で語

られたように間違えないことがよいという考えに傾い

ているようであり，このように解消したという経験は

語られなかった。 
 

9. ジグソー法の理解を助けたもの 

  ジグソー法を理解していく上で助かったものをたず

ねたところ，「教科書」が挙げられた。具体的には，指

導案を作成する際に 6 社の教科書を比較してたとえば

研究
授業

年度 単元 意識したこと

① 23 三角形の面積 学力と人間関係
② 24 並べ方と

組み合わせ
―

③ 24 比例と反比例 三つの視点を見つけられているかどうか
を確認した

④ 26 並べ方と
組み合わせ

エキスパートの班の課題内容に応じて誤
りに介入するか非介入するか分けた

⑤ 26 比例と反比例 ―
⑥ 26 全体としての１ どの班も正解していたが，他の班の考えを見て

表現の練り直しが起きることを期待した

⑦ 27 三角形の面積 三つの解き方から公式を考えているかを
確認したが，できていなくても介入しな
かった

注）―：想起なし
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三角形を何㎝にするかといったエキスパート課題の選

択に役立ったと語られた。 
これに対して学習科学のテキストや他の学校での取

り組みをまとめた報告書などについてたずねると，あ

まり参照していないということであった。また他の学

校の実践の見学はジグソー導入年度前に一度行ったが，

見学した授業ではエキスパート課題の解決を生かして

ジグソー課題に取り組むことが実際にはできていなか

ったことから，課題が異なりすぎるとうまくいかない

のではないかという課題づくりの難しさを感じたと語

られた。 
 
10. 校内でジグソー法を広めるための手段 

研修主任として校内研修でジグソー法を広めていく

ときの手段として役に立ったものをたずねると，自分

が普段の授業でジグソー法による授業をするというと

きには，「学習科学の考え方をいかした学び授業プラン

（知識構成型ジグソー版）」と題されたジグソー法の授

業案シートにプランを記入して事前に校内の情報共有

システムにアップロードし，見に来られる先生に参観

していただいたことが挙げられた。このようにして，

研究授業を含めて他の教員にみてもらええるよう働き

かけており，実際にみてもらうことが校内でジグソー

法を広めていくよい方法であったと語られた。27 年度

の末頃には実際にエキスパートの課題の組み方につい

てＡ先生自身も理解が進んだと感じることがあり，参

観者からもその点について理解が進んだという感想が

得られたと語られ，手ごたえを感じられたようであっ

た。 
 
11. ジグソー法固有のよさ 

最後に大学教員からジグソー法が紹介され，取り組

んできたが，仮に別のアプローチでもよかったように

も思うかたずねた。これに対して，以前には司会者が

いて，うまく話し合いが進められる人がいて，話を振

るということが話し合いなのかなと考えていた時もあ

ったが，実際には考えて話すときには，自分自身も言

葉を選びながら話しており，他の人に聞いてもらい他

の人の言ったことに影響を受けながら話していくこと

が考えて話していることになり，生活や社会の中では

そういった場面が多いと感じること，それをたまたま

小学校で行うときに何もなしで考えて話すのは難しい

部分があるが，ジグソー法ではエキスパートの資料や

それについて自分で考えてきたことがあり，加えてそ

れが個々に違うことでより影響し合うことができると

いう部分がジグソー法のよさではないかという認識が

語られた。 
 

12. 考察 

 以上より，Ａ先生は，第一に人（指導案に対する助

言者としての大学教員，研修主任としての役割，校内

の体制）やモノ（発話分析，回顧テスト，複数社の教

科書，授業プランのシート，校内の情報共有システム）

によって支えられながらジグソー法の実践を重ね，理

解を深めていったことが示唆される。その結果，授業

中の行為として，児童の誤りに積極的に介入するとい

うよりはその必要性を判断し選択的に介入するか，介

入せずに児童同士の交流から気づきが生まれる授業構

成を図るなどの変化がみられた（「6．各研究授業の意

図と当日の様子」）。このいかに教えるかという教授内

容の知識の変化の背後にある学習観の変化として，以

前は，短期的にテストの点数で測られるような学力に

目が向いていたが，長期的に思考力や表現力を伸ばし

ていくことも重要であるという認識に変化したことが

語られた一方で，授業に参加する最低限の知識・理解

という学力の問題への関心も再度高まっていることが

窺えた（「5．学習観の変化」）。また，「人が考えながら

話すとき」についての認知プロセスに対する考えに基

づき，それに小学生が従事する際の支援としてジグソ

ー法の方法論（特に異なるエキスパート資料があり，

共通のジグソー課題があるという点）の受容がなされ

ていることが示された（「11．ジグソー法固有のよさ」）。

以上のようなＡ先生の変容が認められたが，そうした

変容のきっかけや考え方のソースとして学習科学の理

論に触れたことへの言及はなかった点が注目される。 
ジグソー導入期の学びが 5 年間を振り返った時にど

のように位置づけられているかを検討すると，「4．研

究授業①～③を通じた学び」で述べたように，ジグソ

ー導入期（平成 23，24 年度）においては，「話し合い

には司会が必要である」「子どもは自ら解法を選ぶこと

でより意欲的に学ぶ」「簡単な課題がより多くの児童の

参加を引き出し話し合いを促す」といった認識論的信

念が存在すると考えられた。そして実際には「（司会が

いても）算数の苦手な児童の話し合いへの参加が低調

であった」「子どもに解法を選ばせたことで偏りが生じ，

2 回目の多様な解き方で班を組むことが難しく学習成

果に差が生じた」「簡単な課題が話し合う必然性を低減

させた」という結果からジグソー学習法に対する違和
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感や懸念が徐々に解消され学習の深まりのために重要

な条件が学ばれたと考えられた。しかし，それ以降，

本格的にジグソー法を導入した 3 年間を含めた 5 年間

の取り組みを経て，振り返りを求めたインタビューで

は，「エキスパート課題で間違えるとうまくいかない」

という考え方が再度校内研修の中で話題となるように

なり，Ａ先生自身もこれを一概に否定してはいなかっ

た。したがって，ジグソー学習法に対する違和感の解

消の背後にあると推察された信念の変容は，必ずしも

不可逆的なものではないことが示唆される。認識論的

信念の状況依存性や変容の仕方，構造の多次元性とい

った観点からさらに検討する必要がある[3]。 
河﨑・益川（2014）では，協調的な学びを取り入れ

た授業の実践経験が比較的豊富である教員を対象とし

て，ジグソー法を用いた算数授業案を作成し，授業案

に対する意見，および協調的な学びを取り入れた授業

の実践経験に関するインタビューを実施したところ，

授業に用いる課題の選択に関して，児童間に思考の多

様性が生まれやすいこと重視していることが示された

[4]。また「人それぞれ理解は異なる」「理解は容易に到

達できない」という理解についての信念や，それを根

拠として学習者間の思考の多様性と対話が必要である

ことが明確に語られた。たとえば協調的な学びがうま

くいかなかったとしても，その原因として上記の理解

についての信念に立ち戻り，そこから方策を考えると

いう考えが示された。このような一貫した理解につい

ての信念は本研究の対象となったＡ先生には見られな

かった。こうした相違の要因を検討することが今後と

課題と言える。 
Ａ先生は「最低限の学力」や「授業に参加すること

ができない児童」への問題意識を校内研修で話題にな

ったことして重ねて語り，それに対して自分はこうい

う別の見方をするという立場を示すことはなかった。

たとえば，「学力的に厳しい」児童への問題意識はジグ

ソー導入時にもあり，その中でジグソーの導入を後押

しした要因として発話分析と回顧テストが挙げられて

いた。しかし上記の低学力の問題の再燃に対して発話

分析や回顧テストを実践を評価する道具として取り上

げ，それによって見るとどうかという視点から語られ

ることはなかった。こうした学習観の変容に働きかけ

る役割をもった道具の位置づけが 5 年間の研修の中で

どのように変化していったかにさらに注目して調査を

行い分析する必要がある。 
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1. はじめに	 
キーボードのタイピングといった連続的な動作を必

要とする行為は日常生活において重要な役割を担っ

ている．これまで，連続的なボタン押しを必要とす

る系列学習課題を扱った研究において（例えば，系

列反応時間課題，serial reaction time task; Nissen 
& Bullemer, 1987），モデルが課題を遂行している
様子を，身体的運動なしに観察するだけで，観察者

はその系列を学習できることが示されてきた(Bird 
& Heyes, 2005)．その一方で，観察者が観察するモ
デル選定については不明な点が多い．例えば，Heyes 
and Foster(2002)の研究では，モデルの平均反応時
間は約 300msで，エラー率は 5％未満だったと記さ
れているが，例えば，モデルは元々速く反応できる

特性だったのか，あるいは系列の学習によって速く

なったのかなど不明な点が多い．系列学習では，学

習が進むにつれて，系列の要素がチャンキングされ

て，強化されていく(e.g., Hikosaka et al., 1999)．そ
のため，モデルのパフォーマンス水準は，観察者の

学習効果に大きな影響を与えると思われる．そこで

本研究では，モデルの課題遂行成績が学習者の課題

遂行成績に与える影響について検討した．	 

 
2. 実験１	 
2.1. 方法	 
本研究には，大学生または大学院生20名(男性8名，
女性 12名)が参加した．すべての参加者は健常であ
り，実験遂行において必要な視力および運動機能が

あることを確認した． 
	 ターゲット刺激が出現する可能性のある場所を示

すため，モニタの黒色の背景上に 4本の白線を水平
に並べるように引いた．ターゲット刺激は白色の円

で，4 本の白線のいずれかの上に呈示された．反応
装置には 4つのボタンが備わっており，参加者は左
手の中指と人差し指と右手の中指と人差し指を使用

するよう伝えられた．反応ボタンはターゲット刺激

と空間的に対応させた状態に配置された．例えばタ

ーゲット刺激が最も左側に表示された場合，対応す

る反応ボタンも最も左側に位置していた．ターゲッ

ト刺激は，ボタンが押されるまで呈示され，次のタ

ーゲット刺激は反応から 200ms 後に呈示された．
反応が間違っていた場合，画面の中心に“×”が

400ms表示され，次のターゲット刺激が呈示された． 
本研究では，２つの second-order conditional系列
を 採 用 し た ． 系 列 は ， 121342314324 と

341243142132であった．各数字は反応ボタンの場
所を指しており，１は最も左の反応ボタンであり，

４は最も右の反応ボタンを指している．一つ目の系

列は学習用に採用し，残りの系列はテスト用として

採用した．  
	 実験は全 14 ブロックで構成されており，各ブロ
ックは 96試行であった．まず，第１ブロックでは，
同じターゲット刺激が連続で繰り返さない条件で，

ランダムに系列が作成された．第 2ブロックから 13
ブロックまでは，学習系列(121342314324)が使用さ
れた．各ブロックが開始するときに，系列の開始場

所はランダムに決定された．第 14ブロックでは，テ
スト系列(341243142132)が使用された． 
	 実験参加者はモニタから約 60 ㎝離れた場所に座
り，呈示されたターゲット刺激に対して，できる限

り速く正確に反応するように教示された．なお，課

題中に特定の系列が繰り返されていることは伝えな
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かった．そして，実験参加者は彼らの作業風景を肩

越しに撮影することに同意した後に，課題を開始し

た． 
	 課題終了後，第 2ブロックから第 13ブロックまで
の間，ある特定の系列が繰り返されていたことを参

加者に伝え，どの程度気づいていたのかについてア

ウェアネステストを行った．Inclusionテストでは，
実験参加者は，学習した系列をできる限り再現しな

がら 100試行を遂行した．なお画面上に刺激は一切
呈示されず，反応に関する時間制限も設けなかった．

その後，exclusionテストとして，inclusionテストで
入力した系列内容を入力しないようにランダムに

100試行入力するように伝えた．  
	 

2.2. 結果	 
まず，第 2 ブロックから第 13 ブロックまでのパ
フォーマンスを，第 2ブロックから第 7ブロック
と第 8ブロックから第 13ブロックまでの 2つの
セッションに分類した．第 1セッションにおいて
平均エラー回数と反応時間の中央値について参加者で
順位付けを行い，その順位和が最も少なかった参加者
を優等モデル，順位和が最も多かった参加者を非優等
モデルとして選定した（図１）． 
 
3. 実験２	 
実験 1では，系列反応時間課題において反応時間と
エラー回数に基づいて，優等モデルと非優等モデル

を選定した．実験 2では，これらのモデルが系列学
習している様子を観察することで，モデルの違いに

よって学習効果に差が見られるのかどうについて検

討した． 
	 

3.1. 方法	 
実験 2には，実験１に参加していない大学生または
大学院生 37名(男性 20名，女性 17名)が参加した．
すべての参加者は健常であり，実験遂行において必

要な視力および運動機能があることを確認した．そ

して，実験参加者は優等モデルを観察する群（N = 
19；優等モデル群）と非優等モデルを観察する群（N 
= 18；非優等モデル群）に分類された． 

図 1. 参加者の課題遂行成績．選定された優等モデル
(Best model)と非優等モデル(Non-best model)とそれ
以外の参加者の平均を示す．(a) 各ブロックの平均
遂行時間．(b)各ブロックのエラー率． 

 
	 実験２の系列学習において使用した刺激は，実験

１と同じであった．まず，すべての参加者は第１ブ

ロックとして，ランダムに生成された系列を遂行し

た．そして，優等モデル群は，優等モデルが系列を

遂行している様子を収めた動画を観察し，同様に，

非優等モデル群は，非優等モデルが系列を遂行して

いる様子を収めた動画を観察した．これらの動画は，

各モデルの第２ブロックから第７ブロック目までの

計６ブロックの作業風景を含んだものであった（以

後，第一セッションと呼ぶ）． 
	 参加者は動画を視聴している間，モデルの手およ

び指の動き，刺激が呈示されているスクリーン，お

よび反応ボタンを観察することができた．なお，参
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加者は，モデルの観察をまるで自分が遂行している

ように感じながら観察するように求められたが，指

等の動きは一切行わないように教示された．観察後

は，観察した系列と同じ系列を６ブロック分遂行し

（第８ブロックから第１３ブロックとする），その後

観察した系列とは異なるテスト系列を遂行し，最後

に，系列のアウェアネステストを行った．	 

	 

3.2. 結果と考察	 
各参加者の第１ブロックの平均反応時間をbaseline
として，その他ブロックにおける速度指標を以下の

計算式で求めた：(Baseline – 各ブロックの平均反
応時間) × 100 / Baseline．速度指標が大きければ
大きいほど，baselineに比べて反応時間が速くなっ
ていることを示唆している． 
	 学習系列の速度指標に関する 2（優等モデル群，
非優等モデル群） × 6 (第８ブロック目から第 13ブ
ロック目までの 6 ブロック)の分散分析を行ったと
ころ（図 2），モデル群による主効果は見られず(F(1, 
31) = 0.37, p = 0.54, ηp2 = 0.012)，ブロックの主効果
も見られなかった (F(5, 155) = 1.53, p = 0.18, ηp2 = 
0.047)．また，モデル群とブロックの交互作用も有
意ではなかった (F(5, 155) = 0.55, p = 0.73, ηp2 = 
0.017)．この結果は，観察するモデルによって，後
に遂行する学習系列の平均遂行時間に差がないこと

を示唆している． 
	 次に学習系列の最終ブロックとテスト系列のブロ

ックの速度指標に関する 2 (優等モデル群，非優等モ
デル群) × 2 (第 13ブロックと 14ブロック)の分散分
析を行ったところ，モデル群の主効果は見られなか

ったが(F(1, 31) = 0.29, p = 0.58, ηp2 = 0.009)，ブロ
ックの主効果は有意であった(F(1, 31) = 49.51, p < 
0.0001, ηp2 = 0.61). また，モデル群とブロックの交
互作用は有意ではなかった(F(1, 31) = 0.74, p = 
0.39, ηp2 = 0.023)．この結果は，テスト系列の速度
は，学習系列の最終ブロックの速度に比べて遅いこ

とを示しており，また交互作用が有意でなかったこ

とから，両群ともに，潜在学習が生じていたことを

示唆している． 
 
4. 実験３	 
実験２の結果は，モデルの違いによって系列学習の

効果に差がないことを示唆するものであった．しか

しながら，実験参加者が観察した動画は，モデルの

学習初期の様子であった．実験３では，モデルの学

習後期の様子を観察させることで，モデルによる学

習の効果が異なるのかどうかを検討した． 
 
4.1. 方法	 

本研究には，実験１および実験２に参加していない

大学生または大学院生 21名(男性 8名，女性 13名)
が参加した．すべての参加者は健常であり，実験遂行

において必要な視力および運動機能があることを確認

した．	 

	 実験３では，実験２で用いた優等モデルの８ブロ

ック目から１３ブロック目までのパフォーマンス

（以下，第２セッション）を録画した動画を刺激と

して使用した．その他の刺激および実験の手続きは

実験２と同じであった． 

 
図 2. 実験２の結果．優等モデル群(Best model)と非
優等モデル(Non-best model)の課題遂行成績．(a) 
平均遂行時間．(b) 速度指標． 
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4.2. 結果と考察	 
実験２で，優等モデルの第１セッションの動画を観

察した群と，実験３で，優等モデルの第２セッショ

ンの録画した動画を観察した群の課題遂行成績を比

較した（図 3）． 
 

 
図 3. 実験３の結果．優等モデルの第１セッション
を観察した群と第２セッションを観察した群の課題

遂行成績．(a) 平均遂行時間．(b) 速度指標． 
 
	 第 8 ブロックから第 13 ブロック目までの速度指
標において，2 (優等モデルの第 1セッションと第 2
セッション) × 6 (第 8ブロックから第 13ブロック)
の分散分析を行ったところ，モデルのセッションに

関する主効果が見られ (F(1, 28) = 6.87, p < 0.05, 
ηp2 = 0.19)，ブロックに関しては主効果の有意傾向
が見られた(F(5, 140) = 2.14, p = 0.063, ηp2 = 0.071)．
観察セッションとブロックで交互作用は見られなか

った（F(5, 140) = 0.41, p = 0.83, ηp2 = 0.014）．これ
は，優等モデルの学習後期の様子を観察すれば，後

に実際に遂行するパフォーマンスが速くなることを

示唆しており，モデルの学習習熟度によって観察学

習の効果が異なることを示唆している． 
	 第13ブロックと14ブロックの速度指標において，
2 (優等モデルの第1セッションと第2セッション) × 
2 (第 13ブロックと 14ブロック)の分散分析を行っ
たところ，セッションの主効果が見られ(F(1, 28) = 
5.49, p < 0.05, ηp2 = 0.16)，ブロックの主効果も見ら
れた(F(1, 28) = 40.30, p < 0.0001, ηp2 = 0.59)．しか
しながら，優等モデルのセッションとブロックの交

互作用は有意ではなかった(F(1, 28) = 0.13, p = 
0.71, ηp2 = 0.0049)．これらの結果は，実験２と同様
に，潜在学習が生じていることを示唆している． 
 
5. 総合考察	 
本研究では，モデルの課題遂行成績が学習者の課題

遂行成績に与える影響について検討した．実験２の

結果は，モデルの課題遂行成績に依らず，人は観察

学習ができることを示しており，非優等なモデルを

観察した場合でも，その中から学習に必要な要素を

抽出し，モデルの課題遂行成績による干渉は受けな

いことを示唆している．その上で，優等モデルの第

２セッションを観察した場合は，後の課題遂行時に

優れたパフォーマンスに繋がることを示した．これ

は，第２セッションのパフォーマンスが第１セッシ

ョンのパフォーマンスに比べて一定しており，それ

が観察学習にとって有益であることを示唆している．

つまり，初学者に観察学習をさせる場合は，初学者

のモデルを観察させるのではなく，ある程度学習を

行ったモデルを観察させる方が，より効率的である

ことを示唆している． 
 
参考文献	 

[1] Bird, G., & Heyes, C. (2005). Effector-dependent 
learning by observation of a finger movement 
sequence. Journal of Experimental Psychology: 
Human Perception and Performance, 31(2), 262-275. 

[2] Heyes, C. M., & Foster, C. L. (2002). Motor learning 
by observation: Evidence from a serial reaction time 
task. The Quarterly Journal of Experimental 
Psychology: Section A, 55(2), 593-607. 

[3] Hikosaka, O., Nakahara, H., Rand, M. K., Sakai, K., 
Lu, X., Nakamura, K., ... & Doya, K. (1999). Parallel 

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-15

754



neural networks for learning sequential procedures. 
Trends in Neurosciences, 22(10), 464-471. 

[4] Nissen, M. J., & Bullemer, P. (1987). Attentional 
requirements of learning: Evidence from performance 
measures. Cognitive Psychology, 19(1), 1-32. 

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-15

755



] ]  

 
Researching on How one can Develop one’s Ability to Adapt oneself 

 to Severely Changing Environment Flexibly  
 

 
Masao FUKUNAGA Abduction Research Institute 

 jrfdf117@ybb.ne.jp     http://abductionri.jimdo.com/ 
 

t

Key words :  Model of Lattice Structure Model of 3 Axial 
Cognitive-Field Model of Knowledge in Process 

a abstract
[

[

| [

[

[ |

[

complementary
criticality

To cope with many difficult problems of the earth independently 
and actively, with which we are faced in this 21 century, we have 
to change over the paradigm of our daily life to adjust ourselves 
better to the rule of the natural world, and have to realize such 
activities as Cognition, Thinking and Action, Evaluation and 
Emotion self-conclusively that are neutral to natural selective 
pressure because of high degree of freedom.  
 It may be the condition for adapting ourselves to the rule of the 
natural world, to realize Fusion at the critical point between 
complementary vectors as part/whole, depth/width, exclude/ 
include, competition/cooperation, and so on, even if they are apt to 
be regarded as paradoxical binomial conflict at a first look. 

] ]

	

: ]

]

[ ]

] [

]

]

t

]

[

] |

[

|

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-17

756



[

[

a |

[

| [

1 r

r ]

, , or exclusive , and ,

Model of Lattice Structure
2 3

or or
2 3

and and
or

and
[

] ]

a

[

or

|

[

[ [

[

and

[

[ or
and

] |

or and

: ]

[ ]

or and

|

[

[

[

]

or and

or
and

or and

or and
or and
or and

or and
or and

or and
or and

or | and

or and
or and
| or and

( or and
) or and

or and
or and

, or and
- or and

or and
or and
or and

[ or [ and
( or and

) or and
or and

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-17

757



or and
, or
and
- or and

or and
or and

or and
or and

( [ or [ and
) or

and
or

and
or

and
, [ or [

and
- or
and
( or and

] :

]

]

or and
]

[

]

a

[

|

a

] [

[

critical
-ity	

]

[

[ |

vertical-domain knowledge
|

X or Y)  

[

[

horizontal-domain knowledge

and
8 8 8 8

|

high-dimensional general knowledge

abduction

]

[

|

[

|

] [

[ |

plural many-sided and comprehensive knowledge

]

[

]

dv ]

]

|

or
and | ]

]

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-17

758



| [

a

a [

| [

[a

]

[

]

1 r

:

]

]

[

Model of 3 Axial Cognitive-Field

[

[

o

]

0 	

[ 0 0

0 0 0

0

[

0

[ 0

[

[

[

|

|

]

[ [

[

[

[

[

[

[

[

]

or
[ ]

and
[ ]

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-17

759



: ]

[

[

[

and
or ]

[

or and |

] and or

] n :

]

begin	 succeed	 change	
conclude	 knowledge in process	

7 7

[ 7

[

7 7

[ 7

[

[ [

or
and

] |

or and
]

[

]

|

t

t e t: ]

[

| |

| |

[ [

1 r :

r ]

	 v ]

or and

[ [

[

[

| |

[

and
or |

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-17

760



| [

[

|

[ ]

or and
[

	 t v

: ] o [ ]

1

1

1

1

1

1

|

1

1

1

|

	 t e t ]

] o [ ]

1

1

1

1

1

	 v

]

 

 

| |

[

[

|

[

 

and
or

[

and or

[

:

]

and
or

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-17

761



−
− −

−
− −

−
[

− − −
− − −

− − −
− [

[

[ [

− [ [

[

n

]

] : ]

[

[

Model of Knowledge in Process
]

|

begin	

succeed	

[

change	 	�����!"������

| ] �� ������" "��
�

��#�������

[

conclude	

[

| [

[ ]

begin	 a

:[ ]

]

]

|

[ ]

[

[

[

o i

] [

[

[

i n

]

[

[ [

[

[ |

[

succeed	

:[ ]

]

]

|

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-17

762



]

[

[ [

[ | [

]

[

[ [

[ | [

]

[

[ [

[ | [

change	

:[

] ]

]

| ]

|

]

[

[

[

c a .

i r v ,

] [

[

[

[

[

]

[

[

[

[

[

conclude	

:[ ]

]

]

|

[

]

[

[

[

[

[

[

]

[

[

[

[

]

[

[

[

[

[

	

]

]

[ 7

7

or
| [ 7

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-17

763



and  
] [

 
[

]

[

]

[

|

[

|

a

7 7

and
7

or
] [  

]

 

[

	

]

|

[

[

[

[

and or :

[ ]

[

[

and or

|

[

|

]

|

] v

n ]

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-17

764



	1 r ]

Model of Lattice Structure
or and

[

or
and

	 ₂  ₁ ]

[

₂ ₁ [

 ℓ ₂ ℓ ₁  ℓ ₂ 1 ℓ ₁ [

 
ℓ ₁ [

and
or ]

₂ ₁
₂ ₁

[ [

₂ ₁

: ]

[

[

6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 .

6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 .

6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 .

	 .

[

]

5 4

[

9 9 	 9

, ,-

6 5 6 4 6 5 6 4 6 5

6 5 6 4

|

6 5 6 4

|

6 5 6 4 6 5 6 4

6 5 [

[

6 5 6 4 [

6 5 6 4 6 5

[

. . 6 4

6 4 9 , -,

| 6 4 9 , -,

[

[

[

[

.

.

6 5 6 4 [

6 5 6 4 6 5

[

. . 6 4

6 4 9 , -,

| 6 4 9 , -,

[

[

[

[

.

.

. 6 4 9

, -,

[

[ [

.

. .

. .

. .

. .

] ]

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-17

765



モンティ・ホール問題における選択変更確率の強度についての検討
An empirical study of strength of the selection bias on the

Monty-Hall problem

田村 昌彦 †

Masahiko Tamura

† 立命館大学
Ritsumeikan University

m-tamura@fc.ritsumei.ac.jp

Abstract
This paper reports the characteristic of the human

selection behaves under uncertain circumstance. In

the experiment, participants conducted the Monty-

Hall problems which were controlled the rewards and

number of doors. The analysis using nonlinear regres-

sion revealed that the worth of the door which was

already selected was equal to twice the door which

was not selected. Further more, the ratio of switched

selection has upper limit.

Keywords — Monty-Hall problem, Nonlinear

regression

1. はじめに
モンティ・ホール問題はアメリカの TV番組，“Let’s

Make A Deal”で行われていたクイズ・ショウを発祥
とした問題である．この問題は，論理的には選択を変
更することが有利な状況にあるにもかかわらず，多く
の人が選択変更をしない問題であることで知られてい
る．このような現象は，3囚人問題に代表されるよう
な，事象の確率を正しく見積もることができないため
に発現する現象であると考えられている（たとえば，
[1]）．
一方で，我々は事象の確率を正しく見積もることが

できない，あるいは，困難な場合，ヒューリスティッ
クスを用いた確率判断を行っていることが指摘されて
いる（たとえば，[2]）．モンティ・ホール問題におい
ても，ヒューリスティックスを用いた確率判断が行わ
れていると考えられる．
そこで本研究では，事象の確率を操作することで，

これを確認することを第 1の目的とした．さらに，既
存の選択を放棄し，新しい選択を行うために必要な価
値を実験的に同定することを第 2の目的とした．これ
により，既存の選択と，新しい選択の主観的等価点を
求めることによって，選択変更確率の強度について検

討した．

2. 方法
2.1 実験参加者

大学生 31人（女性 25人，男性 6人）が実験に参加
した．平均年齢は 19.58歳（SD = 1.04）であった．

2.2 課題

2点について，モンティ・ホール問題を改変して用
いた．オリジナルのモンティ・ホール問題では，実験
参加者（以下，参加者）に 3 枚の扉が呈示される．3

枚の扉のうち，1枚の扉が当たりの扉であり，その背
後に賞品（本実験では，賞金 10,000円）が隠されてい
る．参加者は，当たりの扉がどれであるか予測し，賞
金を獲得することを要求される（1回目の選択）．第 1

の変更点は，呈示する扉の枚数を，3 枚，4 枚，ある
いは，5枚のいずれかの扉を呈示するように変更した．
1回目の選択後，オリジナルのモンティ・ホール問題
では，実験者が，残った扉から 1枚，確実にハズレで
ある扉を開ける．ここで，参加者は再度，扉を選択す
ることができる（2 回目の選択）．すなわち，初めに
選択した扉を継続して選択するか，当たりと予測する
扉を変更するかを選択する．なお，本実験では，実験
者は残った扉から複数枚の確実にハズレである扉を開
ける．詳細は手続きで述べる．第 2の変更点は，参加
者の 2回目の選択時に，賞品の価値を統制した．オリ
ジナルのモンティ・ホール問題では，賞品の価値は固
定であるが，本実験では，2回目の選択時に，扉を変
更して当たりを引き当てた場合の賞金額を増額した．

2.3 要因計画

2 要因の参加者内要因計画とした．第 1 の要因は
扉数要因であり，参加者に呈示する扉を統制した．呈
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示する扉数は，3枚，4枚，あるいは 5枚のいずれか
であり，3水準であった．第 2の要因は賞金額要因で
あり，2回目の選択時において，扉を変更してアタリ
を当てた場合に，賞金額を増額した．増額は，0円か
ら 80,000円の間とし，8,000円ごとに設定した．した
がって，賞金額は 10,000円（増額なし）から，90,000

円まで，8,000円ごとに増額した賞金額を設定したた
め，合計 11水準であった．

2.4 装置

実験課題はMicrosoft Windows 7が稼働するパーソ
ナル・コンピュータ（以下，PC）上で動くプログラム
を作成して用いた．

2.5 手続き

参加者は 1人ずつ 1台の PCの前に座り，実験用プ
ログラムを操作して課題に取り組んだ．課題は，実験
用プログラムの操作を習得するための練習課題が 1問
と，33問の本番課題で構成された．1問の課題の流れ
は以下のとおりである．最初に参加者は，扉数要因に
したがい，PCに接続されたディスプレイ上に，3枚，
4枚，あるいは 5枚のいずれかの扉の絵が呈示された．
参加者は，1回目の選択として，呈示された扉の中か
ら当たりが隠されている扉を 1枚予測し，選択するこ
とを求められた．当たりの扉を引き当てると，10,000

円の賞金が得られることが告げられた．参加者が 1回
目の選択を行った後に，残った扉の中から，ハズレの
扉が告げられた．参加者に告げられたハズレの扉数
は，残った扉数 −1枚であった．したがって，常に参
加者自身が選択した扉以外に，1枚の当たりか，ある
いは，ハズレかが不明の扉が残された．ここで参加者
は，2回目の選択を求められた．2回目の選択では，参
加者は当たりと予測する扉を，1回目に選択した扉か
ら，残りの扉に変更することが可能であった．このと
き，当たりと予測する扉を変更し，その扉が当たりで
あった場合，賞金額要因にしたがい，賞金が増額され
ることが告げられた．
なお，課題の出題順序はランダマイズされ，課題の

途中で，参加者の予測について，正誤のフィードバッ
クは行わなかった．

3. 結果と考察
事後のアンケートで，モンティ・ホール問題を事前

に知っていたと回答した 7人の参加者を分析対象から
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図 1 扉数ごとの賞金額による選択変更率の推移．

除外し，24人の参加者を分析対象とした．扉数ごとの
賞金額による選択変更率の推移を図 1に示した．
賞金額の推移，および扉数が選択変更率に与える

影響を検討するため，賞金額と扉数を説明変数，選
択する扉を変更したか否かを目的変数として，ロジ
スティック回帰分析を行った．賞金額と扉数を変数と
して強制投入したところ，賞金額のオッズ比は 1.00

(p < .01) で有意であったが，扉数のオッズ比は 1.10

(p = .31, ns)で有意ではなかった．したがって，扉の
選択変更に，賞金額は影響を与えるものの，扉数は影
響があるとはいえないことが示された．
本研究のようなモンティ・ホール問題において，2

回目の選択時に，選択する扉を変更した方が当たりを
引き当てる確率は上昇する．さらに，扉数の増加に伴
い，変更時の当たりを引き当てる確率は上昇する．ロ
ジスティック回帰分析で，扉数の要因の効果が認めら
れなかったことは，我々が 2回目の選択より以前の情
報を考慮していない可能性を示唆している．つまり，
参加者は，ハズレと通知された扉の情報を利用せず，
単に残された扉の数のみを考慮していたと考えられ，
ヒューリスティックスを用いた方略が採用された可能
性を示唆している．このことは，[2]の主張を支持する
結果といえるだろう．
しかし，ロジスティック回帰分析の結果では，扉の

選択変更に賞金額が影響を与えるオッズ比は 1.00 で
あり，検定結果だけでは，影響を与えることを明言し
にくい．先のロジスティック回帰分析が，このような
結果になった理由として，扉の選択変更率の推移に，
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上限が存在する可能性が考えられる．実際，ロジス
ティック回帰分析の結果，得られた予測値では，モデ
ル・フィットが良いとはいえないだろう．
そこで，非線形回帰分析を行い，複数のモデルを当

てはめて検討した．検討対象としたモデルは，4パラ
メタ・ロジスティックモデル，4 パラメタ・対数ロジ
スティックモデル，および，3 パラメタ・対数ロジス
ティックモデルの 3種類とした．なお，この非線形回
帰分析では，賞金額要因のみを検討した．すなわち，
扉数に関わらず，賞金額ごとに扉の選択変更率を算出
し，その値をもとに分析を行った．これは，先のロジ
スティック回帰分析で，扉数要因の効果が認められな
かったことに基づき，扉数要因を検討対象から除外す
ることで，賞金額要因の検定力を高めるために行った．
分析の結果，赤池情報量規準（AIC）をもとに，3

パラメタ・対数ロジスティックモデルが，最もモデル・
フィットが良いことが明らかになった．3パラメタ・対
数ロジスティックモデルは以下の式 (1)で表される．

f(x) =
d

1 + exp(b(log(x)− log(e)))
(1)

対数ロジスティックモデルは，用量反応曲線の 1種
とされ，パラメタ bは反応速度（傾き）を，パラメタ
d は上限値を，パラメタ e は半数効果用量（ED50）
を表す．分析の結果，b = −1.24 (p < .01)，d = .89

(p < .01)，e = 21513.49 (p < .01)であった．図 2に
賞金額による選択変更率と予測値の推移を示した．
非線形回帰分析の結果は，本研究において，以下の

2点で重要な知見を得ることができた．第 1に，扉の
選択変更率に上限値が存在することである．第 2 に，
全体の半数の参加者が扉の選択変更を行うため，す
なわち，自身が 1回目に選択しなかった扉に変更する
ためには，21,513.49 円の価値を必要としている点で
ある．
非線形回帰分析の 2点目で挙げた知見からは，我々

が，既存の選択と，新たな選択が等価に見積もってい
ないことを改めて示した．このような既存の選択と，
新たな選択の非対称性が存在することは，既に指摘さ
れている（たとえば，[3]）．しかし，非線形回帰分析
の 1点目で挙げた知見である，選択変更率の上限を含
めた検討は十分に行われてきたとはいえないだろう．
とりわけ，上限値は半数効果量に影響を与える．この
ことは，我々が選択を変更する価値を説明するポイン
トを予測する上で重要となる点であり，今後はこの点
を検討していく必要があるだろう．
以上，本研究では，モンティ・ホール問題を用い，

我々の選択行動における意思決定を検討した．その結
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図 2 賞金額による選択変更率と予測値の推移．横軸
は賞金額を，縦軸は 2回目の選択時に扉を変更した比
率を示す．実線は 3パラメタ・対数ロジスティックモ
デルに当てはめたときの予測推移を，破線は 95%信頼
区間を示す．

果，我々は，意思決定時点以前の情報を適切に使用し
た規範的な判断を行っておらず，ヒューリスティック
スを用いた判断を行っていることが示唆された．また，
既存の選択を放棄するために必要な価値を測定するこ
とにより，既存の選択肢から選択を変更しない偏りの
強度を算出した．更に，この際，選択肢の変更率には
上限が存在することを明らかにした．
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Abstract
This study aimed to observe and break the barriers

to physics problem solving via thought experiment us-

ing Thought Experiment Externalizer (TE-ext). TE-

ext enables students to visualize a problem situation.

We can observe the thought experiments of the par-

ticipants through the TE-ext. Our experiment iden-

tified three barriers to conducting an effectve thought

experiment. First, participants tended not to change

the situation from the original one; second, incorrect

or inappropriate knowledge was applied to the situa-

tion; third, the participants did not apply the results

of their TE to other situations. These factors pre-

vented participants from rejecting their initial incor-

rect model and finding a new one through TEs.

Keywords — Thought experiment; scientific

reasoning; physics problem solving

1. ͡Ίʹ
ۙͷՊֶڭҭʹ͓͍ͯɼݧ࣮ߟࢥͷ͕ߴ

·͍ͬͯΔ [1, 2]ɽຊڀݚͰɼݧ࣮ߟࢥΛ֎Խ͢Δγ

εςϜΛ༻͍ɼཧͷղܾʹ͓͍ͯɼݧ࣮ߟࢥΛ

௨ͨ͠తϞσϧͷमਖ਼Λ્͢ΔཁҼΛݕ౼͢Δɽ

ɼ4ͭ͠ࢦΛݧΕΔ࣮͞ࢪ࣮ʹͱɼ৺తݧ࣮ߟࢥ

ͷεςοϓ͔ΒͳΔ [3, 4, 5]ɽ·ͣɼݧ࣮ߟࢥΛ࣮͢ࢪ

Δঢ়گΛ৺తʹ૾͢Δ (εςοϓ 1)ɽଓ͍ͯɼͦͷ

ঢ়گΛมͨ͠ߋΓɼԿΒ͔ͷૢ࡞Λ࣮͢ࢪΔ (εςο

ϓ 2)ɽഎܠใࣝΛར༻͠ (εςοϓ 3)ɼ࣮ݧͷ

݁ՌΛ৺తʹ͢؍Δ (εςοϓ 4)ɽঢ়گͷૢ࡞Λ௨

ͯ͠ɼͦΕ·Ͱ༻Ͱ͖͍ͯͳ͔֮ͬͨࣝײతͳ

εΩʔϚΛར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ [6, 7]ɽΞΠϯγϡ

λΠϯΨϦϨΦΒ͕ݧ࣮ߟࢥΛ௨͠Պֶతൃݟʹ

ʹͱ͞ΕΔΑ͏ͨͬࢸ [3, 8, 9]ɼݧ࣮ߟࢥͨͬޡ

తϞσϧͷमਖ਼ʹ༗ޮͰ͋Δͱ͑ߟΒΕΔɽ

2. Thought Experiment-externalizer
ຊڀݚͰɼݧ࣮ߟࢥͷ֤εςοϓΛ֎Խ͢Δγ

εςϜͰ͋Δ Thought Experiment externalizer (TE-

ext) Λ༻͍ɼֶੜͷݧ࣮ߟࢥΛऔಘ͢Δɽ

ࡐͱͯ͠ਤ Λ༻͍Δɽଟ͖͘רࢳͨࣔ͠ʹ1

ͷֶੜ͕͖רࢳͷ࣠Λճసͷத৺ͱ͢ΔͨͬޡతϞ

σϧΛߏங͠ɼ͖רࢳܭճΓʹࠨʹస͕Δͱճ

ͯ͠͠·͏ɽ࣮ࡍصͱ͖רࢳͷ͕ճసͷத৺

ͱͳΓɼ͖רࢳܭճΓʹӈʹస͕Δɽ͍֯רࢳ

͖͕ӈʹҾ͖ͣΒΕΔ͜ͱΛ૾͢Δ͜ͱʹΑΓɼਖ਼

͍͠తϞσϧͷमਖ਼͕ߦΘΕ͍͢͜ͱ͕ࣔ͞Ε

͍ͯΔ [10]ɽ

ਤ 1 ͖רࢳ

ਤ 2ʹ TE-extΛࣔ͢ɽTE-ext͖רࢳʹ͓͚

Δݧ࣮ߟࢥͷ֤εςοϓΛ֎Խ͢ΔγεςϜͰ͋Δɽ

Խʹ͋ͨΔ֮ࢹͷگɼঢ়ݧ࣮ߟࢥͷ͖רࢳ

ঢ়گͷΠϝʔδ͔Β·ΔɽTE-ext ͜ͷΠϝʔδ

Λਤ 2(a) ʹࣔͨ͠௨Γ࣮ࡍʹ PC Ϟχλ্ʹ֎Խ͢

Δɽଓ͍ͯɼεςοϓ 2ͷૢ࡞ͷ࣮ࢪʹ͋ͨΔ͖רࢳ

ͷଐੑͷૢߦ͕࡞ΘΕΔɽ७ਮͳݧ࣮ߟࢥͷ߹ɼ͜

ͷૢ࡞಄ͷதͰߦΘΕΔ͕ɼTE-extΛ༻͢Δͱɼ

ਤ 2(b) ͷ͖רࢳʹࡍύωϧʹΑΓɼ࣮࡞ૢͨࣔ͠ʹ

ଐੑΛม͢ߋΔ͜ͱ͕ՄͰ͋Δɽ͖רࢳͷΓࢳͷ

ྔɼܗɼେ͖͞ɼࢳͷଠ͞ɼ͕͖มߋՄͰ͋Δɽ

εςοϓ 3Ͱɼૢݧ࣮ߟࢥ͖ͮجʹ࡞ʹඞཁͳࣝ

͕͞ىΕΔɽ֎Խ͕ࠔͰ͋ΔͨΊɼࡏݱͷ TE-ext

͜ͷεςοϓͷ֎ԽߦΘͳ͍ɽޙ࠷ʹɼ͞ىΕ
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(a) TE-ext ʹ͓͚Δ͖רࢳ

(b) ύωϧ࡞ૢ

ਤ 2 TE-extͷը໘ྫɽ(a)͖רࢳ෦ͱ (b)ૢ࡞ύωϧΛ֦େͯࣔ͢͠ɽ(a)ʹصͷ্ʹஔ͔Ε͖ͨרࢳΛԣ
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ͨࣝʹ͖ͮجɼ͖רࢳͷಈ͖͕৺తʹ͞؍ΕΔɽ

TE-ext Ͱɼ࣮ࡍʹΞχϝʔγϣϯΛઃఆ͠ɼרࢳ

͖Λಈ͔ͯ͢͠؍Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɽTE-ext Λ༻͍

Δ͜ͱʹΑΓɼ͖רࢳͷղܾͷͨΊʹߦΘΕͨࢥ

ͱͯ͠औಘ͢Δ͜ͱ͕Մྻܥ࡞ΛγεςϜͷૢݧ࣮ߟ

Ͱ͋Δɽ

3. త
ʹͷతϞσϧͷमਖ਼͖רࢳΛ௨ͨ͠ݧ࣮ߟࢥ

 3ͭͷཁҼ͕ఆ͞ΕΔɽୈҰʹɼతϞσϧ

ͷमਖ਼ͷͨΊʹɼݧ࣮ߟࢥͷεςοϓ 2Ͱ༷ʑͳૢ

گɼख͕͔ΓͱͳΔঢ়͍ߦΛ࡞ (רࢳ͍֯) Λ࡞Δ

ඞཁ͕͋Δɽ͔͠͠ɼͷॳظঢ়گͱҟͳΔঢ়گΛ

ཁͳ͍ͱ͍͏્͑ߦ͕࡞Ίଟ༷ͳૢ͍ͨ͘ʹ͑ߟ

Ҽ 1͕ଘ͢ࡏΔ [11]ɽଓ͍ͯɼख͕͔ΓͱͳΔঢ়گͰ

ͷݧ࣮ߟࢥͰɼεςοϓ 3Ͱঢ়گʹଈͨࣝ͠ܦ

Δඞཁ͕͋Δɽ͔͠͠ɼ͢Ͱʹ͍ͬͯΔ͢༺Λݧ

ཁҼͱ͍͏્͏·ͯ͠͠༺తϞσϧΛͨͬޡ 2

͕ଘ͢ࡏΔ [12, 13]ɽ͞Βʹɼεςοϓ 4Ͱख͕͔Γ

ͱͳΔ݁ՌΛ͠؍ɼ৽͍͠తϞσϧΛߏஙͨ͠ͳ

ΒɼͦΕΛঢ়گʹͯΊΔඞཁ͕͋Δɽͦ͜

ʹɼ࠷ॳͷతϞσϧʹͯࣥ͠͠ݻ·͍ɼҟͳΔঢ়

ͯΊΔ͜ͱʹگஙͨ͠తϞσϧΛঢ়ߏͰگ

͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͍͏્ཁҼ 3͕ଘ͢ࡏΔ [14]ɽຊڀݚ

Ͱ͜ΕΒͷ્ཁҼͷଘࡏͷ֬ͱ؇ΛࢼΈΔɽ

4. ݧ࣮
4.1 ํ๏

4.1.1 Ճऀ

จܥͷֶ෦ੜ Ճͨ͠ɽʹݧ19໊͕࣮

4.1.2 खଓ͖

ݧ࣮ 3ͭͷϑΣʔζ͔ΒͳΔɽΊʹɼՃऀ

ʹճͨ͠ɽ͜ΕΛϑΣʔζ͖רࢳ໘্Ͱࢴ 0ͱ

͢Δɽଓ͍ͯɼ࣮ऀݧΑΓ TE-extͷ༻ํ๏͕ࣔڭ

͞ΕɼͦͷޙɼՃऀ͖רࢳͷճΛ 5 ؒɼ

TE-extΛ༻͍ࣗ༝ʹͨ͠ߟࢥɽͦͷޙɼՃऀϓϨ

ςετͱಉ༷ʹ͖רࢳʹճͨ͠ɽ͜ΕΛϑΣʔ

ζ 1ͱͨ͠ɽϑΣʔζ 1ͷؒߟࢥʹ͓͚Δૢ࡞ͷଟ

༷ੑ͔ΒɼཁҼ 1ͷ༗ແΛஅͨ͠ɽ

ϑΣʔζ 2ͷΊʹɼఆ͞ΕΔཁҼ 1Λ؇

͢ΔͨΊͷߦ͕ࣔڭΘΕͨɽ۩ମతʹɼՃऀʹ

༷ʑͳ͖רࢳͷଐੑͷมߋΛࣔ͠ɼͦΕΒͷଐੑΛม

Խͤͯ͞ճΛ͑ߟΔΑ͏ͨࣔ͠ڭɽͦͷޙɼՃऀ

 TE-ext Λ༻͍ͯɼ5 ؒͷߟࢥΛͨͬߦɽߟࢥ

ؒͷޙɼՃऀ࠶ͼ͖רࢳͷճΛͨͬߦɽ

ϑΣʔζʹޙ࠷ ΘΕͨɽϑΣʔζߦ3͕ 3Ͱɼ

Ճऀ·ͣɼ͍͖֯רࢳʹճͨ͠ɽ͍֯

ମɼAnzai & yokoyama (1985) ʹ͓͍ͯɼతϞσ
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ਤ 3 ͷؔ࿈͖רࢳͷܗͱαϙʔτγʔτɼԁ͖רࢳ͍֯

ϧͷमਖ਼ͷख͕͔Γͱ͞Ε͍ͯΔ [10] ɽ͠ɼཁ

Ҽ 2͕ଘ͍ͯ͠ࡏΔͳΒɼՃऀࣗͷͭత
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͖רࢳͷܗɼ͏Ұɼԁʹޙ࠷͞ΕΔɽظ
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Abstract 
In this study, we investigated which situations were effective 

to construct a new internal model via thought experiments. We 

considered two new situations different from the previous 

studies based on the thinking processes for constructing the 

new internal model. In the first situation, students construct a 

new internal model and apply it to the original problem 

situation directly. The second situation has the students realize 

their implicit internal model. We assume that by finding 

differences between such situations and the original one, they 

are supposed to reject their incorrect internal model and 

construct new one. Results of our experiments showed that 

these situations had only little effect to construct the new 

model, indicating that the construction of a new internal 

model was very hard because of the strong incorrect internal 

model constructed initially.  
 
Keywords ―  thought experiments, internal model, 

physics problem solving 

 

 

1. はじめに 

  現在の教育は知識偏重型であり，主体的に考える力

の低下が懸念されている．本研究では，自主的に考え

るための方略として思考実験を取り上げる． 思考実

験とは，心的に実験を実施し，観察された結果に基づ

き結論を導きだすことである[1]．新しい知識や情報を

得ることなく，自身の持つ知識に基づいて問題の解決

が行われる．思考実験は 4つのステップからなる[2]．

まずステップ 1では頭の中で問題の状況をイメージす

る．続いてステップ 2でイメージした状況の操作や変

更を行う．ステップ 3で状況に則した背景知識を利用

する．ステップ 4ではこれまでのステップから結果を

心的に観察し，結論を導く． 

本研究の目的は，思考実験を通して，学生に物理問

題解決における内的モデルを修正させることである．

物理問題解決においては，初期に生成した直感に頼っ

た間違った内的モデルを，正しい内的モデルに修正す

ることが重要であるとされている[3]．  

 本研究では，糸巻き問題を実験題材として扱う．図

1 に示された糸巻きの糸を白い矢印で示した方向へ引

っ張ったときの糸巻きの回転方向と進行方向の回答が

求められる．多くの学生は回転の中心を糸巻きの軸と

する誤った内的モデルを形成し，反時計回りに左方向

に転がると回答してしまう．Anzai & Yokoyama [4]

は，四角い糸巻きを提示することにより，糸巻きと床

との接点を支点の軸とする正しい内的モデルが形成さ

れ，時計回りに右に転がるという解に到達しやすくな

ることを示している．  

先行研究では，学生が思考実験を通して内的モデル

を修正できない 3つの要因が示されている[5]．第一の

要因として，学生はステップ 2で初期の問題状況を変

更して考えることができないことが挙げられている．

そのため，内的モデルを修正する手がかりとなる状況

をつくることができない．第二の要因は，ステップ 3

で，初期の誤った内的モデルを使用することである．

そのため，状況に則した知識や経験を使用することが

できない．第三の要因は，初期の誤った内的モデルに

固執してしまい，新しく構築された内的モデルを問題

状況に適用できないことである．そのため，思考実験

を通して新しい内的モデルを構築できたとしても，そ

れを元の問題状況に当てはめることができない． 

このうち第一要因に関しては，教示を行えば様々な

状況を作り出す操作を行えることが示されている．し

かし，第二要因に関しては，先行研究では支援は行っ

ていない．第三要因に関しては，支援をしたにも関わ

らず，参加者が正答にたどり着くことはなかった．以

上から，第二，第三要因により内的モデルを修正する

ことはできなかったことが示された． 

 そこで，本研究では第二，第三の妨害要因に着目を

し，その緩和を試みる．  

図 1 糸巻き問題 
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a.四角問題 

 

b.軸問題 

 

c.傾斜問題（右下がり，右上がり） 

 

2. 2種類の思考実験状況 

 本研究では，思考実験を通して内的モデルを修正で

きるか否かは，ステップ 1，ステップ 2 でどのような

状況を構築すればよいかが重要になると考える．そこ

で，内的モデルの修正へと異なるプロセスをたどると

考えられる 2種類の状況を考え，その効果を検討した．  

 

2.1 共通点の利用 

第一に，思考実験によって新しい内的モデルを構築

し，異なる問題状況にそのまま当てはめることができ

る状況である．思考実験の状況と問題状況の共通点に

着目することにより，思考実験で観察した結果を問題

にそのまま適用することができる． 

先行研究で用いられた四角い糸巻き（図2（a）；以下，

四角問題とする）が，この状況に当てはまる．思考実験

においては，糸巻きに右の力がはたらき，引きずられる

結果を観察する．学生は元の糸巻き問題との，糸巻きが

平面上に置いてあるという共通点から，この結果をそ

のまま利用し，円形の糸巻きも右方向に移動すると考

えることができる．しかし，先行研究から示された通

り，平面上に置かれているという共通点が強く働きす

ぎ，誤った内的モデルが利用された上，回転方向につい

ては適用できる結果が観察できない．そこで，誤った内

的モデルが用いられにくく，回転方向に関しても新し

い情報を与える状況として，傾斜上に糸巻きが置かれ

た状況を考案した（図 2（c）；以下，傾斜問題とする）．

傾斜問題では，経験から坂の上を回転しながら移動す

る結果を観察しやすい。そこから進行方向と回転方向

が同一であるという新しい内的モデルを構築し，糸巻

きが机に置いてあるという共通点から，その内的モデ

ルを元の平面上の糸巻きに適用することができると考

えられる．  

 

2.2 相違点の利用 

 第二に，思考実験によって誤った内的モデルを意識

させ，問題状況との相違点に気づかせる状況である．学

生は思考実験の状況と問題状況の相違点に気づくこと

によって，意識された誤った内的モデルとは異なる内

的モデルを構築しなければならないことに気づくと考

えられる．そのような状況として，糸巻きの軸に棒が通

り，机から持ち上げられている状況を考案した（図 2

（b）；以下，軸問題とする）．軸問題では，糸を引くと

糸がほどけるという結果を観察することにより，学生

自身が糸を引くと糸がほどけるという内的モデルを持

っていることを意識させる．平面上に置かれた糸巻き

の状況と思考実験の状況を比較することで，軸の有無

の相違点に気づき，平面上に置かれた糸巻きでは糸が

ほどけるという内的モデルが利用できないことに気づ

き，内的モデルを新しく構築しようとすると考えられ

る．これらの状況の思考実験を通した，内的モデルの修

正への有効性を確認するため，実験を行った．なお，以

降で糸巻き問題を言及する際は，元の平面上に円形の

糸巻きが置かれた状況の糸巻き問題を指す． 

 

 

 

図 2 四角問題と新しく考案された問題 

a. 糸を引くと右に引きずられる結果を観察 

b. 糸を引くと糸がほどける結果を観察 

c. 傾斜上を回転しながら移動する結果を観察 

 

3. 実験 1 

新しく考案した 2 つの状況に，先行研究で利用され

ていた四角い糸巻きを用いた状況を加え，3 つの状況

で内的モデル修正の効果を検討した．  

 

3.1 方法 

3.1.1 実験参加者 

 文系の女子大学生 110名が実験に参加した． 四角問

題を利用する四角条件に 35名，傾斜問題を利用する傾

斜条件に 38名，軸問題を利用する軸条件に 37名が振

り分けられた．  

 

3.1.2 手続き 

 実験は集団で同時に実施された．はじめに図 1 の状

況を示し，糸巻きの移動方向と回転方向を 5 分で回答

させた．これをプレテストとする．条件別の各問題にお

いて糸巻きの糸を右に引いた場合の進行方向と回転方

向を 5分で回答させた（条件別問題）．ただし，軸条件

に関しては，回転方向のみを回答させた．また，傾斜問
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題に関しては右下がりのみを用い，糸を引く方向は，傾

斜と平行に右とした．最後に，プレテストと同様に糸巻

き問題を回答させた．これをポストテストとする．各問

題において，回答の理由を記述させた．  

 

3.2 結果と考察 

 図 3 に条件ごとに，各問題で各選択を行った参加者

の割合を示す．正答に至った参加者が，全体で 5 名し

かいなかったため，条件ごとに分析と考察を行う．  

四角条件では，ポストテストで正答に至った参加者

は存在しなかった（図 3（a））．プレテストとポストテ

ストにおいて，回答の偏り方に有意な差は存在しなか

った（Fisher’s exact test ps ≈ 1.000）．グラフに示され

るように，条件別問題では，16名（45.71%）の参加者

が期待された回答である「回転しない，右方向」を選択

した．しかし，それらの参加者も含め，プレ，ポストテ

ストともに左回り，左方向を選択した参加者に偏りが

生じた．先行研究で正答者がでなかったことを合わせ

て考えると，四角い糸巻きは内的モデルの修正に有効

ではないことが示される． 

傾斜条件では，ポストテストで正答に至った参加者

は 3名存在した（図 3（b））．プレテストとポストテス

トにおいて，回答の偏り方に有意な差は存在しなかっ

た（Fisher’s exact test ps = .758）．傾斜問題では，12

名（31.58%）の参加者が期待された回答である「右回

り、右方向」を選択した．しかし，そのうち正答に至っ

た参加者は 2名（16.66%）であった．正答できた参加

者は，ポストテストの回答理由に「糸を引く方向に糸巻

きが移動する」と記述していた．ここから，正答に至っ

た参加者は，傾斜問題で観察した結果を糸巻き問題に

適用することにより，正答に至ったと考えられる． 

軸条件では，ポストテストで正答に至った参加者は 2

名存在した（図 3（c），（d））．プレテストとポストテス

トにおいて，回答の偏り方に有意な差は存在しなかっ

た（Fisher’s exact test ps = .657）．軸問題では，32 名

（86.49%）の参加者が期待された回答である「左回り」

を選択した． 正答できた参加者は，ポストテストの回

答理由に「平面では動きを制御する軸がないため，糸を

引くと右方向に移動できる」と記述していた．ここか

ら，軸問題と糸巻き問題を比較し，軸の有無を糸巻きの

動きに関連付けられた参加者が，新しい内的モデルを

構築できたと考えられる．  

実験 1 の結果より，四角条件では正答者が存在しな

かったことから，四角い糸巻きは内的モデルの修正に

有効ではないと考えられる．その一方，傾斜条件と軸条

件では，先行研究[5]の結果とは異なり，正答へ到達し

た参加者が存在した．正答者の回答から，傾斜条件では

傾斜問題と糸巻き問題の共通点， 軸条件では軸問題と

糸巻き問題の相違点に着目をすれば正答に至ると考え

られる． 

 

4. 実験 2a 

実験 1 の結果から，傾斜条件と軸条件で内的モデル

の修正が行われた．そこで，実験 2 では傾斜問題と軸

問題の両方を思考させ，それぞれの糸巻き問題との共

通点，相違点に気づかせることにより，内的モデルが修

正されるかどうかを検討した． また，先行研究を合わ

せ，数百人の参加者ではじめに誤った内的モデルが構

築されることが確認されたため，本実験ではプレテス

トを省略した． 

 

4.1 方法 

4.1.1 実験参加者 

 大学 1年生 12名が実験に参加した． 

 

4.1.2 手続き 

 本実験は，事前問題 2 問とポストテストからなる．

事前問題の傾斜問題では，右上りの傾斜に糸巻きを置

いた時と，右下がりの傾斜に糸巻きを置いた時の両方

において，回転方向と進行方向を 4 分で解答させた．

実験 1 の結果では，傾斜問題で実験者の期待する回答

を行った参加者は 3 割程度であった．これは糸を引く

ことにより誤った内的モデルが想起されてしまったた

めであると考え，問題に糸を引くことは含めなかった．

その後，平面上に置かれた円形の糸巻きとの共通点を

4分で記述させた．ただし，平面上の糸巻きの状況に関

しては，糸を引くことは教示しなかった．さらに，軸に

ささった糸巻きで糸を右に引いた時の回転方向を 4 分

で解答させた．その後，平面上に置かれた円形の糸巻き

との相違点を 4 分で記述させた．傾斜上に置かれた糸

巻きと軸にささった糸巻きの思考させる順はカウンタ

ーバランスがとられた．ポストテストでは，それぞれの

状況場面と平面に置かれた糸巻きをより関連付けて思

考をさせるために，共通点，相違点を参考にするよう教

示を行い，平面上に置かれた円形の糸巻きにおいて糸

を引いた時の回転方向と進行方向を 8 分で解答させた． 
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図 3 各選択の回答をした参加者の割合 

a. 四角条件でプレテスト，四角問題，ポストテストの糸巻きの進行方向，回転方向の各選択を回

答した参加者の割合 

b. 傾斜条件でプレテスト，傾斜問題，ポストテストの糸巻きの進行方向，回転方向の各選択を回

答した参加者の割合 

c. 軸条件でプレテスト，ポストテストで糸巻きの進行方向，回転方向の各選択を回答した参加

者の割合 

d. 軸条件で軸問題の糸巻きの回転方向の各選択を回答した参加者の割合 

c.軸条件（プレテスト，ポストテストの回答） 

 

b.傾斜条件 

 

a.四角条件 

 

d.軸条件（軸問題の回答） 

 

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-21

777



4.2 結果と考察 

 ポストテストの回答結果を図 4に示す．2名がポス

トテストで正答に至った．正答者が少なかったため，

統計分析は実施せず，参加者の回答の特徴を述べる． 

 傾斜問題では，参加者全員が期待通り，右上がりの問

題では「左回り，左方向」，右下がりの問題では「右回

り，右方向」と回答した．この結果から，参加者は，傾

斜問題では進行方向，回転方向が同一となることを理

解したと考えられる．また，参加者全員が共通点の記述

において，この理解を平面上の糸巻きに適用するため

に重要な床と糸巻きが床に接しているという点が記述

されていた． 

 軸問題では，1名を除く参加者は期待通り「左回り」

と回答した．この結果から，参加者は軸問題で糸がほど

ける状況を理解したと考えられる．また，参加者全員が

相違点の記述において，糸巻きの軸の有無に着目した

点を記述していた． 

 それぞれの事前問題で，実験者の期待した回答が行

われていた．しかし，ポストテストでは，正答に至った

参加者は 2 名のみであった．ポストテストの回答理由

から，これまで四角い糸巻きや傾斜上の糸巻きの糸を

引くことにより得られていた糸を引いた方向に力がは

たらくという点を理解していなかったと考えられる．

そのため，軸問題と平面上の糸巻きの相違点を，糸巻き

が動くかどうかということにのみ適用し，糸がほどけ

るという誤った内的モデルを棄却できなったと考えら

れる．  

 

 

5. 実験 2b 

 実験 2aの結果から，糸巻きの糸を引いたときに引い

た方向に力がはたらくという新しい内的モデルを構築

させる状況が必要であると考え，図 5 の問題を追加し

た．追加した問題では，糸巻きから糸が全てほどけ，軸

から直接糸を伸ばした糸巻きの進行方向と回転方向を

解答させた．これを残り糸なし問題と呼ぶ．残り糸なし

問題では，糸を白い矢印で示した方向へ引っ張ったと

きの進行方向の回答として「右方向」が期待される．回

転方向に関しては，「回転しない」か「右回り」という

回答が得られると考えられる．机に糸巻きが置かれて

いるという共通点を通して，糸を引いた方向に糸巻き

が移動するという理解を平面上の糸巻きに適用するこ

とを想定した状況である．そのため，進行方向と回転方

向の回答と合わせて共通点の記述を行わせた． 

 

 

5.1 方法 

5.1.1 実験参加者 

 大学生 1年生，2年生 19名が実験に参加した． 

 

5.1.2 手続き 

 実験 2aの事前問題に，残り糸なし問題の回答と共通

点の記述を追加し，実験を実施した．手続きは以下の点

を除き実験 2aと同様である．各条件別問題の回答時間，

共通点と相違点の記述時間をそれぞれ 3 分ずつに短縮

した．また，ポストテストの回答時間を 4分とした． 

 

5.2 結果と考察 

ポストテストの回答結果を図 6 に示す．1 名の参加

者がポストテストで正答に至った．正答者が少なかっ

たため，統計的な分析は実施せず，参加者の回答の特徴

を述べる． 

傾斜問題，軸問題では，実験 2aと同様に，ほぼすべ

ての参加者が実験者の期待に沿った回答と共通点，相

違点を記述した．傾斜問題で 1名，軸問題で 1名が期

待と異なる回答が行われていた．軸から直接糸を伸ば

しきった糸巻きの問題では，参加者全員が「右方向」を

選択しており，そのうち半数の 8 名が「右回り、右方

図 4 ポストテストの回答 

糸巻きの回転方向，進行方向の各選択を回答した

参加者の人数 

 

図 5 残り糸なし問題 
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向」を回答した．このことから，糸を引くことで右向き

の力がはたらくことを理解し，ステップ 3 で新しい内

的モデルが構築できたと考えられる．以上の結果は，3

つの問題で参加者が実験者の期待する内的モデルや理

解を獲得していたことを示すが，ポストテストでは正

答に至らなった．ポストテストで 17名が糸巻きは「左

回り」すると解答しており，誤った内的モデルは維持さ

れたままであると考えられる．参加者は事前問題を通

して，新しい内的モデルや理解，共通点を理解すること

ができた．しかし，それらのモデルや理解は糸がほどけ

るという強固な誤った内的モデルにより妨害され，平

面上の糸巻き問題での適用，または，新しい内的モデル

の構築に利用されなかったと考えられる．3 つの事前

問題をすべて考慮に入れることは，負荷が高く困難で

あった可能性も存在する．  

 

 

 

 

 

6. 結論 

 本実験では，内的モデルの修正に有効な状況を検討

した．様々な設定をしたが，そのいずれも糸巻き問題の

正しい内的モデルへ修正するには効果が薄かった．

様々な状況で新しい内的モデルの構築や誤った内的モ

デルの意識化ができ，各状況と問題状況の共通点，相違

点に気づくことは可能であった．しかし，糸がほどける

という誤った内的モデルが強固にはたらき，修正を妨

げたと考えられる．以上の結果は，思考実験を通した内

的モデルの修正は，誤った内的モデルに妨害され，非常

に困難であることを示す．思考実験を行う目的として， 

Prediction（予測），Proof（証拠），Explanation（説明）

が挙げられている[2]．思考実験を通して，回答を考え

ることは Prediction（予測），Proof（証拠）にあたる．

本研究の結果から，誤った内的モデルを持っている場

合，思考実験を通してそのような目的を達成すること

は困難であることが示された．そこで，今後は思考実験

を行う目的の内、説明のために行われる思考実験に焦

点を当て，内的モデル修正の検討を行う． 
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図 6 ポストテストの回答 

糸巻きの回転方向，進行方向の各選択を回答した

参加者の人数 
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Abstract 
  The “games in mind” approach for the cognitive 

modeling framework describes the human mind as a 

collection of rather simple, autonomously responsive agents 

reacting to each other in an optimal manner as if they are 

players in a specific form of von Neumann and 

Morgenstern’s game theory, and thereby simulates semiotic 

inference driven by “marked” phenomena. This article 

applies and extends the framework to the lottery comparison 

task, a type of decision-making problem under risk, by using 

potential games. The cross-attention potential in a lottery 

comparison task can be translated into Monderer and 

Shapley’s potential games developed using game theory. By 

supposing a choice of lottery and one of its outcomes, a 

potential game ranks the strength of the concern about a 

possible outcome of an unchosen lottery. Differences in 

payoffs of the game can be identified using the differences in 

potentials. Additionally, the equilibrium points can be 

interpreted as the consequence of congestion avoidance 

between two agents. By using experimental data on 

attentional rank potentials for the Allais-type choice 

questions used in the previous study by the author, 

relationships between equilibria and risky shifts are argued.  

 

Keywords ― lottery comparison task, games in mind, 

potential game, cross attention, congestion avoidance 

 

1. はじめに 

  リスク下の選択の実験研究では， 2 つのクジを記述

し，好きな方を選ぶよう参加者に質問するのが通例で

ある．例えば次のような質問文を与える． 

選択問題１．「確率 80%で 400 万円当たるクジを引

くオプション A と，確実に 300 万円もらえるオプショ

ン B のうちいずれかを選べるとします．あなたはどち

らを選びますか？」 

いうまでもなく，一つのクジはその可能な結果であ

る賞金とその確率によって記述される．クジ比較の認

知過程は，一方のクジから可能な結果を選び，他方の

クジの可能な結果と比較する思考を含む．被験者は問

題文章や付随する図表を理解し，またそれに反応して，

適切な選択を回答するために必要な情報を，必要に応

じて可能な結果間を比較した記憶を参照しながら得て

いると考えられる． 

定義（交差的注目）．一方のオプション（クジ）から

可能な結果の集合 X，他方の可能な結果の集合 Y とす

る．X と Y から一方，例えば X を選び，その一つの要

素ｘ∈X を選んで，他方からの一つｙ∈Y を選んで比

較することを，本論文では，（X から Y への）交差的注

目(cross attention)と呼ぶ． 

交差的注目は両クジの可能な結果を点とする 2 部グ

ラフの有向枝，あるいは表（2 次元配列）のマス目の

位置とみなせる．選択問題 1 に対する交差的注目は仮

想法を用いた以下の 4 文によって表現される． 

1. 選んだクジが当ったとして，選ばなかった現金 

2. 選んだクジが外れたとして，選ばなかった現金 

3. 現金を選んだとして，クジが当選すること 

4. 現金を選んだとして，クジが外れること 

選択問題 1 に対する典型的回答は，後で述べる選択

問題 2 の回答と合わせて，リスク選択の規範的理論（期

待効用最大化）では予測できない回答パタンを引き出

すことが知られている(Allais, 1953; Kahneman & 

Tversky, 1979)．心理学者はこれに代わるリスク選択

の記述的理論を提案してきた（プロスペクト理論

(Kahneman & Tversky, 1979; Tversky & Kahneman, 

1992) ， TAX 理 論 (Birnbaum & Chavez, 1997; 

Birnbaum, 2008) ，優先ヒューリスティックス

(Brandstätter et. al., 2006)など）．しかし交差的注目を系

統的に調査した先行研究は殆ど知られていない．  

犬童(2013)は選択問題 1 他 4 問の交差的注目のラン

クを質問調査した．回答データは犬童(2014a)に付録と

して掲載されている．本論文では，犬童(2016)の「心

の中のゲーム」アプローチをクジ比較に拡張し，交差

的注目のランクをポテンシャルゲームとして解釈する．

例えば，選択問題 1 の回答データ 96 件中には，2 枝間

ではすべての順序が出現するが， 2，1，4 の順により

気になる程度が増すことはない．心の中のゲームモデ

ルでは，この未出現順序を「クジか現金か」と「後悔

か安堵か」の両対立軸に対応する 2 エージェント間の

混雑回避の結果（均衡点）として説明する．  
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図 1 は，選択問題 1 における交差的注目を有向枝と

して可能な結果を結んだサイクルを示している． 

 

 

図 1 交差的注目のサイクル 

 

図 1 のサイクルに沿って，各枝の交差的注目にその

気になる度合い（有徴性）を表す値ρを割り当てる．

本論文では，ρを交差的注目ランク，あるいはポテン

シャルと呼ぶ．図 1 でρ値の差が正である隣接枝は，

枝の順方向に「より気になる」という関係，また逆方

向に「より気にならない」という関係をもつ．  

図 2 混雑ゲーム．図 2 に示される矩形経路におい

て，エージェント 1 は地点 t から出発し，地点 u に移

動する．エージェント 2 は地点 v から出発し，地点 s

に移動する．エージェント 1 は道 ZX または道 WY を

使い，エージェント 2 は道XY または道 ZW を使う． 

 

図 1 のサイクルには，最善と最悪（13 : 24），優越と

劣位，ないし安堵と後悔（14 : 23）という異なる対立

軸のペアが含まれることに注意する．隣接する枝間の

移動は一方の対立軸を不変に保ちつつ，他方の対立軸

を反転させる．また連続する 3 枝の道は，両方の対立

軸の間の「交換」を意味する． 

本論文の提案するモデルの中心をなす作業仮説を，

推測 1 として予め述べておく． 

推測 1．人々がクジの可能な結果について交互に比

較するとき，何らかの観点で一つの結果に着目して（そ

れをメリットとして）あるオプションを選ぼうと考え

たとしよう．もし選ばないつもりのもう一つのオプシ

ョンのある結果がより気になり，さらに，選ぶつもり

であるオプションの別の結果がよる強く気になるとし

たら，その選択を裏付けていた観点は揺らぐ．その結

果，決定は不安定になる． 

推測 1 で述べているような事態とは，すなわち図 1

で隣接する 2 辺間で生じる混雑，衝突，もしくは干渉

である．実際，第 3 節で述べるように，ρ値の差の実

証データは図 1 の隣接枝間で負相関をもつ．これは現

実の認知過程において，混雑回避が生じていることを

示す一つの証拠と考えうる． 

異なる評価の観点ができるだけ同時に意識されない

ようにすることによって，意思決定者の決定が安定化

されると考えられる．ポテンシャルゲームは，エージ

ェントの自発的活動間で発生する混雑ないし干渉を分

析する理論モデルである．  

「心の中のゲーム」は，ゲーム理論の定式化を借り

て心の中のゲームをモデル化し，その均衡点によって

論理や確率の推論を近似する新しい認知モデル化のア

プローチとして提案された(犬童，2016)．心の中のゲ

ームでは Minsky の心の社会やフレーム理論が引用さ

れ， 推論課題に対する同じ回答パタンは同じゲーム，

つまりプレイヤー，プレイヤーの戦略とペイオフとさ

れた．これに対し本論文では，同じ選択の回答であっ

ても，交差的注目ランク（ポテンシャル）から個人ご

とに異なるペイオフが設定されうる．また，犬童(2016)

は，有徴現象をトリガーとする均衡点の移動を記号論

的推論とみなしているが，ポテンシャルゲームを用い

ることによってより明確なモデル解釈が与えられる． 

ポテンシャルゲームは，混雑ゲームとして，交通や

市場の最適化問題の一環で研究された(Zangwill & 

Garcia, 1981)．またコグニティブ無線（自律分散型の電

力供給ソフトウェア）（Mitola, 2000)への応用が知られ

る(Wang et al. 2012)．ポテンシャルゲーム，より一般

にゲーム理論と最適化理論に共通する「均衡プログラ

ミング(Zangwill & Garcia, 1981)は，経済のみならず，

生物，物理，工学，社会，会社組織など，自律的エー

ジェントシステム一般に適用されうる．「心の中のゲー

ム」アプローチは，「均衡プログラミング」の認知シス

テムへの応用とみなせるが，その主な目的は従来の手

法では困難であった認知現象の記述と解明であり，オ

A400 万円 

2 4 

3 1 

B100 万円 

A0 円 

v 

W Y 

Z X 

u 
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t 
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ペレーションズリサーチの分野のように最適化アルゴ

リズムを詳しく論じることは必ずしも重要ではない． 

本論文の以降の部分では，まず第 2 節でポテンシャル

ゲームについて紹介し，交差的注目の未出現順序がゲ

ームの均衡点を意味することを説明する．第 3 節では

改めて交差的注目とそのランクを定義し，情報の流れ

として解釈する．また混雑回避の実証的根拠として，

図 1 のサイクルに沿った隣接 2 枝間でポテンシャルの

差が負の相関をもつことを示す．第 4 節ではリスク選

好の変化を，混雑ゲームの均衡点と関連付けする．第

5 節で道としての意味をもたない未出現順序を，より

一般的な「情報の流れの阻止」として論じる．第 6 節

で関連研究にふれる．第 7 節でまとめとする． 

 

2. ポテンシャルゲーム 

Monderer & Shapley (1996) のポテンシャルゲー

ムは以下のように定義できる． 

定義（ポテンシャルゲーム）．各プレイヤーが戦略を

変更したときのペイオフの変化が，各プレイヤーの観

点で見たポテンシャルの変化とつねに同符号であるよ

うな標準形 2 人非協力ゲーム（双行列ゲーム）はポテ

ンシャルゲームと呼ばれる．  

要するに，ポテンシャルゲームでは，ポテンシャル

をプレイヤーの共通のペイオフと考えてよい．図 2 の

混雑ゲームのポテンシャルを表 1 に示す． 

 

表 1 混雑ゲームのポテンシャル 

1      2 t 経由 u 経由 

v 経由 ρ(Z) ρ(X) 

s 経由 ρ(W) ρ(Y) 

 

表 1 のポテンシャルは，直観的には，（非混雑時の費

用を無視すると）混雑時の各枝の費用の大きさに対応

する．ゲームの均衡点は，表 1 のポテンシャルを共通

ペイオフとみなして計算した結果と一致する．ポテン

シャルゲームにはつねに純戦略の均衡点とペイオフの

交互改善道が存在する(Monderer & Shapley, 1996)． 

次の推測 2 は，交差定注目ランクをポテンシャルと

した混雑ゲームへと翻訳する． 

推測 2．現実の選択者の知能は，できるだけ，この

ような不安定性が発生するのを避けようとするはずで

ある．その不安定性の要因は，図 1 の枝の向きに沿っ

て，ひとつのセグメントを共有に通り道にする注目の

移動で生じる干渉，ないし混雑の現象に対応する．ま

たそのような不安定性は，最終的な決定に至った時点

では，最小化される．それゆえ，クジの選択の認知過

程は，混雑ゲーム（より一般的にポテンシャルゲーム）

の均衡点として記述することが可能である． 

交差的注目のランクρをポテンシャルとみなすと，

図 1 のサイクルは心の中のゲームのペイオフ表に半自

動的に翻訳される．例えば XYZW = 1432 とすると，

表 1 の行は「最善」対「最悪」，列は「後悔」対「安堵」

（ただし後悔とは劣位側から優位側を見ること，安堵

とは優位側から劣位側を見ることであるとする）の 2

対立軸をなす（表 2 参照）． 

 

表 2 未出現順序 142 に対応するゲーム 

       後悔 安堵 

最善 ρ(3) ρ(1) 

最悪 ρ(2) ρ(4) 

 

ペイオフ表の行と列や，戦略の順序を入れ替えても

ゲームの構造は不変であることに注意すると，枝番号

のシフト X = 1, 2, 4, 3，すなわち図 1 を回転させて図

2に重ねることによって得られるゲームは同一である． 

ただし本論文のポテンシャルρ値は，通常のポテン

シャルゲームとちがって，同時並行的な異なるゲーム

のペイオフを意味する．またゲームの均衡点にかんし

ても，通常通り，最適反応の組として定義されるが，

ペイオフの解釈に依存して異なる意味をもつ．一つは

認知過程が「より気になる」方に動いていくと仮定す

ることであり，これはρ値を費用と考えることに相当

する．認知過程の収束先である均衡点は，注目の「焦

点」(focal point)である．もう一つの解釈は，「より気

にしなくてよい」方に意識が拡散していくと仮定する．

これはρ値を利得と考えた場合である．認知過程の均

衡点は，「放念点」(ease point)とでも呼ぶべきもので

ある．焦点と放念点は，ネットワークフロー問題にお

けるシンク(sink)とソース(source)に対応するという

ことは，明らかであろう． 

交差的注目の実証データ(犬童, 2014a)において，3

枝間でρ(Z) >ρ(X) >ρ(Y) なるρ値の順序が全データ

またはその一部で出現しないもの，すなわち 2 枝ペア

のρ値の差 ⊿ρ( X, Y ) =ρ( X ) -ρ( Y ) と⊿ρ( Z, X ) 

= ρ( Z ) -ρ( X ) が同時に正の値にならないものが存

在する． 

これらの相補的なρ値のパタンは，認知的な混雑ゲ

ームにおける 2 種類の均衡点を意味する． 
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命題 1（未出現順序の意味する均衡点）．交差的注目

ランクρの降順の順序 ZXY を考える．もし ZXY が未

出現であるならば，すなわち ZX と XY が同時に生じ

ないならば，枝 X は混雑ゲームの均衡点である．  

系．もし ZXY がポテンシャルの未出現であるならば，

ZX のとき X は焦点（シンク），XY のとき X は放念点

（ソース）である． 

証明．表 1 を以下のように 2 通りのゲームのペイオ

フとして解釈する．ゲーム XY を仮定すると，相補性

から ￢ZX である． ρ(X) ＞ ρ(Y) かつ ρ(X) ≧ ρ

(Z) であるから，X はρ値を利得と解釈するときのゲ

ームの均衡点（放念点）である．ZX を仮定すると ￢

XY である．すなわち ρ(X) ≦ ρ(Y) かつ ρ(X) ＜ 

ρ(Z) であるから，X はρ値を費用と解釈したときの

均衡点（焦点）である．証明終． 

ポテンシャルは，電磁気学への応用では物理的な意

味をもつ．同様に，認知への応用において，「より気に

なる」関係を通じて定義されるポテンシャルは，「情報」

の流れを意味する．これはたんに概念的な類比にとど

まるものではなく，本論文の交差的注目の分析によっ

て例示されるように，厳密に定式化したり，実際に測

定したりすることが可能なものである． 

 

3. 気になる木：交差的注目と情報の流れ 

 一般に，グラフの各枝 m∈M に数値を割り当てる関

数ρ：M→Z＋は，ポテンシャル関数と呼ばれる． 

定義（クジ比較におけるポテンシャル）．2 つのクジ

間の比較において，交差的注目の集合を M＝{ 1, 2, …, 

m }とする．交差的注目に対して気になる程度を割り当

てる関数を，クジ比較のポテンシャル，あるいはたん

にポテンシャルと呼ぶ．  

本論文では，クジ比較におけるポテンシャルρを交

差的注目のランクとして具体的に測定できると仮定す

る．犬童(2013)は Allais 背理の例題を用いた実験で，

リスク選択問題における交差的注目を調査した．実験

は PC 教室の授業時間内で行われ，96 名が Web 上の

入力フォームから回答を投稿した．各回答者は選択問

題１を含む 4 つの連続する問題に回答し，同時に，各

交差的注目が気になる程度を 5 段階評価した． 

ポテンシャルの認知的な解釈は，ρ値が小さければ

小さいほどより気になること，すなわちその有徴性

(markedness)を表すものと解釈される．またポテンシ

ャルρの差⊿ρは意思決定者の情報処理を自然に解釈

する．⊿ρ＞０のとき，ｘからｙへの注目点移動は，

より気になる方への意識の流れであり，また⊿ρ＜０

のとき，より気にならない方への（逆方向の）意識の

拡散を表す． 

 

3.1. 有徴シグナルとしての未出現順序 

「気になる程度」としてのρ値は，有徴性を測る指

標である．有徴性とは，「何か変だ」「気になる」とい

う非通常性の主観，ないし違和感である．その違和感

が具体的に何を指すのかは必ずしも明らかではないが，

何らかの「解釈」や「推理」が適用されることにより，

「記号」ないし「兆候」として解釈しうる．例えば，

ワイシャツの袖口についた口紅の跡は，その人物の昨

夜の行動についてのある連想を呼び起こさせるだろう．  

表 3 は選択問題 1 と 2 の回答パタンごとに調べた選

択問題 1 の厳密なρ値の順序の度数分布である． 

 

表 3 選択問題 1 の ZXY 出現度数と選好変化 

 ρの降順 

Z X Y 

可能な結果（I は無差別） 

AC&AI AD BC&BI BD 

1 4 2 1 0 6 3 

4 2 3 1 1 1 2 

2 3 1 1 0 0 2 

3 1 4 0 1 0 1 

データ件数 13 12 40 31 

 

 有徴現象は，通常の状態と区別できる示唆的特徴を

持つのがふつうである（通常あるはずの特徴が欠けて

いる場合も含む）．表 3 における特定の順序の出現は，

あるデータの部分集合の可能性を示唆する．ただし表

3 においては，未出現が通常，すなわち既定(default)

の状態であり，出現の方が稀，つまり有徴である．例

えば 231 の出現はリスク選好の維持の兆候であり，ま

たその未出現はリスク選好の変化の兆候である． 

有徴性はいわば主観的な有意性である．それは統計

学の検定手続きにおける統計的有意性とは異なる．実

際，ρ(Z)の平均が低くρ(Y)の平均が高いとき，ZXY

が未出現になる傾向は，乱数実験によって再現できる．

言いかえれば，ρ値の高低差は，231 の出現を通じて，

リスク選好維持を符号化する．命題 1 により，未出現

順序は均衡点のシグナルである．実際，図 1 の各枝が

焦点になる回数は，16，14，16，42，放念点は 24，

47，21，15 である（ただし ZX = XY = 0 を除外した）． 
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3.2. 混雑回避の実証的根拠 

これまで見てきたように，混雑ゲームは，交差的注

目の一対の二項対立からなる基本構造であり，そのポ

テンシャルの未出現順序はゲームの均衡点として解釈

される有徴シグナルである． 

図 1 のサイクルに沿った注目の移動（思考）を考え

る．エージェント 1 は，確実な金額である B を経由し

て，クジの可能な結果を，最善から最悪に向けて移動

し，その可能な経路（純戦略）は A400，B100，A400

を順方向に辿る道 14 または逆方向に辿る道 32 である．

エージェント 2 はクジ A の可能な結果を経由して，B

から出発して B に戻り，その経路は B100，A400，B100

を順方向に辿る道 31 または逆方向に辿る道 24 である．

もし1が道14を使い，かつ2が道31を使うとすると，

枝 1 は混雑する（あるいは異なる 2 観点で評価しよう

とする情報が互いに干渉し合う）．実際，サイクルに沿

った枝ペア間で⊿ρの相関係数は負である（図 3 参照）．  

 

 

図 3 リスク選好とポテンシャルρの差の相関係数．

ロウデータ（犬童(2014a)付録）から選択問題 1 の交差

的注目 k = 1, 2, 3, 4 を枝とみなし，ペアごとにポテン

シャル (ρ) k ∈ { 1, 2, 3, 4 } の差をとって dij = ⊿ρ( i, j ) 

とし，ピアソンの積率相関係数行列を求めた．q1 から

q4 は各選択問題の回答を，リスク愛好 1，リスク回避

－1，無差別 0 とした．14 と 31，12 の間で負相関が

強い．また図 1 の各枝ペアはすべて負相関である． 

 

図 3 から明らかなように，異なる枝のペアの間には

つねに負の相関がある．とくに 31 と 14 の間で負の相

関が強まっている．別の指標として，図 1 のサイクル

上で隣接するペア同士 (14, 42），(42, 23），(23, 31），

(31, 14）について注目すると，ペアをシフトした相手

とρ値の差の符号についてクラメールの連関係数を求

めると，やはり (31, 14）の間に強い連関が認められる

（期待値をρ値の標本分布から求めた場合，それぞれ 

0.39，0.51，0.31，0.53，また差の標本分布を直接用

いると，0.17, 0.35, 0.04, 0.43 である）． 

道 31 は「後悔が安堵よりも重要（より気になる）」

こととして，また道 14 は「最善であることが最悪であ

ることよりも重要（より気になる）」こととして解釈で

きる．それゆえ，道 31 と道 14 が同時利用されないと

いう事実は，認知的に解釈すると，道 1 で干渉し合う

（安堵，後悔）と（最善，最悪）という異なる評価の

基準の重なりを避けているということを意味する．つ

まり図 3 に示された負の相関は，ρ値をポテンシャル

とするポテンシャルゲームにおける混雑回避を反映し

ていると考えられる． 

 

4. リスク選好変化の分析 

 選択問題 1 では現実の人々はより確実な金額の方を

選ぶ傾向がある．ところが，クジの価値の大小関係を

保つように確率の値を変更すると，より大きな金額の

クジを選ぶ回答の比率が増える． 

選択問題 2．「確率20%で 400万円当たるクジCと，

確率 25％で 300 万円当たるクジ D のどちらか一つを

選べるとしたら，あなたはどちらを選びますか？」 

筆者による実験では全 96 件中，問題１で B 選択，

問題 2 で D 選択の比率はそれぞれ 74%，38%であった

（犬童，2013）．また問題 1 で B 回答の 71 件中，問題

2 で D 以外，つまり（無差別を含む）よりリスクに対

し寛容になった比率は 65%である． 

このようなリスク選好の変化は，選択問題 2 の確率

は選択問題 1 の確率を 1/4 に縮小したものであるため

期待効用最大化の仮定と矛盾する． 

図4は選択問題1のρ値をいくつかの領域に区分し，

選択問題 2 におけるリスク愛好側への選好変化の度合

い（リスクシフトと呼ぶ）を領域ごとに表示している．  

 

 

図 4 選択問題 1 と 2 の間のリスクシフト平均値．

リスクシフト値q2 – q1 > 0は選択問題2でよりリスク

愛好的になることを意味する（最大 2）．カッコ内は度

数．ｓij は図 1 の隣接枝ペア間におけるρの差の符号， 

Rの決定木帰納ライブラリrpartを用いた（cp = 0.02）．  

 

q1 q2 q3 q4 d14 d42 d23 d31 d12 d43
q1 1 0.022 0.270 -0.242 -0.071 -0.106 0.162 0.044 0.125 -0.026
q2 1 0.321 0.304 0.093 0.054 -0.021 -0.101 -0.074 0.083
q3 1 0.295 0.225 0.033 -0.171 -0.185 -0.222 -0.080
q4 1 0.193 0.204 -0.213 -0.202 -0.300 0.068
d14 1 -0.279 -0.200 -0.598 -0.667 -0.42
d42 1 -0.305 -0.157 -0.249 0.556
d23 1 -0.110 0.438 0.322
d31 1 0.639 -0.267
d12 1 0.010
d43 1

s23 = +, 0 s23 = -

s31 = +
0.06

(n=16)

s31 = 0
1.07

(n=14)

s31 = -
-0.67
(n=9)

s14 = +, -
s14 = 0

0.13
(n=15)

0.75
(n=24)

0.50
(n=18)
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変数 s ij は図1の隣接枝ペア( i, j )に対するポテンシ

ャルの差 ⊿ρ( i, j ) の符合に対応する．すなわち sij 

は 2 枝のうちいずれがより気になるかを示す．s14 = 

s31 = 0 の領域ではリスクシフトがとくに高い（度数

14，平均 1.07）．この領域は 314 が平坦であることに

よって，1 が単独で焦点，放念点のいずれにもならな

いように，予めコミットされる．また領域 s23 = - か

つ s31≠ + もリスクシフトが比較的高い（度数 24，

平均 0.75）．この領域では 3 が放念点となる．一方，

領域 s14 ≠ 0 では s31 = +（度数 16，平均 0.06）と 

s23, s31 ≠ -（度数 15，平均 0.13）の小領域でリスク

シフト平均が0に近くなる．後者では3が焦点になる．

事実，表 3 から読み取れるように，リスク選好が変化

する回答では 231（および 241）は未出現である（ま

た道 241 は一貫してリスク回避のみ出現する）． 

興味深いことに，次節で述べる選択問題 3 からのリ

スクシフト回帰木は，選択問題 1 からそれと類似し，

また選択問題 1 の変数 s をそのまま用いることもでき

る（第 6 節で再び触れる）． 

 

5. 道なき道：情報の流れの阻止 

選択問題 1 の回答データ中，2 枝間での未出現順序

はないが，3 枝間の厳密順序 214，すなわち ρ(2) >ρ

(1) >ρ(4) のみが全 96 件中未出現である（つまり s12 

= - ⊥ s14 = + だが，図 3 に示したように，これらの

負相関は強い）． 

直観的には，s14 = s21 = + の全件未出現は次のよう

に翻訳できよう．「最善値 400 万円を基準とした B の

100 万円（枝１）よりも，クジ A が外れたときの安堵

（枝 4）がより気になり，かつクジ A が外れときの後

悔（枝２）がより気にならない」ことはない．犬童

(2014b)は，最適化問題の類推から，この未出現順序を

「ある水準で相対的に見た後悔を最小化し，安堵を最

大化した」結果と推測している． 

心のモデルとしての混雑ゲームは，現実的な認知過

程として解釈できる必要がある．ところが図 1 から分

かるように，214 (=ZXY) には可能な結果を結ぶ道と

しての具体的な意味がない．情報の流れの阻止

(blocking)として見ると，この未出現順序は，「クジの

優位」への注目が，「クジの劣位」から「現金の優位」

についての思考の推移の遮断である．交差的注目の未

出現順序 ZXY を，より抽象的に，「X は Z から Y への

情報の流れを阻止する」こととして読むことは論理的

に不可能ではなく，命題１より，混雑回避の結果であ

る均衡点を論理的に含意する． 

 

表４ 未出現順序 214 のポテンシャル 

1      2 後悔 安堵 

クジ A ρ(2) ρ(1) 

現金 B ρ(3) ρ(4) 

 

実際，表 4 として示したように， 214 が未出現の場

合に対応するポテンシャルゲームは，「クジか現金か」

と「後悔か安堵か」の両対立軸に対応する 2 エージェ

ント間の混雑ゲームである．  

次のような選択問題 3 の回答データにおいても，同

様の対立軸のゲーム，あるいは阻止関係として解釈で

きる未出現順序が見出される． 

選択問題 3．「確率 10%で 500 万円，89%で 100 万

円が当たるが，1%で 0 となるクジ（オプション E）と，

確実な 100 万円（オプション F）のいずれか一つを選

べるとします．あなたはどちらを選びますか？」 

交差的注目は以下の 6 通りである(図 5 も参照)．  

1. クジで 500 万円当ったときの，現金 100 万円 

2. クジで 100 万円当ったときの，現金 100 万円 

3. クジで外れたときの，現金 100 万円 

4. 現金を選んだときの，クジの 500 万円当選 

5. 現金を選んだときの，クジの 100 万円当選 

6. 現金を選んだときの，クジの外れ 

実証データが示す選択問題 3 における未出現順序は， 

ZX = 31 に対して Y = 4, 5, 6 である．この阻止関係の

より現実感を伴う一つの読み方は，「クジの優位」への

注目が，「クジの劣位」から「現金を選んだときのクジ

の結果すべて」に対する思いを断つということである．

また順序 ZX = 43 に対しては Y = 1, 5, 6 が未出現で

あり，その解釈としては，「クジの劣位」は，「現金の

劣位」からは「思わしからざるすべての結果」への懸

念を阻止する．その他，452，425，245，345 が未出

現である（したがって，s45 = + のとき，s42 = 0 また

は s52 = 0 であり，また s45 = s35 = + ならば s34 = 

0 である．s45 = + は 12 件ある．ただし 45 は道でな

い（図 5 右上参照）． 

ちなみに，実験では交差的注目の番号付けの説明の

ための補助として，表 4 を反時計回りに 90 度回転させ

たものに相当する図表を用いた．このため表中の番号

の配置によって視覚的に誘導された可能性はある（選

択問題 1の 214や選択問題3の 316は全データにおい

て未出現であるから，もちろんリスク選好に対しては

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-23

789



中立である）． 

次の選択問題 4 は，選択問題 2 と同様 8 個の交際的

注目を持つ（図 5 下参照）． 

選択問題 4．「確率 10%で 500 万円当たるクジ G と

確率11%で100万円当たるクジHのどちらか一つを選

べるとしたら，あなたはどちらを選びますか？」 

すでに述べたように，選択問題 3 と選択問題 4 の間

のリスクシフト回帰木は，選択問題 1 と選択問題 2 の

ものと類似する．選択問題 1 では 14 が平坦であるか，

または 231 が放念する経路である場合に，リスクシフ

トが起きやすかった（図 4）．選択問題 3 では，これは

16（または 15）が平坦であるか，または 341（または

241）が放念する経路であることに相当する．事実，選

択問題 2 で B の比率は全体で 74.0%だが， s24 = - で

は 41 件中 92.7%（A 回答は 3 件），また s24 ≠ - の

とき， s16 = - の 23 件で 47.8%，さらに  s15 = 0 の

9 件で 33.3% と，確実性のある B の比率が減る．す

なわち s24 ≠ -， s16 = -， s15 = 0 はリスクシフト

を増大させる経路になっており，前述の回帰木の観察

と矛盾しない． 

 

 

図 5 選択問題 1 と選択問題 3 の交差的注目ネット

ワーク．可能な結果間の遷移関係をグラフとして表現

した．左が選択問題 1，右が選択問題 3 のグラフであ

る．各矢線とそれに振られた番号は一つの交差的注目

に対応する．各問題における長さ 4 のサイクルは，選

択問題 1 の 1423，選択問題 3 の 1634 と 1524，選択

問題 2 と 4 の 1423，5867，1467，2358 である．また

選択問題 3 には長さ 6 のサイクル 152634 と 163524

がある． 

 

図 6 に示したように，選択問題 2 と選択問題 8 の交

差的注目は，ネットワークとして同一の位相的性質を

もっている． 

 

図６ 選択問題 2 および選択問題 4 の交差的注目ネ

ットワーク．環状に並ぶ 13，57，86，24 の小サイク

ルを互いに結ぶことによって，長さ 4，6，8 のサイク

ルが生成される．  

 

興味深いことに，選択問題 2 と選択問題 4 の実証デ

ータから，ρが s31 = + と s12 = - でリスク回避型が

多く，これは互いのρを交換しても成り立っているこ

とが分かる．選択問題 2 と 4 の s12 と s31 は，選択問

題 3 に対しても同様の傾向を示すが，ただし選択問題

1 に対しては成立しない． 

 

6. 関連研究 

リスク選択に限らず，多属性の意思決定を記述する

理論モデルは，補償型と非補償型に分類できる．補償

型意思決定モデルでは，選択対象の主観的な価値ある

いは魅力を単一次元の数値として評価する．非補償型

は評価尺度を 1 次元に落とし込めない場合である．リ

スク選択では，例えば期待効用理論，マクシミン期待

効用理論，プロスペクト理論，注意交換の移送理論な

どが補償型である． 

期待効用理論のモデルパラメータは最低 1 個である

（定数リスク回避）．（累積）プロスペクト理論では，

符号依存する価値関数と確率ウェイト関数が用いられ

るので実証データから最低 4 パラメータが推定される．

逆 S 字の確率ウェイト曲線は，参照点で屈折する価値

関数と共にリスク選好の典型的な 4 つ折りパタンを記

述する（関数形は複数知られるが，Prelec の関数を用

いるとパラメータ数 1 である）．逆 S 字の確率ウェイト

関数は，直観的には，リスクに対する不安(anxiety)や

希望(hope)といった感情的要素と結びつけて解釈でき

る．また脳神経科学的手法を用いて確率ウェイト関数

の推定を行った研究がある．しかし，確率ウェイト関

数は個別のクジの確率を結果のランクに依存して評価

するものであり，クジ比較の認知を直接にモデル化す

A0 円 

B F 

E500 万円 

E100 万円 E0 円 

1 3 

2 4 

1 4 

3 5 

2  6 

C0 (G0) 

D0 (H0) 

1 
5 

2 6 

D300 (H100) 

3 

4 

7 

8 

A400 万円 

C400 (G100) 
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るものではない．  

Birnbaum & Chavez の注意交換の移送(TAX) 理論

は，クジ比較によって生じる単調な確率ウェイトから

の再配分によって逆 S 字の確率ウェイト関数が作り出

される認知過程を記述する．TAX は，期待効用理論の

違反だけでなく，枝独立性（および１階確率支配）の

違反を含む，累積プロスペクト理論を用いても予測で

きない多様なリスク選択のアノマリを記述できる 

(Birnbaum, 2008)．これに対し，本論文の提案する交

差的注目のポテンシャル差および混雑ゲームとしての

解釈は，確率ウェイトの移送経路の利用頻度ないし費

用勾配に対する均衡化である． 

優先ヒューリスティックス（PH）は，非補償型の意

思決定モデルであり，現実の人々の選択を少数の手続

き的ルールを用いて記述することができるとされる．

Brandstätter et al. (2006) の用いたクジ比較の手続き

は以下のようである．いずれの可能な結果（枝）の数

も 2以下のとき，PHは手続きの各ステップで最悪値，

最悪値の確率，最善値の順で 2 クジを比較し，最善値

に対する金額ないし確率の差の比率 10%以上であれば

比較を打ち切りそのクジを採択する．また可能な結果

（枝）の数が 3 以上のクジがあるときは，さらに最善

値の確率も比較する．驚くべきことに，PH では，価

値関数や確率ウェイトを用いずに，Kahneman & 

Tversky (1979) の問題群に対する典型的な回答パタ

ンをほぼ完全に予測できる． 

選択問題 1 に PH を適用すると，ステップ 1 では両

クジの最悪値に着目し，「B が A を 100 万円上回る」

という事実が見出される．また停止基準をチェックす

ると，「差額 100 万円」の「全体の最善値 400 万円」

に対する比は 25％であり，打ち切り基準 10%を超える

から，PH の手続きは停止され，B が採択される．  

ここで統計的検定の手続きの類比として，B 回答者

は PH の打ち切り基準にしたがい，「最善値 400 万円を

有意水準として 100 万円という値」が主観的に有意な

差と結論したと考えてみることにしよう．すると，選

択問題 1 に対する枝 1 と枝 3 では，枝１のポテンシャ

ルが相対的に低い，つまり s31 = +, 0 となる傾向があ

ると予想される．ところが，実証データでは s31 と AB

間の選択との間に統計的な有意性はない（χ2 = 1.5313, 

df = 2, p = 0.465）． 

選択問題 1 に対する PH の予測は，典型的な現実の

選択である 75%の B 回答と一致するが，残り 25%の A

回答を説明できない（PHは個人差を説明できないか，

あるいは PH にしたがわない人が 25%以上いる）．実

際には，図 4 の回帰木で見たように，s31 は，s14 や

s23 と組合せることによって，リスクシフト，つまり

選択問題 1 における確実性効果の解除に関連している． 

またプロスペクト理論における編集局面，後悔理論，

意思決定場理論，標本に基づく意思決定などは，交差

的注目を考慮したモデルと考えることが可能と思われ

るが，紙幅の都合で本論文ではこれ以上詳細に立ち入

らない．また，「価値」関数や「確率ウェイト」関数を

用いない，「比較」の観点に基づく意思決定モデルが着

目されている(Vlaev, Chater, & Stewart et al., 2011)．

数学的には，期待効用理論は効用差に基き一般化され

る (Vind, 2000)．心理学的実証研究としては，

Birnbaum が論じた多様な枝独立性の違反の例は，現

実の人々がクジ間の優劣を判定する認知過程に，可能

な結果の表示（クジの枝）の分岐や合併が強く影響す

ることを明らかにしている．Indo (2012)はクジ比較に

おける枝の比較が，セルオートマトンを用いた 2 次元

的な競争（局所多数決）として表現し，（クジの枝の）

独立性の違反を再現した．このモデルでは金額と確率

の大きさに応じて，2 クジの可能な結果を 2 次元トー

ラス上の小領域とし，隣接セル間での相互作用から得

られる均衡配置の構成比率によって選択を予測できる

ような初期配置を反復実験によって求める．また犬童

(2012)は確率の曖昧性回避（Ellsberg の背理）のセル

オートマトンモデルを示した．しかし Allais の背理に

ついては整合的なコンピュータ実験結果が得られなか

った（論文は未公刊）．そこで可能な結果間のより自由

度の高い相互作用を用いるモデル作成のため，交差的

注目の実証データの必要性が生じた．本論文のポテン

シャルゲーム分析は，局所多数決をより一般的な地理

的競争（混雑回避）としてセルオートマトンモデルを

修正する方法を示唆している． 

 

7. まとめ 

本論文では，“心の中のゲーム”における有徴性シグ

ナルによって駆動される推論のモデルを改良し，ゲー

ムを実証的データから構築する方法を論じた．具体的

には，クジの比較における交差的注目の有徴性を，ポ

テンシャルゲームのポテンシャルとして解釈し，モデ

ルを再構成した．実証データにおけるポテンシャルの

未出現順序は，意思決定者が考慮する 2 軸の二項対立

に対応する混雑ゲームにおける情報の流れを阻止，あ

るいは，それによって生じる均衡点のマーカーである．
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また Allais 背理におけるリスク選好変化の分析によっ

て，観点間の干渉を最小化する混雑回避が，あたかも

側抑制のようにはたらき，リスク回避からリスク愛好

への変化（確実性効果の消失）と関係していることが

明らかにされた． 

なお本論文が提案する手法は，リスク選択問題だけ

でなく，意思決定一般に適用可能であると考えられる．

また混雑回避を考慮したセルオートマタモデルの改良

や，現実の人々の確率ウェイトが交差的注目に依存し

ている可能性についても，今後の課題としたい． 
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中国語における述語動詞を中心とした 
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Abstract 
In previous studies, we constructed a computational model 

of inductive reasoning based on the probabilistic concept 

structure estimated by the statistical analysis of large scale 

Chinese language data (e.g. Zhang, et al. 2013). This model 

mainly depended on similarities of nouns between premises 

and the conclusion. However, Heit and Rubinstein (1994) 

showed that not only nouns but also predicates affect the 

inductive reasoning. 

In this study, adding to the previous model, the 

relationships between subject (nouns) and predicate (verbs), 

predicate (verbs) and objects (nouns) were included in the 

model based on the probabilistic concept structure estimated 

by the statistical analysis of large scale Chinese language 

data. Then, the validity of the model was verified using the 

psychological experiment. 

Furthermore, for the comparison of simulation results 

between the previous model and the present one, we input 

the same predicate (verbs) and nouns in the both models. 

The results show that erroneous outputs of the previous 

model are improved successfully in the present one. 
 
Keywords ― Inductive Reasoning, Statistical Language 

Analysis, Computational Model  

 

1. 研究背景と研究目的 

帰納的推論とは，初期の観察や命題に対して意味情

報を増加させる結論を導く思考である．つまり，いく

つかの個別知識から，一般法則を導き出す推論を意味

する． 

帰納的推論の心理学的メカニズムを説明するために，

今までにさまざまな計算モデルが提案されてきた

(Rips, 1975; Osherson, 1990; Sloman, 1993; Sanjana, 

2002)．しかし，これらのモデルは，全て共通して，非

常に限られた知識領域のみを対象とした帰納的推論以

外は検証していないという問題点を含んでいる．心理

実験の評定だけで，人間の持つ膨大な知識を構成する

数えきれない概念間における類似度や特徴の関連強度

を推定することは極めて困難である．坂本(Sakamoto 

& Nakagawa 2007, 2008, 2010)は，以上の問題点に対

し，日本語の大規模言語データの統計解析に基づいて

確率言語知識構造を構成し，広い知識領域での帰納的

推論の計算モデルを構築した．さらに，張他(2013)は

中国語の帰納的推論の計算モデルを構築して，このモ

デルの日本語以外での有用性を明らかにし，日本語と

中国語における帰納的推論の計算モデルのシミュレー

ション結果を比較している． 

一方，Heit & Rubinstein (1994)は述語の帰納的推論

への影響を明らかにするため，以下の心理実験を行っ

た． 

 

解剖学的な特性 

前提：鷹は二つの房のある肝臓を持っている．       

結論：鶏は二つの房のある肝臓を持っている．57.5% 

虎は二つの房のある肝臓を持っている．40.1% 

 

生活習慣に関する特性 

前提：鷹は夜間の食事を好む．                    

結論：鶏は夜間の食事を好む．42.2% 

虎は夜間の食事を好む．49.0% 

 

たとえば，解剖学的な特性を述語として，「タカはふ

たつの房のある肝臓を持っている」という前提に対し

て，ニワトリは同じような特性をもっているという結

論のもっともらしさを判断するときに，人間の判断の

結果は 57.5%である．また，トラはこの特性を持って

いるという結論のもっともらしさはニワトリより低く，

40%である．しかし，述語の部分を生活習慣に関する

特性に変えて，「タカは夜に食事を好む」とすると，ト

ラは同じような特性を持っているという結論のもっと

もらしさはニワトリより高くなる． 

この場合，「二つの房の肝臓をもっている」という特
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性は生態学的な特性であり，タカとニワトリは同じ生

態学的カテゴリーである鳥類に属するので，その類似

性はタカとトラの類似性より大きくなる．しかし，述

語を生活習慣に変えると，タカとニワトリの生活習慣

に関する類似性はタカとトラより小さいため，トラが

同じ特性をもっているという結論のもっともらしさは

ニワトリより大きくなると考えることができる． 

以上のように，Heit & Rubinstein (1994)は，同じ前

提条件の名詞に対して，述語動詞を変えると，人間の

帰納的推論の判断が変わるという実験結果を示してい

る．しかし，前記の坂本や張の計算モデルでは帰納的

推論における前提や結論に含まれる名詞部分しか考慮

しておらず，前提や結論の述語が帰納的推論に与える

影響は考慮していない． 

本研究の目的は，このような先行研究の問題点を解

消するため，述語動詞の影響を考慮した帰納的推論の

中国語における計算モデルを構成し，心理学実験を行

い，計算モデルの妥当性を検証することである．さら

に本研究では，本モデルと張他(2013)で構築された中

国語の計算モデルとを比較し，本モデルが先行モデル

より妥当性が高いことを実証する． 

 

2. 研究方法 

本研究では，張他(2013)の計算モデルを修正し，結

論のもっともらしさを計算する際，結論における名詞

と動詞間の類似性を加えて，以下のような新たなモデ

ルを構成する． 

ここで v(Nic)は結論(Nic)の尤もらしさの値，P(ck| 

Nic)，P(ck|Nj+)，P(ck|V )は各々結論(Nic)，前提事例の

名詞(Nj+)，述語動詞(V)が与えられたときの潜在クラス

(ck)の条件付確率を示している．これらの条件付確率は

中国語の大規模言語データの統計解析に基づきあらか

じめ推定されている(張他 2013 参照)． また，𝑑𝑖𝑗
+は，

各名詞の潜在意味クラスの条件付確率P(ck|Nic)，P(ck| 

Nj+)に基づいて計算される結論𝑁𝑖
𝑐と前提事例𝑁𝑗

+の距

離であり，𝑑𝑖
𝑣は，P(ck|Nic)，P(ck|V )に基づいて計算

される結論𝑁𝑖
𝑐と述語動詞V の距離である．mは距離の

計算に用いる潜在意味クラスの数で，対象が潜在意味

クラスへのメンバーシップ値からなるm次元の特徴空

間において距離が計算される．𝑆𝐼𝑀+(𝑁𝑖
𝑐)と𝑆𝐼𝑀𝑣(𝑁𝑖

𝑐)

は各々，結論と前提事例の名詞，結論と述語動詞の類

似性の大きさを表す．a と b は，前提名詞と述語動詞

の重みづけパラメータで，β は𝑑𝑖𝑗
+と𝑑𝑖

𝑣の変化が類似性

の変化に影響する程度を表す相対的感度を示している． 

𝑣(𝑁𝑖
𝑐) = 𝑎SIM+(𝑁𝑖

𝑐) + 𝑏SIM𝑣(𝑁𝑖
𝑐) + ℎ 

       

SIM+(𝑁𝑖
𝑐) =∑𝑒−𝛽𝑑𝑖𝑗

+

𝑛+

𝑗

 

 

SIM𝑣(𝑁𝑖
𝑐) = 𝑒−𝛽𝑑𝑖

𝑣
 

 

𝑑𝑖𝑗
+ = √∑(𝑃(𝑐𝑘|𝑁𝑖

𝑐) − 𝑃(𝑐𝑘|𝑁𝑗
+))2

𝑚

𝑘

 

 

𝑑𝑖
𝑣 = √∑(𝑃(𝑐𝑘|𝑁𝑖

𝑐) − 𝑃(𝑐𝑘|𝑉))
2

𝑚

𝑘

 

 

表 1 シミュレーション課題 

主語プラス動詞（S+V） 

 名詞 動詞 

課題１ 
指针（計測器の針） 

树枝（木の枝） 

卷曲 

（曲がる） 

課題 2 
指针（計測器の針） 

树枝（木の枝） 

摆动 

（揺れる） 

課題 3 
水管（水道管） 

河流（川） 

断裂 

（断裂する） 

課題 4 
业绩（業績） 

成绩（成績） 

达标 

（標準に達する） 

課題 5 
业绩（業績） 

成绩（成績） 

超群 

（ずば抜ける） 

課題 6 
书籍（書籍） 

商品（商品） 

面世 

（出てくる） 

動詞プラス目的語（V+O） 

課題 7 

 

特点（特点） 

风格（風格） 

具有 

（持つ） 

課題 8 
时间（時間） 

机会（機会） 

争取 

（勝ち取る） 

課題 9 

运动员（スポーツ選

手） 

队员（メンバー） 

带领 

（率いる） 

 

 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-26

804



この方法で構築した計算モデルに基づいてシミュレ

ーションを行った．シミュレーションで入力した名詞

と動詞の項目は以上の表１に示されるように述語動詞

として使われる動詞と名詞の組み合わせは，「主語+動

詞（S+V）」と「動詞+目的語（V+O）」の二種類があ

るので，今回のシミュレーションでは両方を用いた． 

 

3. 結果と考察 

シミュレーションで用いた課題は，「主語+動詞

（S+V）」の課題 6個，「動詞+目的語（V+O）」の課題

3 個，合計 9個の課題である(表 1参照)． 

 

表 2 主語+動詞（S+V）のシミュレーション課題の例 

名詞 日本語訳 動詞 日本語訳 

指针 計測器の針 
卷曲 曲がる 

树枝 木の枝 

 

表 3 先行研究のモデルの出力結果 

結論 日本語訳 尤もらしさ 

树枝 木の枝 1.519 

指针 計測器の針 1.519 

低产田 収穫量の低い田畑 1.334 

铁链 鉄製のチェーン 1.325 

附加费 ほかの費用 1.318 

针头 注射針 1.310 

核裁军 核軍縮 1.309 

党群 党と大衆 1.307 

树干 木の幹 1.293 

二拇指 人差し指 1.286 

 

表 4 本研究のモデルの出力結果 

結論 日本語訳 尤もらしさ 

指针 計測器の針 2.942 

树枝 木の枝 2.908 

树干 木の幹 2.866 

树根 木の根 2.864 

躯干 胴 2.848 

二拇指 人差し指 2.835 

腰身 ウエスト 2.828 

低产田 収穫量の低い田畑 2.791 

附加费 ほかの費用 2.776 

帘布 カーテン 2.775 

 

以上では，本研究のモデルと先行研究の張他(2013)

のモデルのシミュレーション結果を比較する．以上の

表 3，4の例は，先行モデルと本モデルの各々に，表 2

の主語+動詞（S+V）課題の２つの名詞と一つの動詞を

入力した場合の出力結果である(ただし尤もらしさの

値の上位 10個の単語だけを抽出)． 

表 3 の先行研究のモデルの出力結果では，動詞「卷

曲（曲がる）」と組み合わせても意味の通じない名詞「低

产田（収穫量の低い田畑）」，「附加费（ほかの費用）」，

「核裁军（核軍縮）」，「党群（党と大衆）」が上位に出

力されていたが，表 4 の本研究のモデルの出力結果で

は，動詞「卷曲（曲がる）」と組み合わせても意味の通

じる名詞の方が上位に出力されている．つまり，本研

究のモデルのほうが全体的に妥当性が高いと考えられ

る． 

一方，表 6，7 は，先行モデルと本モデルの各々に，

表 5 の動詞+目的語（V+O）課題の２つの名詞と一つ

の動詞を入力した場合の出力結果である(ただし尤も

らしさの値の上位 10 個の単語だけを抽出)． 

表 6 の先行研究のモデルの出力結果では，動詞「争

取（勝ち取る）」と組み合わせても意味の通じない名詞

「整流器（整流器）」，「纸张（紙）」，「家用电器（家電

製品）」が上位に出力されていたが，表 7の本研究のモ

デルの出力結果では，「公民権」，「果実」など，動詞「争

取（勝ち取る）」と組み合わせても意味の通じる単語が

出力されている．また，やはり動詞「争取（勝ち取る）」

と組み合わせても意味の通じない名詞「纸张（紙）」の

順位が本研究のモデルでは先行モデルより下がってい

る．つまり，本研究のモデルのほうが全体的に妥当性

が高いと考えられる． 

以下の図 1 はモデルのシミュレーション結果と心理

学実験における評定平均値との相関係数が示されてい

る．図 1 からわかるように，９課題共に本研究で提案

したモデルの結果は先行研究のモデルの結果より相関

係数が高く有意である． 

これらの結果から本研究で構成した計算モデルが中

国語の帰納的推論における述語動詞の影響をより正確

に表現できているといえる． 

今後，同じ手法で日本語の述語動詞を中心とした帰

納的推論の計算モデルを構築し，モデルの妥当性を検

証した上，本研究で構築した中国語の計算モデルとの

比較を行う予定である． 
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表 5 動詞+目的語（V+O）のシミュレーション 

課題の例 

名詞 日本語訳 動詞 日本語訳 

时间 時間 
争取 勝ち取る 

机会 機会 

 

表 6 先行研究のモデルの出力結果 

結論 日本語訳 尤もらしさ 

时间 時間 1.393 

机会 機会 1.393 

良机 好機 1.140 

整流器 整流器 1.122 

纸张 紙 1.121 

贴息贷款 利子補給の貸付 1.116 

贴息 利子 1.116 

优秀奖 優秀な賞 1.114 

家用电器 家電製品 1.071 

外援 援助者 1.056 

 

表 7 本研究のモデルの出力結果 

結論 日本語訳 尤もらしさ 

特权 特権 2.675 

果实 果実 2.659 

公民权 公民権 2.629 

机会 機会 2.528 

决赛权 決勝戦の権力 2.513 

优秀奖 優秀な賞 2.509 

豁免权 治外法権 2.462 

时间 時間 2.461 

良机 好機 2.453 

纸张 紙 2.315 

 

 

図 1 先行モデルと本研究モデルに対してシミュレー

ション結果と心理学実験における評定平均値との相関

係数の比較 
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隠喩的表現における面白さと間違い探しの関係の検討
A study of relationship between humorousness and false

discovery in metaphorical expressions
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Abstract

Humor is considered to occur by finding out a mis-

take along with positive emotional valence. If so, it

is hypothesized that a feeling of “something false” is

involved in humor detection. This study is an at-

tempt at revealing the feeling in the use of metaphor-

ical humorous expressions. Twenty-one university

students were participated in this experiment, and

judged whether or not the expression was humorous

and contained “something false” as well as its ex-

plainability in a logical way. In the stimuli which

was judged humorous by more than half participants,

about half participants answered the feeling of “some-

thing false” was mainly involved in the humorous ex-

pressions, while the others answered opposite. In the

former participants, half of participants answered that

the reason was explainable, the others answered op-

posite. Therefore, it is suggested that humor detec-

tion can involve not only finding a mistake but also

other mechanism such as finding a newly-found rela-

tionship, along with positive emotional valence.

Keywords — metaphorical expression, humor,

something false.

1. はじめに
ユーモアの存在理由として，進化論の観点から，心

的空間のバグ取りが候補の一つとして挙げられている

[1]．心的空間における誤信念を放置すると自然淘汰の

対象となる可能性が高まるため，ポジティブ情動とい

う強力な報酬によって積極的にバグ取りに従事するよ

うにヒトを仕向ける機制がユーモアの本質であると考

えられている [1]．もしそうならば，ユーモアを感じる

際には，「何かが間違っている」という感覚が関与する

可能性が考えられる．また，もし進化の過程で得た能

力であるとするならば，論理的な思考によらない何か

別の直感的な機制が関与する可能性も考えられる．た

だ，間違っているものが多すぎると一定時間内でのバ

グ取りに失敗して面白くないと感じる可能性も考えら

れる．本研究では，隠喩的表現を用いて [2]，これらの

可能性を実証的に検討することを試みた．

2. 方法
実験参加者　 21名（女性 9名，男性 12名）の大学

生が実験に参加した．

刺激　 “Aと掛けて，Bと解く．その心は，X”とい

う形式の表現を用いた．刺激は，例えば，“消しゴムと

掛けて，中間管理職と解く．その心は，どちらも身を

削ってます”というもので，68表現を用いた [3, 4, 5]．

手続き　各刺激を提示し，「面白い」か「面白くない」

か，間違い（突っ込みを入れたくなる箇所）は「多い」

か「少ない」か「なし」か，間違いがある場合にはそ

れは「すぐには論理的に説明できない」か「全て論理

的に説明できる」かを選択してもらった．これらの組

み合わせとして，合計 10個の選択肢のなかから選択

して回答してもらった．なお，刺激はランダムな順序

で提示した．

3. 結果
全実験参加者のうち過半数が「面白い」と判定した

表現を「面白い表現」，それ以外を「面白くない表現」

とした．面白い表現は 20個（全体の 29.4%），面白く

ない表現は 48個（全体の 70.6%）であった．

この面白い表現において，実験参加者ごとの「間違

いあり（多い，少ないをあわせたもの）」の選択率（面

白いという判定数に対する，「間違いあり」の選択数の

割合）は 61.0%（SD: 32.8），「間違いなし」の選択率は

39.0%（SD: 32.8）であった（角変換した比率に対する

t検定, p < .05）．また，「間違いあり」の割合の方が

高い実験参加者は 12名（57.1%）で，うち 6名は全て

「間違いあり」と判定していた (図 1)．その 12名のう
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図 1 「面白い表現」における実験参加者ごとの間違い「あり」と「なし」の比率

ち，「全て論理的に説明できる」の方が多い実験参加者

は 6名，「すぐには論理的に説明できない」の方が多い

のは 6名で同数であった．一方，「間違いなし」の方が

高いのは 9名（42.9%）で，うち 1名は全て「間違い

なし」であった．その 9名のうち，「全て論理的に説明

できる」の方が多いのは 1名，「すぐには論理的に説明

できない」は 5名，両者が同数は 2名であった．さら

に，面白い表現において，間違い「無」は 39.0% (SD:

32.8)，「少」は 46.8% (SD: 23.5)，「多」は 14.2% (SD:

19.4) であり，角変換した比率に対する一元配置分散

分析の結果は有意であり (F (2, 60) = 9.154, p < .001)，

Bonferroniの多重比較の結果，「多」が「無」や「少」

よりも有意に少ないという結果であった (p < .05)．

面白い表現と面白くない表現との理由ごとの比率の

比較において，「間違いが多くて，すぐには論理的に説

明できない」の比率は，「面白くない」場合の方が「面

白い場合よりも有意に多くなっていた (p < .05, 表 1)．

4. 考察
「面白い表現」においては，「間違いあり（多い，少

ないをあわせたもの）」は「間違いなし」よりも選択者

数が有意に多いことから，ユーモアを感じる際には，

「何かが間違っている」という感覚が関与する可能性

が示唆された．ただ，実験参加者を個別に見た場合，

「面白い」という判定のうち，全て「間違いあり」が

6名に対して，全て「間違いなし」が 1名であり，実

験参加者によって「面白い」と判定する理由が大きく

異なっている可能性が考えられた．例えば，「ダイエッ

トと掛けて，バスケットボールと解く．その心は，リ

バウンドに注意」は，14名（66.7%）が「面白い」と

表 1 「面白い表現」と「面白くない表現」の比率の差

間違い 多さ 説明 面白い ( SD) 面白くない ( SD)

× 無 – 38.5% (31.6) 26.4% (26.9)
○ 少 ○ 19.8% (22.0) 14.7% (19.5)
○ 少 × 24.5% (20.1) 28.5% (21.5)
○ 多 ○ 10.7% (17.3) 9.5% (11.8)
○ 多 × 6.5% ( 8.5) * 20.9% (24.6)

答えているが，うち 9名が「間違いなし」を選択して

おり，間違いというよりはむしろ，ダイエットとバス

ケットバールの新たな関係性を提示している例のよう

に見受けられる．そのため，ポジティブな情動を伴っ

た心的空間のバグ取り [1]という捉え方は，あくまで

ユーモアを生じる一つの機制であり，他の機制（例え

ば，新たな関係性の提示）もありうると考えられる．

なお，「面白い表現」においては，間違いが「すぐに

は論理的に説明できない」と「全て論理的に説明でき

る」との間に有意差は認められなかったため，約半数

は論理的に何が違うのか説明できないにもかかわらず

ユーモアを感じており，論理的な思考によらない何か

別の機制（おそらくは情動機制）が関与する可能性が

示唆された．ただ，間違いが多すぎるとその機制が機

能しなくなる可能性（おそらくは処理労力が報酬に見

合わないと判断され処理が中断される）も示唆された．

今後の検討課題としては，「間違いなし」でもユー

モアは生じるのか，あるいはユーモアが生じる場合に

は実験参加者が意識していない部分で何らかの「間違

い」が関与しているのかの区別，また，「何かが間違っ

ている」と感じても「面白くない」と判断される場合

もあることから，どのような条件でポジティブ情動が

生じるのかに関しての研究を挙げることができる．
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Abstract 
It has traditionally been thought that the Modern Common 

Japanese accent is lexically determined (e.g. Beckman and 

Pierrehumbert 1986). Contrary to this common view, I 

showed that this does not necessarily hold depending on 

speaking modes, by pointing out that all the letters are 

pronounced with an initial high accent when the speaker is 

not thinking about the meaning of each individual character 

(Sadanobu 2015). This paper further claims that there are 

cases of lexical indeterminacy of accent. More specifically, it 

shows that the accent of some copulas and particles are not 

determined lexically, but sometimes depend on their 

positions within speech structure. 
 
Keywords ― Accent, Lexical Determinacy, Japanese, 

Copula 

 

1. はじめに 

  現代日本語共通語では，アクセントはその語ごとに

決まっていると伝統的に考えられてきた．これに対し

て筆者は，話し手が１文字ずつ意味を考えずに発話す

る場合（以下「文字モードの発話の場合」と記す）は

全ての文字は決まって頭高型アクセントになることを

指摘して，この通説が発話モード次第では不当になる

ことを示した（文献[1]）．本発表はアクセントが語ごと

に決定されていない場合がさらにあることを主張する．

感動詞・コピュラ・格助詞・終助詞のアクセントが語

ごとには決まらず，発話構造における位置によって決

まる場合があるということを具体的に示す． 

 

2. 文字モードの頭高型アクセント 

 拙稿（文献[1]）で述べたのは，「アクセントが語彙ご

とに決まっている」という現代日本語共通語の語の性

質(lexical determinacy, 文献[2])は，発話モードによっ

ては（つまり発話の単位次第では）成り立たないこと

があるということである．具体的に言えば，話し手が

ことばを 1 文字ずつ，意味を意識せずに発話する「文

字モード」の場合，全ての文字は頭高型アクセント（第

1 モーラにアクセント核があり，第 1 モーラだけが高

いアクセント）で発せられる．アクセント核（そこま

では高く，直後から低くなる部分）の位置をアポスト

ロフィー「’」で示しながら，例を(1)～(5)に挙げる．（以

下でもアクセントが問題になる箇所では同様にアクセ

ント核の位置を記す．） 

 

（1） A（え’え）  B（び’い） C（し’い）  

D（でぃ’い） …… V（ぶ’い） W（だ’ 

ぶりゅう） X（え’っくす） Y（わ’い） 

Z（ぜ’っと） 

（2） 認（に’ん） 知（ち’） 科（か’） 学（が’

く） 

（3)a. 田中さん（たなかさん） 柴田さん（し’ばた

さん） 

   b. 夏さん（か’さん） 朱さん（しゅ’さん） 

徐（じょ’さん） 曹さん（そ’うさん） 張

さん（ちょ’うさん） 孟さん（も’うさん） 

（4） 「定（さ’だ）」という字はこう書きます． 

（5） 「し’く」と読む字なんて，ないね． 

 

例(1)はアルファベットであり，これらは全て頭高型ア

クセントで発せられる．例(2)は「認知科学」という意

味ある合成語としてなら「にんちか’がく」のように

発せられるところだが，1 文字 1 文字，まるで視力検

査のように読むと全て頭高型になる．例(3a)で示すよ

うに「さん」は直前のモーラが高ければ（「田中」の「か」

は高い），高く発せられ，直前のモーラが低ければ（「柴

田」の「た」は低い），低く発せられる，つまり独自の

アクセントを主張しない韻律外性(extrametricality)と

いう性質を持っている．ところが，それにもかかわら

ず例(3b)のように 1 文字の名前に付けば全体が頭高型

になるのは，名前が文字の意味とは切り離されたもの

として（たとえば夏という姓は暑い季節とは別物とし

て）発せられるからである．同様のことは「くん」「ち

ゃん」にも当てはまる．音読みの文字だけでなく例(4)

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-28

809



の「定」（さだ）のような訓読みの文字も，意味（決め

る意）と切り離された場合はやはり頭高型である．例

(5)の「しく」のように実在しない文字でも，実在しな

いからアクセント型がわからず発音できないというわ

けではなく，意味を考えなければ頭高型で発せられる． 

 これらの音調を「アクセント」と呼ぶ理由は，理念

的なものではなく，一般に「アクセント」と呼ばれて

いる韻律との類似という記述的なものである．これは

具体的には以下 3 点である．第 1 点，これらの音調は

モーラ内部でのピッチが変動せず一定という聴覚印象

がある．第 2 点，各モーラのピッチは，当該のモーラ

が伸縮しても，それによって変化を受けないという聴

覚印象がある．たとえば，カナ文字に馴染みのない学

習者に「サダ」とカタカナを書かせている最中には(6)

のように， 

 

(6) さーーー’だー，はい，そうです． 

 

「サダ」という文字の発音は学習者の筆記のタイミン

グに応じてさまざまに伸縮するが，それにかかわらず，

「さ」の部分は一定の高ピッチ，「だ」の部分は一定の

低ピッチに聞こえる．第 3 点，たとえば意味がないこ

とが意識されつつも，文字単位ではなく，まとまった

文字列単位で発話される場合，この音調は消え，代わ

って合成語アクセント（逆 2 型アクセント）らしき音

調が現れる．つまり「合成語になったことで各文字の

アクセントが合成された」と感じられる音調になる．

たとえば次の(7)では， 

 

 (7) 箱には FVZA とランダムな記号が付いている． 

 

「FVZA」は何ら意味がないことを話し手が承知しつ

つも，1 文字ずつ「え’ふ」「ぶ’い」「ぜ’っと」「え’

え」と発音され得るだけでなく，「えふぶいぜっとえ’

え」とも発音され得る． 

 以上 3 点から本発表では問題の音調を「アクセント」

と判断している．「アクセント」は語の音調である以上，

ここで見ているのは，「語」の認定が発話モードによっ

て変わり得るということでもある．具体的には，意味

を考えずに 1 文字ずつ発音する場合はその 1 文字が 1

語になって独自のアクセント（頭高型アクセント）を

持つということ，また意味を考えずに文字列をまとま

ったものとして発音する場合はそのまとまりが 1 つの

合成語になって合成語アクセント（逆 2 型アクセント）

を持つということである．（なお，この頭高型アクセン

トと逆 2 型アクセントを同じものと見ることは魅力的

な考えではあるが支持できない．たとえば(1)の「Ｗ（だ’

ぶりゅう）」が頭高型であって逆 2 型でないことを考え

られたい．逆 2 型の合成語アクセントはアクセント合

成におけるスキャニング運動（文献[3]）の考えを採れ

ば特別な仮定を設けることなく説明できる．） 

 

3. 読み上げ感動詞の頭高型アクセント 

 いま見た文字モードのアクセントと同様のアクセン

トは感動詞にも観察される．感動詞が「いま・ここ・

わたし」(Here-now-I)の立場から発せられるのではな

く，「その時・その場・その人物」の立場から，いわば

読み上げるように発せられる場合，決まって頭高型ア

クセントになる（文献[4][5]）．本節タイトルの「読み

上げ感動詞」とはこの場合の感動詞を指したものであ

る．たとえば次の(8)のように， 

 

 （8)a. 箱を開けたらあ’ら不思議． 

    b. 箱を開けたらお’や不思議． 

c. 箱を開けたらま’あ大変． 

d. 箱を開けたらな’んと中身は…… 

e. 箱を開けたからさ’あ大変． 

 

物語の登場人物（箱を開けた人物またはその周囲の人

物）の驚きのきもちと結びつく感動詞「あら」「おや」

「まあ」「なんと」「さあ」は全て頭高型アクセントで

発せられる． 

『上品』な発話キャラクタ（文献[6]）はまるで他人

事のように驚くので，「その時・その場・その人物」の

立場から発せられる場合と同様，驚きの感動詞は頭高

型で発せられる．たとえば(9)のいかにも上品な発話は， 

 

 （9)a. あ’ら，田中さんじゃありませんの． 

    b. お’や，お久しぶりね． 

c. ま’あ，大変． 

d. な’んと，さようでしたか． 

 

文頭の感動詞「あら」「おや」「まあ」「なんと」が全て

頭高型アクセントで発せられる．これら『上品』な発

話キャラクタの感動詞を除くと，「いま・ここ・わたし」

の立場から発せられる驚きの感動詞は，「あら」「あれ」

「おや」「えー」など，基本的に上昇調イントネーショ

ンで発せられる．驚きが平静状態から興奮状態への移
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行であることからすれば，これは不自然ではないだろ

う． 

 以上，感動詞は「いま・ここ・わたし」の立場から

発せられる場合はアクセントはなく専らイントネーシ

ョンで発せられるが，「その時・その場・その人物」の

立場から発せられる場合，頭高型アクセントを持ち，

『上品』キャラの感動詞もそれに準じるということを

述べた． 

前節と本節で述べたことからすれば，現代日本語共

通語は語のアクセントとしては頭高型をデフォルトと

し，臨時に語ができたり（前節），アクセントを持たな

いはずの語が臨時にアクセントを持ったりした場合

（本節），デフォルトのアクセント型が顕現するとまと

められる． 

 

4. 非述語文節のコピュラの低アクセント 

名詞に直接後接するコピュラ「だ」は韻律外性

(extrametricality)という特性を持ち，韻律的に独自の

「主張」をせず，環境からの要請にしたがう．たとえ

ば(10)(11)を見てみよう． 

 

(10)a. サ’ル 

   b. トリ 

  c. イヌ’ 

(11)a. サ’ルだ． 

b. トリだ． 

c. イヌ’だ． 

 

まず，(11a)の「だ」が低アクセントなのは，語「サル」

のアクセント型が(10a)に示すように頭高型で，「ル」

が低アクセントだからである．また，(11b)の「だ」が

高アクセントなのは，語「トリ」のアクセント型が(10b)

に示すように平板型で，「リ」が高アクセントだからで

ある．そして，(11c)の「だ」が低アクセントなのは，

語「イヌ」のアクセント型が(10c)に示すように尾高型

で，「ヌ」が高アクセントではあるが直後のモーラは低

アクセントと指定されているからである．コピュラ「だ」

だけでなく，「じゃ」や「です」の「で」といった他の

コピュラ（の一部）についても，やはり同様の韻律外

性が観察できる．（以下，簡単のためコピュラは「だ」

で代表させる．） 

ところが，コピュラが文末ではなく，非述語文節の

末尾に現れる場合は，コピュラは韻律外性を持たず，

常に低アクセントになる．このことを示す例を(12)に

挙げる． 

 

(12)a. わ，人がいっぱいだなぁ． 

    b. 人がだなぁ，いっぱいだなぁ，入ってだな

ぁ，…… 

 

平板型アクセントの語「いっぱい」にコピュラ「だ」

が直接後接している（そしてさらに助詞「なぁ」が直

後に続いている）点では(a)(b)は同じだが，(a)の「だ」

は文末に，(b)の「だ」は非述語文節の末尾に位置して

いる．そして(a)の「だ」は高アクセント，(b)の「だ」

は低アクセントで発せられる．「いっぱい」の場合と同

じことは「偶然」「絶対」の場合にも観察できる．これ

ら「いっぱい」「偶然」「絶対」は副詞的と言うことも

できる． 

こうした(b)のコピュラ「だ」の低さは，(a)のように

「いっぱい」とコピュラが緊密に結びついて一体とな

ってはおらず，両者の間の区切れが小さなものでない

ため（コピュラ「だ」が「いっぱい」の内容にではな

く，「いっぱい」という発話にメタ的に付いている，と

言えばよいだろうか），コピュラ「だ」が孤立し，「環

境にしたがう」韻律外性を発揮できないものと考えら

れる． 

名詞に後接しない場合も，非述語文節の末尾に現れ

るコピュラは低アクセントである．例として(13)を挙

げる． 

 

(13) そことだね，うちでだね，打ち合わせをだね， 

 

ここでは，名詞的要素（「そこ」「うち」「打ち合わせ」）

に格助詞（「と」「で」「を」）が後接して文節を構成し，

それにさらにコピュラ「だ」（と間投助詞「ね」）が後

接している．このコピュラ「だ」はすべて低アクセン

トで発せられる．このことは，一般に格助詞がアクセ

ント核を持っており格助詞の直後でアクセントが下が

ると考えれば，コピュラの生起位置を取り沙汰しなく

ても説明できそうに見えるかもしれない．だが，たと

えば「そことだけ」の格助詞「と」の直後の「だけ」

や，「うちでさえ」の格助詞「で」の直後の「さ」が高

アクセントで発せられることからすると，格助詞がア

クセント核を持っているという仮定は記述的妥当性を

欠くので，やはりコピュラの生起位置を考える必要が

ある． 
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5. 格助詞や動詞に直接後接するコピュラ

の低アクセント 

非述語文節ではなく述語文節であっても，格助詞や

動詞に直接後接するコピュラは低アクセントで発せら

れる． 

次の(14)は，格助詞にコピュラが続く例である． 

 

 (14) 「一人で行くのか」「いや．社長とだ」 

 

(14)の第 2 発話の第 2 文では，名詞「社長」に格助詞

「と」が直接後接し，さらにコピュラ「だ」が直接後

接している．これは前節(13)の「そことだね」などと

似ており，違いはこれが非述語文節ではなく述語文節

だという点だけだが，やはりコピュラ「だ」のアクセ

ントは低である．つまり非述語文節であっても述語文

節であっても，格助詞に直接後節するコピュラは低ア

クセントである． 

次の(15)は，動詞にコピュラが続く例である． 

 

 (15)a. 行くだ． 

   b. 行くでちゅ． 

c. 行くざます． 

   d. 行くでござる． 

   e. 行くでおじゃる． 

 

コピュラは動詞に直接後接しないとしばしば考えられ

るが，厳密には異なる．現代日本語共通語世界には，

『異人』も含めたさまざまなキャラの話し手がいるか

らである．『田舎者』キャラの話し手はコピュラ「だ」

を(a)のように「行く」に直接後接させて，低アクセン

トで発する．同様に，『幼児』キャラの話し手は(b)のよ

うに「行く」にコピュラ「でちゅ」あるいは「でしゅ」

を直接後接させ，『上品な中年女性』キャラの話し手は

(c)のように「行く」にコピュラ「ざます」を直接後接

させ，『侍』キャラあるいは『忍者』キャラの話し手は

(d)のように「行く」にコピュラ「でござる」を直接後

接させ，『平安貴族』キャラの話し手は(e)のように「行

く」にコピュラ「でおじゃる」を直接後接させる．こ

れらのコピュラはすべて低アクセントで発せられる． 

 

6. 区切れ後のコピュラと低アクセント 

さらに一般化すれば，文末・非述語文節末を問わず，

大きな区切れの直後の，「メタ的」なコピュラは常に低

いと言うことができる．このような一般化によって新

たに説明可能になる低アクセントのコピュラの例とし

て，(16)を見られたい． 

 

(16)a. ちゃんと行っただなんて，嘘ばっかり． 

    b. あっかんべーだ．いーだ． 

  c. 「それでもう，ぐにょーってなっちゃったの」 

「それは確かに，ぐにょーだね」 

      d. この空欄に埋まる動詞は，「行く」だな． 

 

これらのうち，引用と断定できそうなものは(a)に限ら

れるが，引用とは言いにくい(b)(c)(d)の「だ」もメタ的

ではある．定型となっている「あっかんべー」「いー」

に続く「だ」だけでなく，その場で臨時に形成された

オノマトペ「ぐにょー」に続く「だ」も低いように，

この低さの原因は，コピュラ直前の語のアクセントよ

りも，コピュラの直前の区切れの深さ，コピュラのメ

タ性に求めるべきだろう．メタ性ゆえの切れ目の深さ

が音調のリセットを促し，「だ」を低くしているという

ことである． 

 結局のところコピュラの韻律外性は，「述語文節にお

いて」「名詞に直接後接する」場合という，前接要素（名

詞）とコピュラが極めて緊密に結びつき，区切れが浅

い場合に限られる．非述語文節では名詞が名詞性を失

い，副詞的になっているので区切れが深くなり（第 4

節），また，もともと名詞と違ってコピュラと直接結び

つきにくい格助詞や動詞（第 5 節），その他（第 6 節）

の要素にコピュラが直接後節する場合も，区切れが深

くなり，コピュラは低アクセントになる． 

次の(17)のような，動詞「て」形や「ながら」に続

くコピュラ「だ」のアクセントが低くなるのも，直前

にポーズを入れられる区切れの深さによるものではな

いか． 

 

 (17)a. それも，高齢の親を置いて，だ． 

   b. スマホを見ながら，だ． 

 

7. 動詞に直接後接する格助詞の低アクセ

ント 

コピュラだけでなく，格助詞も，前節要素との区切

れが深いと低アクセントで発せられる．例を(17)に挙

げる． 

 

(18)a. 行くがよい． 

  b. 当たるを幸い，…… 

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-28

812



  c. 行くに越したことは無い． 

  d. 言うに事欠いて…… 

  e. この辞典の第 3 巻は「乗る」から「巻く」

までだ． 

 

格助詞は本来，名詞に直接後接するものであり，動詞

に直接後接するケースは存在するものの，それは慣用

句的な色彩を備えたもの(a-d)や，メタ的なもの(d)であ

る．これらはいずれも，動詞と格助詞の結びつきが緊

密ではなく，区切れが深いと考えることができる．こ

のことを反映して，(a)の格助詞「が」，(b)の格助詞「を」，

(c)(d)の格助詞「に」，(d)の格助詞「に」，(e)の格助詞「か

ら」「まで」は低アクセントで発せられる． 

 格助詞とは区別されるが，「は」「も」が動詞に直接

後接する際には(19)のように必ず低アクセントで発せ

られることも，これらが本来的には名詞に直接後接す

るものとして，格助詞と同様に区切れの深さから理解

できるかもしれない． 

 

(19)a. 言うは易し，行うは難し 

  b. 行くも地獄，行かぬも地獄． 

 

8. 真偽を主張する終助詞の低アクセント 

第 2 節に記した基準に従えばイントネーションとい

うよりもアクセントと呼ぶべき韻律が，終助詞につい

ても観察できる．例を次の(20)に挙げる． 

 

 (20)a. 行くよ． 

   b. 行くわ． 

   c. 行くさ． 

   d. 行くぞ． 

   e. 行くぜ． 

   f. 行くな． 

 

行くことを相手が了解しているかどうか確認する場合，

(a)の終助詞「よ」は「く」と同じ高さで，長く平坦な

イントネーションで発せられる．だが，それとは違っ

て，「行くのか行かないのか」が問題になっている局面

で，行くこと（つまり命題の真性）を強く主張する場

合，「よ」は低アクセントで発せられる．同様に，(b)

の「わ」，(c)の「さ」，(d)の「ぞ」，(e)の「ぜ」も，強

く主張する場合に低アクセントで発せられる．これら

とは異なり，(f)の「な」は行くことを禁止する場合に

低アクセントで発せられるが，（行かないこと，つまり

命題の偽性を）強く主張しているということはできる． 

 

9. まとめ 

 以上，本発表では，これまで語彙ごとに決まってい

ると考えられてきた現代日本語共通語のアクセントに，

構造的に決まる部分があることを具体的な観察を通し

て示した．それらの観察は以下の 4 点にまとめられる． 

第 1 点．そもそも，何が語であるかは，話し方によ

って変わる部分がある．現代日本語共通語は語のアク

セントとしては頭高型をデフォルトとする．臨時に語

ができたり（第 2 節の 1 文字ずつ意味を考えずに読む

場合），アクセントを持たないはずの語が臨時にアクセ

ントを持ったりした場合（第 3 節の他人事の感動詞の

場合），デフォルトの頭高型のアクセント型が顕現する． 

 第 2 点．コピュラは韻律外性を持つとはかぎらず，

大きな区切れの直後のメタ的なコピュラは低アクセン

トになる（第 4 節～第 6 節）． 

 第 3 点．本来なら名詞に直接後接する格助詞が動詞

に直接後接する場合，格助詞と直前の動詞の区切れは

深く，格助詞は低アクセントになる（第 7 節）． 

第 4 点．終助詞にもその意味次第でアクセントが認

められる．命題の真偽を強く主張する終助詞は低アク

セントで発せられる． 

 

付記 

本発表は，日本学術振興会の科学研究費補助金によ

る基盤研究(A)（課題番号：15H02605，研究代表者：

定延利之）の成果を含んでいる． 
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Abstract 
Recent years have seen a heated debate on the nature of 

concepts as mental representations. One side argues for a 
“classical” account of abstract universal symbols, with the 
other side focusing on the role of “embodiment” and 
empirical experience. While both sides have successfully 
refuted each other, this “symbodiment” debate remains at a 
standstill. Given how the original debate was arguably 
inspired by a debate in linguistics, in this paper I propose a 
reanalysis of the “symbodiment” debate, taking insight from 
the other side of linguistics divide, namely Wittgenstein, 
naturalistic philosophy and cognitive linguistics. I propose 
that the social and pragmatic nature of language and human 
cognition implies that concepts cannot possibly be fixed 
structures in the brain containing a determinate set of 
information. I propose a model where situational information 
is stored as exemplars, and language comprehension works 
by triggering relevant memories. I argue that this model 
suffices to explain both the contributions and shortcomings 
of the embodiment paradigm, as well as provide a suitable 
theoretical framework for further developments in cognitive 
linguistics. 
 
Keywords  JCSS, Cognitive Science, symbodiment, 
embodiment, concepts, cognitive linguistics, Wittgenstein, 
exemplar, memory-prediction, semantics 
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地図課題対話において発話の理解はどのように示されるか?
How does a hearer express her/his understandings of

utterances in Map Task dialogue?
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Abstract
A hearer is assumed to express his/her understand-

ings of a speaker’s utterances during conversation.

Clark and Schaefer (1989) proposed a process called

grounding. Grounding is a process that both speak-

ers and hearers try to establish the mutual belief that

they both understand the meaning of utterances. Al-

though they described several patterns of grounding,

it is not clear which type of grounding is more likely

to appear in particular circumstances. To examine

how hearers express his/her understandings of utter-

ances, we analyzed Japanese Map Task corpus. The

result showed that different types of grounding were

observed in different types of verbal expressions, sug-

gesting the innate nature of adaptability of ground-

ing.

Keywords — task oriented dialogue, contribu-

tion, grounding

1. はじめに
話し手にとって重要なことは，発話が聞き手に

理解されることである. 一方，聞き手は対話を先
に進めるために，自分が発話を理解したことを話
し手に伝える必要がある. 発話が成功するための
条件に関する考えには，聞き手が発話を理解した
という「正の証拠の提示」が必要であるとする立
場 [2, 3]と，発話理解に失敗したという「負の証拠
の不在」によって，発話が理解されたとする立場
[4]がある. どちらの考えが正しいかを判断するこ
とは簡単ではない.なぜなら，実際の対話データを
見ると，発話に対して聞き手から正の応答がある
ケースと正の応答がなくても対話が継続するケー
スはどちらも観察することができるからである
(例1，例2 1).

Clarkらは，発話の成功には，聞き手による正の
証拠の提示が必要であるとしている.彼らは，話
し手が発話の内容を提示することを「提示」(Pre-

sentation)，聞き手が発話の理解の証拠を提示する

1『日本語地図課題対話コーパス』の対話の一部.GはGiver，
FはFollowerの発話であることを示している.

no 話者 発話
1 G 右側の方に一度行って
2 F はい
3 G で そのままもう一回左の方にぐ

るっと回って
図 1 聞き手から正の証拠が示される例

no 話者 発話
1 G 少し出て
2 G 左に弧を描いて
3 G 楠木ってあります？

図 2 正の証拠がなくても対話が継続する例

ことを「受理」(Acceptance)，この２つを構成要素
とする単位のことを貢献(Contribution)と呼ぶこと
を提案し，さまざまな貢献のパターンを示してい
る．Clark and Schaefer[2]は，聞き手の注意が継続
することも発話理解の正の証拠の1つとしている.

しかし，発話を理解しているにもかかわらず聞き
手が注目しているだけで何も応答しないことが不
自然な状況があることは経験的に明らかである.

つまり，特定の状況において，理解の証拠の提示
の方法は異なることが予想される.しかし，どのよ
うな状況でどの貢献のパターンが起こりやすいか
については，十分な分析が行われていない．
本稿では，『日本語地図課題対話コーパス』[5]か

ら，発話の内容に経路情報を含む発話を抽出し(以
降，行為提示節と呼ぶ)，その発話の表現によって
聞き手の理解の提示方法がどのように異なるかを
分析した結果を報告する．そして，異なる貢献の
パターンの要因について検討する．

2. 日本語地図課題対話コーパス
『地図課題対話コーパス』は, 2人の実験参加者
の一方の地図に描かれた経路をもう一方の地図
に再現する課題の遂行中の言語活動が収録され
ている．経路が描かれた地図を渡される参加者は
「情報提供者(Giver)」,経路が描かれていない地図
を渡される参加者は「情報追随者(Follower)」と呼
ばれる．2人は別々の部屋に入り，お互いに相手の
地図が見えない状態で，マイクとヘッドフォンを
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用いて対話をしながら課題を行う．正しい経路を
知っているのはGiverだけであるため，課題を成功
させるためには，Giverが対話によって経路情報を
Followerに伝える必要がある．GiverはFollowerが経
路描写を行う様子を実際に見ることはできない．
したがって，Followerが発話を理解しているかどう
かを対話から判断する必要がある．地図課題を達
成するためには，FollowerがGiverの発話を理解す
る必要がある．このような状況設定から，地図課
題対話コーパスを持ちいることで，発話の理解が
言語を用いてどのように提示されているかを分析
することが可能であるため，本研究に適している．

3. 分析データ
『地図課題対話コーパス』全128対話中の16対

話を用いて分析を行った．これは, 相手の顔が見え
ない条件（視認不可能条件）で実験を行った参加
者32名 (18歳から23歳までの男性16名,女性16名)

が最初に行った対話である．

4. 分析1:言語表現と聞き手の応答の有無
4.1 目的
地図課題対話において，経路情報の提示の違い

によって，聞き手の応答に違いがあるかを明らか
にする．

4.2 分析方法
分析対象の16対話を,節単位 [7]で分節化し，文末

に関してはさらにムード [6]によって分類する．節
単位の種類を表1 に示す．

表 1 節単位タグ一覧

節 と文末，並列節ガ，並列節ケド (ケレドモ,ケ
レド,ケドモ)，並列節シ，ヨウニ節，条件節タ
ラ，条件節タラバ，条件節ト，条件節ナラ，条
件節ナラバ，条件節レバ，条件節-その他，理
由節カラ，理由節カラニハ，理由節カラ-助詞，
理由節ノデ，タリ節，タリ節-助詞，テ節，テ
ハ節，テモ節，テカラ節，テカラ節-助詞，テ
節-助詞，トカ節，トカ節-助詞，ノニ節，引用
節，引用節-助詞，引用節トノ，トイウ節，ト
イウ節-カ，間接疑問節，間接疑問節-助詞，連
体節テノ，並列節ダノ，並列節デ，並列節ナリ，
連用節，感動詞，接続詞

ム
ー
ド

確言，禁止，許可，依頼(命令)，当為，意思(申
し出，勧誘)，願望，概言，説明，比況，真偽
疑問，疑問語疑問，否定

追
加

体言止め，助詞(格助詞等)，副詞，擬音語・擬
態語

地図課題は，出発地点から目標地点までの経路
を一度に描写するのではなく，いくつかの部分課
題に分割し，その線分を描写をくりかえすことで

最終的な目標を達成することが知られている [1]．
GiverからFollowerへの部分経路の情報提供は，上
手く目標地点に近い位置までに移動できる場合も
あれば，出発地点に近い位置まで戻ってやり直し
たり，同じ部分経路について複数回情報提供を行
う場合もある．今回は，聞き手が発話を理解する
パターンを分析対象とするため，目標地点に近い
地点に移動しており，かつ，その部分経路に関す
る情報提供が1回目のケースを分析対象とした．
この部分において，経路情報が提示される節単位
(行為提示節)は，833個抽出された．行為提示節の
種類を表に示す．表2は，平均して各対話で1回以
上，部分経路の説明中に使用されている行為提示
節の種類とその出現頻度を示している．それぞれ
の行為提示節の後，誰 (話し手，聞き手)がどのよ
うな発話を行っているかについて調べ，出現傾向
の要因を検討する.

表 2 行為提示節の種類別使用頻度

種類 頻度 種類 頻度
≪Giver≫ ≪Follower≫
テ節 221 真偽疑問 95

依頼 108 テ節 19

確言 100

条件節タラ 51

体言止め 48

格助詞に 31

条件節ト 27

並列節ケド 19

4.3 結果
行為提示節の発話の終りの時点より，発話の終

了時点が遅い発話を最初の応答とした.その行為
提示節ごとの種類の比率を表3に示す.

全体的な傾向としては (図13，図14)，行為提示
節の次の発話は，感動詞が多かった ( 370回出現，
44%(370/833)).感動詞の中では，「はい」(「はい
はい」のような表現が繰り返される場合も含む，
以下同様に繰り返しも含む)が 179回 (48%)，「う
ん」が 119回 (32%)，「あ」から始まる表現が 34回
(9%)，「そう」等が 13回 (5%)，その他が14回 (4%)

だった．これらは，発話の理解の表明(Assertions of

understanding)[2]と考えられる．
全体的には，聞き手による発話理解の表明が行

われていたが，発話の種類によって傾向が異なる
ことが示された．特に，全体的な傾向と異なって
いたのは，「条件節ト」によって経路情報が提示さ
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れていた場合である．その他の表現は，発話の後，
聞き手が発話を行っているほうが多かったが，「条
件節ト」の場合は，次に同じ話し手が発話を行う
ことが多かった(図9)．同じように，同じ話者が続
けて発話をする傾向が比較的多いのは，「条件節タ
ラ」(図6)と「テ節」(図3)であった．

5. 分析2: 次発話の話者と言語表現
5.1 目的
「条件節ト」「条件節タラ」「テ節」によって，経
路情報が提示された場合には，聞き手からの応答
が少ないことが示された．本節ではその原因を検
討する．興味深いのは，この3つの表現は，いずれ
も従属節と呼ばれる統語的特長を持っていること
である．従属節は，文法的には文の中心となる主
節と従属的な関係をもつものとされている [6]．対
話においては，必ずしも文の形で発話が提示され
ていないため，単位として取り出すことは困難で
あるが，従属節の表現が用いられた場合には，同
じ話し手がその後に発話をする傾向があるため，
聞き手からの応答が少なくなっているのではない
だろうか．この仮説の検証を行った．

5.2 方法
感動詞を除いた場合，行為提示節の後に，誰が

どのような発話を行うかを分析した．

5.3 結果
表4は，行為提示節の後に誰がどのような表現

を用いた発話をしているか，感動詞を除いて集計
したものである．経路情報が「Giverテ節」(図15)，
「条件節タラ」(図18)，「条件節ト」(図21)，「並列節
ケド」(図22)の表現で提示された場合，同じ話し
手が発話を行うことが多かった．

6. 考察
分析1の結果，経路情報という類似した内容を

含む発話であっても言語表現によって，聞き手の反
応に違いがあることが示された．その原因として，
同じ話し手が継続して話すことが考えられた．そ
こで，分析2を行った結果，聞き手からの理解の表
明が比較的少なかった「条件節ト」「条件節タラ」
「テ節」では，同じ話し手が，その語も発話を行う
ことが多いことが示された．この結果，同じ話し
手が続けて発話をすることが予期されることが応
答の有無に関係があることが示唆された．しかし，
この説明では以下のことが説明できていない．

1. 「並列節ケド」は同じ話し手が発話を継続し
ているにもかかわらず，聞き手の理解の表明
が少なくない．

2. 「条件節ト」の場合だけ，特に理解の表明が
少ない．

3. Followerが「テ節」で発話をするときには，同
じ話し手が発話を継続していない．

上記の原因は，聞き手の理解の表明の有無が，
単に話し手が再び，発話を行う可能性が高いかど
うかだけが要因ではないことを示唆している．例
えば，「並列節ケド」は，文法研究においては，主
節からの独立度が高い，すなわちより文らしい表
現であるととされている [7]．文らしさが高いとい
うことで，意味のまとまりとして，理解の表明が
行われることなどの理由が考えられるが，「並列節
ケド」やそれ以外の独立性の高い従属節の数が少
ないため，今回のデータでは明らかではない．

7. 結論
本研究は，『日本語地図課題対話コーパス』を用

いて，課題を遂行するために必要な経路情報の提
示に対して，聞き手はどのように理解の表示を行
うかを分析した．その結果，節の種類によって，聞
き手の応答が異なることが示された．特に「条件
節ト」「条件節タラ」「テ節」において，聞き手の
応答がなくても，対話が進行することが比較的多
いことが多かった．その原因として，同じ話し手
が継続して発話を行うことが予期されることが考
えられた．しかし，それだけでは説明できない現
象もあり，詳細な分析を行うことが，今後の課題
である．

参考文献
[1] Carletta, J., Isard, A., Isard, S., Kowtko, J., Doherty-

Sneddon, G. & Anderson (1996), “A. HCRC Dialog
Structure Coding Manual”,Universities of Edinburgh
and Glasgow.

[2] Clark, H.H. & Schaefer, E.F. (1989), “Contributing to
discourse”, Cognitive Science, 13, pp. 259-294.

[3] Clark, H.H. (1996), “Using language”, Campridge Uni-
versity Press.

[4] Litman, D.J. & Allen, J.F. (1987),“A plan recognition
model for subdialogues in conversations”,Cognitive
science,11, pp.163-200.

[5] 堀内靖雄・中野有紀子・小磯花絵・石崎雅人・鈴木浩
之・岡田 美智男・仲 真紀子・土屋 俊・市川 熹 (1999),
“日本語地図課題対話コーパスの設計と特徴”, 人工
知能学会誌, 14, pp.261-272.

[6] 益岡 隆志・田窪 行則 (1992),”基礎日本語文法 -改訂
版-” くろしお出版.

[7] 丸山 岳彦・高梨 克也・内元 清貴 (2006),“第5章 節単
位情報”,“日本語話し言葉コーパスの構築法”,国立国
語研究所.

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-30

822



図 3 Giver テ節 図 4 Giver 依頼 図 5 Giver 確言 図 6 Giver 条件節タラ

図 7 Giver 体言止め 図 8 Giver 助詞に 図 9 Giver 条件節ト 図 10 Giver 並列節ケド

図 11 Follower 真偽疑問 図 12 Follower テ節
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図 13 Giver 全体 図 14 Follower 全体

表 3 行為提示節別，次発話の話者と発話の種類
次話者 話し手 聞き手
行為提
示節

感動
詞

テ節 確言 体言
止め

真偽
疑問

その
他

合計 感動
詞

テ節 確言 体言
止め

真偽
疑問

その
他

合計

≪Giver≫
テ節 1.8 5.0 4.5 1.8 2.3 17.2 32.6 43.4 8.1 0.9 2.3 7.2 5.4 67.4
依頼 0 0 0 0 0.9 4.6 5.6 45.4 3.7 7.4 6.5 18.5 13.0 94.4
確言 0 4.0 1.0 3.0 2.0 7.0 17.0 46.0 3.0 5.0 1.0 15.0 13.0 83.0
条件節タラ 0 13.7 3.9 0 11.8 15.7 45.1 47.1 0 0 0 2.0 5.9 54.9
体言止め 0 2.1 0 2.1 0 14.6 18.7 27.1 4.2 0 12.5 25 12.5 81.3
格助詞に 6.5 0 0 0 0 9.7 16.1 25.8 12.9 3.23 9.68 16.1 16.1 83.9
条件節ト 0 0 18.5 3.7 33.3 14.8 70.4 25.9 0 0 0 3.7 0 29.6
並列節ケド 0 5.3 5.3 0 0 5.3 15.8 63.2 0 5.3 5.3 0 10.5 84.2
≪Follower≫
真偽疑問 0 0 0 0 2.1 0 2.1 53.7 8.4 20.0 3.2 2.1 10.5 97.9
テ節 0 10.5 0 0 5.3 5.3 21.1 26.3 36.8 0 5.3 0 10.5 78.9
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図 15 Giver テ節 図 16 Giver 依頼 図 17 Giver 確言 図 18 Giver 条件節タラ

図 19 Giver 体言止め 図 20 Giver 助詞に 図 21 Giver 条件節ト 図 22 Giver 並列節ケド

図 23 Follower 真偽疑問 図 24 Follower テ節 図 25 Giver 全体 図 26 Follower 全体

表 4 感動詞を除いた，次発話の話者と発話の種類
次話者 話し手 聞き手
行為提
示節

接続
詞

テ節 依頼 確言 真偽
疑問

その
他

合計 接続
詞

テ節 依頼 確言 真偽
疑問

その
他

合計

≪Giver≫
テ節 15.4 10.0 7.7 5.9 4.5 24.9 68.3 0.9 9.0 0.9 2.3 8.6 10.0 31.7
依頼 11.1 0 0.9 0.9 5.6 5.6 24.1 4.6 3.7 0.9 19.4 24.1 23.1 74.9
確言 25.0 9.0 1.0 1.0 3.0 11.0 50.0 4.0 3.0 2.0 9.0 20.0 12.0 50.0
条件節タラ5.9 27.5 15.7 5.9 11.8 23.5 90.2 0 0 2.0 0 2.0 5.9 9.8
体言止め 12.5 4.2 0 0 4.2 16.7 37.5 2.1 4.2 0 4.2 27.1 25.0 62.5
格助詞に 9.7 0 0 0 0 16.1 25.8 0 12.9 0 6.5 19.4 35.5 74.2
条件節ト 0 7.4 0.0 18.5 40.7 29.6 96.3 0 0 0 0 3.7 0 3.7
並列節ケド5.3 5.3 5.3 10.5 0 36.8 63.2 5.3 5.3 0 5.3 5.3 15.8 36.8
≪Follower≫
真偽疑問 2.1 0 0 1.1 7.4 4.2 14.7 5.3 15.8 4.2 31.6 4.2 24.2 85.3
テ節 0 15.8 0 0 10.5 5.3 31.6 10.5 47.4 0 0 0 10.5 68.4
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ひらがな・カタカナを用いた形態象徴の検討 
Figural Symbolism of Japanese Hiragana and Katakana 
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 Abstract 

In this article, we examined the figural symbolism of 
Japanese Hiragana and Katakana. Based on the experimental 
paradigm of Westbury (2005), we conducted an experiment to 
demonstrate the compatibility between Japanese Characters 
(Hiragana and Katakana) and two types of word balloons. As 
results, partly compatibility of two types of stimuli (only with 
Katakana and spiky balloons) were observed. The use of other 
experimental paradigm and other approach using objectively 
quantified roundness of characters should be concerned for 
further research.  Keywords ― Figural Symbolism, Hiragana, Katakana 
 
 
1. 序論 

  音象徴(sound symbolism)とは、音や音声が形や

色などの視覚経験や美醜などの概念とつながりをも

つ現象である。音象徴は音声がもたらす印象である

といえるが、文字がもつ形態情報もある印象をもた

らす可能性が指摘されている。本研究ではこれを形

態象徴(figural symbolism)とよぶ。形態象徴の存在

はWestbury(2005)において指摘されており、アルフ

ァベットの持つ直線部分や曲線部分、円などの形態

情報が、それ以外の印象をもたらす、としている[1]。
アルファベットは言語によっては文字と音が厳密に

対応しない場合があり、音象徴と形態象徴の分離が

困難である。対して日本語は、同一の音をひらがな

とカタカナという別の文字を使用して表現できる。

この特性を用いて、同一の音を形態の異なる文字で

表記し、音象徴と形態象徴を分離し、形態象徴の存

在を検討することが可能である。 
本実験では、Westbury(2005)[1]において用いられ

た実験課題を応用し、吹き出し画像とひらがな・カ

タカナを使用して、形態象徴が見られるかどうかを

検討した。ひらがなは比較的曲線で構成されている

のに対し、カタカナは直線で構成されているため、

ひらがなは丸く、カタカナは角ばっているという形

態象徴を持つと予想される。そのため、ひらがなを

丸い吹き出し、カタカナを角ばった吹き出しと同時

に呈示した方が、逆の組みあわせで呈示したときよ

りも処理が促進され、弁別反応時間が短くなると予

測される。 
 
 
2. 方法 

 実験参加者 
大学生 24 名（男性 13 名、女性 11 名、平均年齢：

20.17 歳、SD＝1.25）が本実験に参加した。すべて

の参加者は実験の遂行に十分な視力を有していた。

実験参加者の利き手は、23 名が右手であり、1 名は

左手であった（全参加者が利き手で課題を行った）。

なお、課題の達成状況に問題があったため、3 名の

データは分析対象としなかった。 
 
手続き 
 課題では、2 種類の吹き出し内にひらがな・カタ

カナ一文字を組みあわせた刺激を呈示した。試行開

始後、注視点 200ms、ブランク画面 500ms が呈示

された後に、吹き出しと文字を組みあわせた視覚刺

激がランダムで呈示された。参加者は呈示された文

字がひらがなであるか、カタカナであるかを判断し、

テンキー上の 1 または 3 のキーをなるべく早く、か

つ間違えないように押すよう教示された。視覚刺激

はキー反応があるまで、あるいは 2s 経過するまで継

続して呈示された。キー反応が無く 2s 経過した場合

は呈示を打ち切り、強制的に次試行へと移行した。 
 
刺激 
吹き出し刺激には 2 つのカテゴリがあり、直線で

構成された角吹き出しと、曲線で構成された丸吹き

出しがあった（Fig.1 参照）。各カテゴリには 4 個の

吹き出し刺激が含まれており、全部で 8 個の吹き出

しを使用した。吹き出し刺激の大きさは画面上で縦

10 センチ×横 15 センチであった。吹き出し内に呈

示する文字刺激として、ひらがな・カタカナを使用
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した。文字は一文字ずつ吹き出しの中央に配置され

た。なお、「へ」「り」はひらがな・カタカナの弁別

が著しく困難である考えられたため、これらの文字

を除いたひらがな・カタカナ各 46 文字を文字刺激

として使用した。 
使用フォントは游ゴシック Light で、大きさは画

面上で縦 2 センチ×横 2 センチであった。使用する

文字刺激の 1/4 ずつに角吹き出しと丸吹き出し各 1
種を割り当て、課題全体で個別の吹き出し画像が同

回数呈示されるように調整した。 
 本試行の前に、4 回の練習試行を行った。本試行

は 1 ブロック 88 試行で構成され、1 セッション中に

は 3 つのブロックが含まれていた。ブロック間には

30 秒の休憩を設けた。課題全体は 2 セッション、計

528 試行であった。セッション間には 3 分の休憩を

挟んだ。実験全体で 25 分を要した。実験刺激の呈示

にはPC（lenovo 社T440p）、刺激の制御及びデータ

収集にはPresentation 18.1、反応取得にはテンキー

（BUFFALO 社製 BSTK02）を使用した。 

 
図 1 刺激画像の例 

 
 
3. 結果 

得られた全反応時間のうち、誤ったキーを押して

いる試行（エラー試行）および各条件の平均反応時

間から 3SD 以上離れている反応時間を分析対象か

ら除外した。この処理により除外されたデータは全

体の 3.98％であった。 
以下のグラフ(図 2)は、本実験の平均反応時間を示

している。文字種(2)×吹き出し種(2)の二要因分散分

析を行った結果、文字種の主効果(F(1/20)=.59, ns.)
および吹き出し種の主効果(F(1/20)=.96, ns.)は有意

ではなく、交互作用のみが有意であった

(F(1/20)=10.98, p< .005)。そのため Ryan 法による

多重比較を行った結果、角吹き出しにおけるひらが

な・カタカナ間(F(1/40)=5.36, p<.05)、およびカタカ

ナにおける丸吹き出し・角吹き出し間(F(1/40)=8.07, 
p<.01)に有意な差があることがわかった。 
 これらの結果から、カタカナは丸吹き出しよりも角

吹き出しと共に提示した方が、文字分類が速やかに行

われるのに対し、丸吹き出しでは文字との組み合わせ

による差は見られないことがわかった。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

図 2 本実験における各組み合わせの反応時間 
 
 
4. 考察 

本研究では、日本語のひらがな・カタカナと 2 種類

の吹き出しを用いて、日本語における形態象徴の存在

を検討することを目的とした。Westbury(2005)を参考

にした文字の弁別実験を行った結果、ひらがな・カタカ

ナと 2 種類の吹き出しの組み合わせによって一部反応

時間が短くなる現象、つまり文字と形態の適合性が観

察されたといえる。 
本研究においてみられた文字と形態の適合性は、カ

タカナと角吹き出しにおいてのみみられ、丸みを帯び

たひらがなと丸吹き出しの間にはみられなかった。こ

の原因としては、角吹き出しそのものが一般的に「強

調、驚き」といった意味合いを持つものであり、注意を

引きやすいのに対し、丸吹き出しは注意を引きにくい

ため、形態の要素が表れにくかったのではないかと考

えられる。特に本課題では文字と吹き出しの一致性に

ついて明示的に問うものではなかったため、より注意

の効果が表れやすい状態になっていたと考えられる。

文字と形態の関係性について、別の課題を用いて検討

することで、この問題を回避可能であるといえる。 
本研究において一部みられた文字と形態の適合性、

すなわち形態象徴は、個々の文字が持つ曲線や直線と

いった物理的形態特徴が引き起こしたのだろうか。あ

るいは、「ひらがな」「カタカナ」といった文字のカテゴ

リ全体がそれぞれ「丸いイメージ」「角ばったイメージ」

を持っており、このカテゴリに付随するイメージによ
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ってみられるものなのだろうか。この点について検討

するには、個々の文字が持つ物理的形態特徴を捉える

ことが必須となる。小松・中村・鈴木(2014)では、文字

を平面曲線として捉えた上で数式化し、文字の丸みを

定量化する試みを示している[2]。このような、文字の

形態を客観的に扱う知見を援用することで、日本語の

形態象徴がどの認知レベルで起こっているのかが明ら

かになると考える。 
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行為文理解時の運動シミュレーションに動詞の時相が与える影響 1 

Verb aspect influences motor simulation during 

comprehension of action sentences. 
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Abstract 
Recently, numerous studies have investigated 
the relationship between sentence comprehension 
and sensorimotor representation. Such studies 
have shown that action-sentence comprehension 
activates sensory-motor simulation. This study 
investigated whether aspect of verb influences 
sensory-motor simulation. Native Japanese 
speakers judged the sensibility of Japanese 
sentences and responded by either pressing or 
releasing buttons. Stimulus sentences were 
composed of the following four types: sentences 
that referred to hand actions in simple aspect, 
the hand-action-sentences in perfect aspect, 
other sentences that referred to mental actions 
in simple aspect, and the mental-action-
sentences in perfect aspect. A three-way ANOVA 
was conducted in order to determine if verb 
aspect had a significant main effect on 
reaction times, and if there was a significant 
interaction between verb aspect and action. 
When participants comprehended sentences in 
perfect aspect, their responses were faster for 
hand sentences than for mental sentences. 
However, when they read sentences in simple 
aspect, the mental sentences were responded to 
faster. These results indicate that verb aspect 
influences sensory-motor simulation in Japanese 
sentences. 
Keywords ―  aspect, embodiment, sentence 
comprehension, action. 

 

目的 
 人が言語をどのように理解しているのかという問題

は、認知科学の扱う大きな問いである。近年では、言

語理解と知覚運動表象の関係が盛んに研究されてお

り、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られている 

(Barsalou, 1999)。文の理解時に知覚運動表象が活性

化することを示す研究は、MRI実験においても(Aziz-

                                                   

1 本研究は JSPS 科研費 26370635 及び 16H02835 の助成を受けた。 

Zadeh, Iacoboni, & Zaidel, 2006;Aziz-Zadeh, 

Wilson, Rizzolatti, & Iacoboni, 2006; Hauk, 

Johnsrude, & Pulvermüller, 2004)、行動実験におい

ても数多い(Awazu, 2011; Glenberg & Kaschak, 

2002; Scorolli, Borghi, & Glenberg, 2009)。行動

実験では、行為文の有意味性判断をさせると、その文

が意味する行為に含まれる身体動作が促進されるとい

う結果がよく得られる Glenberg & Kaschak, 2002; 平

ら, 2009)。これは、行為文読解時に、文が意味する

行為を実行するときと同じ知覚運動表象を用いて、心

的なシミュレーションが行われることに由来すると考

えられている(Glenberg & Kaschak, 2002)。 

 このシミュレーションは、語の意味概念だけでな

く、文全体の意味や文法も反映している。例えば、否

定文ではまず肯定文がシミュレーションされ、それが

否定されるという 2段階の処理過程を経る(Kaup & 

Lu,2006;Kaup et al., 2007)。また、時相も扱われて

おり、英語母語話者に対する英語文刺激においては、

完了相では反応が促進されないが、進行相では促進さ

れた(Madden & Therriault, 2009; Bergen & 

Wheeler, 2010)。これらの結果は、文中の動詞の意味

概念を表す知覚運動シミュレーションが、否定や時相

などの文法的表現によって変容することを示唆する。

つまり、語の意味概念が、周囲の言語的文脈によって

動的に変化することを示唆する。 

 しかし、知覚運動シミュレーションと文法的差異の

関係を扱った研究は少なく、どのように変化するのか

詳細は不明な点も多い。例えば英語母語話者に対する

英語文を用いた実験でさえ、完了相と進行相を比較し

て完了相は参加者の反応を促進しないことが示された

のみである。行為を完了したというシミュレーション

がされているのか、そもそも完了形ではシミュレーシ

ョンがされていないのかわからない。これは、行為の

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-32

828



実施のみを反応とした実験だけで、行為の完了を反応

とした実験がないためである。 

 本研究の目的は以下の 2つである。1つ目は日本語

において、時相がシミュレーションされているかどう

かを検討することである。ただし、日本語では進行相

（～している）と完了相（～した）では文字数に差が

あり、英語における進行相（is＋-ing）と完了相

(has+-ed)のように文字数が揃わない。そこで、単純

相（～する）と完了相を比較する。なお日本語行為文

単純相で知覚運動シミュレーションが発生すること

は、Awazu(2011) などによって確認されている。2つ

目は、完了相において「動作が完了した」というシミ

ュレーションが発生しているかどうかを検討すること

である。そのため、実験参加者の反応として、単純相

(～する)に対応する反応として「ボタンを押す」こと

を、完了相（～した）に対応する反応として「ボタン

を押し終わる(押していたボタンを離す)」反応を比較

する。反応方法(押す-離す)×文時相(単純相-完了相)

の直交計画で、行動実験を実施する。もし、日本語文

においても時相がシミュレーションされていれば、ボ

タン押し反応は単純相の方が完了相よりも早いことが

予想される。また、行為の完了がシミュレーションさ

れていれば、ボタン離し反応は逆に完了相の方が単純

相よりも早いことが予想される。 

 

方法 

刺激 

日本語の手の行為を表現する文(行為文)60を用意し

た。これを完了相 30文(お金を拾った など）と、単

純相 30文(手すりを握る など）を用意した。また、

具体的な身体動作を伴わない心的行為を表す文も 60

用意した。これを完了相 30文(夢をあきらめた な

ど）と、単純相 30文(約束を守る など）を用意し

た。つまり、具体的行為の有無の 2条件、時相の 2条

件の 4条件について、各 30文を用意した。本実験に

参加しない協力者 21名に対して、これら刺激文の特

性を調査した。その結果、文字数、モーラ数、親密

度、表象性（イメージ性）、自然さにおいて、完了相

間、単純相間、及び行為文間、心的文間で 5%水準のｔ

検定(両側)ですべて有意差がなかった。なお、親密

度、表象性、自然さは全て 7段階評定である。 

また、別にフィラー文として不自然な日本語文を、

単純相 15文、完了相 15文の 30文用意した。各群の

参加者を刺激セット Aと Bの２つにわけ、各刺激セッ

トには完了相行為文 15，単純相行為文 15，完了相心

的文 15，単純相心的文 15，完了相フィラー文 15，単

純相フィラー文 15の計 90刺激を使用した。このう

ち、フィラー文は刺激セット間で同じものであるが、

他の 4条件は刺激セット間で異なった文である。 

 

手続き 

実験参加者として、右利きの日本語話者、20歳前後

の女子大学生 40名を募集し、20名を行為反応群、残

り 20名を完了反応群に配置した。行為反応群とはボ

タンを押すことで反応する群であり、完了反応群とは

押していたボタンを離すことで反応する群である。ま

た各群の 20名を、10名ずつ別の刺激セットに割り振

った。実験協力者は実験開始前に、書面による同意手

続きを行い、利き手に関する質問紙に答えた。 

実験は、実験制御ソフトウエア SuperLab4.5を使用

し、ノート PCで行った。実験本体では、PC画面に表

示される文が自然な文かどうかを判断し、自然な文な

ら左手人差し指で「1」キーを、不自然な文なら右手

人差し指で「￥」キーで答えるよう求めた。実験は全

90刺激文（90試行）であり、4条件各 15の刺激文及

び 30のフィラー文は、すべてランダムな順で呈示さ

れた。30試行ごとに休憩を入れ、実験協力者が任意の

タイミングで実験を再開した。 

 行為反応群では、まず画面に注視点「＋」が呈示さ

れ、参加者が「￥」キーを押すと消えた。その後 2秒

間「＋＋」が呈示され、その間ボタンを押さずに待機

することを求めた。次に刺激文が 1つ呈示され、適切

な日本語文であれば「￥」を、不適切な日本語文であ

れば「1」を、できるだけ早く押すことを求めた。参

加者のボタン押し、または 10秒間無反応で経過する

と刺激文は消え、黒画面となった。黒画面が 1秒間呈

示されたのち、再度「＋」が表示され、次試行へと移

った。 

 完了反応群では、まず画面に注視点「＋」が呈示さ

れ、参加者が「￥」と「1」の両方のキーを押すと、

「＋＋」に変わった。参加者は 2秒間 2つのボタンを

押し続け、もしボタンを離した場合には「＋」に表示

が戻った。2秒経過後、刺激文が 1つ呈示され、適切

な日本語文であれば「￥」を、不適切な日本語文であ

れば「1」を、できるだけ早く離すことを求めた。参

加者のボタン離し、または 10秒間無反応で経過する

と刺激文は消え、黒画面となった。両方のボタンを放
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した状態で黒画面が 1秒間呈示されたら、再度「＋」

が表示され、次試行へと移った。 

 

結果 

各文条件 15文に対する全実験参加者の平均正答数

と標準誤差を図 1に示す。正答数に対して、反応方法

（押す-離す）×時相(単純-完了)×文タイプ(行為文-

心的文)の 3要因分散分析を行った。時相の主効果だ

けが有意であり[F(1,38)=9.24,p<.01]、他の全ての主

効果と交互作用は有意でなかった。完了相の文の正答

数が低かった。 

 

図 1 平均正答数と標準誤差 

 

次に、反応時間の分析を行った。各被験者の有意味

文試行への正反応だけを分析対象とした。さらに、反

応時間が 300ms以下の試行、及び 5000ms以上の試行

も分析から除外した。これらは、文を読解していない

ために反応時間が早い、あるいは逆に読解以外の何ら

かの理由で反応が遅い可能性が高いためである。図 2

に分析対象とした試行における平均反応時間と標準誤

差を示す。 

 

 
図 2 平均反応時間と標準誤差 

 

反応方法×時相×文タイプの 3要因分散分析を行っ

た。時相の主効果[F(1,38)=7.73,p<.01]と文タイプ×

時相の交互作用[F(1,38)=13.26,p<.01]が有意であっ

た。交互作用について対比検定を行ったところ、単純

相（図 2 灰色線）においても完了相（図 2 黒線）

においても心的文と行為文の間に有意差があった

(p<.05)。単純相においては心的文での反応時間が早

く、完了相では行為文への反応時間が早かった。ま

た、心的文の単純相と完了相の間に有意差が見られ、

単純相への反応時間が早かった(p<.01)。他の主効果

と交互作用は有意でなかった。 

 

考察 

本研究の意義は以下の 3点であろう。第一に、日本

語行為文の読解によって、身体動作が影響されること

を追試したことである。この現象は筆者らがすでに確

認しているが、相当に頑健な現象と考えられる

(Awazu,2011; 粟津,2013;粟津ら,2015)。行為文理解

時に、その文が意味する行為の知覚運動シミュレーシ

ョンが発生し、反応時間に影響したと考えられる。 

第二に、日本語文においても、時相が知覚運動シミ

ュレーションに影響することを示した。時相は英語母

語話者に対する英語文提示において、進行相では反応

時間の促進が見られるが完了相では見られないことが

示されていた。本研究は、これらの知見を日本語文の

理解に拡張すると同時に、新たな知見を追加した。 

本研究では、単純相においても完了相においても、

行為文理解が反応時間に影響した。一般に文が意味す

る行為と、回答に用いる反応の方向や効果器が一致す

ると、反応時間が短くなるという現象が、行為・文一

致効果として知られている(Glenberg & Kschak,2002

など)。しかし行為・文一致効果は、読解とボタン押

し反応のタイミングによって、反応を促進すること

も、妨害することも知られている(Borreggine, & 

Kaschak, 2006)。重要なことは、促進にせよ妨害にせ

よ、文の読解によって実行為が影響されるという点で

ある。本研究では、手を使う行為を意味する行為文

と、身体動作を伴わない行為を意味する心的文とで、

反応時間に差がみられた。単純相では心的文、完了相

では行為文の反応時間が有意に短かった。この結果

は、単純相と完了相では、読解時に活性化する知覚運

動シミュ―ションが異なることを示唆している。 

 また、英語文とは異なり、完了相でも反応時間への

影響が見られ、行為文の反応時間が促進された。これ

は英語完了相(have ～ed)と日本語完了相(～た)とい

う言語の違いに由来する可能性がある。日本語には完

了相と過去形の区別がないが、英語では区別があり、

両者を組み合わせた過去完了形(had ～ed)も存在す

る。そのため、日本語文の完了相では行為がいつ終了

したのかが明確でないが、英語文の現在形完了相では
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直前に終了したことが強調されるのかもしれない。日

本語文で「ちょうど」など副詞の影響を検討する必要

があるかもしれない。 

 一方、本研究のオリジナリティは、ボタン押しとボ

タン離しという 2つの反応行為を比較することで、完

了相行為文読解時に活性化する知覚運動表象を検討す

ることであった。しかしこの２つの反応方法には、差

が見られなかった。ネガティブデータであるため詳細

は不明であるが、「ボタンを押した」という完了相で

はなく、「ボタンを離す」という単純相(進行相)の行

為として認識された可能性もある。 

行為を完了した、行為の目標を達成したかどうか

は、行為あるいは行為文の理解に大きな影響を与える

はずである。本研究でも示したように、完了相と単純

相では、文理解時に活性化する運動表象や、発生する

知覚運動シミュレーションが異なる可能性がある。ど

のような差異があるのか、完了をどのように理解して

いるのかについては、今後の研究が必要である。 
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Abstract 
Rapid urbanization and information technology has 

reduced human connection and a sense of regional 

community among local populations around the world. This 

may have led to a decrease in people’s sense of belonging 

and feelings of fellowship toward their neighbors and towns. 

For improving weak human relations and local communities 

loss, we focused on such belfries as temples and churches, 

which have played a role in telling time since ancient days. 

In questionnaire survey, we compared 3 area with 3 kind of 

belfries and showed that participants who lives near belfry 

prefer their local area and hope to live long in their place. In 

psychological experiment, we suggested that the sound 

environment arouses a high-immersion and nostalgia in 

nearly belfries and evening situations, and these criteria lead 

to shared sense of time and sense of belonging toward their 

towns. 
 
Keywords ― local community, sense of belonging，
shared sense of time，nostalgia 

 

1. はじめに 

  本研究では，昨今の急速な産業化・都市化の進展や

情報化社会などに伴い，人と人とのつながりが希薄に

なり，住民相互の信頼関係・人間関係を維持する地域

コミュニティ機能の喪失が起こっている現状

（Fukuyama, 1999）[1] を問題視し，地域コミュニテ

ィを再構築する手段について検討を行った．地域コミ

ュニティは，街に居住する住民同士の信頼関係・規範

によって築かれている（大塚・高木・石井，1996）[2]．

そこで本研究では，地域住民間の仲間意識や街に対す

る帰属意識を向上させることが地域コミュニティの再

構築する手段として有効であると考えた． 

地域コミュニティの回復を実現させるためには，時

間規範の寄与が大きいと考えられる（たとえば，辻，

2008）[3]．そこで本研究では，地域コミュニティにお

ける住民間の帰属意識・仲間意識を向上させるにあた

って，時鐘施設の音環境（例：寺や教会の鐘の音）に

注目した．水口（2012）[3] によると，古代日本では

時間について寺院によって提供される鐘音文化圏と政

府によって提供される鼓鐘音文化圏の 2 つの文化圏が

存在していた．これら 2 つの音の文化圏によって，時

間分節や意識を民衆に広め，国家や法律などの社会的

なルールが，現代のように共通認識されていないこの

時代において，時鐘を告げることが街を治めるための

1 つの手段としていたことが分かる．現代においても，

寺社からの鐘音は地域住民にとっての時間意識を高め

る役割を日常に担っていると考えられる．また，日本

は多神教国家であるため，神田にあるニコライ堂のよ

うにキリスト教徒以外の住民にも教会にある時鐘施設

が日常的に受け入れられている． 

 

2. 先行研究と本研究の目的 

 黒田・松田・楠見・辻（2016）[5] は，世の中で無

数にあふれる音環境について，人工の音環境（例とし

て事故現場におけるサイレン音など）や自然の音環境

（森の情景におけるホトトギスの鳴き声など）と時を

告げる機能を持つ時鐘施設の音環境（寺や教会など）

の 3 つのカテゴリーに分類し，それぞれのカテゴリー

を比較することで時鐘施設の音環境の特性を検討した． 

その結果，時鐘施設の音環境は他の情景の音環境（自

然の音環境や人工の音環境）に比べ，音を聞く人に没

入感の向上を与えることができ，さらに教会よりも寺

における音環境が情景への没入感の向上に強く影響し

ていることを明らかにした．また寺と教会の情景に対

する好意度，親近性の有意差や相関から，寺や教会な

どの音環境に対して感じる「ノスタルジア」や「好意

度」が，没入感の上昇に密接に関わり合っていること

が示された． 

そこで本研究では，時鐘施設の音によって時間を共

有するという共通の行為が，共にその音を聞いた周囲

の人々との仲間意識をより強く高め，この仲間意識の

向上が街や集団に属しているという実感 (帰属意識) 
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を生むのではないかとの仮説を立て，時鐘施設の鐘音

を聞く場所や時間帯が聞き手に与える影響について，

アンケート調査と実験室実験によって検討した． 

 

3. アンケート調査 

調査参加者 時鐘施設に近接する 3 つの地域（千光

寺「驚音楼の鐘」のある広島県尾道市，ザビエル教会

の塔の鐘がある山口市，「元禄の鐘」と呼ばれる時鐘施

設を持つ大分県日田市）に居住する 20 代から 80 代ま

での住人を対象に，「地域における時間意識とコミュニ

ティの調査」という名目で行った．サンプリングにあ

たっては選挙管理委員会に協力を得て行い，計 1800 人

（各地域 600 人）を抽出した．調査用紙を郵送し，467

名の回収を行った（有効回収率 25.8%）． 

調査期間 2013年 2月下旬～3月14日の期間に行っ

た． 

調査用紙 調査は 3 つの大問とそれぞれ 4 つの小問

の，計 15 の設問からなった．問①（複数の研究で扱う

設問を同一調査内でとったため，調査用紙上では問 8

であった）では，「時報として寺院の鐘の音が聞こえる

環境に居住した経験はありますか？」という質問文に

対し，「1. 現在、居住している」，「2. 過去に居住して

いた」，「3. 居住したことはない」，の 3 つから回答を

求めた．そして現在居住している，または過去に居住

していたと回答した参加者のみに対して，寺院の鐘の

音に対する感覚・感情について，「(a) 居住している（し

ていた）街への一体感を感じる」，「(b) その場に居合わ

せた人との一体感を感じる」，「(c) ノスタルジア（懐か

しさ）を感じる」，という経験が参加者自身の経験にど

の程度当てはまるかを，1：そう思う～5：そうは思わ

ない，の 5 段階で評定を求めた．さらに (a) で「1.そ

う思う」，「2.どちらかといえばそう思う」と答えた参

加者には街への一体感を感じた場所について，(b) で「1.

そう思う」，「2.どちらかといえばそう思う」と答えた

参加者には居合わせた人との一体感を感じた場所につ

いて，「1. 寺院の境内」，「2. 寺院の近く」，「3. 自宅」，

「4. 街中」，「5. 自宅以外の屋内」の中から 1 つを選択

するよう求めた．(c) で「1.そう思う」，「2.どちらかと

いえばそう思う」と答えた参加者には，ノスタルジア

（懐かしさ）を感じた時間帯について，「1. 午前中」，

「2. 正午頃」，「3. 昼過ぎ」，「4. 夕方」，「5. 夜間」の

中から 1 つを選択するよう求めた．問②（問 9）では

「時報としての教会の鐘の音」，問③（問 10）では「時

報としてカラクリ時計の音」について，問①と同様の

質問を行った． 

結果と考察 時報として寺院の鐘の音が聞こえる環

境に現在居住している参加者は 233 名で，過去に居住

していたのは 70名であった．教会では現在居住してい

るのが 80 名で過去が 23 名，からくり時計は現在が 25

名で過去が 15名であった．(a) ～ (c) の質問への回答

について，現在居住している住民は寺と教会とで類似

した傾向を示した．およそ 7 割の住民が鐘の音を聞く

ことで街への一体感を，4 割弱の住民がその場に居合

わせた人とも一体感を生じさせていることが分かった．

一方で，過去に居住していた住民は寺の鐘の音へのノ

スタルジア傾向が教会と比較して高く、街や住民への

一体感も高かった．この結果は，教会よりも日本文化

により深く根差した寺社のほうが歴史的ノスタルジア

（Stern, 1992）の影響が強いことによると考える． 

寺や教会の鐘の音を聞いて街への一体感を感じる場

所としては自宅が最も多く，居合わせた人への一体感

を感じる場所は自宅に次いで街中や施設の近くが多か

った．寺は施設の近くと比較して町中が多く，教会は

施設の近くのほうが多かったが，これは寺のほうが教

会に比べて日本の街との文化的な適合性が高いことに

よると考える． 

カラクリ時計は街や居合わせた人への一体感が強く，

その場所は施設の前やその周辺が多い結果となった．

カラクリ時計は寺や教会の音と比べて施設の前で多く

の人と共に聞く機会が多く，同じ時間を共有している

意識が強いためであろう， 

時鐘施設の音を聞いてノスタルジアを感じる時間帯

としては，寺と教会，からくり時計のすべての時鐘施

設で夕方が多い結果であった．幼少期に街の中で夕方

まで遊んだ帰り道に時鐘施設から発せられた鐘の音を

聞いたという共通体験が，ノスタルジー感情の源泉と

なっているかもしれない．また，寺と教会では午前中，

教会とからくり時計では正午頃という回答もある程度

見られているが，前者は朝の礼拝の影響が，後者は正

午の時報の影響があると考える． 

以上より，寺や教会の近くに居住経験のある人は時

を告げる寺鐘の音を聞く際に、ノスタルジアを感じる

傾向が高く、街やそこに住む人々への一体感を強く意

識することが示された． 

 黒田ほか（2016）[5] の先行研究では，時鐘施設の

音環境は高い没入感を聞き手に与えることが示された．

そして，その街にいるという感覚の向上が，街に対す

る帰属意識へ応用できるという可能性が示唆された． 
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図 1 時鐘の聞こえる環境への居住経験ごとの街や住

民への一体感およびノスタルジア経験 

（上段：寺，中断：教会，下段：からくり時計） 

 

図 2 一体感を感じた場所 

 

 

図 3 ノスタルジアを感じた時間帯 

 

先行研究では時鐘施設そのものの画像を実験参加者に

呈示していたが，アンケート調査の結果に基づいて，

実験室実験で時鐘施設以外の情景，つまり街中や自宅

といったあらゆる情景のもとで時鐘施設の音環境が街

や住民との一体感を促進させることを示すことが出来

れば，時鐘施設の音環境が地域コミュニティの再構築

に大きく貢献できる可能性をより強く主張できる． 

 

4. 実験室実験 

要因計画 独立変数として，時鐘施設の音条件（寺

の音条件，教会の音条件）と仮想場面の音環境に写る

場所条件操作 3 水準（施設の近く，街中，自宅），情景

画像から感じられる時間帯条件 3 水準（午前中，夕方，

夜）の 3 つを操作した．施設条件と場所条件，時間帯

条件はいずれも参加者内要因であった． 

実験参加者 視力，聴力の健全な大学生 21 名（男性
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13 名，女性 8 名，平均年齢 22.3 歳，年齢範囲 20 歳～

26 歳)が実験に参加した． 

実験材料 情景画像刺激の場所操作，時間操作を行

うために，情景画像刺激 15 枚（内訳は施設近くの情景

画像 6 枚，民家の室内画像 6 枚，街中の画像 3 枚）を

使用した．また，情景画像から感じられる時間帯を 3

段階（午前中，夕方，夜）に分けた．民家の室内画像

については，日本の住宅は和洋折衷様々あり一概に自

宅と言っても様々な建築様式が存在する（水内 12））．

このことから，和風の自宅と洋風の自宅を朝・夕方・

夜と 3 枚ずつ使用した．また，黒田ほか（2014）[5] の

先行研究と同様に，現実に極力近い仮想場面を作りだ

すためにヘッドマウントディスプレイ（SONY Personal 

3D Viewer HMZ-T2）により画像を呈示し，また刺激以

外の聴覚情報に影響されないように，ノイズキャンセ

リングイヤホン（BOSE QC20i）を使用した． 

手続き 黒田ほか（2014）[5] の先行研究と同様の実

験環境下で行った．最初にどのような情景かを説明す

る画像が 3 秒間呈示された後に，刺激画像と音源を同

時に呈示された．呈示時間は音源に合わせたため，寺

鐘が 10.9 秒，教会が 11.2 秒であった．その後，評定画

面が呈示され，その間に参加者には呈示された音源と

画像に対して，情景に対する「没入感」，「親近性」，「帰

属意識」，「懐かしさ」，「時間の共有感」を 7 件法で評

価するよう求めた．なお，参加者が音刺激に接触する

際に参加者が共に時鐘施設の時を告げる音を聞いてい

るという目的が同じであることを極力統一するために

（たとえば，単なる鐘の音と認識しないように），時鐘

施設の鐘音が時報機能を持つということを参加者には

事前に説明した． 

結果と考察 得られた結果（図 4）について分析を行

ったところ，没入感・帰属意識・時間共有感の印象評

価について場所条件で有意な主効果が得られた (Fs 

(2,40) = 12.76, 3.90, 9.82, ps < .01)．また，街中や自宅に

比べて，施設近くにおいて時鐘施設の音環境への没入

感・帰属意識・時間共有感の印象評価がもっとも高く，

95%信頼区間においても中央値 4を唯一上回っていた．

これは，実験参加者が時鐘施設の音環境は施設近くに

おいて，仮想場面に高い没入感や帰属意識，時間共有

感を感じたといえる．さらに，施設近くにおける各評

定値間の相関を見たところ，帰属意識と時間共有感と

の間に有意な正の相関が見られた（r = .41）．つまり，

情景に写る街にいる人々との時間共有感の向上が，そ

の街に街や集団に属しているという実感（帰属意識）

を生むことに繋がることが示唆される．一方で，没入

感・帰属意識・時間共有感の印象評価について「時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 夕方×場所条件における各評定値 

エラーバーは 95%信頼区間 

 

条件×場所条件」の有意な交互作用が認められた（Fs 

(4,80) = 3.53, 3.12, 3.45, ps < .01）．施設近くの時間条件の

主効果について単純主効果検定を行ったところ，施設

近くでは全ての評定値（没入感・親近性・帰属意識・

懐かしさ・時間共有感）において，時間条件の効果が

有意であった（ps < .01）．そこで，施設近くにおける時

間帯の効果を検討するために，没入感・帰属意識・時

間共有感の評定値に注目したところ，施設近くにおい

ては夕方の時間帯に全ての評定値が高く，95%信頼区

間においても中央値 4 を唯一上回っていた．そこで，

施設近くの夕方における各評定値間の相関を見たとこ

ろ，帰属意識と時間共有感との間に有意な正の相関が

見られた（r = .60）．これは，実験参加者が時鐘施設近

くおいて，夕方に高い没入感・帰属意識・時間共有感

を感じたといえる．さらに，夕方における場所条件（施

設近く・街中・自宅）で結果を見た場合にはどのよう

な印象評価の違いが見られるかを検討するために，夕

方の時間条件の主効果について単純主効果検定を行っ

たところ，夕方には全ての評定値において，場所条件

の効果が有意であった（ps < .01）．没入感・帰属意識・

時間共有感の評定値において 95%信頼区間が中央値 4

を上回っていたのは，夕方の時間帯における施設近く

と街中であった．実験参加者は夕方の時間帯における

時鐘施設近くと街中で，仮想場面に高い没入感・帰属

意識・時間共有感を感じたといえる．夕方の時間帯に

おける施設近くと街中の各評定値間の相関をそれぞれ

見たところ，共に帰属意識と時間共有感との間に有意

な正の相関が見られた（rs = .60, .67）．つまり，夕方の

時間帯における施設近くと街中においては，情景に写

る街の人々と時間を共有している感覚を抱き，時間共

有感の向上によりその街に街や集団に属しているとい

う帰属意識を生むことに繋がる． 

続いて，音環境への没入感の高さが親しみやノスタ

ルジアなどの肯定的な印象を感じさせるかについて検

証を行うために，没入感・親近性・懐かしさの評定値
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に注目した．するとそれらの評定値全てが没入感との

間に有意な正の相関が見られた（rs = .93, .44）．音環境

に対する没入感が上昇すると，親近性，帰属意識，懐

かしさ，時間共有感も同様に上昇することを示してお

り，没入感の高さが音環境への親しみやノスタルジア

を感じさせることだけでなく，その街に居合わせた感

覚（所属している感覚）である帰属意識や時間を街の

人と共有している感覚である時間共有感もまた上昇す

ることが推測された．時鐘施設の音環境は，近隣住民

にとって時を告げる寺鐘の音を聞く際にノスタルジア

を感じさせる傾向が高く，街や住民への一体感を強化

するという黒田ほか（2016）[5] の先行研究および本研

究のアンケート調査の報告と整合性のある傾向を示し

ている． 

 

5. まとめ 

 本研究では，時鐘施設（寺や教会など）の音環境特

性に注目した．時鐘施設の近隣に居住する住民を対象

としたアンケート調査と，仮想場面における場所や時

間帯を操作する実験室実験を行うことで，時鐘施設の

音環境が聴き手に及ぼす印象評価を明らかにした．そ

して，この結果をもとに近年喪失しつつある地域コミ

ュニティの再構築に向けた提案を行った． 

アンケート結果から，寺や教会の近隣に現在居住し

ている、あるいは過去に居住していた住民は，鐘の音

を聞くことで街への一体感を感じていることが示され，

それを感じる場所は自宅が多かった．居合わせた人へ

の一体感を感じる場所は，自宅に次いで街中が多かっ

た．カラクリ時計によって街や居合わせた人と一体感

を感じるのは施設の前やその周辺が多かった．また，

時鐘施設の音を聞いてノスタルジアを感じる時間帯は

夕方が多い結果となった． 

 実験室実験の結果から，音環境への没入感の高さが

親しみやノスタルジアなどの肯定的な印象を感じさせ

ることを示した先行研究（黒田ほか，2016）[5] と同

様の結果が得られた．さらに，時鐘施設の音環境につ

いて帰属意識と没入感との間に有意な正の相関が見ら

れ，街や集団への帰属意識が高まることで，その場に

あたかも居合わせた感覚である没入感の向上に繋がる

という結果が示された．また，時鐘施設の音環境によ

って時間を共有するという共通の行為が，共にその音

を聞いた周囲の人々との仲間意識をより強く高め，こ

の仲間意識の向上が街や集団に属しているという実感

(帰属意識)を生むことに繋がる，という本研究の仮説

については，夕方の時間帯や時鐘施設近くで示された．

特に，夕方における施設近くや街中における寺の音環

境において，その傾向は顕著であった． 

 本研究によって，寺町寺院群などの地域コミュニテ

ィにおいては，時鐘施設の音環境の存在意義を示し，

地域コミュニティを再構築できる可能性について提案

できたといえる。現在，環境省の認定する「残したい

“日本の音風景 100選”」のように，寺町に鐘の音を残

そうという運動が住民の間で行われている（土田・中

村・中谷，2002）[7]．景観地区・美観地区に代表され

る伝統的建造物保存制度では寺町寺院群の保存に努め

る制度は存在しているが，その制度によって保存され

る選定基準には，街並みの景観や建造物に重点が置か

れている（岩井，2007）[8]．寺町寺院群の街並みにお

ける景観の魅力は，本来視覚だけでなく聴覚などの知

覚全体で捉えているものではなかろうか．サウンドス

ケープ論の視点（大塚ほか，1996）[2] から寺町寺院

群の景観をみると，寺鐘の音環境全体を音風景として

捉えることができる．寺町寺院群の街並みや景観の保

存をするにあたって，音環境の保全ということにも目

が向けられるべきであろう． 

また，今後の研究では寺町寺院群などのごく限られ

た時鐘施設だけでなく，他にも様々な時報機能を持つ

音環境（たとえば，駅のホームの発着音や学校チャイ

ムなど）についても今後同様に検討していくことで，

より広範囲の地域コミュニティ再構築への応用につな

がるのではないかと考えている。 
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Abstract
In this study we investigate identification of agency

in interaction with sound. Nineteen pairs partici-

pated our experiment and they performed two tasks.

In the task 1, one of them can’t hear sounds by other

of them. In the task 2, they can hear sounds by each

other. The results of experiment, there was no signif-

icant between identification of agency in task 1 and

those in task 2. We also compared their behavior be-

tween tasks and found that the number of copy-chunk

and melody chunk in task 2 tend to have more than

those in task 1.

Keywords — Identification of Agency, Inter-

action with Sound, HAI

1. 背景と目的
本研究では，音のインタラクションにおけるエー

ジェンシー認知の誘発要因について検討する．エー
ジェンシー認知の誘発要因を探る研究として竹内・
中田 (2013)は，どのような振る舞いがエージェン
シー認知に繋がるのかを検討した．この研究では，
画面上に敷き詰められたボタンを押すことで色が
反転するソフトを介して一方がもう一方に対して
エージェンシー認知をするかどうかを検討した．
しかし操作の際，一方に「機械的に振舞う，人間
的に振舞う」という条件を課しており,この条件は
参加者にとって実際に振舞うことが難しい条件で
あったと考えられる．竹内らの研究の結果を踏ま
え，石川 (2014)は，実験条件を「人らしく振舞う」
から「意図を伝えるために振舞う」に変更した．
石川の実験では，宝集めゲームを使用した．マス
目上には宝と炎があり,炎のマスはドライバーの
画面には表示されないようになっている．課題設
定は，ナビゲーターに宝をあつめるように，ドラ
イバーにはナビゲーターが炎を踏まないよう誘導
するよう伝えるものであった．
竹内らの実験では2者間での相互的な環境への

働きかけとその結果の状態だけの手掛かりが与

えられれば，自分の振る舞いに対する相手の反応
の特徴に基づいて推定することが可能であること
が明らかになった．しかしながら「人らしく振舞
う」という条件が人にとって自然でない可能性が
考えられる．また石川の研究では実験における振
る舞いの条件を「人らしく振舞う」から「意図を
伝えるために振舞う」に変更したが，実験ソフト
がゲーム調で参加者が意図を感じる余裕のない環
境になっていた．本研究では，これら先行研究の
課題を踏まえ，実験方法を改良した検討を行う．
また，先行研究では，視覚的なインタラクショ

ンにおけるエージェンシー認知について検討して
いるのに対し，本研究では，音によるインタラク
ションを対象としている．具体的には，相互に音
を鳴らすことが出来る実験システムを作成し，視
覚的なインタラクションの場合と同様にエージェ
ンシー認知が誘発されるのかどうか，また誘発要
因に聴覚情報特有の特徴があるのかを調べる．本
報告では，相互に音を鳴らすことができる実験シ
ステムを使った予備実験の結果について報告する．

2. 実験システム
25個のボタンをマウスでクリックすると楽

器の音が流れる実験システムを開発した．実
験システムの画面を図 1に示す．各ボタンを
マウスでクリックすると 2～3秒間それぞれ異

図 1 認知者の課題1画面
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図 2 課題1の状況

図 3 課題2の状況

なる楽器の音が流れる．使用した楽器の音
は，インターネット上のフリー素材サイトSam-

pleSwap(http://sampleswap.org/) から得たもので
ある．2 台の実験システムはサーバーに接続して
おり，互いが鳴らした音が聞こえる仕組みになっ
ている．サーバーは，各システムで押されたボタ
ンをログとして書き込むようになっている．

3. 予備実験
3.1 実験参加者
愛知教育大学の学部生及び院生38 名がアルバ

イトとして実験に参加した．実験参加者は全て教
育学部の学生であり，またその専攻教科は多様で
あった．

3.2 実験デザイン
実験は，意図なし(課題1) と意図あり(課題2) の

順で実施した．実験は2 人組で実施し，参加者は，
相手に意図を伝える(伝えない)側である，エージェ
ンシー認知誘発者と，相手の意図を認知するエー
ジェンシー認知者にランダムに割り当てた．各課
題について説明する．

3.3 課題
課題1の状況を図2に示す．課題1は，意図なし

の条件であった．エージェンシー認知誘発者(認知
誘発者)は自分の音しか聞こえていない状態で自
由に演奏を行った．エージェンシー認知者(認知者)

は，自分の音と認知誘発者の音が聞こえていた．
どちらに対しても，実験課題として自由に音を鳴
らすように指示した．
課題2の状況を図3に示す．課題2は，意図ありの

条件であり，認知誘発者にも自身の音に加え，認
知者の音も聞こえるようにし，実験課題として，
誘発者の鳴らす音に合わせて音を鳴らすよう指示
する．認知者は課題1と同様の状況，指示で実施
した．課題1と課題2を比較し，認知者が認知誘発
者の音を聞いて，自分の音と合わせているという
意図を感じるかどうかでエージェンシー認知が行
われているかどうかを判断する．

3.4 手続き
実験は2名一組で行った．実験の流れを説明し，

実験プログラムを実施した．実験プログラムを終
了した参加者から順番にアンケートを記入しても
らい，回収後にデブリーフィングを行い実験を終
了した．

3.5 アンケート
アンケートは実験後にWebサイトを利用して

行った．認知誘発者と認知者でそれぞれ異なる設
問を用意した．
認知誘発者については，性別，課題1において演

奏するにあたって何を意識したか，課題2において
(1)相手と協力して演奏するにあたって何か伝えよ
うとしたか，(2)どんなことを伝えようとしたか，
(3)どのように伝えようとしたか，(4)相手にどの
程度伝わったと思うか，課題1と2両方について何
か気づいたことがあるかを尋ねた．
認知者については，性別，課題1と課題2につい

てそれぞれ，(1)聞こえた音に対する印象(25の形
容詞対)，(2)相手に何か意図があるのを感じたか，
(3)どんな意図を感じたか，(4)相手のどんな特徴
から意図を感じたか，課題1と2両方について何か
気づいたことがあるかを尋ねた．

4. 予備実験の結果
誘発者の意図あり・なしの条件による違いを検討

するため，システムログとアンケートデータの分
析を行った．分析結果を表1に示す．クリック数に
ついて，課題を参加者内要因，認知者・誘発者を参
加者間要因とする2要因混合分散分析を行った．分
析の結果，交互作用が有意であったが，単純主効果
に有意な差がみられなかった(F (1,28)=5.43,p<.05)．
次に，互いに音を真似るコピーチャンク,決まっ
た音を鳴らしあってメロディーを奏であうメロデ
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表 1 課題1と課題2の分析結果
課題1 課題2

分析データ 平均 標準偏差 平均 標準偏差
認知者のクリック数 378 212 420 230

誘発者のクリック数 446 197 338 179

コピーチャンク 9.6 4.9 12 5.2 +

メロディーチャンク 1.5 2 4.5 5.1 *

認知者の意図感受度 2.3 1.2 2.8 1.2 ns

ns:p>10 +:p<0.1 *:p<0.05 **:p<.01

ィーチャンクの出現数について課題を要因とする
1要因参加者内分散分析を行った結果，コピーチャ
ンクの出現数は課題1より課題2の方が多い傾向
にあり (F (1,14)=3.52,p <.10),メロディーチャンク
出現数は課題 1より課題 2の方が有意に多かった
(F (1,14)=5.16,p <.05)．課題1と課題2でそれぞれ
認知者が何かしら意図を感じたかどうかの程度を
表した意図感受度については，課題間で有意な差
はみられなかった．

5. 予備実験の考察
認知者のアンケートで課題1と課題2でそれぞれ

何かしら意図を感じることができたか，を5段階
評価で答えてもらったが，2つの実験間で有意な差
はみられなかった．この原因としては誘発者と認
知者の音の種類を同じものにしてしまったため，
他者による音を認識できなかったという点，ボタ
ンに音の名称の表示がなく,参加者が鳴らしたいと
思った音を瞬時に鳴らすことができなかったとい
う点が考えられる．また，平均値で比較すると課
題1よりも課題2の方が認知者が意図を強く感じて
いたことや，課題1と比較して課題2の方がコピー
チャンクやメロディーチャンクが有意に多かったこ
とから，参加者数が少なく十分にデータをとるこ
とができことも原因して考えられる．実験のログ
を分析した結果として，誘発者の総クリック数が
意図を伝えない場合と比較して意図を伝える場合
の方が有意に少なかった．これは誘発者が認知者
の音と合わせて演奏することを考慮し,一方的に
音を連打するなどの無駄な行為が控えられたから
と考えられる．今回の実験では，明確なエージェ
ンシー認知の誘発要因を探ることができなかった
が，誘発者による行動の違いが見られたことから，
それらが音のインタラクションによるエージェン
シー認知の要因となる可能性が示唆された.

6. おわりに
今回は聴覚情報によるインタラクション環境で

エージェンシー認知の要因となりうる特性として,

意図を伝えない時よりも意図を伝える時の方が音
を鳴らす回数が少なくなる．相手の音を真似した
り，真似するよう示唆する．相手の音に対して特
定の音を鳴らし，メロディーを奏でる．といった
行動を探ることができた．今後は，予備実験の結
果を踏まえて実験システムを改善し，本実験を実
施する．

参考文献
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気分誘導を目的としたネガティブ曲・ポジティブ曲の作成と 

その効果に関する試行的検討 
Scoring for the mood induction and a trial study of the effects 
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Abstract 
This article tries to make sure what characteristics of music 

induce people's feelings, and actually those characteristics 
can bring the objective  mood  using  pieces of music 
that are scored by the researchers. In a pilot study, two pieces 
of music, one for inducing a positive mood and the another 
for a negative mood, are composed. 10 university students 
answered the AVSM questionnaire (Taniguchi, 1995). The 
result shows that they are, on target, a positive mood music 
and a negative mood music. Then two pieces of music are 
added and 64 university students listened to them and 
evaluate them with AVSM and MMS(Terasaki, Kishimoto, 
& Koga, 1992). Then, it shows that those small pieces can 
take people into the on-target  mood.  
 
Keywords ― musics for the mood induction, positive 
feelings, negative feelings, Cognitive Science 
 
1. はじめに 

  感情が認知活動に及ぼす影響を検討するために、音

楽によって気分誘導を行うことがあるが、既存の曲が

用いられることが多く(例として、谷口,1991 など)、そ

のような場合、実験参加者が意図的・意識的に聞き覚

えはなくとも、無意図的・無意識的に聞いたことがあ

り、そのことが実験結果になんらかの影響を与えてい

る可能性を除外しにくい。実験ごとに新しく作曲すれ

ば問題は解決できるが、そのためには、まず始めに、

感情誘導を行うために必要な作曲条件を明らかにし、

またその条件を満たした曲によって実際に誘導が行え

ることを実証的に確認する必要があろう。 
  本研究では、まず、音楽の主要な要素を、谷口(1996)
や石宮(2012)に基づき、「調」「音高」「和音」「リズム」

「旋律」の 5 つであるとした。その上で、先行研究並

びに経験則からポジティブ感情が誘導されるであろう

明るい曲、ネガティブ感情が誘導されるであろう暗い

曲を作成するための条件を設定し、条件を満たす曲を

作成した上で、その曲の感情価の特徴をAVSM(谷
口,1995)で測定し、また実験参加者の感情価が変化し

たかどうかをMMS(寺崎・岸本・古賀,1992)で確認す

ることとした。 

 
2. 予備実験 

 まず、「調」「音高」「和音」「リズム」「旋律」などの

各要素の条件の設定と、設定に基づいて作成した曲が

明るい曲や暗い曲となるか、確認を行った。 
調査参加者:大学生 10 名。 
作成された曲: 明るい曲 P1(付録 1 参照)の特徴は以下

であった。「調」はハ長調で、「音高」は中央ハから 2
オクターブ上のハ音までを使用して「旋律」は低い音

から高い音へと上昇する音の並びを多用した。「リズム」

に関してはテンポは 120 と軽快ではやかった。 
 暗い曲N1(付録2参照)は、次のような特徴があった。

「調」は嬰ハ短調で、「音高」は中央ハから 2 オクター

ブしたまでのハ音までを使用し「旋律」として高い音

から低い音まで下降する音の並びを多用した。「リズム」

はテンポは 80 と鈍重でおそかった。 
 いずれの曲も、「和音」については協和音とした。 
調査材料:上述の曲 2 曲と、音楽の感情価測定尺度であ

る AVSM(谷口,1995)を用いた。AVSM では、「高揚」

「親和」「強さ」「軽さ」「荘重」の 5 因子が測定された。 
手続き:まず AVSM と回答方法が印刷された用紙を渡

し、説明を行った。その後P1 かN1 のいずれかの音楽

を最初から最後まで聞かせ、その後回答を求めた。 
結果と考察 
 AVSM の各項目について、P1 とN1 の平均値を t 検
定で比較したところ、「高揚」「親和」「軽さ」はP1 の

方が N1 より得点が高く(t(8)=3.79, p<.01; t(8)=2.45, 
p<.05; t(8)=2.15, p<.10)、「強さ」「荘重」においては

N1 が P1 より得点が高かった (t(8)=2.96, p<.05; 
t(8)=3.00, p<.05)。先述の条件で明るい曲と暗い曲の作

成が可能であると判断し、同条件を満たす新たな 2 曲

作成し、設定の条件を満たす音楽を用いることで気分

誘導が可能であるか、本調査を実施することとした。 
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3. 調査 

 予備調査の結果を踏まえ、類似条件下で各 1 曲ず

つ追加で作曲を行い、明るい曲 2 曲、暗い曲 2 曲を

用いて、ポジティブ気分やネガティブ気分が誘導さ

れるか確認した。 
3.1. 調査参加者 

予備調査に参加していない大学生 64 名。 
3.2. 使用曲 

予備調査で用いた P1,N1。さらに、それぞれに次の

ような特徴を追加し、ポジティブ曲の新曲として P2,
ネガティブ曲としてN2を作曲し、計4曲を用いた。 
P2 は、P1 と同様の特徴に追加して、八分音符と八

分休符を導入し、スタッカートを用いることでリズ

ム感と「軽さ」を増すことを目指した。N2 では、

N1 と同様の特徴に追加して、不協和音を導入し、

「リズム」要素として全音符を多用した。 
3.3. 材料 

予備調査同様、曲自体への感情価測定には AVSM、

参加者の気分測定に MMS(寺崎・岸本・古賀,1992)
を用いた。MMS は、「抑うつ・不安」「敵意」「倦怠」

「活動的快」「非活動的快」「親和」「集中」「驚愕」の

8 因子が測定されるものであった。 
3.4. 手続き 

まず、MMS を配布し気分状態をプレ調査として測

定した後、P1,N1,P2,N2 のいずれか一曲を聞かせ、

AVSM の評定を実施した。その後、該当の曲を繰り

返し流しながら、感情価が中立の単語についての感

情評定を求めた。最後に、MMS を再度アフター調

査として実施して気分が誘導されているか確認した。 
3.5. 結果と考察 

AVSM の結果(音楽の印象評定) 
図1に、P群(P1,P2)とN群(N1,N2)の各曲について、

AVSM の下位尺度 5 種類の平均得点を示した。尺度

ごとに一要因分散分析を行ったところ、「高揚」尺度

に つ い て 統 計 的 に 有 意 な 差 が 示 さ れ た

(F(3,60)=65.28, p<.01)。HSD 法による下位検定の

結果、P 群の曲は N 群の曲より得点が高かった

(MSe=0.46, p<.05)。「親和」尺度についても統計的

に有意であり(F(3,60)=11.08, p<.01)、P 群の曲は N
群より得点が高かった(MSe=0.61, p<.05)。「強さ」

尺度についても統計的に有意であり(F(3,60)=3.35, 
p<.05)、N2 が P2 より得点が高かった(MSe=0.39, 
p<.05)。「軽さ」尺度についても統計的に有意であり

(F(3,60)=24.95, p<.01)、P 群の曲は N 群より得点が

高かった(MSe=0.43, p<.05)。「荘重」尺度について

も統計的に有意であり(F(3,60)=9.73, p<.01)、N 群

の曲はP群より得点が高かった(MSe=0.62, p<.05)。 
つまり、P 群(P1,P2)は気分を盛り上げ軽やかなポジ

ティブな曲であり、N 群(N1,N2)は力強く荘重なネ

ガティブな曲であることが確認された。 
MMS の結果(音楽聴取前後の気分変化) 
図 2 には、P 群(P1,P2)の曲を聴く前後における

MMS 得点による気分変化の平均得点を示した。音

楽聴取前後における、MMS による気分状態の変化

を分析したところ、P 群の曲を聴く前より聴いた後

の方が、「抑うつ・不安」得点や「倦怠」得点、「驚

 
図 1 P1,P2,N1,N2 の各曲に関するAVSM の 5 種類の下位尺度における平均値 

(エラーバーは SD) 
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愕」得点が低下し(t(31)=2.79, p<.01; t(31)=2.36, 
p<.05; t(31)=2.98, p<.01)「非活動的快」得点が上昇

していること(t(31)=2.98, p<.01)が示された。 
図 3 には、N 群(N1,N2)の曲を聴く前後における

MMS 得点による気分変化の平均得点を示した。N
群においては、「活動的快」得点や「非活動的快」得

点、「親和」得点の低下が示された(t(31)=5.70, p<.01; 
t(31)=1.89, p<.10; t(31)=2.41, p<.05)。つまり、P 群

の曲は不安やだるさを軽減し、リラックス状態を導

き、N 群の曲は居心地の悪い不快感情を誘導したと

考えられる。 

 今後、同一作曲条件下の曲数の増加、各音楽要素

の系統的操作により、気分誘導を行うための作曲条

件をより明確にすることを目指したい。 
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図 3 N 群(N1,N2)の曲に音楽聴取前と聴取後に関する気分評定MSS の平均値(エラーバーは SD) 

 
図 2 P 群(P1,P2)の曲に音楽聴取前と聴取後に関する気分評定MSS の平均値(エラーバーは SD) 
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Abstract 
People tend to feel there is intention behind some event. 
Some people feel that supernatural intent. Idol in the shape 
of God, might have been artificial agent that feel the 
intention of God to the people. Idol suppress fraud in the 
population of the people instead of God, and was monitoring 
agent, such as to increase the pro-social behavior. We  
examined the differences in the results of the 
work instructions by Buddhist statues and robot  
in dictator game. The results of the 
pre-experiment, robot group was distributed 
fairly, but the Buddhist statue group were people 
who were divided more than myself to pair. And, 
we asked a point that was emphasized at the time 
of distribution. Then, those who do not expect the 
indirect reciprocity has been found in many 
Buddhist statue group. 
 
Keywords ― HAI， Interaction， Priming， Religion 
 

1. はじめに	
	 本研究では偶像エージェントによる働きかけ（啓

示）が人の利他的行動を引き出せるかどうかを調べ

ることによって， エージェントが神の機能を代替可
能であるかどうかを検討する．偶像は見た目が特徴

的なものが多く，その装飾も細かい説明が用意され

ていることから，神を感じさせるためには外観が重

要な要因となることが考えられる． 
	 そこで本研究では外観を独立変数とし，向社会的

な利他行動が発生するか否かを従属変数とする．こ

れまでの研究で，人は利益分配場面で社会的つなが

りが感じられない相手には平等に分配しない傾向が

ある．そして低い利益を受けた方は攻撃的な感情が

湧き，争いを引き起こすこともあった．また，相手

の外観によってインタラクションする対象として見

るか否かは，対象に意図を感じるなど心を読み取れ

るかが影響していることがわかっている． 
	 一方，2.1 で詳しく述べるが神や宗教に関する言
葉によるプライミングが向社会的行動に影響するこ

ともわかっている．そこで，文字ではなく仏像など

神の代役として利用されてきた造形物をエージェン

トにし，同様の効果が得られるかどうかを検討する．

そして今後の社会システムの調整役に必要な要素を

特定するため，どういった外観が適切か２種類の形

状のエージェント(メカニカルなロボット，標準的な
和製仏像)を使って調査を行う． 

 
2. 神という規範監視システム	
	 人は身の回りに変化が起こると心的原因に基づいた

ものであると理解しようとする認知的性質がある．そ

れは対人だけでなく人工物に対しても意図帰属を行っ

ている[1]．複雑な物はもちろん，単純な図形や動きか
らも人は意図を読み取る傾向を備えている．そのため

人が関与しない出来事について，人のような意図を持

ってやったことのようにみなすことがある．さらには

我々を取り巻いている環境も思考し，意図をもつと考

え，その背後に常に知的な何かが存在すると考える傾

向もみられる．これは宗教における精霊や超自然的行

為者に関係しているといわれており[2]．そして神学的
な教育を受けていない５歳以下の子どもたちが，「世界

のすべてをお見通しである全知全能の存在」の話を受

け入れやすく，信じている可能性が調査によって示さ

れている [3]． 
	 それでは，なぜ我々人間はそういったものを存在と

して受け入れ，場合によっては誇大化してきたのだろ

うか．	  
 「世界のすべてをお見通しである全知全能の存在」
は一般的には「神」と呼ばれることが多いだろう．

「神」の役割のひとつとして，集団の構成員が所属

する組織を結束させる機能があるという考えがある．

人数が増えた組織内で信頼関係を築くには，構成員

全員の評価をいちいちしていたのでは効率が悪い．

信頼できる第三者による「評判」を頼りに信頼でき

るかどうか評価していたとしても，さらに大人数の

組織ではその「評判」を聞きまわって 新の状態に

しておくには限界がある．そこで，「神」という人間

社会の規範的な行動の監視役を作り出し，非規範的

な行動を抑止する機能をもたせたと考えられている．

特に「罰する神」の概念は、外部の脅威へ警戒を示
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し，内部で出現するフリーライダーの抑制に役立っ

てきたと考えられる[4]．「神」は暖かく人を愛する
存在ではなく，もともとは恐怖感を利用して公平さ

を欠く不届き者を律し，調整する役であったのだろ

う．神に対して「負（罰する神）」のイメージを強く

持っていると不正行為が起きにくくなることや，地

獄の信念を持つ文化圏ほど犯罪率も低いという調査

もある[5]． 
	 こういったことから，神はすべてを見通し組織全

体の公平性を保つことで構成員に間接的利益を与え，

結束力を高めてきたと考えられる． 
 
2.1. 神と向社会性行動との関連性	
	「神」が規範的監視を行っていると認識した場合，

人はどういった意思決定と行動をするだろうか．「負

（罰する神）」の効果の他に，「神」やその位置付け

を明文化してきた「宗教」は人の向社会性を引き出

すという仮説が宗教の教義はもちろん宗教心理学研

究などで提案されてきた． 
	 その検証の一つとしてプライミング効果による実

験がキリスト教圏を中心に行われてきている[6][7]．
これは，神や宗教に関係する文字を使ったプライム

が提示された後に利益分配をしてもらうと，他者へ

の配分がそれ以外のニュートラルプライムより増え

たという結果が得られている．つまり向社会的行動

を選択するという効果が実験参加者に見られた． 
	 しかし，現在社会には神はいないとする「無神論

者」も多くいる．この実験参加者のうち「無神論者」

は向社会的行動が低かった．しかし，宗教プライム

ではない裁判や契約といった言葉を使った現代社会

の公平さを担う「世俗（宗教外の社会規範）」プライ

ムについて，信仰がある参加者にとっての宗教プラ

イムと同様の効果が得られた．従って，「神」の役割

は「世俗」にシフトしてきている可能性がある． 
	 また， 近ではインターネット上で不正を暴き許

さない姿勢をとるなどの公平性を保つようなやりと

りもみられる．こういった状況を表す新しい用語と

して「coveillance(インターネット上での相互監視)」
といった言葉も生まれていることから，「神」の役割

はこれらの他の媒体にシフトする時期を迎えている

可能性も高い． 
 
2.2. 神が原因帰属に与える影響	
	 「神」の役割が他の概念や媒体にシフトしたとし

て，全てを取って代わることができるだろうか．人

は「神」が行ったとする罰について理不尽を感じる

と予想するが，原因が「神」にあることで収まって

きた．その状況は何をもたらしてきたのだろうか． 
	 人は起こった現象を心的要因であるものと認識す

る場合もあるが，行為者（内的）と環境（外的）の

原因があったかによってその扱いが異なってくる．

原因帰属は潜在的なプライミングが意識的処理に影

響した結果であるそこで超自然存在（すなわち、神）

のプライミングによって人が内的・外的帰属どちら

を感じやすくなるかの影響を調べた結果，神でプラ

イミングされたとき，信者のみに限り自己帰属が減

少した[8]．そしてこの実験では，自己帰属は、特定
のエージェントの閾下プライミングによって影響さ

れる可能性が示されている．つまりエージェントに

対する人の信念がどちらに帰属するかが影響するの

である． 
	 特に神についてよく考える者（信仰のある者）は

自分の行為を外的な主体に帰属しやすいとされてい

る．そのため「神」が行っているとされてきた監視

や罰などの現象は，自分に原因があると考える自己

帰属の面もあるかもしれないが，抗えない状況に陥

った場合は「神」という外的な帰属として分類され

るだろう．ライフイベントを「意図を持った何かの

力」のせいと考え，「この苦しみは神の試練である」

などといったように捉えるのである． 
 こういった外的帰属の傾向はどんな利点があるの
だろうか．例えば，不満を他者にぶつけることなく

我慢して収めることで，集団内の諍いを減少させて

いる可能性があるだろう．さらに前向きに捉えると，

こういった苦しい状況を耐えるだけでなく，「神」を

心の支えにして改善しようと問題解決に取り組む可

能性もある．そうであるとしたら，単に不正を抑え

るだけでない効果が考えられる． 
	

2.3. 神のようなエージェントは作れるか	
	 「神」による規範監視システムは長きにわたり人

の生活と共にあった．人は「神」の存在と性質につ

いてプライミング効果実験結果のように無意識に知

識共有し合い，公平性を保ち，嫌なことも試練だと

耐えることで組織の効率化を行い，生き残ってきた

のかもしれない． 
	 しかし，様々な宗教で一般的に「神」は人に認識

しやすいものではない．「神」はそこかしこに存在す
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る捉えどころのない存在とされ，それゆえに「神の

意図」を知覚するには特殊な技能がいるとされてい

る．しかし，物体として目の前にあって視覚的に認

識できれば多くの人は「神」らしき存在を見ること

でき，これにより公平な行動をとるべきだという意

図を知覚しやすくするだろう．「負（罰する神）」の

ような天罰を行う「神」をかたどった偶像は「神」

の人工エージェントであり，村の高台に安置するこ

とで明示的に監視集団社会の中で起こる葛藤を軽減

する(公平さを選択する/罪悪感を促進するような)作
用があったのではないだろうか．逆に穏やかな顔を

した「正」のイメージの偶像は，苦境の自分を見守

り，利己的なフリーライダーが出現しないかを代理

で監視している存在として認められているのかもし

れない．その証拠に，教義では「神」らしき偽物を

信じる危険性があるという理由で安易に偶像を作っ

てはいけない規律があるかが，それにもかかわらず

今日まで偶像は作られ続けている．  
	 偶像が社会均衡を導く道具の一つであったのであ

れば，前述の世俗プライムや「coveillance」が導く
公平さを促す要素が「神らしさ」を構成する一つと

して考えられる．しかし，説明や経験なしに見た者

を納得させてきた神像や仏像などの神をかたどった

偶像は，より短時間で神の役割を代替させることが

できる可能性がある．そうであれば，人工エージェ

ントがこれまで神の担ってきた役割を代行すること

が可能かもしれない[9][10]．  
	

3. 方法	
	 	 偶像エージェントによる啓示が人の行動判断から向

社会性を導き出せるかを調べるため，エージェントが

支持する独裁者ゲームでどのような分配を行い，とそ

れに至るまでのどういった振る舞いをするかをデータ

として収集し分析を行う．また，事後アンケートによ

り配分に関して何を重視して分配したのかを収集し，

その他に実験参加者の決定プロセス(感情変化や外化
された決定過程)を調査できるよう，振る舞いや発話を
ビデオカメラ・ICレコーダで可能な範囲で動画・音声
も収集する．また実験参加中の体調的変化(緊張感な
ど)を調べたい．客観的データとして心拍計測と視点観
測による生体的データも収集する予定である．手順と

しては以下を予定している． 
 
 

＜実験手順＞ 
①実験の説明と説明書をつかって説明し，同意書にサ

インをもらう 
②実験参加者にエージェント（仏像・ロボット）の前

に座ってもらう． 
前の机に２つの封筒と紙類と大きな封筒がある． 
１つには「あなた」と書いてあり，１つには「ペアの

相手」と書いてある．そして，１０枚の金券引換券が

おいてある． 
③実験者は「今，他の部屋にあなたとペアになった方

が待機しています．わたしは席をはずすので，エージ

ェントの指示に従ってその目の前の金券などについて

作業をしてください」とお願いする．そして実験者は

「作業が終わったら大きな封筒に全て入れて，終了し

た旨を私に教えてください．」とお願いする． 
④実験参加者はエージェントの指示に従って作業する 
※機械音声再生 
「こんにちはわたしは（エージェント名）です． 
実験にご協力いただきありがとうございます． 
これから他の部屋にいるペアの相手とあなたの 
謝金の取り分を決めてもらいたいと思います． 
ここに千円分の金券があります． 
これを他の部屋にいる相手と分けます． 
どう分けるかはあなたが決めてください． 
そしてあなたと相手の封筒それぞれに入れてください， 
他の部屋にいる相手はもともと千円があったことはわ

かりません．それでは作業を始めてください」 
⑤実験参加者から終了の合図があったら実験者は「一

度事務所に行ってからあなたの封筒を持ってきますか

ら待っていてください．」と封筒全てを持ち出す． 
⑥実験参加者に待っている間に事後アンケートを実施

してもらう 
 
	 実験には２つのエージェント群を用意した．１つは

神らしさを感じさせて向社会性を引き出すと予想され

る「仏像グループ」である（図１）．エージェントして

イ S ム製作（http://www.isumu.jp）の伝如意輪
観音像フィギア（高さ 27．5cm・幅 15．5cm・奥行き

15．5cm）を用いた．もう一つは，仏像グループエージ

ェントと同程度の大きさのロボットのヴイストン株

式会社製品（https://www.vstone.co.jp）ロボビ
ー・ナノ（高さ 23cm・幅 12．1cm・奥行き 7．2cm）

を使用し，「ロボビーグループ」とした（図２）．		

	 独裁者ゲームの作業指示はエージェントによる
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ものと参加者に感じさせるために，Alexander 
Käßner （ http://apps.alexkaessner.de ） の

SpeakLine で機械音声による指示データを用意
した．そして，仏像およびロボビー自身が話して

いるという演出のため，仏像の下には USB が接続

可能なプラ板を，ロボビーには本体接続部に USB

を接続し，実験装置の裏の PC につなげた．そして

PC からスピーカーもしくはヘッドフォンにより指

示音声を再生した．	 
 

 

図 1：仏像グループのエージェント 
（如意輪観音像フィギュア/イ S ム） 

 
図２：ロボビーグループのエージェント

（Robovie-nano/ヴイストン株式会社） 
 
4. 実験の実施と結果	
	 偶像エージェントによる啓示が利益分配場面にあた

える影響を調査するにあたり，無神論者多数でも何ら

かの結果がでるのかを確かめるため，少人数による今

回の実験を行った． 
	 海外で行われている先行研究では，信仰を持つと申

告する参加者が半数以上を占めている．しかし，日本

においては統計上，無宗教もしくは無神論者と自覚す

る人が特に多いとされている．Pew Research Center
による 2015 年世論調査内の「宗教は重要か」という
問いに「はい」と答えた比率は，前述の Shariff2007
による宗教プライミング実験が行われたカナダでも世

界的に低い 27％だったのに対し，日本はさらに低い
11％であった[11]（図３）．そのため，そもそも現代の
日本で仏像や啓示といった宗教に関連する題材の実験

が成立するのかを先に調査した．  
	  

 
図３：「宗教が重要か」に対する肯定的回答の割合 
（引用：http://www．pewresearch．org/fact-tank/2015/ 
12/23/americans-are-in-the-middle-of-the-pack-globa
lly-when-it-comes-to-importance-of-religion/） 
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図４：今回の実験の実施環境 
 
	 実験は移動式個人作業ブースを利用し，前述の手順

に沿った形で実施を行った（図４）．実験者は「実験参

加者の予約を受けた時点でコンピュータを使って自動

的にペアが決定されています．あなたの所属以外の人

になるようプログラムされているのであなたにも相手

にもペアが誰だかわからないでしょう．その人と報酬

を分け合うことになっています．私（実験者）も封筒

の中身は見ないまま報酬手続きをする事務員に渡しま

すのでわかりません．事務員はこの実験の内容をわか

らないので，機械的に謝礼手続きをするでしょう．」と

いう口頭説明を行い，ペア相手を意識してもらう構造

とした．そのため実験手順のセリフはこの状況に合う

ように調整している． 
	 参加者については表１の通りである．グループの分

け方は，10名の参加者を実験実施順に 2名ずつロボビ
ーグループその次の 2 名を仏像グループと交互に機械
的に決定していった． 
 

表 1	 今回の実験参加者と属性 
 仏像グループ ロボビーグループ 
人数 10 10 
平均年齢 28．3歳 28．3歳 
性別 男 5名	 ，女 5名 男 3名，女 7名 
信仰あり 5名 2名 

 
	 実施の結果，利益分配については図４と図５のよう

な結果が得られた．ロボビーグループは平均的にペア

相手に 4.9枚の金券引換券つまり 490円分を相手に渡
し，仏像グループは 5.1枚つまり 510円分で，ややロ
ボビーグループを上回った．ロボビーグループは 9 人
がちょうど半分の 5枚（500円分）を分け合ったが，
それ以上は支払わなかった．一方，仏像グループは 8
人が半分の 5枚以下を支払い，わずかではあるが 2名
は半分より多い 7枚（700円）を支払っていた．逆に，

相手に少なく支払っているのはロボビーグループで 1
名，仏像グループで 2 名いた．これらのことから，ど
ちらのエージェント群も公平な分配をしたが，仏像グ

ループのみが自分より相手に多く支払う実験参加者が

いる結果となった． 
	 また，事後アンケートで利益配分の際，どういった

ことを重視したかをリッカート尺度（７件法）で「1
非常に重視した・2重視した・3やや重視した・4どち
らでもない・5やや重視してない・6重視してない・7
全く重視してない」の尺度を利用して評価してもらっ

た．項目については以下の５つ用意し，文章を読んで

当てはまるかどうかを回答してもらっている．これら

を集計して平均した結果は表２の通りである． 
 
重視①公平性 
「みんなで公平になるほうようにしたほうがいい」 
重視②評判 
「相手に嫌だと思われないようにしたい」 
重視③間接的互恵 
「親切をすると自分にかえってくるものだ」 
重視④慈愛・慈悲 
「自分のことより相手の幸福を願います」 
重視⑤自己愛・自愛 
「自分を大切にしよう」 
 

	 アンケート結果より，ロボビーグループも仏像グル

ープも重視①公平性はそれぞれのグループの中でも重

視された点だったようだ．その逆を見ると，ロボビー

グループでは重視④慈愛・慈悲が平均的に重視されな

かった．仏像グループでは重視③間接的互恵が一番重

視されず，数値的にも「4.どちらでもない」にちかい
ものであった．また重視②評判と重視⑤自己愛・自愛

が次いで重視されていない数値となった．  
 
表２：利益配分の際，どういったことを重視したか． 

 

 

ロボビーG 平均 仏像 G 平均 

重視① 1．50 2．40 

重視② 3．00 3．70 

重視③ 3．10 4．10 

重視④ 3．90 3．20 

重視⑤ 3．10 3．60 
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図４：ロボビーグループ	 相手への利益分配結果 

 
図５：仏像グループ	 相手への利益分配結果 

 
図６：引用：SST実験におけるプライムなしと宗教プ
ライムでの独裁者ゲームの利益分配結果（Shariff AF， 
Norenzayan A (2007) God is watching you: Supernatural 
agent concepts increase prosocial behavior in an 
anonymous economic game． Psychol Sci 18: 803-809．Fig1） 
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Figure 2  Distribution of Individual Give Rates  

図７：引用：相手に支払う金額の割合（Christoph Engel (2010) Dictator Games: A Meta Study， Preprints of the． 
Max Planck Institute for Research on Collective Goods Bonn 7: 2010．Fig2） 
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5. 実験に対するまとめと考察	
	 今回の実験の結果では両グループともペアと公平に

なる５枚の金券引換券（500 円分）を選択する実験参
加者が大半で,全 20名中 14名であった．また，相手に
少なく支払う実験参加者はロボビーグループに 1 名，
仏像グループには 2名いた．両グループの差としては，
自分より多く相手に渡していた実験参加者は仏像グル

ープのみに 2名見られた． 
	 この結果について，先行研究である Shariff2007 の
結果（図６）と，独裁者ゲームのメタアナライシスを

行っている Christoph2015[12]のまとめ（図７）と比
較をしてみた． 
	 まずは Shariff2007でプライムなし（No Prime）と
宗教プライム（God concept prime）の両群で実験参加
者がペアの相手に何ドル支払ったかを見てみると，プ

ライムなしは公平になる５ドル以上払っている実験参

加者はなく，まったく相手に支払っていない 0 ドルの
実験参加者が 9 名と一番多い．これに対し，宗教プラ
イム群は公平に5ドル支払う実験参加者が13名と一番
多く，かつ 5 ドル以上を支払っている実験参加者もあ
り，10ドル全て支払った実験参加者も見られた．この
宗教プライムの公平に半分の金額を相手と分け合う傾

向は今回今回の実験で行ったロボビーグループと仏像

グループ両群と類似している．また，半分の金額以上

を支払う実験参加者が見られるところは宗教プライム

と仏像プライムは同様の影響をえている可能性もある．

ただし，サンプル数が今回の実験では少ないため，引

き続き実験を続けてデータが蓄積されるとどうなるか

は確認していく必要がある． 
	 Christoph2015では，「独裁者ゲーム」のキーワード
で検索して得られたAmerican Economic Association
のEconLit（https://www.aeaweb.org/econlit/）データ
ベースの 89 件，Research Papers in Economics
（http://repec.org）の 240件を，別ゲームをおこなっ
たり重複したりしている論文について除外し調整した

179 件についてメタアナライシスを行っている．対象
の論文内全ての実験参加者 20813名が独裁者ゲーム内
で相手にいくら支払ったかの割合がまとめを見てみる

と，全体の 36.11%は相手に何も支払わない選択を行い，
16.74％は公平になるように半分の金額を選択してい
た．そして 5.44％は相手にすべてを支払っているとい
う結果となっている．これにより独裁者ゲームの結果

は全く支払わない人が多数というのが一般的な結果で

あり，Shariff2007で得られたプライムなしと同様の傾

向であることがわかる．特に，匿名のワンショットゲ

ームでは，分配金額を決める提案者の大半は，いく

つかの向社会的行動はあるものの，分け合うペア相

手となる被分配者のために支払っても少額，あるい

は全くお金を残さない身勝手な行動することを示し

た．そして，全く支払わない 0〜公平的に分配する
5 までを合計すると 86.94％で，自分の金額より多
くの金額を与えている 6〜10の合計は 12.44％とな
っている．つまり大多数は前者を選んでいることが

わかる．この点で今回の実験の結果をみると，ロボ

ビーグループは公平的な行動が多く，0〜5で 100％
となっている．一方，仏像グループはで0〜5で80%，
6〜10で 20%となり，Shariff2007の宗教プライム
では，0〜5で 88%，6〜10で 12%となっている．
この結果からも宗教プライムと仏像プライムは向社

会的行動に影響を与えている可能性がある． 
	 後に信仰の有無と相手に支払う金額について関連

があるかを見てみる．今回の実験では先着順にグルー

プの振り分けを行ったため，信仰については実験者に

も事前にわからない状態であった．その結果，ロボビ

ーグループの信仰ありは 2 名，仏像グループは５名で
あった．宗教は仏教が一番多く，神道，キリスト教が

含まれた．仏像グループの中で自分より相手に多く渡

している 2名は，1人は信仰ありでもう 1人は特にな
しと申告していた．一方，自分の方が多くなるよう相

手に少額を支払っている実験参加者は両グループ合わ

せて 3 名いるが，全員信仰なしであった．サンプル数
が少ないため，信仰の有無の影響ははっきり特定でき

ない．しかし，Shariff2007では，宗教プライム群の有
神論者と無神論者の両方に向社会的行動の影響が見ら

れ，明示的な宗教的信念よりも利己的行動を減少さ

せるのにはるかに効果的であったと述べている． 
	 以上より，今回の実験の少ないサンプル数ではあ

るが仏像グループは向社会的行動に影響がある可能

性が観察された．また，今回の実験の両群は他の研

究結果のプライムなしとは異なり，公平性を引き出

す効果が見られた．ただし，これはエージェントと

いうプライマーが要因になっているか，無神論者や

無宗教の自覚の多い日本という文化が影響していか

は分からない．従って，要因特定には引き続き実験

を行っていく必要がある． 
 
6. 今後の展開	

5 で述べた通り，引き続き実験調査を行いサンプル
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数の増加を図ってまとめていく予定である．また，事

後アンケートで収集した分配場面で重視した点につい

て，ロボビーグループと仏像グループの回答傾向が違

うことから，意思決定プロセスの違いを見ることでロ

ボビー並びに仏像の立体物プライマーとしての影響を

調べていきたいと考えている．そして，「神」という概

念や存在が人間社会に与えてきた効果や機能について

調査を深めていきたい． 
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擬人化エージェントとのインタラクションを促進する要因： 

デフォルメ度の操作と脈拍を用いた実験的検討 
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Abstract 
Designing embodied agents that are empathic and positive 

towards humans is important in Human Agent Interaction 

(HAI) and design factors need to be instigated based on 

experimental investigation． One of the important factors on 

designing agents is the specificity． Less specific animated 

designs are better than realistic designs on facilitating 

positive emotions during interactions． Based on this notion, 

this study investigated the effects of a deformed embodied 

agent during a collaborative interaction task and investigated 

how subjective interpersonal states and emotional states 

change due to the degree of its deformed design． This was 

examined by using an interactive communication task with 

an embodied agent where its subjective and emotional state 

were controlled．  The results obtained indicate that 

deformed agents evoke impressions of closeness and 

produce higher arousal states． We further discuss what kind 

of cognitive factors are related on facilitating interaction．  

 

Keywords ― Embodied Agent, Deformation, 

Collaborative Interaction, Pulse rate 

 

1. 背景と目的 

  近年，ソフトバンク社の Pepperに代表されるよう

に人間と協調的にインタラクション可能な人型ロボッ

トや擬人化エージェントが社会に普及し，それらに関

する研究が多数行われている．人間とエージェントと

の間にどのようなインタラクションが可能なのかを明

らかにするため，人間とエージェントとのインタラク

ションのデザインを検討するHAI (Human-Agent 

Interaction) に関する研究が盛んにおこなわれている．

その中で，効果的なインタラクションを引き起こす要

因とはどのようなものなのか，認知科学的な観点から

検討することはきわめて重要であると言える． 

  人間同士のインタラクションでは，他者の考えや糸

を推測する際に，トップダウン処理とボトムアップ処

理が行われていることが知られている．トップダウン

処理とは事前に持っている知識の枠組み（スキーマ）

を元に相手から受け取った情報の処理を行う．一方，

ボトムアップ処理とは話し方や見た目など相手の振る

舞い，発言内容を元に情報の処理を行う．Media 

Equation研究にも代表されるようにこれらの人間-人

間で行われる処理は，人間-エージェントのインタラク

ションにも当てはめて考えることが可能である．例え

ば，エージェントの機能や性能に対するや期待や心構

えはトップダウン処理，エージェントの外見や振る舞

いなど実際の設計は，ボトムアップ処理と捉えること

ができる． 

  上記の認知プロセスの中で本研究では，後者のボト

ムアップ処理と関わるエージェントの外観に関する検

討を行う．エージェントの外観は，社会的なインタラ

クションを引き起こす上で重要な要因であることが知

られている．例えば，竹内・上杉・寺田・片上（2013）

は，エージェントとの社会的インタラクションを促進

する上で，ソーシャル・キューの重要性を述べている

[1]．ソーシャル・キューとは相手の身体的な特徴，心

理，言語，社会・対話行動，社会的役割の 5つが取り

上げられており，これらを適切にデザインし実装する

ことでエージェントとの社会的インタラクションを可

能にする．また，林・Copper・Kryssanov・浦尾・小

川（2012）の研究では，エージェントの外見の検討に

おいて，実在する人間の既知性を誘発するデザインを

取り入れることで，相手が人間であると認知した場合

と同程度の人間らしさを作り出すことができることを

述べている[2]．人間らしさをデザインするには，エー

ジェントに人間と関連付け，呼び出しやすい知識（ス

キーマ）を用いることが有効である． 

  以上のような知見から，人間を想起させるエージェ

ントをデザインすることは非常に有効であると考えら

れる．しかし一方で，「不気味の谷」現象[3]など人間に

近いリアルさだけでは親密度は上がらないことを示す

研究もある．田中・小島・松居の研究（2009）で検討

されているように，人間の特徴をデフォルメ化したデ
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ザインが有効であることが示されている[4]．しかし，

デフォルメ化されたエージェントを人間との統制され

た比較を通じて実証的に検討した検討は行われていな

い．また，どのようなデフォルメ度が効果的なのか，

またどのような感情や感性が関与しているのかに関し

ては，まだ十分な検討が蓄積されているとはいえない． 

  上記を踏まえ本研究では，人間が擬人化エージェン

トと協調的にインタラクションを行うゲーム課題を用

いて，デフォルメされた擬人化エージェントとのイン

タラクションを，人間同士のインタラクションと比較

し検討することを目的とする．特にこれまでの研究の

多くは，質問紙調査による主観評価が主だったが，本

研究では主観評価に加えて，人間らしさを感じる上で

重要とされる感情状態の測定を脈拍の計測を通じて行

った．脈拍の測定によって，人間の覚醒度を測定する

ことができ，擬人化エージェントとのインタラクショ

ン時に人間と同程度の覚醒度が観察されるのかを検討

する． 

  なお，本研究の課題に関して，高橋・片上 (2011) の

実験研究を参考に，Miku Miku Dance（以下，MMD）

というソフトを用いて，擬人化エージェントの 3Dア

ニメーション制作を行った[5]．MMDは，マシンスペ

ックの低いコンピューターでも動かすことができ，初

心者でも用意に3DCGアニメーションを作成できるた

め，簡易な擬人化エージェントを作成するのに適した

ツールだと考えられる．使用する 3DCGモデルのデフ

ォルメ度の客観的な計測には，高松・嶋津 (2011) の

計測手法に則り，ImgPrcserというソフトで行ったラ

ベリング処理により算出された「省略」度と，人手に

より測定を行った「誇張」度とを用いた[6]．この客観

的な数値により，どの程度のデフォルメを行ったエー

ジェントが対人場面に適しているか実験結果から導き

出すことが可能になると考えられる． 

 

2. 実験手続き 

 人間と擬人化エージェントのインタラクションを検

討するため，実験参加者に相手（エージェント）の外

観や考えに注意を向けさせるため協調的な課題を開発

した．Miku Miku Dance Ver9．26 (DirectX9 Version) 

ならびにAdobe Flash Professional CC 2015を用いて

次のような実験課題 Flashを作成した (図 1) ． 

 

図 1 実験課題 Flash 

 プログラミング言語はAction Script3．0を使用し，

フレームレートは 10fps に設定した．また，フォント

はすべて「_ゴシック」を使用した．エージェントは画

面右側に配置し，実験説明などのテキストや実験課題

がエージェントの口元から出ている「吹きだし」のよ

うに描き，エージェントが話しているように見せた．

画面下方には，教示中や実験開始前には「次へ」

「START」という次のステップへ進むボタンを配置し

た．実験中には，課題で用いる円形，三角形，四角形

のボタンを同じ場所に出現させた．また，教示開始前・

実験開始前・実験中に出現するボタンには，押したボ

タンの種類と押した時間がログとして記録されるよう

設定した．モーションは，教示中や問題表示中に行う

待機モーション，正解時に行う正解モーション，不正

解時に行う不正解モーションの 3 つを設定した．待機

モーションは，エージェントが左右に身体を揺らし，

瞬きをし，右を見るなど待機しているようなアニメー

ションとした．正解モーションは，エージェントが笑

顔で頷くアニメーションとした．不正解モーションは，

エージェントが腕組みをするアニメーションとした．

どの条件のエージェントも同じ動作をするように設定

した．残り試行回数・スコアは，エージェントの真上

に表示した．表示されるスコアは正答数×100で表され

るものとした．また，人間条件群の課題は，エージェ

ントを表示しないことと教示文以外はエージェントを

表示する課題とすべて同じ動作をするよう設定した． 

実験装置のパーソナルコンピューターは DELL 社の

DC8LA を使用した．モニターは MITSUBISHI 社の

Diamondcrysta RDT23IWLMを使用した．脈拍計は

NISSEI社の光電式脈拍モニターHR-40パルスコーチ

を使用した． 

 パーソナルコンピューターで実験課題 Flash を
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Adobe Flash Professional CS5を用いて全画面で起動

させ，実験参加者に表示されている「START」ボタン

を押して Flash内にあらかじめプログラミングされて

いる実験教示を受けるよう指示した．リアル条件とデ

フォルメ条件の場合は，エージェントが出現し，「私は

今から規則的に図形を思い浮かべるので，その規則を

予想しつつ私が思い浮かべている図形を予想して当て

てほしい」と教示した．対して，人間条件の場合は，

「別室にいる人が規則的に図形を思い浮かべて入力す

るので，その規則を予想しつつ相手が思い浮かべてい

る図形を予想して当ててほしい」と教示した．実験説

明はテキストで進行し，説明文を読み終わったら実験

参加者に「次へ」ボタンを押して次の説明文へ進むよ

う指示をした．「次へ」ボタンは説明文が表示された 1

秒後に出現した．課題内容の説明終了後に，1 問例題

を行った．実験教示の終了後に，もう一度教示を聞く

かどうかの選択肢が出現し，「いいえ」を選ぶと実験課

題用を開始するためのボタンが出現した．実験参加者

がそのボタンを押すと，3 秒後に実験課題へと移行し

た．実験課題では，画面上に一定の規則の下でエージ

ェントが思い浮かべる図形に対し，その図形を予想し

選択するようにエージェントが指示を出し，マウスを

操作して正解のボタンを押すように求めた．実験参加

者がボタンを選ぶと，エージェントの動作と画面のア

ニメーションによる正誤のフィードバックと正解図形

の提示が 3秒間行われた．これを 1試行とし，全部で

35試行行った．人間条件でも，エージェントが存在し

ないこと以外は全く同じ課題を行った．なお，実験中

はメモを取らないようにあらかじめ実験者が注意を与

えた．課題終了後は，エージェントが実験参加者に

Google フォームで作成した質問紙調査ページに移動

するように求めた．また，課題終了後には実験者が脈

拍の測定を停止し，実験参加者から脈拍計を取り外し

た．人間条件では相手がエージェントではなく，別室

にいる人間と本課題を取り組むように教示し，この条

件との比較を行った． 

 

3. 実験計画 

 大学生 91名 (男性 16名，女性 75名，平均年齢 20．

38歳，SD=1.18) を対象に，Googleフォームを用いて

インターネット上でアンケート調査を実施した．フリ

ー配布されているMMDモデルを同一キャラクターで

12体用意し，それぞれ正面から撮影したものについて

「実際の人間と比べた時，このキャラクターはどの程

度リアルに描かれていると感じたか」について 7 件法

で回答するよう指示した． その際，MMDモデルの元

となっているキャラクター全般への印象ではなく，提

示された画像についてのみ答えるよう教示した．この

結果を元に「最もリアルなモデル」と「最もデフォル

メされたモデル」を決定し，エージェントが人間とど

の程度類似しているかをデフォルメ度で分類した． 

 デフォルメ度の分類は[6]の手法を用い，2 値化した

画像にラベリング処理を行ってその逆数から求めた

「省略」度と，頭の大きさを頭頂から顎までの距離，

全身の大きさを頭頂から足の裏までの距離として頭身

を測定し，その逆数から求めた「誇張」度の 2 つを用

いた．現実の人間に類似したリアルなエージェントを

用いる条件 (以下リアル条件とする，「省略」度 0.01，

「誇張」度 0.14) とデフォルメされたエージェントを

用いる条件 (以下デフォルメ条件とする，「省略」度

0.14，「誇張」度 0.59) で実験を行った．また，比較条

件として人間をゲームの相手と想定し画面右側には何

も表示しない人間条件を加え，1 要因 3 水準計画で実

験を実施した（図 2）．なお，課題は全ての条件で同じ

動作をするように設定されている． 

 

図 2 実験条件 

実験参加者 大学生 30名 (男性 15名，女性 15名，平

均年齢 21.5歳，SD=1.11) を対象として行った． 

収集データ 

 実験中に脈拍の記録・1 回の回答にかかった時間の

記録を行った．実験終了後，神田・石黒・石田 (2001) 

の尺度（表 1, [7]）を用いてエージェントの近づきやす

さや親しみやすさを表す「親近性」・エージェントに抱

いた快・不快を表す「愉快性」・動作そのものの活発性

を表す「活動性」・性能への評価を表す「性能評価性」

について，尺度の各形容詞に「非常に・かなり・やや」

を付けたものに「どちらでもない」を加えた 7 件法で

質問紙調査を行った．質問紙では同時に発見した規則

を回答するようにも求めた．また，実験中のエージェ

ントに違和感を覚えたか否か，覚えたとしたらそれは

身体のどこの部位かということについても自由記述で
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回答を求めた． 

 

 

表 1 人間―ロボット間相互作用にかかわる心理学的

尺度 

 

 

4. 結果 

主観評価に関する分析 

 質問紙の尺度ごとの分析結果（図 3）では，親近性

因子ではデフォルメ条件群が他条件群よりも有意に高

かった (p < .05) ．愉快性因子では有意差は見られな

かった (p > .05) ．活動性因子ではリアル条件群がデ

フォルメ条件群よりも高いとする有意傾向が見られた 

(p < .10) ．性能評価性因子では，デフォルメ条件群が

人間条件群よりも有意に低かった (p < .05) ．また，

エージェントに違和感を覚えたか否か質問したところ，

リアル条件の方がデフォルメ条件よりも違和感を覚え

た参加者が有意に多かった (t (18) = 1.41, p < .05) ． 

 

図 3 主観的評価 

 条件群ごとに違和感を覚えた平均人数を算出したと

ころ，リアル条件群が 0．50人，デフォルメ条件群が

0．20 人となった．この平均人数について t 検定を実

施したところ，有意差が見られた (t(18)=1.41, p < .05)． 

 表 2 はリアル条件群とデフォルメ条件群において，

実験中にエージェントに関して違和感を覚えた部位に

ついての回答をまとめたものである． 

表 2 違和感を覚えた部位 

 

感情に関する分析 

 実験開始前を基準とした脈拍の変化の分析結果（図

4）では，実験条件と脈拍計測時の間に交互作用が見ら

れ (F (5．89, 343.97) = 2.22, p < .05) ，25～30試行

目の間リアル条件群がデフォルメ条件群よりも有意に

脈拍が下がっていた (p < .05) ． 
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図 4 脈拍の変化 

 ボタン入力にかけた時間から各試行の思考時間の分

析結果（図 5）では，デフォルメ条件群が人間条件群

よりも有意に長い時間がかかっていた(p < .05)．

 

図 5 ボタン入力にかけた時間の変化 

その他の分析 

 条件群ごとに正解数の平均値を算出したところ，リ

アル条件群が 20.1 回，デフォルメ条件群が 18.9 回，

人間条件群が 19.1回となった．この 3つの平均値につ

いて一元配置分散分析を実施したところ，有意差は見

られなかった (F(2,27)=0.07, p > .05) ． 

 

図 6 平均正解数 

 条件群ごとに平均規則発見人数を算出した（図 6）

ところ，リアル条件群が 0.45人，デフォルメ条件群が

0.25人，人間条件群が 0.35人となった．この 3つの規

則発見率について一元配置分散分析を実施したところ，

有意差は見られなかった (F(2,27)=0.50, p > .05) ．な

お，規則を完全に正答できている者を規則発見者 1人，

「円形，円形，四角形，三角形，四角形」のように規

則は合っているが規則の開始図形が間違っている者を

規則発見者 0.5人として扱った． 

 

図 7 平均規則発見者数 

 実験課題開始から実験課題終了までにかかった総時

間の平均の平均値を算出したところ，リアル条件群が

189秒，デフォルメ条件群が 174秒，人間条件群が 156

秒であった．この 3 つの平均値について一元配置分散

分析を実施したところ，有意差は見られなかった 

(F(2,27)=0.66, p >.05)． 

 

5. 考察 

 結果より，課題の正解数と規則の発見率はエージェ
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ントの有無・デフォルメ具合によって左右されないと

いうことが示され，かつ実験課題終了までに要した時

間も条件間で差は見られなかった．この事から，実験

条件が異なっていても課題そのものは同等であったと

いうことが言えるだろう． 

 このような同等の課題を行っているにもかかわらず，

デフォルメされたエージェントは，親近性は高かった

もののエージェントとしての働きへの評価は高くなか

ったと考えられる．これを示唆する興味深いものとし

て，デフォルメ条件の規則回答欄には，規則的に図形

を提示していたにもかかわらず「ランダムで同じもの

が連続で出てきたり順番を抜かしたりと一定的ではな

かった」との回答があった．このように規則性を否定

する回答は，リアル条件群と人間条件群では見られな

かった．また，脈拍に関しては人間条件に対して統計

的に有意でなかったことから，デフォルメされたエー

ジェントとのインタラクションは人間とのそれと同程

度の覚醒を引き起こすと考えられる．また，ボタン押

しにかかった時間の分析から，デフォルメ条件では他

の条件よりも考える時間が長かったことが示された．

このこととデフォルメ条件の性能評価が低かったこと

から，デフォルメされたエージェントは人間相手の場

合と比べて，問題解決の阻害となっているのではない

かと推測される．この原因としては，外見から予期で

きない言葉遣いや情報がデフォルメされたエージェン

トからもたらされたため，上手く情報を伝達できなか

ったのではないかということが考えられる．先行研究

で「たとえ同じ情報であってもその情報を表出するエ

ージェントの外見が異なると，その情報が必ずしも同

じ意味として解釈されない」[8]ということが報告され

ている．デフォルメされたエージェントと教示文や実

験課題の文が上手く対応していなかったため，性能性

評価が下がり実験参加者の問題解決の阻害となったの

ではないだろうか．しかし，デフォルメされたエージ

ェントの親近性が高いことから，ボタンを押すまでに

親近性を抱いたエージェントと接触をしていた可能性

も捨てきれない．以上の可能性を除去するためには，

出来るだけ早く課題を終わらせるように教示する，も

しくは眼球運動を測定し実験参加者の視線を分析する

必要があると考えられる． 

 対してリアルなエージェントは，デフォルメ条件に

比べて表情を表出したり言葉を発したりする頭部が社

交的な合図 (ソーシャル・キュー) に強い影響力を持っ

ているからだと推測できる．ソーシャル・キューはコ

ンピューターを社交的な存在として人間に認知させる

ものであり，適切に組み込むことで人間との自然なイ

ンタラクションを可能にするものである．このソーシ

ャル・キューに大きな役割を果たすだろう頭部は，頻

繁に視線を向けられるために違和感を生じさせやすい

のではないだろうか．違和感を覚える部位が多い為に

親近性が低かったと考えられる．これは，森 (1970) の

「不気味の谷」にもあるように，人間に近すぎるリア

ルなデザインでは，親近感が得られないという知見と

一貫する結果と言える．違和感を覚えられた部位は頭

部に集中しており，これは．一方で，脈拍測定の結果

より本実験においてリアルなエージェントはデフォル

メされたエージェントと比べて，人間と同等の緊張感

を持ってインタラクションをできなかった． 

今後，今回用いたエージェントの中間のデフォルメ

度を持つエージェントを用いて詳細に検討していけば，

擬人化エージェントをデザインする上での客観的な指

標が作り出せるのではないだろうか．ただし，具体的

にどのような「中間」のデフォルメが有効なのかに関

しては，実証的に検討していく必要性がある．例えば，

人間らしさを有し，かつ感情に訴えるデザインとして

は，ベビースキーマという身体に対して大きな頭・全

体的に丸みのある体型などの特徴を持つスキーマを誘

発するデザインが考えられる．人間にとって最適なデ

フォルメ度とは何か，インタラクション場面やユーザ

の特性の関係の中で詳細に検討していく必要性がある． 
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Abstract 

Although various forms of users’ instruction 

manuals of tools, systems, or artifacts are 

spreading and being used widely recently, there 

are still few knowledge about how to make a good 

multi-media manuals, e.g., video manuals, based 

on cognitive studies. We executed two 

psychological experiments to compare manuals 

with different content forms (video movies vs. 

text-and-still image), or three styles of video 

manual equipped with anthropomorphous agents, 

which may facilitate users’ performances and 

understanding. Fifty Older and fifty younger 

adults participated experiments to execute two 

maintenance tasks of copy machine, exchanging 

internal consumables parts, with five kinds of 

manuals displayed with a mobile terminal (a 

tablet). Results showed that participants’ 

evaluations were higher with video manuals than 

text-and-still image type manuals. In addition, a 

video manual which contains a series of short 

video clips especially improved participants’ 

performance of exchanging tasks, with shorter 

execution time. As for effects of 

anthropomorphous agents, embodied expression 

with agents enabled users easier to understand 

directions in manuals, especially expressed at the 

confirming stages of operations. Those results 

showed direct suggestion how to make a good 

design of manuals, and also implied what kinds of 

cognitive activities are occurring when people 

using manuals to do some tasks. 
 

Keywords ―  multimedia manuals, video manuals, 

anthropomorphous agents, aging 

 

1. 問題と目的 

 機器のマニュアル，いわゆるマニュアルの情報提示にも

様々な表現形態，方法がある。従来，最も一般的な形

では，紙に文字やイラストを印刷したものが用いられ

てきたが，近年は情報メディアコンテンツ制作が簡易

になったことで，多様なメディアでのマニュアル作成

がなされている。またタブレットなどモバイル端末の

普及，ならびに情報管理やコスト削減の高まりも影響

して，ネットワークを介して動画やアニメーションを

配信する「取り扱い説明書」も増えてきた。 

こうした情報型のマニュアルにおいて，しばしば問

題となるのが，動画と静止画のいずれがマニュアルと

して「よい」かという問題である。これまでに手続き

的な操作の学習効果を動画と静止画を直接的に比較し，

検討してきた先行研究が報告されているが，どちらが

より優れているかといった一貫した結果はでていない

（Spangenberg, 1973；Castro-alon.s.o, Ayres, & Pass, 

2015；Meyer, & Land, 2005；Nrayanan & Hegarty, 

2002, et al 他。）。たとえば，中西・安間・中村・勝木

（2013）では，メディア（紙 vs タブレット)とコンテ

ンツ（静止画 vs 動画)の違いによるマニュアル理解の

影響を課題達成成績，主観評価，生理指標から，機器

の組み立て課題を通して検討している。紙を用いた静

止画マニュアルとタブレットを用いた静止画マニュア

ルを比較してメディアの効果の検討を行い，さらに，

タブレットを用いた静止画マニュアルとタブレットを

用いた動画マニュアルを比較してコンテンツ（形式)の

効果の検討を行っている。メディアの違いは学習直後

の作業パフォーマンスに大きな影響を及ぼさないが，

一定期間後のパフォーマンスではタブレットを用いた
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時より紙のマニュアルの成績が良かったという。また，

コンテンツ形式の違いでは学習直後の作業パフォーマ

ンスに影響を及ぼしたという。これは，動画コンテン

ツの場合，前頭葉の賦活がみられたことから，高い集

中力を生み出していると考えられ，その結果として，

短時間の学習でも直後の作業の成績が良くなることが

示唆された。 

しかし，中西ら（2013）の研究では，一旦マニュア

ルを視聴した後に課題作業を行っているため，ここで

のマニュアルの効果は，記憶の測定になっている。す

なわち，「わからないから説明書を見ながら作業する」

といった，実際の参照しつつ作業を行うといったマニ

ュアル利用の状況からは乖離している。そこで，本研

究では，実際にマニュアルを参照しながら作業を行う

状況で，コンテンツ形式（静止画と動画)の違いがどの

ような影響をもたらすのか検討することを目的とした。 

またマニュアルとしての効果を考えるとき，当然な

がら「どういうモノに関する，どういった内容のマニ

ュアルなのか」という内容との相互作用を考慮するこ

とは必須である。概念的な説明のためのマニュアルと，

組み立ての手順を説明するマニュアル，あるいは「問

題状況と照らし合わせて解決方法を検討するための」

マニュアルとでは，最適な表現形式やメディアが常に

同一であるとは考えにくい。 

そこで，本研究がとりあげるマニュアルは，オフィ

ス機器のメインテナンス操作のための手順マニュアル

を対象とした。各種機器が小型化・普及化して家庭や

一般職場に持ち込まれるようになってきた結果，たと

えばトナーの変更など「ちょっとしたメインテナンス

作業」を一般ユーザの手に委ねることが増えてきてい

る。こういったメインテナンス操作において，手順を

記憶する必要性は薄く，また多様な達成方法を準備す

る必要もない。最適の操作手順を，誰にも間違いなく，

また負荷なく容易に「マニュアルに沿って」実現でき

ることが最重要課題となる。 

特に機器メインテナンスを考えるとき，機器内の「ど

こ」に「どのような動きで」操作をするかという，空

間的なダイナミズムを持つ対象指示コミュニケーショ

ンの特性を強く持つ。また一方で，一つ一つの操作を

確実に達成していくことの重要性が大きいことも特徴

であろう。 

このように考えるとき，メインテナンス操作のため

のマニュアルにおいて，動画表現は「どのように」「ど

の順に」を表現・理解するうえでのメリットが大きい

と考えられる。しかし，動画のメディアとしての特性

を考えるとき，情報の揮発性が高く，また「一方向的

に情報が流れて」しまうために，主体的に理解・確認

をしながら操作をする際に，それらがネガティブな特

性となる問題もありうる。一方，特に 3 次元的な空間

を 2 次元的なビデオ情報でうまく表現しきれるか否か

という問題についても注意が必要であろう。 

そこで，現在，よく利用されているのが擬人化エー

ジェントの利用である。動画に擬人化エージェントを

付与することにより，2種類のメリットが考えられる。

一つは，淡々と情報が流れるのではなく，行うべき操

作やそのレベルについての構造性を伝える役割を果た

すこと，および，特に空間的な要素の強い対象指示コ

ミュニケーションにおいて，直感的に理解しやすい表

現方法をもたらすという点である。 

前者について，擬人化エージェントはユーザと社会

的なインタラクションを行うことを可能とし，ナビゲ

ーションなどに応用されてきた。すなわち，エージェ

ントがユーザに向かって説明を行うことで，より強く

ユーザの意識に働きかけ，より構造的で複雑なコミュ

ニケーションができる可能性が考えられる。一方，後

者の対象指示コミュニケーション支援としては，大

澤・今井（2008）は機器そのものを直接擬人化するこ

とで，エージェントの身体イメージと説明対象である

人工物の身体イメージを結びつけて行う説明の有効性

を報告している。 

以上から，本研究では，メインテナンス操作のため

のマニュアルにおいて，1）動画の有効性を，同じタブ

レット端末上に表示される静止画マニュアルとの比較

で，また 2）特に動画の有効性を高めるための擬人化

エージェントの有効性を検討するために，人工物自体

を擬人化させたエージェントキャラクターを画面上に

提示し，さらにそのエージェントが「課題構造を伝え

るための支援をする」ことで，より容易な操作マニュ

アルとなるか否かを検討した。  

加えて，本研究では，参加者の年齢群を要因として

加え，高齢者と若年者の比較を行った。これは，人―

人工物間相互作用において，年齢群間の共通性と相違

点の両者から，高次の認知機能を必要とする人―人工

物間相互作用の背後にある認知的機能・特性について，

多くの示唆を得られる（原田，2009）ことを目的とし

て，年齢間比較を行ったものである。加えて，擬人化

エージェントについては，未だ認知的加齢研究は少な

いものの，高齢者のエージェント理解が若年成人のそ
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れとは異なるという知見（Hasegawa, Harada, et al。 

2015）もあることから，高齢者にとっての動画，エー

ジェントの効果を検討していくことを目的の一つとし

たものである。 

 以上から，本研究では，機器のメインテナンス作業

のための操作説明書を対象として，マニュアルを見な

がらの作業を観察・分析することを目的とした実験を

行い，従来の文字とイラストで示した静止画マニュア

ルと動画マニュアル，動画にエージェントを付与した

動画の条件をとりあげ，2 つの年齢群参加者での比較

を行いながら，タブレットを用いたマニュアルにおけ

る動画と静止画のコンテンツ形式の効果，ならびに動

画マニュアルにおけるエージェントデザインの検討を

行った。 

 

2. 方法  

本研究では，動画と静止画のコンテンツ形式の効果

を検討するとともに，どのようなエージェントのデザ

インがマニュアル理解に有効なのかを明らかにするた

めに，エージェントに「達成すべき課題の下位目標を

説明する」役割を持たせた情報デザインを行った。こ

れは，エージェントが下位目標の説明を行うことによ

り，参加者(マニュアルの受け手）に作業課題の枠組み

を持たせることが可能になるものと考えて仮説的に構

成された。また，エージェントを使ったもう一つの情

報デザインとして「説明の後に確認を促す」役割を持

たせた。これは，ユーザがエラーを起こした場合に目

標を正しく達成するには事後的な確認が必要となるた

め，エージェントが確認を促すことによって作業に関

して気づきが得られるという仮説から設定された。 

2-1.  研究計画と参加者 

年齢(2）×条件（5）の参加者間計画で行い，各条件

に男・女 5 名ずつ合計 10 名をランダムに割りあてた。

参加者は，筑波大学みんなの使いやすさラボ（略称 

みんラボ）に登録した高齢会員 50名（男・女各 25名；

平均年齢 71.36±4.36 歳），および筑波大学学生 50 名

（男・女性各 25 名；平均年齢 20.81±1.18 歳）であっ

た。高齢者は郵送で，若年者は授業等で参加希望者を

リクルートし，実験参加者には規定の謝金が支払われ

た。 

2-2.  実験課題 

複合機の消耗品交換課題 2 種を実施するよう，参加

者に求めた。いずれも古い消耗品を取り外して新しい

消耗品と交換する課題であり，ベルトユニットの交換

と定着器ユニットの交換の 2 課題とした。いずれもタ

ブレットの説明を見ながら操作を行うよう求めた。こ

の課題を用いた理由は 3 点ある。まず，参加者が作業

をどの程度理解し，どのような場面で間違えやすいの

かを調べるために，作業工程がいくつかに分かれ，か

つ適度な難易度の課題であることである。次に，説明

書の中の写真や図と，本物の機器を見比べ位置の把握

を行う課題が，マニュアルの有効性を検証するために

適切であったこと，さらに，高齢者や学生のいずれの

群にとっても，これらの消耗品の交換は接する機会が

稀であり，使用頻度が統制しやすいと考えられたため

であった。 

2-3.  実験機器 

参加者が操作する機器として，A 社の SOHO ユーザ

向け複合機を用いた。課題で使用する機器パーツには

同社のベルトユニットと定着器ユニットを用いた。ま

た，説明を見るためのタブレット端末には Lenovo 

ThinkPad 8 8.3 インチを用いた。操作方法として，タ

ッチパネルを用いて手のみで行うよう指示した。動画

による説明はAdobe Flash Player で表示し，テキスト

による説明はAdobe Acrobat Reader DC を用いた。 

2-4.  実験条件 

コンテンツ形式の影響とエージェントの効果を検討

するために，5つの条件を比較した。 

AV 条件（図 1）では，表示のスタートボタンを押し

た後にまず，エージェントの紹介が流れ，その後，ス

テップ 1，ステップ 2，ステップ 3と各ステップボタン

が表示されたスッテプ選択画面が表示された。エージ

ェントはステップ毎に 3 つに大別された操作手順を簡

単に説明している。これは，参加者が最初に操作の枠

組みを理解することを目的としていた。参加者がステ

ップを選択すると，そのステップに対応した動画が流

れた。1 ステップ毎に 1 から 4 つの動画があり，連続

して次の動画が流れる。また，動画を選択して視聴す

ることも可能である。つまり，ステップ 1-1 の動画か

ら視聴すると，ステップ 1-1，1-2，1-3，1-4と自動で

再生され，ステップ 1-3を選択するとステップ 1-3，1-4

と自動で再生されるようになっていた。さらに，動画

下部に「一時停止/再生ボタン」を設置し，動画を途中

で止めることができるようにした。ここで流れる動画

はA社HPで公開している交換手順ムービーを使用し

た。 

V 条件（図 2）は，AV条件とほぼ同様の説明画面の

デザインだった。AV 条件から変更したところは，エ
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ージェントの紹介画面とステップ説明画面を無くした

2 点である。 

T 条件（図３）では，文字とイラストで表現された

既存のマニュアルから本実験の課題となる作業の部分

のみを抜粋し，PDF データ化したものを用いた。画面

上で左右に指を滑らすと次のページへ進むようになっ

ていた。 

 

図 1 AV条件のマニュアル 

 

図 2 V 条件のマニュアル 

 

図 3 T 条件のマニュアル 

 

また，AV 条件，V 条件，T 条件実施後に，新たに 2

つの条件を追加して実施した。 

1 つ目は，確認画面付きのエージェント+動画のマニ

ュアル条件(AVC条件：Agent-Video confirming 条件）

である。AV条件とほぼ同様のデザインであるが，変更

点が 2 点ある。1 点目は，動画の間に確認画面を設け

たことである。ステップ内の動画が 1 つずつ停止し，

操作上重要となるポイントをエージェントが画面上で

提示するようなデザインにした。2 点目は，エージェ

ントによる各ステップの説明を無くしたことである。

これらの変更は，マニュアルデザインにおいて AV条件

とは異なるエージェントの役割を目的としてデザイン

した場合に，エージェントがどのような影響を及ぼす

のか検討するために実施した。そこで，AV 条件では，

事前に下位目標を設定する役割であったのに対して，

AVC 条件では，動画での説明の後に確認をユーザに促

すデザインにした。 

条件群の二つ目は，確認画面付きの動画条件(VC条

件：Video confirming 条件）である。AVC条件のエー

ジェントの効果を比較検討するために設置し，マニュ

アルのデザインは AVC 条件からエージェントのイラ

ストを取り除いたものであった。 

 

図 4 AVC条件とVC 条件の確認画面 

 

2-5.  質問紙 

課題時の負担感を調べるために，Visual Analog 

Scale(VAS）を用いて課題作業に対して「不安を感じ

ている」「緊張している」「自信がある」「安心している」

の 4項目を尋ねた。線分を 0~100 と見立てて，自分が

今どの程度項目の感情を抱いているのか，あてはまる

ところに線を引くよう指示した。さらに，マニュアル

に対して「このような“取扱説明書”を今後も使いた

いか（使用欲求）」「“取扱説明書”のおかげで作業が楽

になったと思うか（容易度）」についても VAS を用い

て尋ねた。 

加えて，複合機とマニュアルに対する印象評価につ

いて，SD 法 6 件法を用いて行ったが，本論文では報

告を割愛する。 

2-6.  手続き 

実験は個別に行った。実施時間は 1 時間半程度であ

った。 

まず実験全体について説明を行い，同意書に記入を

求めた。複合機に対する使用経験・使用頻度と，複合

機作業に関する負担感他を尋ねた後，発話思考法の説

明と練習を行い，課題作業中に考えていることを声に

出すよう指示した。その後，マニュアルの操作とベル

トユニット交換課題について説明を行い，ベルトユニ

ット交換課題を実施した。なお，交換作業中に自由に

タブレットを操作してよいことを参加者に伝えた。ベ

ルトユニット交換課題が終了した段階で，その時点で

の作業に対する負担感を質問紙で参加者に尋ねた。続

いて，定着器ユニットの交換課題の説明を行い，実施

した。定着器ユニット交換課題が終了した段階で，再

度作業に対する負担感を尋ねた。その後，二つの課題

をマニュアルを見ないで，もう一度行うように求め，

各終了時に作業負担感を尋ねた。加えて，最後にマニ

ュアルに対して「今後も使いたいか」「作業が楽になっ

たか」を尋ねた。その後インタビューを実施し，実験
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を終了した。 

AVC 条件，VC 条件では，他の 3 条件と同じ手続き

を行った。変更箇所は，「説明書を見ずに行う」2回目

の交換課題を実施しなかった点である。事前の 3 条件

で実施した際，どの条件もエラーが少なかったため，

手続きから除いた。AVC 条件，VC 条件では定着器ユ

ニットの交換課題の後，使用後のコピー機に対する印

象評価，タブレットに対する印象評価，タブレットに

対する使用欲求と容易度を尋ねた。その後インタビュ

ーを行い，実験を終了した。 

 

3.  結果 

3-1.  作業に対する負担感 

複合機を操作して作業することにどの程度，負担を感

じているか推移を検討した。年齢（高齢者・若年者）

×条件（AV・V・T・AVC・VC）×時点（使用前・ベ

ルトユニット後・定着器ユニット後）の 3 要因混合計

画分散分析を実施した。 

「不安」に関しては，年齢の主効果が有意であり（F

（1, 79）=8.70，p＜.01），高齢者の方が若年者よりも

不安が高いことが示された。時点の主効果が有意であ

り（F（2, 143）=13.14，p＜.00），ベルトユニット交

換後が一番不安が高く，続いて定着器ユニット交換後，

使用前の順で不安感が高いことが分かった。特に，年

齢と時点の交互作用が有意であり（F（2, 143）=7.96，

p＜.00），高齢者ではベルトユニット交換後に一番不安

感が高く，続いて定着器ユニット交換後，使用前の順

で不安感が高いことが分かった。また，条件の主効果

も有意であり（F（4, 79）=4.81，p＜.05），T条件がV

条件に比べて不安が高いことが分かった。 

「緊張」では，条件の主効果は有意ではなかった（F

（4, 79）=0.12，n.s.）。年齢の主効果が有意であり（F

（1, 79）=8.564，p＜.004），高齢者の方が若年者より

も緊張が高いことが分かった。時点の主効果が有意で

あり，ベルトユニット交換後が，使用前と定着器ユニ

ット交換後よりも緊張が高いことが分かった。また，

年齢と時点の交互作用が有意であり（F（2, 126）=5.57，

p＜0.01），高齢者でベルトユニット交換後に一番緊張

が高く，続いて定着器ユニット交換後，使用前の順で

緊張が高いことが分かった。若年者は，ベルトユニッ

ト交換後が定着器ユニット交換後よりも緊張が高いこ

とが分かった。 

「自信」の結果では，年齢の主効果は有意ではなか

った（F（1, 79）=0.37，n.s.）。条件の主効果は有意で

あり（F（4, 79）=3.85，p＜.01），AVC 条件とVC条

件が T 条件に比べて自信が高かったと分かった。また，

時点の主効果もあり（F（2, 158）=19.36，p＜.00），

ベルトユニット後と定着器ユニット後が使用前に比べ

て自信が高くなったことが分かった。 

「安心」では，「自信」とほぼ同様の結果が得られた。

年齢群に有意な差は見られなかった（F（1, 79）=0.29，

n.s. ）。条件の主効果が有意であり（F（4, 79）=5.56，

p＜.05），AVC 条件と VC 条件が T 条件に比べて安心

感が高かったと分かった。また，時点の主効果もあり

（F（2, 158）=19.36，p＜.00），ベルトユニット後と

定着器ユニット後が使用前に比べて安心感が高くなっ

たことが分かった。 

以上の結果から， 高齢者はタブレットを用いて交換

作業を行っている間，不安や緊張が高いことが示唆さ

れた。また，「不安」や「緊張」の項目では T条件の不

安がV条件に比べて高くなり，エージェント効果は得

られなかったが，「安心」と「自信」の項目では，AVC

条件，VC 条件の方がポジティブな感情を高めること

ができた。さらに，不安と緊張のネガティブな評価は，

自信や安心のポジティブな評価と相反しないことが明

らかになった。ネガティブな面はベルトユニット交換

課題後が一番高かったが，一方でポジティブな面もベ

ルトユニット交換課題後に高まることが明らかになっ

た。 

 

図 5 主観評価「不安」の推移 

 

図 6 主観評価「安心」の推移 

 

3-2.  マニュアルに対する主観評価 

定着器ユニット交換後に，「このような“マニュアル”

を今後も使いたいか(使用欲求）」「“マニュアル”のお

かげで作業が楽になったと思うか(容易度）」をVASを
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用いて尋ねた。その結果を年齢（高齢者・若年者）×

条件（AV・V・T・AVC・VC）の二要因参加者間計画

で分散分析を行った。 

「このような“マニュアル”を今後も使いたいか」と

いった使用欲求に関して分析の結果，条件の主効果が

有意であり（F（4, 79）=3.66，p＜.01），AVC 条件と

VC 条件，T 条件が T 条件よりも使用欲求が高いこと

が示された。一方で年齢の主効果はあらわれなかった

（F（1, 79）=0.43，n.s. ）。また，「“マニュアル”の

おかげで作業が楽になったと思うか」という容易度に

関しては，年齢の主効果，条件の主効果ともに有意で

はなかった(F(1, 79）=0.74，n.s. ；F(4, 79）=0.94，

n.s. ）。 

 「使いたい」という使用欲求に関してはAVC条件

VC 条件 V 条件と T 条件の間で差がみられた。動画を

使った説明の方が従来のような文字やイラストを使っ

た説明書よりも使ってみたいと評価されたが，エージ

ェントによって使用欲求が高まることはなかった。「容

易度」に関しては全条件で評価が高く，文字やイラス

トだけの説明であっても評価が低くなることはなかっ

た。 

 

 

図 7 主観評価「使用欲求」の得点 

 

図 8 主観評価「容易度」の得点 

 

3-3.  エラー 

ベルトユニット交換課題を 7 つの工程とタブレット

操作のエラーに分けてそれぞれの工程でエラーを起こ

した人数を数えた。各条件の高齢者と若年者を足し合

わせ，エラーを起こした人数とエラーを起こさなかっ

た人数に対してχ2 分析を行った。その結果，「シャッ

トダウン」の時はAV条件のエラーが減り（χ2 （4)= 

11.76，p<.05），「ベルトユニットを取り出す」の時で

は T 条件のエラーが多くなった（χ2 （4)= 11.14，

p<.05）。その他の工程では有意な差は得られなかった

（「複合機を開ける」χ2 （4)= 3.53，n.s.；「イメージ

ドラムを取り出す」χ2 （4)= 6.26，n.s.；「ストッパー

リリースを取り外す」χ2 （2)= 2.93，n.s.；「ベルトユ

ニットを取り付ける」χ2 （4)= 7.60，n.s.；「イメージ

ドラムを戻す」χ2 （4)= 4.44，n.s.；「複合機を閉める」

χ2 （4)= 6.25，n.s.）。しかし，「タブレット操作」で

は，AV 条件でエラーの多さが有意であったのに加え

（χ2 （4)=16.53，p<.01），VC 条件でエラーの少なさ

が有意であった。 

定着器ユニットの交換では，「定着器ユニットの取り

付け」に有意傾向が現れ T 条件でエラーが多くなって

いることが示唆された（χ2 （4)= 8.71p<.10），他の工

程では有意差は現れなかった（「シャットダウン」χ2 

（4)=0.24，n.s.；「複合機を開ける」χ2 （4)= 5.37，

n.s.；「定着器ユニットを取り出す」χ2 （4)= 6.25，

n.s.；「ストッパーリリースを取り外す」χ2 （4)= 6.93，

n.s.；「複合機を閉める」エラーなし）。「タブレット操

作」のエラーに関しては AV 条件でエラーの多さが有

意であった（χ2 （4)= 16.67，p<.01）。 

AVC条件とVC条件にエラーの減少は見られなかっ

た。AV条件ではベルトユニットの交換課題の「シャッ

トダウン」の作業時にエラーが減少したが，タブレッ

ト操作に関しては，ベルトユニット交換作業，定着器

ユニット交換作業とともに AV 条件が一番多かった。

これは，AV条件の情報量が一番多いことが原因の一つ

に考えられる。動画が次々に流れていく中で，エージ

ェントの音声も加わるため，情報負荷がかかってしま

い，タブレットの操作にエラーが生じた可能性がある。

ベルトユニット交換課題の「シャットダウン」では，

まだ序盤だったため，情報量の多さにより，繰り返し

動画を見る，集中して見るなどの行動をとり，エラー

が減った可能性がある。一方で，初めてタブレットを

操作してマニュアルを使う際，VC 条件でエラーを起

こす人が少ないことが分かった。さらに，AV 条件では

タブレット操作のエラーの多さが有意であったものの，

AVC 条件でエラーの多さが検出されなかった。動画を

1 つずつ停止させることで，AV 条件のエラーの多さを

改善することができたと考えられる。  
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表 1 「BU_シャットダウン」のエラー人数 

条件（N=20） error no_error 

AV 6 14 

V 13 7 

T 13 7 

AVC 15 5 

VC 15 5 

 

表 2 「BU_タブレット操作」のエラー人数 

条件（N=20） error no_error 

AV 11 9 

V 6 14 

T 2 18 

AVC 5 15 

VC 1 19 

表 3 「TU_タブレット操作」のエラー人数 

条件（N=20） error no_error 

AV 3 17 

V 4 16 

T 8 12 

AVC 3 17 

VC 1 19 

表 4 「TU_タブレット操作」のエラー人数 

条件（N=20） error no_error 

AV 5 15 

V 0 20 

T 1 19 

AVC 0 20 

VC 0 20 

 

3-4.  課題遂行時間 

消耗品交換課題のエラーと同様に，作業工程をベル

トユニット交換課題では 7 つ，定着器ユニット交換課

題では 6 つに分けて，作業を開始してから次の作業に

移るまでの時間を計測した。作業時間の分散が大きか

ったため，Kruskal-Wallis の検定でノンパラメトリッ

ク分析を行い，各条件群の課題遂行時間の差を検討し

た。 

ベルトユニット交換課題合計遂行時間の分析の結果

は有意であり（χ2 （4)= 40.13，p＜.00），AV条件V

条件 T 条件よりも AVC 条件の方は遂行時間が短く，

AV 条件 V 条件よりも VC 条件の遂行時間が短いこと

が明らかになった。また，定着器ユニット交換課題の

合計遂行時間の分析の結果条件群の差が有意であり

（χ2 （4)= 39.58，p＜.00），AV 条件V 条件 T条件よ

りもAVC条件の方は遂行時間が短く，AV 条件V条件

T 条件よりも VC 条件の遂行時間が短いことが明らか

になった。 

 また，各作業工程の遂行時間を検討した結果，ほと

んどの工程で有意差がみられ，AVC 条件，もしくは

VC 条件の遂行時間が短いことが明らかになった

（「BU_シャットダウン」χ2（4)= 32.05，p＜.00；「BU_

複合機を開ける」χ2（4)=30.37，p＜.00；「BU_IDを

取り出す」χ2 （4)=6.41，n.s.；「BU_BUを取り出す」

χ2 （4)=13.49，p＜.01；「BU_BU を取りつける」χ2 

（4)=12.10，p＜.05；「BU_ID を戻す」χ2 （4)=21.75，

p＜.00；「BU_複合機を閉める」χ2 （4)=8.69，p＜.10，

有意傾向；「TU_シャットダウン」χ2 （4)= 31.03，p

＜.00；「TU_複合機を開ける」χ2 （4)=28.04，p＜.00；

「TU_TUを取り出す」χ2（4)=9.69，p＜.05，；「TU_SR

を取り出す」χ2 （4)=18.53，p＜.00；「TU_TU を取

りつける」χ2 （4)=10.85，p＜.05；「BU_複合機を閉

める」χ2 （4)=7.59，n.s.）。 

 

表 5 ベルトユニット交換課題遂行時間（秒） 

    

条件 

（N＝20） 

シャット

ダウン 

内部を開

ける 

ID を取り

出す 

BUを取

り出す 

BU を取

り付ける 
ID を戻す 

内部を

閉める 

合計 

遂行時間 

AV 139.0 285.0 122.0 90.0 178.0 112.5 27.5 1083.0 

V 149.5 200.5 110.0 89.0 156.5 74.0 29.5 928.0 

T 147.0 153.5 141.5 115.0 156.0 67.5 27.5 981.0 

AVC 89.0 56.5 101.5 52.0 131.0 58.5 21.0 533.0 

VC 78.5 80.0 91.5 71.5 186.0 108.0 38.0 639.5 

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-38

866



 

 

合計遂行時間の結果，AVC 条件，VC 条件で遂行時間

が短いことが分かった。また，各工程においてもAVC

条件，VC条件で好きお香時間が短いことが分かった。

この中で，特徴的な傾向を表していた「BU_複合機を

開ける」について言及する。AV 条件 V 条件 T 条件よ

りも AVC 条件の遂行時間が短いことが明らかになっ

たが，一方で VC 条件は AV 条件との間でのみ有意差

がみられた。ほかの作業工程では，ほぼ同様の結果を

示していたが，AVC条件の遂行時間の短さが顕著にな

った。 

 

4.  考察 

主観評価において不安緊張などの作業時のネガティ

ブな面はベルトユニット交換後に最も高くなったが，

自信や安心もベルトユニット交換作業後に高まること

が分かり，相反する関係ではないことが分かった。ま

た，自信や安心といったポジティブな側面はAVC条件

と VC 条件で高くなった。さらに，説明書による操作

の容易度の主観評価は条件によって変化しなかったも

のの，マニュアルの使用欲求に関しては，従来のイラ

ストや文字で表示された T 条件よりも AVC 条件 VC

条件の方が高くなることが分かった。これらのことか

ら，動画が連続して再生されるマニュアルよりも，各

動画が止まり，重要なポイントを提示するマニュアル

の方が主観的な評価が高いことが示唆された。 

操作過程のエラーに関しては，条件間に大きさ差は

見られなかったが，タブレット操作のエラーに関して

は，最初に行ったベルトユニットの交換作業では AV

条件でエラーをする人数が多くなったのに対し，VC

条件でエラーを犯した人数が少なかった。AV 条件はマ

ニュアル上で与えられる情報が多いことでエラーが誘

発されてしまうと考えられる一方で，VC 条件でエラ

ーが少ないのは確認画面が置かれることで情報が整理

されやすくなり，タブレット操作を行う余裕が生まれ

るからと考えられる。 

作業時間に関してもAVC条件VC条件と他の条件と

の差がみられた。これも，エラー同様，動画が流れて

しまうことで，情報の整理がつかなくなっているとこ

ろを，確認画面を置くことで今目の前にある作業に集

中できるという点が有効に働いているからだと考えら

れる。また，AVC 条件のマニュアルの効果が特に現れ

ていたのが，ベルトユニット交換課題時の「複合機を

開ける」という工程である。この時，AVC 条件の確認

画面では，目や腕が付いた複合機型のエージェントが

自身の体を持ち上げて内部を開けるようなイラストを

提示した。そのため，参加者にとって説明書内の複合

機の方向が分かりやすくなり，エラーからの復帰が早

かったのではないかと考えられる。以上の結果から，

動画による説明における，確認画面の有効性と，エー

ジェントを用いたデザインの検討に示唆を与えること

ができた。 

 

図 9 複合機を開ける確認画面（AVC条件） 

 

本研究では，オフィス機器のメインテナンス作業を

対象としたマニュアルについて，コンテンツ形式なら

びに擬人化エージェント付加の効果を検討した。 

マニュアルのコンテンツ比較として動画と静止画の

コンテンツを比較するとともに，動画での取扱説明に

エージェントを加えエージェントのマニュアル理解促

進の効果を検討した。その結果，AV条件には動画の効

果は現れたものの，エージェントの効果は表れなかっ

た。下位目標の枠組みを参加者に持たせるためにエー

ジェントに導入の説明を行わせたことで，参加者はそ

れを単なる説明と思い，動画上の説明と役割が混同し

てしまったことが原因である可能性が考えられる。

AVC 条件では，エージェントは動画間で重要なポイン

トを確認する役割を持たせた。その際，機器全体の方

向を把握しなければいけない場面などのエージェント

の身体表現を活かすことができる操作場面であれば，

タブレット画面上の機器の向きと，実際の機器との関

係の理解が素早く行うことができる可能性が示唆され

た。 

 しかし，本研究の問題点としては，エージェントの

身体表現による理解促進の効果がみられた場面が一部

だけであり，AVC条件VC条件間の差はあまりなかっ

たことが挙げられる。今後は，どのような状況であれ

ばエージェントの身体性をうまく生かすことができる

のか，場面を想定しながら，より深く検討していく必

要がある。また，AV条件のタブレット操作のエラーが

増えるといったように，エージェントを入れることに
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よって情報量が増えてしまい，逆に操作を難しくして

しまう可能性がある。どのようにエージェントを提示

していくことが適切なのか，合わせて検討していく必

要があるだろう。 

本研究では，エージェントに対する加齢の影響も調

べていたが，エージェントに対する評価に条件による

大きな差は見られなかった。インタビューを行った際，

AVC 条件の高齢者若年者共に「エージェントがいるこ

とによって分かりやすくなっている」と発話していた

ことから，年齢に関係なくエージェントからの情報を

好意的にとらえていた可能性がある。このことから，

ユニバーサルデザインに画面上でのエージェントが有

効であると示唆することができた。 

本調査では，動画による説明の効果とエージェント

によるデザインの効果について探索的に検討した。動

画での説明であっても，連続して流すと情報が過ぎ去

ってしまい，作業にエラーが起きやすくなることが示

唆された。そのため，動画を細かく区切り，確認を促

すことでエラーの増加を抑え，作業時間の短縮につな

がることが分かった。また，エージェントの身体性を

確認画面で生かすことで，方向性の手がかりとなる可

能性が示唆された。 

今後は本調査で見られた点を，より厳密に検討して

いく。 
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身体的なインタラクションを通したコミュニケーション欲求に基づく
他者モデルの構築過程

Process of Agency Identification Based on the Desire to
Communicate in Embodied Interaction
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dgs14010@s.inf.shizuoka.ac.jp

Abstract

Humans can communicate because they adapt and
adjust their behavior to each other. We hypothesize
that developing a relationship with others requires co-
ordinating the desire to communicate and that this
coordination is related to agency identification. To
model this initial phase of communication, we created
an experimental environment to observe the interac-
tion between a human and an abstract-shaped robot
whose behavior, moving on the floor and rotating, was
mapped by another human. The participants were re-
quired to verbalize what they were thinking or feeling
while interacting with the robot. At present, we do
not have a sufficient number of participants, and ex-
periments and data analysis are ongoing. We must
verify the effects of interaction patterns and inspect
what type of action and reaction are regarded as sig-
nals that enhance interpersonal interaction.
Keywords — Interaction, Agency, Communi-

cation relationship

1. はじめに
他者とのコミュニケーションは，相手が心を持って

いることを前提とし行われる．このような人–人イン
タラクションにおいては，相手の内的状態に基づく行

動モデルである他者モデルの構築が重要である．一方

で対象が人であるからといって必ずしも他者モデルが

必要になるとは限らない．例えば，交差点の人混みで

は相手の心を想定することなく，ただすれ違うことが

できる．このような場合，対象が人であるにもかかわ

らず人–物インタラクションが行われていると見做す
ことができる．また，人がコンピュータに対して対人

的な反応を示すメディアイクエージョン [1] は，物に
対する人–人インタラクションであるといえる．これ

らのことから，他者モデルを構築すべき対象か否かは

インタラクションを通して判断されると考えられる．

社会性の認知においてインタラクションを重視す

るアプローチとして，心の理論における Interaction
Theory[2]や社会性認知のエナクティブアプローチ [3]
が挙げられる．さらに，ミニマムな身体表現を用いた

インタラクションを用いた成人間のインタラクション

からコミュニケーションが成立する過程を明らかにす

る研究が行われている [4, 5]．これらの研究から，た
とえ外観から得られる情報がなくともインタラクショ

ンのみから対象を他者と見做すことが可能であること

が示されている．しかし，インタラクションを方向づ

けるような課題を設けない状態でのインタラクション

を観察するような研究はほとんど行われていない．課

題が設けられている状況では，対象と関わりたいとい

う自身のコミュニケーション欲求がない状態や，対象

のコミュニケーション欲求の有無を判断する過程が含

まれていない. そこで本研究では，インタラクション
を行う前提がない状態である未知の対象と人がどのよ

うなインタラクションを行い，その対象に他者性を認

知し得るのかという点に注目する．そこから，対象が

自身と関わろうとしていると見做し，他者モデルを構

築する過程を明らかにすることを目指す．

2. 背景
2.1 他者性認知過程

図 1 にインタラクションを行う前提がない状態を
始点とした他者性認知過程のモデルを示す．インタラ

クションを行う前提がない状態であっても同じ環境内

に物理的な身体を有する対象が存在する場合，身体レ

ベルでのインタラクションは常に成立している状態で

ある見做すことができる．例えば，双方が全く動かな

かったとしても「相手と関わるつもりがない」という
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図 1 他者性認知過程

均衡が維持された関係性におけるインタラクションで

あるといえる．この状態から，身体レベルでのほとん

ど意識的されてないインタラクションを通して対象が

自身と関係を構築し得る存在であることに気付く．そ

こから，その可能性を検証する段階に移行すると考

えられる．本研究では，この他者性認知過程のモデル

の妥当性を検討する．また，他者性を認知する方向に

段階が進むきっかけとなるようなインタラクションの

要因を特定し，その振る舞いをモデル化することを目

指す．

人同士のコミュニケーションでは，互いの距離間や

視線のやり取りなどを介して相手との関係性を調整し

ながら行われており，このような調整はあまり意識さ

れずに行われている [6, 7, 8]．例えばエレベータに他
者と乗り合わせた場合，できるだけお互いの距離が近

づかないような位置に留まり，止むを得ず距離が近づ

く際にはできるだけ視線を逸らすだろう．このような

やり取りは「親密さを近づけるつもりがない」という

メタメッセージを送り合っていると解釈することがで

きる．一方で，対物的なインタラクションは人と物と

の関係性は固定されているか，人が一方的に関係性を

決定している状態である．対象の振る舞いに相互の関

係性を記述するメタメッセージが含まれていることに

気付くことが他者性認知に必要であると考えられる．

関係性を構築するために最初に交わされるやり取りは

「関わりを持ちたい」というコミュニケーション欲求

のやり取りであると考えられる（図 2）．このやり取
りがどのような身体的インタラクションとして現れる

のかを観察し，モデル化する必要がある．

対象との関係性がほとんど意識されていない段階か

Low Low HighLow

LowHigh High High

Initial State

図 2 自身と対象のコミュニケーション欲求の遷移

ら対象との関係を構築しようとする段階への変化を検

討するためには，インタラクション最中の当事者の内

的状態の変化を捉える必要がある．そこで，本研究で

はインタラクションを行っている当事者に自身の内部

状態を逐一報告させる Think-aloud 法 [9, 10] を用い
る．これにより，インタラクション最中の人の内的状

態の変化を捉え，その変化のきっかけとなるような身

体レベルのインタラクションについて検討を行う．

2.2 これまでの研究成果

先行研究では，未知の対象として床面を移動する機

能のみを有する抽象的な形状のロボットを用いて実験

を行った [11]．結果として，人とロボットの動きのタ
イミングが同期することが対象に他者性を認知する

きっかけとなっている可能性が示唆された（図 3）．し
かし，具体的にインタラクションのパターンがどのよ

うに変化していたかについて定量的に示すことはで

きていない．床面の 2 次元座標のみでは，参加者と
ロボットの距離や移動速度の変化などの要素から動き

の同期が偶然なのか，社会的なインタラクションとし

て生じたものなのかを判断することが難しい．また，

対象への接近や回避がコミュニケーション欲求に基づ

く行動なのか，接近–回避という関係の構築によるも
のなのかを切り分けることが困難であった．そこで本

研究では，床面の 2 次元移動に回転方向の動きを加
えることにより，身体位置と身体方向によるインタラ

クションを観察する実験を行う．これにより，人とロ

ボットの間のインタラクションを距離，移動速度，移

動方向，身体方向などの要素で分類し，その変化から

関係性が対人的なものへ発展するきっかけを捉える．
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図 3 コミュニケーション欲求が低い状態から始まる

インタラクションの変化の分析

3. 実験
本実験では，インタラクションを行う前提がない対

象との身体的なインタラクションを通して，対象が自

身と関係を構築し得る存在であると認知する過程を明

らかにすることを目的とする．そこで，床面を移動，

回転する機能のみを有するロボットを介した人同士の

インタラクションを観察する．ロボットの動作を別室

の他者の動きに対応させることで，対象に他者性を認

知していない状態でありながら対人的な関係が成立

し得るインタラクションの観察を行うことができる．

また，Think-aloud法を用いることによりインタラク
ション最中の人の内的状態と振る舞いとの関係性につ

いて分析を行う．

なお，現在のところ実験と分析を行っている最中で

あるため，本稿では実験方法と分析方法について述

べる．

3.1 実験方法

3.1.1 実験環境

実験環境の概要を図 4 に示す．実験は，同様の装
置で構成された 2 つの部屋を用い，参加者 2 名 1 組
で行う．各部屋の床はテープにより直径 3 メートル
の円形で区切られており，円形内が参加者とロボット

がインタラクションを行うフィールドとなる．参加者

の位置はレーザーレンジファインダー（北陽電気社，

URG-04LX）で測定される．この位置座標は PCのソ
ケット通信により，両部屋間で相互に送受信される．

また，身体の向きは Nexus 5X の地磁気センサーに
より取得され，無線 LANを経由し別室の PCへとソ
ケット通信により送信される．各部屋のロボットの位

置と向きは別室の参加者の位置座標と身体方向に一致

するように制御される．これによりそれぞれの部屋の

参加者の移動が別室のロボットの移動に対応すること

になる．ロボットは方向転換せずに全方位移動可能な

ロボット（Nexus Automation Limited,3WD 100mm
Omni Wheel Mobile Robot ）を用いる（図 5）．ロ
ボットは，Bluetoothにより PCとの通信を行い制御
する．また，ロボットの位置は各車輪のエンコーダか

ら求め，Webカメラの映像から画像処理により位置の
補正を行う．参加者の発話内容はヘッドセットに接続

されたヴォイスレコーダにより録音する．

Laser 
Rangefinder

Laser 
Rangefinder

Participant A

Participant B

PC PC

Web Camera
Web Camera

Robot A

Robot B

�������

�������

�

�

Headset

Headset

Compass
Compass

図 4 実験環境

図 5 ロボットの外観

3.1.2 実験条件

実験条件はロボットの動きが別室の参加者のもので

あることを教示する条件（教示あり条件）と，ロボッ

トの動きに関する教示を行わない条件（教示なし条

件）である (図 6)．教示あり条件では，ロボットの振
る舞いは別室の他者のものであると見做されるため，

相互の関係性の調整を伴うインタラクションが実験開

始直後から観察される．一方で教示なし条件では，ロ

ボットに対して他者性を認知していない状態からイン

タラクションが開始される．この 2つの条件における
ロボットとの距離や向きに応じた参加者の振る舞いの

特徴を比較することで，コミュニケーション欲求の調

整や他者性認知がどのような過程に基づいているのか

を明らかにする．
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図 6 実験条件

3.1.3 実験手順

実験手順を図 7に示す．実験は実験参加者 2名 1組
で行う．双方の参加者はお互いに相手の存在を知らさ

れない状態で別々の部屋に案内される．参加者に「実

験課題は思ったことや考えたことをすべて声に出して

発話する課題である」と教示し，発話の練習としてタ

ングラム課題を行わせる．タングラム課題終了後，ロ

ボットとのインタラクションを行う段階に移る．参加

者には練習と同様に思ったことや考えたことを発話

するように教示を行う．ただし，課題時間中は円形の

フィールド内から出ないようにし指示する．教示なし

条件の参加者にはロボットの振る舞いに関する教示を

与えず，自由にするように教示を行う．教示あり条件

の参加者にはロボットの振る舞いが別室の参加者の動

きに対応していることを説明し，自由にするように教

示を行う．その後，参加者を部屋で一人にし，開始の

合図とともに，互いの部屋のロボットが他方の部屋の

参加者の位置に対応し動作する (図 8)．課題終了後，
アンケートの回答を行わせる．
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図 7 実験手順

3.1.4 観察項目
• 実験協力者の位置座標のログデータ（125ms毎）

図 8 インタラクションの様子

• ロボットの位置座標のログデータ（125ms毎）
• 実験協力者の身体方向ログデータ（125ms毎）
• ロボットの方向のログデータ（125ms毎）
• 実験協力者の発話データ（125ms毎）
• ビデオカメラにより撮影した実験協力者の行動
• 実験後のアンケート

3.2 分析方法

図 2で示したコミュニケーション欲求の状態によっ
て生じるインタラクションの特徴が異なると考えられ

る．双方のコミュニケーション欲求が低い状態におけ

るインタラクションでは，無意識的なインタラクショ

ンとして動作のタイミングの同期や身体方向の変化の

タイミングが同期すると考えられる．これらの同期が

生じたタイミングは

• 移動速度の相互相関関数

f(k) =
Cov(At, Bt+k)

σAtσBt+k

(1)

• 身体方向の相関係数

ρcc =

∑
i sin(αi − ᾱ) sin(βi − β̄)√∑

i sin(αi − ᾱ)2
∑

i sin(βi − β̄)2
(2)

から求めることできる．

相互のコミュニケーション欲求が高まるについてれ，

参加者とロボットの振る舞いがそれ以前の相手の振る

舞いから受ける影響が大きくなると考えられる．この

ことを検証するために，まず参加者とロボットの振る

舞いを，図 9に示すような，静止．回転，移動，方向
転換の 4つの状態に分類する．分類の方法として，あ
る区間内（nフレーム分）の移動速度の合計，身体方
向の変化量，移動方向の分散を用いる．分類後，それ

ぞれの状態から別の状態への遷移の頻度や，遷移の要

因を検証する．例えば，参加者が静止の状態から移動

の状態へ移行した個所について，その直前（k 秒前）
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のロボットの状態が移動となる頻度を示すことができ

る．さらに，そのような状況における移動方向や身体

方向などの要素の分布を求めることで，参加者とロ

ボット間の振る舞いの関係性を求めることが可能であ

る．相互の振る舞いの定量的な記述ができれば，発話

データと対応付け，コミュニケーション欲求の変化や

他者性認知過程をモデル化できると考えられる．
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図 9 ロボットおよび参加者の振る舞いの分類方法

4. まとめ
本研究では，人が未知の対象に対して自身と関係を

構築し得る存在である可能性に気付く過程を含んだ他

者性認知過程をモデル化することを目的としている．

これまでの研究結果から，対象との動き出しのタイミ

ングの同期が対象が自身と関係を構築し得る存在であ

る可能性に気付くきっかけとして機能していることが

示唆されている．しかし，対象とのインタラクション

がどのように変化したのかを対象との距離や身体方向

などの要素から具体的に記述する段階には至っていな

い．そこで本研究では，床面を回転・移動するだけの

抽象的な形状の未知のロボットを介した人同士のイン

タラクションを観察する実験を行う．インタラクショ

ン最中の参加者の内的状態を Think-aloud法により取
得することで，参加者がロボットとの関係性をどのよ

うに捉えていたかを分析し，参加者の行動データか

らインタラクションのパターンの変化を捉える．現段

階では実験および分析を行っている最中であるが，本

研究の発展により他者性認知過程をモデル化できれ

ば，人–人工物のファーストコンタクトにおける人工
物の振る舞いをデザインすることが可能となる．例え

ば，人の振る舞いからその人が人工物とのインタラク

ションを求めているか否かを判断することができ，必

要に応じてインタラクションを開始するためのきっか

けとなるアクションを人工物側からしかけることがで

きると考えられる．これにより，ロボットなどの自律

的に振る舞う人工物が社会に迎合されることが期待さ

れる．
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Abstract 
In this study, participants were requested to refuse an 

invitation from his friend by telling a lie, and to evaluate 
considerations while thinking the lie subjectively. 
Participants were categorized three groups with these 
evaluated values, especially depending on the degree of 
avoidance of responsibility. This tendency to avoid 
responsiveness was also observed in the contents of lies told 
by subjects. 
Keywords ― Telling a Lie, Avoidance of Responsibility 
 

1. はじめに 

  人が嘘を吐く時，あるいは他者を騙そうとする時，

他者を自身の意図通りに誘導させるのであれば，多く

の事柄を考慮する必要がある．これまでの研究では嘘

を吐く相手となる他者のどのような内的過程を推定し

ているか[1][2,]，あるいは嘘を吐く時に他者の内的過程

をどれだけ推定しようとしているのか[3]，検討を進め

てきた． 
  実際に嘘を吐く時には，このような内的過程の推定

をおこないつつ，嘘を吐くことによって自身が受ける

利益や嘘が露見した時に被る被害，あるいは嘘を吐い

た相手に対して与えるであろう影響や嘘を吐くことに

よって相手が被る被害等，様々なことを考慮して，「ど

のような嘘」を吐くべきか決定していると考えられる．

さらにこれらの事項の内，どの事項をどれだけ考慮す

るのかによって，嘘を吐く行動は影響を受け，実際に

吐かれる嘘の内容も異なってくると考えられる．本研

究では，被験者に嘘を吐かせた後に主観的に評価させ

た「嘘を吐く時に自身が考慮した」ことと「吐かれた

嘘」との間に，どのような関連性が見られるのか探索

的な検討をおこなった． 
 
2. 方法 

 「嘘を吐く時に自身が考慮した」ことと「吐かれた

嘘」との関連性を検討する嘘吐き場面は，質問紙とし

て用意した．被験者には，文章で提示された「ある場

面」の「あなた」になったつもりで２回嘘を吐かせ，

続く回答項目に回答させた． 

被験者 大学生 150 名(女性 75 名，男性 75 名) が実験

に参加した． 
質問紙  被験者は，提示された「ある場面」を想像

しながら文章を読み進め，その後に設けた質問に回答

した．「ある場面」には，被験者である「あなた」と，

「友人A」，「友人B」を登場させた．「友人A」との関

係は，『最近知り合った「あなた」と同性の友人』であ

り，『「友人A」は「あなた」を慕っているが，「あなた」

は「友人A」が苦手』，とした．一方「友人B」との関

係は，『昔からの付き合いのある「あなた」と同性の友

人』であり，『お互いに慕い合う関係』とした． 
被験者に読ませた「ある場面」は次のようなものだ

った．被験者である「あなた」が「友人 A」から遊び

の誘いを受け，乗り気ではなかったが遊ぶ誘いを承諾

した．翌日，「あなた」は「友人A」と約束していた日

時と同じ日時に「友人B」から遊びに誘われ，「友人B」

の誘いを受けることを決め，「友人A」からの誘いを断

る嘘の口実を，「友人 A に嘘をついて誘いを断ること

にしました．このとき「あなた」ならどのような嘘を

つきますか？」と教示し回答させた（１回目の嘘）．こ

の時「友人 B」は「あなた」が「友人 A」の誘いを断

って自分の誘いを受けたということは知らないことに

した． 
続いて，「友人B」と約束をした日に「あなた」が「友

人 B」と軽い食事をしていると偶然「友人 A」が現れ

「あなた」に声をかけてきた場面を読ませ，その状況

で「友人 A」に返す言葉を，「あなた」は A さんに何

か言い訳をするとします．「あなた」ならどのような言

い訳をしますか？」と教示し，回答させた（２回目の

嘘）． 
２回の嘘を回答させた後で，「１回目の嘘」の回答時

と「２回目の嘘」の回答時に被験者「嘘を吐く時に自

身が考慮した」ことが何か以下の様に回答させた． 
まず「１回目の嘘」の回答時に，「嘘が友人 A にば

れないようにすること」，「友人A がどのような気持ち

になるのか」，「自分が友人A に責められるのではない
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図１．群別の各評価項目の平均値 

か」の３項目，「あなた」自身の状態に関する５項目（「怒

られること」，「嘘がばれること」，「どうしたら嘘を隠

せるのか」，「嘘を隠すことができるのかどうか」，「嘘

をつくときの表情を含む振る舞いについて」），および

「友人A」に関する５項目（「嘘をついてしまうという

こと」，「傷つけてしまうこと」，「怒らせてしまうこと」，

「悲しませてしまうこと」，「失望させてしまうこと」）

のそれぞれをどの程度考えていたか，１ (全く考えな

かった)～５ (とてもよく考えた) の５件法で回答させ

た． 
次いで，「２回目の嘘」の回答時に「自身が考慮した」

こととして，「１回目の嘘のこと」，「友人 A に関する

こと」，「友人B に関すること」，「あなたに関すること」

の４項目，および「あなた」自身の状態に関する５項

目（「怒られること」，「責められること」，「どうしたら

うまく切り抜けられるのか」，「その発言が適切かどう

か」，「表情を含む振る舞いについて」），友人A に関す

る５項目（「嘘をついてしまうということ」，「傷つけて

しまうこと」，「怒らせてしまうこと」，「悲しませてし

まうこと」，「失望させてしまうこと」），さらに「友人

B」に関する４項目（「傷つけてしまうこと」，「怒らせ

てしまうこと」，「悲しませてしまうこと」，「失望させ

てしまうこと」）のそれぞれをどの程度考えていたか，

１ (全く考えなかった)～５ (とてもよく考えた) の５

件法で回答させた． 
 
3. 結果 

「１回目の嘘」を吐いた時に考えていた程度（「嘘が

友人A にばれないようにすること」，「友人A がどのよ

うな気持ちになるのか」，「自分が友人A に責められる

のではないか」）と，「２回目の嘘」を吐いた時に考え

ていた程度（「１回目の嘘のこと」，「友人 A に関する

こと」，「友人B に関すること」，「あなたに関すること」）

に対する回答結果にしたがってクラスター分析をおこ

なった結果，３群（A 群(91 名)，B 群(41 名)，C 群(16
名)）に分けられた．  
クラスター分析に用いたそれぞれの回答項目への回

答結果を従属変数とし，クラスター分析に依り分けら

れた群を要因（３水準）とする分散分析の結果，どの

質問項目においても群要因の主効果が見られ，「１回目

の嘘についての３項目」，および２回目の嘘の時の「１

回目の嘘のこと」と「友人 A に関すること」では，A
群，B 群が C 群よりも高い値を示した．一方，「２回

目の嘘」を吐いた時の「友人B に関すること」と「あ

なたに関すること」についてはA 群の値がB 群，C 群

よりも高くなった（図１参照）．  
すなわち，A 群の被験者は，「１回目の嘘」の時は「友

人A」に嘘がばれないことを考慮し，「2 回目の嘘」の

時は「嘘のこと」に加え友人のことや自分のことにつ

いても考慮する傾向がみられた．B 群の被験者は，「1
回目の嘘」の時にはA 群同様「友人A」に嘘がばれな

いことを第一に考えるが，「2 回目の嘘」の時は嘘のこ

とと「友人A」に関することを考慮する一方で，「友人

B」のことや自分に関することは考慮しない傾向が見

られた．C 群の被験者はA・B 群とは大きく異なり，「1
回目の嘘」と「2 回目の嘘」のどちらの嘘を吐く時に，

いずれの質問項目に対しても十分に考慮する傾向は見

られなかった．  
このような傾向が実際に被験者が吐いた嘘とどのよ

うに関連しているのか明らかにするため，まず被験者

が「１回目の嘘」として回答した結果を，その内容に

したがって以下のように７つに分類した（表１）． 

次にクラスター分析により分類された各群の被験者

が「１回目の嘘」としてどのような嘘をどれだけ吐い

たのか調べたところ表２のようになり，群ごとに吐く

嘘の傾向が異なった (χ2 [12] = 28.7, p < .01）． 
 

図 1．群別の回答結果 

表1.　被験者が吐いた嘘の分類（１回目の嘘）

タイプＡ 約束の日時にバイトが入った
タイプＢ 約束の日時に家族／親族に関わる用事が入った
タイプＣ 約束の日時に自身に関わる用件ができた
タイプＤ 約束の日時に急用ができた（用件を示さない）
タイプＥ 約束の日時に先約があったことを忘れていた
タイプＦ 約束の日時に先約があった
タイプＧ 「Ｂさんとの約束」と特定した

内容
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表3.　被験者が吐いた嘘の分類（２回目の嘘）

タイプあ 用件が早く終わった／無くなった
タイプい 用件が終わり／無くなり，偶然Bさんに会った
タイプう 用件が終わった／無くなったのでBさんと会うことにした
タイプえ 用件が無くなった後Bさんから誘われた
タイプお 急な用件がBさんと会うことだった

内容

同様に被験者が「２回目の嘘」として回答した結果

を，その内容にしたがって５つに分類した（表３）． 

その上で各群の被験者がどのような嘘をどれだけ吐

いたのか調べたところ表４のようになり，群ごとに吐

く嘘の傾向が異なった (χ2 [8] = 19.9, p < .05）． 

 
4. 考察 

 「嘘をつく時に自身が考慮した」ものが何か，そし

てその程度がどのくらいか探索的に検討を行った結果，

被験者を３群に分けることができた．また，２種類の

「場面」で吐かせた嘘は，その内容にしたがい分類す

ることができた．その中には，「嘘を吐くように」と教

示したのにもかかわらず，「嘘」ではなく「真実の吐露」

となったケースもあった． 

A 群の被験者は「如何に上手く嘘を吐くか」，そして

自分自身が関わる事柄に焦点を当てて考慮していたと

自己評価した．A 群の被験者が吐いた「１回目の嘘」

の８割近くが「自身の都合ではなく外的な要因により

都合が悪くなった」という嘘であり，「嘘がばれないこ

と」を重視しつつ「自身が責められる」ことからは避

けたい傾向が明確に現れた．「２回目の嘘」においても

「自身の都合ではなく用件が早く終わった」，あるいは

「B さんにたまたま会った」と外的な原因によって「嘘

を吐く事態」が生じたとする嘘が多く，自責から逃れ

ようとする傾向が見られた．同様の傾向は「先約があ

った」「B さんと会うことだった」という自責的な「真

実を吐露」する被験者が少ない点にも認められた． 
 一方 B 群の被験者は，「嘘を吐く時」の自己評価に

おいて大まかにはA群の被験者と同様の傾向を示した

が，「２回目の嘘」において「B さんへの考慮」や「自

身への考慮」を示す傾向は見られなかった．１回目の

嘘を吐く時には「自身が責められる」ことを考慮する

程度はA 群と差異が見られなかったが，A 群の被験者

より自責的な傾向は，実際に「吐いた嘘のタイプ」に

現れた．B 群の被験者は「先約があったことを忘れ

ていた」という嘘を吐く者が多いのに対し，「具体的

な用件を示さない」嘘を吐く者は少なかった．同様

に「２回目の嘘」においても「B さんとたまたま会

った」という回答は見られず，自身で「用件がB さ

んと会うことだった」と「真実を吐露」する割合が

高くなった． 
 少数（全体の１割）現れたC 群の被験者は特殊な傾

向を示した．自己評価はどの項目においても低く，特

に「１回目の嘘を吐く時」に「嘘がばれないこと」や

「自分自身が責められること」についての評価が低か

った．このことはC 群の被験者が実際に示した嘘にお

いても明確に現れ，「嘘を吐く」というよりも「真実を

吐露」するケースが半数近くにのぼった．「２回目の嘘」

においても「用件がB と会うことだった」と「真実を

吐露」するケースが８割近くになった．このことは，

C 群の被験者は，「嘘を吐いてごまかす」のではなく「真

実を吐露」ことにより重き置く判断基準を用いていた，

と考えられる．しかし，観察された事例数が少なく，

一般化可能であるかさらなる検討が必要である． 

 今後，このような嘘を吐く時に見られた「考慮すべ

き事柄」の違いやその程度の違いがどのような社会的

事柄の認識と関連するのか，そして実際の「嘘を吐く」

という行為にどのように影響するのか，さらなる検討

が必要である． 
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表4.　各群の被験者が吐いた嘘のタイプわけ（１回目の嘘）

タイプあ

タイプい

タイプう

タイプえ

タイプお

4 1 0
26 17 11

11 1 2
4 0 0

A群 B群 C群

44 22 1

表２.　各群の被験者が吐いた嘘のタイプわけ（１回目の嘘）

タイプＡ

タイプＢ

タイプＣ

タイプＤ

タイプＥ

タイプＦ

タイプＧ 0

1
2
1
4
1
7

8
11
3
3
7
9
0

25
17
16
17
6
7
3

A群 B群 C群
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Abstract 

 Although individual pictogram is investigated 

thoroughly from the universal design viewpoint, 

complexity of real situations introduced another 

problems that sometimes it is difficult to understand 

which arrow comes with which pictogram when multiple 

pictograms and arrows are displayed in one 

announcement board. A psychological experiment has 

been executed to look for the best design for combination 

between a pictogram and an arrow for such a complex 

situation. Twenty five older adults and 25 younger adults 

participated the experiment to respond to the arrow based 

on the display of pictograms and arrows. The results 

showed that older adults showed longer reaction time 

than younger adults, but there were no interaction with 

aging and other experimental factors, which indicated the 

universal designs principle is working in those area. 

Against the hypothesis, however, putting the pictogram 

on the starting point of the arrow was difficult to respond 

than the pictogram put on the end side; and that adding 

some “wrap-up design” for the specific arrows-pictogram 

combination had interfering effects in some case. It is 

strongly implied that pictograms and arrows in one 

display should be designed as a whole, not searching a 

simple rule of combination. 

 

Keywords ―  pictogram design, compound design, 

Aging and the universal design principle, 

Human-Artifacts interaction 

 

1. はじめに 
案内サインは，不特定多数の人が行動するために必要な

様々な情報を，ピクトグラム（絵・図記号）や文字情報に

よって伝えるための表示・標識である．近年，日本では案

内サインのわかりやすさを重視し，標準化，ユニバーサル

デザイン化が進んできている．しかしながら，そこで扱わ

れているのは，個々のピクトグラムや文字表記のデザイン

であり，それらが実際に利用されるフィールドにおいての

「全体としてのわかりやすさ」についてはいまだ考慮され

ていない． 

その結果，たとえば多くの情報を表示せざるを得ない都

市部の駅コンコースや大規模デパートの表示板では，多く

の行き先（ピクトグラムや文字表示）が複数の矢印と複雑

に組み合わされ，特定の一つの行き先がどこにあるのかを

理解することを難しくしている（例を図1に示す）． 

そこで，特に複数のピクトグラム（もしくは文字表記）

がある場合に，矢印との組合せ方をどのように構成するこ

とが人にとってもっとも「わかりやすい」のかを検討する

ために，心理学的な実験により検討を行った．具体的には

矢印とピクトグラムの組を提示し，当該の施設がどちらの

方向かを答える課題を行い，その反応時間の分析を行った． 

また，こうした認知的デザインの評価において，

デザインの良否がユニバーサルなものであるか否か

は，必ずしもデータによって明らかにはされていな

い．そこで本研究では，参加者として若年成人と高

齢者を得て，共通の結果が得られるか否かについて

も検討を行った． 

 

 
図 1 わからない案内サイン版の例 

（新宿エルタワーの案内板） 
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本研究で検討した仮説は，大きく 3 つである． 

1) [アイコンと矢印の位置関係について] アイコン

（ピクトグラムの一般名として以下アイコンと

する）と矢印の組合せについて，「対象である A

がこの方向にある」という認識の形態から，矢

印の根本にアイコンがある方が，矢印の先にア

イコンがあるよりも理解が容易なのではないか． 

2) [刺激複雑度の効果について] 複数のアイコン

と異なる方向の矢印が組み合わされた場合は，

アイコンと矢印が一つずつ提示されている場合

(単独条件)よりも理解が難しいであろう．その場

合，アイコンと矢印の組合せを何らかの視覚デ

ザインにより「まとめて」いる方が，単純に列

挙してある「まとめなし」の場合よりもわかり

やすいのではないか． 

3) [年齢群の効果について] アイコンと矢印の関

係性の理解についても，ユニバーサルデザイン

の原理が機能しているであろう．そうであるな

らば，全体的な反応時間は高齢者が大学生より

も長くなるにしても，加齢要因は他の要因との

交互作用は示さず，いずれの年齢群でも同様の

判断の容易さ・困難さを示すであろう． 

 

2. 方法と仮説 

実験計画 実験計画の概略ならびに刺激事例を図 3 に

示す．参加者間要因として，年齢群（2:若年／高齢），

参加者内要因として，刺激複雑度（3:単独／複数まと

まりあり／まとまりなし）×アイコン位置（3：矢の先

／矢の根／並行）×アイコン種類（4：エスカレーター

／お手洗い／タクシー乗り場／階段）の 4 要因混合計

画とした．なお，「複数まとまりあり」の条件では，刺

激セット当たり 2 種類のまとまりの付け方をセットと

し，参加者間でカウンターバランスをとった． 

材料 アイコンへの親密度を統制するため，すべての

アイコンは公益財団法人交通エコロジー・モビリティ

財団の定める標準案内用図記号の推奨度 A/B より，4

種（エスカレーター，お手洗い，タクシー乗り場，階

段）を本試行に，2種（バス乗り場，病院）を練習試行

に使用した．実験後のインタビューにおいて，アイコ

ンの意味がわかるか，見たことがあるかを確認し，す

べての参加者が日常的に接し，意味がわかることを確

認した．矢印は線分の長さ 35mm，線分の太さ 5mm，矢

尻の角度45度，矢尻の長さ35mmとした． 

複雑度として，a) 矢印とアイコン一対の「単独」条

件，b)２対の矢印とアイコンを用い，それぞれの対応

する矢印･アイコン間に一定のまとまりを持たせた「ま

とまりあり」条件，c)特に区別のない「まとまりなし」

条件を設けた．b)のまとまり条件として複数のデザイ

ン可能性が考えられたため，境界線条件とグレー条件，

囲み条件と間隔条件の 4 デザインを作成し，２デザイ

ンずつ２群の刺激を作成して，各条件の半数ずつが異

なる「まとまり」デザイン条件で実験を行った． 

参加者 若年成人群として大学生 25 名（女 12，平均

21.45歳），高齢者群として筑波大学みんなの使いやす

さラボ登録者 25名（女 13，平均 74.16歳）が参加し

た．すべての参加者は規定の謝金を支払われた．なお，

試行全体の正答率が 6 割を下回った 2 名（若年・

男性 1 名，高齢・女性 1 名）のデータを分析から

除外し，若年成人，高齢者いずれも 24 名のデー

タを分析対象とした． 

手続き 実験は個別に行い，実験概要を説明して書面

で同意を得た上で実験を行った．1 試行の流れを図 2

に示す．1試行は注視点（黒色＋）を 1000msec提示し

た直後に「＜アイコン名＞はどちらの方向にあります

か」と画面中央部に書かれた教示文を提示した．参加

者は教示文を読み終えたら，反応キー（上向き）を押

すよう教示され，キー押しの直後にアイコンと矢印が

組み合わされた刺激が提示された．参加者が「ターゲ

ットの矢印の方向と合致したキー」を押して回答する

と，1試行が終了し，次の試行の注視点が提示された．

全72試行であり，本試行に先立って，練習試行（単独

条件）を6試行実施した．また36 試行目の後，自由

に休憩を取ることができた．刺激提示は21.5WIDE

型液晶ディスプレイ，回答は独立型のテンキー

（SANWA SUPPLY社，NT-UU5）を使用した．  

 課題本試行終了後，質問紙（日常生活で案内サ

インを見る頻度など）とインタビューを実施した． 

 

 

図 2 実験方法：1試行の流れ 
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3. 結果と考察 

正答率 年齢群ごとの正答率を検討したところ，若

年群は平均 97%，高齢群は 95%であり，年齢群間の

正答率の差は有意ではなかった(SD＝2.981, t（16）＝2.034，

p＝.059）． 

反応時間 刺激画像提示から参加者によるキー押し

までの反応時間を対象として，年齢群(2)×刺激複雑

度(3)×アイコン位置(3)×アイコン種類(4)の4要因分散

分析を行った．ただし誤答試行データは分析対象から

除外している．本研究の主たる目的は，上記の 3 つ

の仮説を検討することであったため，仮説に基づき，

それらの主効果から検討を行った． 

年齢群の主効果 年齢の主効果は有意であった（F(1, 

32)=23.812, p<.001）が，年齢とその他の要因との間の交互作

用については，年齢群×刺激複雑度を除き，有意な効果

を示さなかった(F<1.0)．刺激複雑度の効果も年齢群間で同

方向であったことから，アイコンと矢印の組合せデザイン

のわかりやすさについて，年齢群による差はなく，ユニバ

ーサルデザイン原理を支持する結果となった． 

刺激複雑度の主効果について 課題の複雑度（単独／

まとまりあり／まとまりなし）の主効果は有意であ

り（F(2, 64)=16.264, p<.001），多重比較の結果，単独とまと

まりあり，単独とまとまりなしの間に加え，まとま

りあり－まとまりなしの間にも有意な差が見られた．

ただし，単独条件がもっとも短い反応時間で反応さ

れることが仮説に合致した結果であったのに対し，

まとまりなしの方がまとまりあり条件よりも早く反

応が得られる結果となり，仮説とは異なる結果であ

った． 

 この効果について，年齢群とは１次の交互作用の

み有意傾向が見られた（F(2, 64)=2.998, p=.057）ため，年齢

群ごとに複雑度の単純主効果を検討したところ，若

年群では，単純条件が他の 2 条件よりも反応時間が

短いことのみが有意であったのに対し，高齢群では

「まとまりあり」条件が「まとまりなし」条件より

も有意に反応時間が長いことが示された． 

 

 

 

これらの結果から， 2 つ以上のアイコン－矢印の

組合せが提示されている場合は，なんらかの「まと

まり」を示すデザインが含まれることにより，まと

まりデザインがない場合よりも反応が遅くなる傾向

があり，特にそれは高齢群に強く出てくることが示

された． 

ただし，このまとまりの有無については，アイコ

ン位置ならびにアイコンの種類との２次の交互作用

も有意となっている（F(2, 64)=4.484, p<.001）ため，さらに

この後で検討を行った． 

アイコンと矢印の位置関係に関する主効果について ア

イコンの位置（先／根／並行）における主効果が有

図 3 実験計画の概要 

図 4 刺激複雑度と年齢群の交互作用（バーは SD） 
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意であった（F(2, 64)=7.389, p<.001）が，多重比較の結果，

アイコンが矢印の「先」にある条件が，「根」にある，

あるいは「並行」よりも反応が遅いことが示された．

根と並行の間には有意な差は見られなかった．ただ

し，この刺激複雑度との１次の交互作用も有意であ

った（F(4, 128)= 4.124, p=.004）．図 5 に見るように，単独

条件ではアイコン位置の効果は有意ではなく，「まと

まりあり」条件では，根条件が他の 2 条件よりも反

応時間が長い，「まとまりなし」条件では｢先｣｢根｣｢並

行｣の順に反応時間が長くなっていた．したがって，

複数のアイコン－矢印が含まれる条件では，全体と

して「アイコンが矢印の根本にある」条件は｢矢印の

先にある｣条件よりも反応時間が短くなることが示

されたといえよう． 

ただし，アイコン種類を含めた２次の交互作用に

ついてはこの後で検討する． 

 

 

  

アイコン種類を含む高次交互作用について 本研究の当

初の計画において，アイコン種類は研究対象として含まれ

る要因ではなかった．しかし，アイコン種類は主効果が有

意であった（F(3, 64)=2.754, p=.048）の他に，年齢群を除く２

要因，すなわち，刺激複雑度ならびにアイコン位置とのそ

れぞれの1次の交互作用（刺激複雑度とアイコン種類，F(3, 

64)=5.285, p<.001；刺激複雑度とアイコン種類，F(3, 64)=4.581, 

p<.001），ならびに2次の交互作用についても有意であった．

そこで，アイコン種類ごとに年齢群(2)×課題の複雑度

(3)×アイコン位置(3)の3要因分散分析を行ったところ，

年齢群の効果については，上述と同じく，主効果が共通に

得られ，また刺激複雑度とのの交互作用が見られる場合が

ある以外には大きな効果は見られなかった．これに対し，

他の2要因との間には様々な効果が見られた， 

特に他のアイコンと異なる特徴を示したのは，「お手洗

い」アイコンであった．刺激複雑度の主効果が強く，「ま

とまりあり」よりも「まとまりなし」条件が早く反応でき

たことから，さらに「まとまりあり」のデザインタイプご

とに分析を行った結果，「お手洗い」アイコンでは，アイ

コンの位置が「矢印の先」の場合において，「単独」「グレ

ー」「まとまりなし」のそれぞれが「境界線」「囲い」より

も早く反応できることが示された（図６）．これは，アイ

コン内の男女間分離線と，アイコンのまとまりを作るため

の囲い，境界線が干渉を起こすために，長い反応時間を要

したものと考えられる． 

このほか，アイコン内に矢印をもつ「階段」アイコンが

特殊な結果を示すなど，個別のアイコンと矢印との組み合

わせ方によって，わかりやすさが大きく変化することが示

された． 

 

 

4. 総合考察 

実験結果より，ユニバーサルデザインとしての｢わかり

やすさの共通性｣は示されたものの，当初の仮説であった

「矢印とアイコンの位置関係」ならびに「まとまりをつけ

ることの効果」については，逆に干渉効果がある場合が示

され，その効果が個々のアイコンデザインによって異なる

ことも示された．これらの結果は，アイコンや矢印など複

数を組合せて提示する場合に，アイコン自体のデザインも

含めて，「全体的なよさ」をデザインし，評価する必要性

があることが示された． 

一方，矢印とアイコンの関係については，実験結果では

仮説とは逆の結果が得られたものの，インタビュー時に2

つの図を提示して「どちらがわかりやすいか」を尋ねた場

合には，仮説と同じ，アイコンが矢印の根にある方が「わ

かりやすい」とされた．こうした「主観的なわかりやすさ」

と実験課題の反応時間のずれが何を意味しているのか，今

後さらに検討が必要であろう．  
 

交通エコロジー・モビリティ財団（2012）案内用図

記号の今後のあり方を検討する基礎調査事業

成果報告書「案内用図記号の理解度・視認性・

認知度調査等の実施」 

http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/report

/data/24_03_pictogram.pdf （2016年 7月） 

図 5 アイコン位置と刺激複雑度の交互作用 

図 6 「お手洗い」アイコンと刺激複雑度の効果 
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言語的経路指示の際に参照する地図の向きがもたらす影響 

The effect of map orientation on verbal route descriptions 
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† 
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Abstract 
The present study examined the effect of map orientation 

on verbal route descriptions. In the present survey, 
participants were divided into two groups, A and B. 
Participants were presented two types of maps and instructed 
to make verbal route instructions for each map. The only 
difference between the two groups was the orientation of the 
maps. The maps were rotated 180 degrees for group B. 
It was found that the map orientation had some effects on 

routes based on verbal descriptions and the first instructions 
or movements of direction for navigation. These results 
suggest that map orientation can affect verbal route 
descriptions under specified conditions. 
 
Keywords ― Verbal route description, Map orientation 
 

1. はじめに 

日常生活において、地図を見て空間を移動したり、

経路探索を行う場合には、地図の向きが実際の空間の

向きと一致するようになっていれば、言い換えると、

地図の“上”が自分の“前”と一致するようになって

いれば、地図が読み取りやすくなることが多いとされ

ている。このことについては、経験的にそうであると

納得する人も多いだろう。地図利用時の地図の向きと

空間記憶や空間表象などとの関係については、地図の

異方性や整列効果[1]との関係で様々な研究が行われて
いる。ただ、地図の向きを問題とする空間認知関連研

究の多くは、地図を利用する本人の空間記憶や空間表

象などとの関係を扱うものが多く、言語的経路指示と

の関係で地図の向きの問題を扱っているものは数少な

い[2]。 
言語的経路指示とは、被指示者を特定の位置から目

的地へと移動させることが可能な情報を、言語によっ

て伝達することである[3] [4]。日常的で簡便な言い方を
すれば、言葉を使って人に道案内を行うことである。 
地図を参照しながら言葉で他者に経路を指示する場

合に、その地図を見る向きの違いは、指示者が被指示

者に対して提示する経路とその経路指示文の言語的特

徴に、どのような影響をもたらすだろうか。経路指示

者が参照する地図の向きが、被指示者への言語的経路

指示に影響し、結果的に、例えば、経路や指示などの

わかりやすさを左右することになれば、言葉による道

案内を行う際の最適な地図参照の向きなどを提案する

こともできるだろう。 
そこで本研究は、言語的経路指示と指示の際に参照

する地図の向きの関係について検討するために、次の

ような調査を行った。 
 
2. 調査 

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 目的目的目的目的 

言語的経路指示と指示の際に参照する地図の向きの

関係について探索的に検討することを目的とした。 
 
2.2.2.2.2222. . . . 方法方法方法方法 
2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 調査参加者調査参加者調査参加者調査参加者    

調査には、170 名の男女の大学生・大学院生が参加
した。参加者は提示される地図刺激の種類に応じて、

Aと Bの 2つのグループに分けられた（Aは 88名；B
は 82名）。 
 
2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 装置・刺激装置・刺激装置・刺激装置・刺激 
調査は LimeSurveyを使用したインターネット実験

形式であり、webブラウザ上で行った。 
地図刺激は以下の図 1の 4種類であった。地図自体

の種類は地図 1と 2の 2種類であったが、これら 2種
類の地図の回転状態に関してAとBの 2種類の条件を
設定した。ここで、Aタイプの地図を基準としたとき、
Bタイプの地図は Aタイプの地図を 180°回転させた
ものとなっていた。この Aと Bの区分が、調査参加者
の 2つのグループ Aと Bの区分に対応していた。 
地図1Aと地図1Bは大阪の西九条駅周辺の地図を改

変したもので、地図 2Aと地図 2Bは東京の東十条駅周
辺の地図を改変したものであった。各地図中には始点

（赤い点）、中継点（緑の点）、終点（青い点）が記さ

れていた。地図 1Aと 1B及び地図 2Aと 2Bの間にお
いて、これらの点はすべて同じ位置になっていた。 
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図 1a. 地図 1A 

図 1b. 地図 1B 

図 1c. 地図 2A 

図 1d. 地図 2B 
 
2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 手続き手続き手続き手続き 
参加者は調査用webサイトにアクセスし、最初のペ

ージで調査全体についての教示を受けた。次のページ

では問題文と地図刺激が提示された。問題文には、地

図上に指定された始点（赤い点）を移動のスタート地

点として、中継点（緑の点）を通過し、目的地である

終点（青い点）までたどり着けるように、始点にいる

人物に対して言葉のみで経路を指示するようにといっ

た教示が記されていた。回答は自由記述で行われ、字

数制限も時間制限もなかった。各調査参加者グループ

につき、問題文と地図刺激から成る問題が 2つ用意さ

れた。参加者グループ Aには地図 1Aと 2Aが提示さ
れ、参加者グループ Bには地図 1Bと 2Bが提示され
た。また、地図にも問題文にも、東西南北などの方角

に関する情報は一切記されていなかった。 
 
2.2.2.2.3333....    結果結果結果結果 
全ての経路記述回答について、記述によって指示さ

れた経路を辿った。その際、どのように解釈しても経

路が一意に定まらない回答については、不適切回答と

して分析対象から除外した。また、経路の区分につい

ては、始点－中継点間と中継点－終点間で独立に行っ

た。その結果、地図 1全体（地図 1Aと B）では始点
－中継点間は 7種類、中継点－終点間は 4種類の経路
が確認された。同様に、地図 2全体（地図 2Aと B）
では始点－中継点間は 3 種類、中継点－終点間は 16
種類の経路が確認された。各調査条件における指示経

路の度数と不適切回答数をまとめたものが、表 1から
4 である。不適切回答については、始点－中継点間と

中継点－終点間でそれぞれ独立に判定した。 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

経路 A B
1 35 40
2 14 5
3 2 1
4 9 12
5 6 1
6 0 1
7 0 1

不適切 22 21

地図1

表1. 地図1始点－中継点経路度数

経路
A B

1 75 78
2 8 0
3 1 0
4 0 2

不適切
4 2

地図1

表3. 地図1中継点－終点経路度数

経路
A B

1 3 2
2 10 6
3 19 14
4 6 2
5 8 11
6 2 0
7 1 5
8 2 3
9 1 2
10 2 0
11 3 3
12 1 0
13 2 0
14 0 4
15 0 1
16 0 1

不適切
28 28

地図2

表
4. 

地図
2
中継点－終点経路度数

経路
A B

1 54 48
2 10 9
3 3 5

不適切
21 20

地図2

表
2. 

地図
2
始点－中継点経路度数
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また、各地図条件 AB 間での記述が指示する経路の
差異を検討するために、カイ二乗検定を行った結果、

地図 1の AB条件間において、始点－中継点間（χ

2(6, 
N = 127) = 10.75, p < .10, Cramer’s V = 0.29）と中継
点－終点間（χ

2(3, N = 164) = 10.97, p < .05, Cramer’s 
V = 0.26）において統計的に有意な差がみられた。ま

た、残差分析の結果、始点－中継点間では経路 2にお
いて（p < .05 .）、中継点－終点間では経路 1（p < .05 .）
と 2（p < .01 .）において統計的に有意な差がみられた。 
 さらに、地図 1での記述については、始点付近の経

路状態から、始点からの移動方向は基本的に 2種類（駅
方向と川方向）に限られるため、この 2種類の方向に
着目し、この部分の記述に関して、質的な記述内容の

分析と RMeCab による形態素解析と語の共起関係の

抽出を行い、検討を行った結果、始点からの最初の移

動方向に関わる記述に、AB 条件間で差異のある傾向

が見られた。そこで、地図 1 に関して、始点からの 2
種類の移動方向で経路を再分類したものが表 5である。
また、この分類データに対してカイ二乗検定を行った

結果、統計的に有意な差がみられた（χ

2(1, N = 127) = 
7.40, p < .01, φ = 0.26）。また、残差分析の結果、ど

ちらの経路においても AB 条件間で統計的に有意な差

がみられた（ps < .01）。 
 

 
 
3. まとめと展望 

 以上の結果から、地図 1においては、言語的経路

指示が、指示の際に参照する地図の向きに影響を受け

ることが示唆された。特に、始点からの最初の移動方

向に関する分析から、地図の向きによって最初に指示

される移動方向が影響を受けるケースが確認された。 
 しかし、地図 2においては地図の向きの影響はあま
り見られなかったことから、言語的経路指示が、参照

する地図の向きによって影響を受ける条件について、

今後より詳細に検討する必要があるだろう。 
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経路 A B
駅方向

44 54
川方向 22 7

表5. 地図1始点からの移動方向

地図1
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Abstract 
 For evaluation of the designed artifact,it has been pointed 
out that there are aesthetic, behavioral, and reflective 
(introspective) evaluation. In this study have examined, 
wheather aesthetic perspectives and reflective perspectives 
are contributed at evaluation. Or in impression formation for 
artifacts, we examined whether information related to the 
evaluation how the chosen. 
 As a result of considering the assessment of the evaluation 
statement for the product, the sentence about aesthetic 
perspectives value has been rated as the most helpful.  
Following the result, the statements that reflective value and 
aesthetic value are mixed was evaluated to be helpful. At the 
last, sentences of reflective value were assessed that it is not 
useful.  
 

 
Keywords ―  Designed Artifact, Aesthetic Value,  
Reflective Value, User Experience 
 

1. 問題と目的 

	

	 デザインされた人工物の評価については，この10年

程度で多くの視点から研究が示されている．その中で

もSchmittら（1999）は，ユーザーの経験そのものに価

値があるとする経験価値のアイデアを示し，ユーザー

自身が構築する価値の側面を強調した．またNorman

（2004）は，デザインされた人工物の価値・魅力に関

わる観点として，感覚的な美しさや審美性に関係する

本能的デザイン，ユーザビリティに関係する行動デザ

イン，そしてユーザーによって内発的に形成される内

省的デザインの３つがあるとしている．さらに荷方

（2011）はデザインされた人工物の価値や魅力に，ユ

ーザーが頻繁に内省的な観点について言及することが

多いことを指摘している．	

	 荷方（2014）は，デザインされた人工物がもつ価値

を，デザインが内包する情報の観点から説明した．こ

の中で，情報は物理的情報と意味的情報の２つから構

成され，それぞれ審美的（本能的）・行動的・内省的

情報からなると指摘している．特に意味的情報は，

Designの受け手が形成する，個人の経験的な次元であ

るナラティブとよばれる形式で構築される．その意味

において，UXのような経験的な価値は，上記に述べた

ような審美的視点や内省的視点が含まれることになる．	

	 このような人工物の評価において，審美的視点や内

省的な視点がどのような形で寄与しているか．あるい

は人工物に対する印象形成において，評価に関わる情

報がどのように選択されるかについて，定量的な検討

はなされていない．	

	 本研究では，口コミサイトなどでしばしば見られる

人工物のレビューを用い，人工物の評価に対してどの

ような影響を与えるか，また情報の選択のパターンが

どのようなものであるかについて検討する．検討する

評価情報として，Normanの指摘する本能的デザインに

関連する審美的価値の情報と，内省的デザインに関す

る内省的価値に関連する情報を用いる．これは，従来

デザインの要素として重要と指摘されるものと，近年

新しく指摘されるようになったものが，実際に情報と

して機能しているか検討するためである．	

	

2. 方法 

	

	 実験参加者は大学生102名（男性28名，女性74名）で

ある．	

	 実験材料として用いた，評価の対象となる人工物は，

４種類の商品と建築環境である．人工物は，低負担で

利用できる商品や環境（文具・公共施設）と，比較的

高負担の商品や環境（時計・個人住宅）が選択された．

これらのレビューとしてつくられた文章12文が，評価

の材料となった．それぞれにNorman（2004）が指摘す

る審美的価値に関わる文章と，内省的価値にかかわる

文章，そして双方が混合された文章が作成された．	
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	 それぞれの文章は，４つの評価点からなっており，

混合文は審美的・内省的要素が２つずつ使用されてい

る．また，審美的要素，内省的要素については荷方（2011）

の研究でそれぞれの要素にあたるとされた文から，レ	

ビューになると思われる文を選択した（Table	1）．審

美的要素は主として視覚的美しさや感覚的情報のよう

なタイプの情報を．内省的要素は，使用によって形成

されるエピソード情報が選択されている．	

	 評価項目は，文章に対して参考になった程度と魅力

的だと思った程度が７件法尺度で提示された．また，

提示された３つの文章について，自分にとって良いと

思う順序を	評定することを求めた．	

	 実験は第一著者の大学での講義を受講する学生に行

われ，実験に協力する学生に対し質問紙が配布され，

持ち帰って回答し，提出するように求めた．質問紙は

10日程度の間で回収された．	

	

3. 結果と考察 

	

	 実験参加者によって評定された，デザインに対する

魅力，そして情報が参考になった程度をTable	2に示す．

レビュー文のタイプによって分散分析が行われた。評

価者が文章に対して参考になったとした評価は，レビ

ュー文のタイプによって有意に異なり（f(1.527)=	

194.008,	p<.01），Bonferroniの多重比較を行った結

果，審美的価値に焦点があてられた文章がもっとも参

考になると評価され，続いて審美的価値と内省的価値

が混合された文，つづいて内省的価値に焦点があてら

れた文章となった（いずれの条件間もp<.01）．これに

対して文章の魅力度については，審美的価値に焦点を

あてた文と混合文との差異が縮小したが（p<.05），参

考度と同様の結果となった．（f(1.426)=45.226,	p<.01）．

このことから，デザインされた人工物の評価について

は，審美的な観点の情報が特に選択されること，これ

に対して内省的な観点の情報は影響を及ぼしにくいこ

とが示された．	

	 また，同一対象のレビューに対する参加者の好みを

検討するため，3つの文章の好みを順位づけするよう求

めた結果（Table	3），同様に審美的価値を高く評価す

る参加者と，２つの価値を混合した文章を高く評価す

る参加者が多く，内省的価値単体での評価は低かった

（x2(4)=	462.84,	p<.01）．	

Table 3 各文章の選択順位 

 １位 ２位 ３位 

審美 196    134 63 

内省 35 67 291 

混合 162 194 41 

	 考察として，審美的観点は，デザインされた人工物

がもつ顕著な特徴であると評価者に理解されているこ

とがいえる．また内省的観点は，人工物の評価につい

て内省的な観点が多く言及された荷方（2011１）の結

果と比較して，内省的観点の価値が大きくないことを

示す．その理由としてその個人の中でのエピソードと

しての評価であるため，それが評価者自身にとっての

参考になるとはみなされないことが示唆される．した

がって内省的観点の情報は評価者個人の内的なプロセ

スを通す必要があり，物語的な情報が必ずしも有効に

機能するとは言えないことを示している．	
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Table 1 レビューの例（ペン） 

【審美的デザイン】	

	 何と言ってもデザインがヨーロッパらしく，モダンでカッコ

イイ．ペン先がしっかりしていて，紙の上でなめらかに書ける

のが気に入っている．安いペンと違って，色がチャラチャラし

ていなくていいと思うし，どんなときにも使いやすくて合うと

思う．	

【内省的デザイン】	

	 初めて出逢った時に，そのデザインが気に入って一目惚れし

て買いました．友達とか彼女とかにも素敵だと褒められたので

ますます愛着が．ついつい意識して丁寧に書くので，字もうま

くなった気がする．あまりにも良かったので，なくしても良い

ように同じものを3本買って持ってます．	

【混合デザイン】	

	 大学生になって，少しはしっかりとした筆記具を持ちたいと

思っていた時に薦められた．シンプルで無駄のないデザインだ

から嫌味がないし，とことん使い勝手や感触にこだわった感じ

があって，心地よく使えるのも素敵です．長く使っていると，

使い手に対する考えや思想のようなものも感じられるように

なって，ますます好きになった． 

Table 2 魅力度（上段）と参考度（下段）の平均値 

 ペン 時計 公共施設 住居 

審美 5.14 5.07 5.47 5.02 

4.85 4.71 5.49 5.01 

内省 3.54 2.84 3.45 2.94 

4.16 3.96 3.93 4.13 

混合 5.07 4.94 4.94 4.87 

5.04 4.85 5.20 5.02 
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ものです．	
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Abstract 
We study the cognitive process of evaluation of designed 

products. This study investigates that the relationship 

between three evaluation dimensions in visceral, behavioral 

and reflective levels, which were proposed by Norman 

(2004) and the dual-process theory, which claimed that 

human information process consisted of intuitive system 1 

and rational system 2 (e.g. Kahneman, 2011). Our 

hypothesis was that visceral not reflective evaluation was 

more dependent on system 1. In contrast, reflective not 

visceral evaluation was more dependent on system 2. And 

behavioral evaluation was dependent on system 1 and 2 at 

the midpoint between visceral and reflective evaluations. In 

the experiment, participants (N=133) looked at pairs of 

comments and images of stationary and rated likability of the 

stationary and the comment. The comments were operated in 

the three types: visceral, behavioral and reflective. Then, 

participants responded with rational and intuitive 

information processing style inventory. As results, the 

intuitive style score correlated significantly with the score of 

visceral type comments and behavioral ones but not with 

reflective ones. The rational style score didn’t correlate 

significantly with the scores for any comment types. The 

results suggest that visceral and behavioral evaluations were 

on system 1 but not reflective one, while they lead to an 

unclear involvement of system 2. 
 
Keywords ― design, evaluation, dual-process theory 

 

1. 問題と目的 

デザインされたプロダクト（以下，単にプロダクト

とする）の評価について，ノーマン(2004)は，本能レ

ベル，行動レベル，内省レベルに分類している．本能

レベルは見かけや外観，行動レベルは使い勝手や機能，

内省レベルはプロダクトやそのブランドが持つメッセ

ージやイメージおよび個人的な思い出に関係する．デ

ザインの評価は，これら 3 つのレベルの処理が並列的

に起こり，総合的に結論が下されると考えられる． 

これら 3 つのレベルの中で，個人差や個人の置かれ

た状況により，重視されるレベルが異なると考えられ

る．たとえば，以下のような特徴が予想される． 

 プロダクトの機能を重視する傾向が強い個人は行

動レベルの評価を重視する． 

 短時間でプロダクトを直観的に購入する場合には

本能レベルの評価が重視される． 

本研究は，二重過程理論の観点から，上記のデザイ

ン評価の各レベルの認知基盤を調べる．二重過程理論

とは，人間の情報処理プロセスを 2 つに分けるモデル

である．一つはシステム 1 であり，無意識で直観的，

素早いがしばしば誤りを含み，認知的リソースを消費

しない．もう一つはシステム 2 であり，意識的で熟慮

的，遅いが誤りは少なく，認知的リソースを消費する

（たとえば，カーネマン, 2012）．人間の思考や意思決

定は，これら 2 つの情報処理が並列的に起こることで

行われると考える．本研究は，デザイン評価の各レベ

ルが，それぞれシステム 1，2のどちらの情報処理シス

テムが関係しているのか，明らかにすることを目的と

する（図 2に概念図）． 

本研究は，文房具に対するポジティブな口コミをデ

ザイン評価の各レベルに対応するように作成し，その

口コミと文房具に対する評価を行う課題を用意した．

その上で，その個人が重視するデザイン評価のレベル

に合致した口コミは，その口コミや文房具の評価を高

めると仮定した．また，同時に合理性―直観性に関す

る情報処理スタイルを測定し，システム 1 と 2 の相対

図 1 評価レベルと二重過程理論 

本能 行動 内省

システム１

評価レベル

情報処理システム

仮説
システム１の依存度が高い個人や状況においては本能レベルの評価が増加
システム２の依存度が高い個人や状況においては内省レベルの評価が増加
（斜めの直線が表す）

システム２

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-45

890



的依存度の個人差を評価した．この個人差を手がかり

に，デザイン評価の各レベルとシステム 1，2の関係に

ついて検討した． 

 

2. 方法 

質問紙調査を行った．実施にあたり，信州大学教育

学部における倫理審査を受け，承認された（管理番号

H27-11）． 

文房具の口コミ評価については，異なるデザインの

のり，蛍光ペン，ペンケース，手帳をそれぞれ 3 種ず

つ準備し，写真を撮影した．また，写真と組み合わせ

る口コミを，本能レベル，行動レベル，内省レベルの

3つのレベルに対応するように，4種ずつ準備した．文

房具と口コミを組み合わせ，合計 12種の文房具とそれ

に対する口コミを準備し，各 1 ページに印刷した．各

ページには，対象となる文房具と口コミに対して，口

コミに対する魅力，口コミに対する共感，文房具に対

する魅力，文房具に対する購買意欲の 4 つの質問を準

備し，5 段階評価で回答を得るようにした．作成した

ページの例を図 2に示す． 

情報処理スタイル（合理性一直観性）の測定につい

ては，内藤・鈴木・坂元(2004)が作成した尺度をその

まま用いた1．合計 38 項目からなり，合理性と直観性

に分けられる．二重過程理論との対応は，合理性が高

いほど，あるいは直観性が低いほど，システム 1 に依

存せず，システム 2の働きが大きくなると考えられる． 

大学生 133 名（男性 72 名，女性 60 名，平均年齢

19.9 歳）に対して，講義後に協力を求め，自己ペース

で質問紙への回答を求めた． 

 

3. 結果と考察 

3 種の評価レベルの口コミに対する回答を得点化し，

その平均値について分析した．4 種の指標および 4 種

の文房具に対する評価を平均化し，本能，行動，内省

の各レベルの平均値を得た結果を表 1 に示す．1 要因

参加者内分散分析の結果有意であり（F(2,264)=108.63, 

MSe=0.208, p<.001, ηp2=.451），多重比較（Holm法，

p<.05）の結果すべての水準間に有意な差がみられた．

ここから，プロダクトの評価においては，平均的には

行動，本能，内省の順番で重みがつけられているので

はないかと考えられる． 

次に，情報処理スタイルと口コミ評価の相関係数を

算出した結果，直観性と本能レベル，直観性と行動レ

ベルの間に有意な相関がみられたことから，本能レベ

ルと行動レベルの評価は，システム 1 に基づく評価が

行われていることが示唆された．ただし，合理性との

相関は低く，直観性と合理性が相反する性質を持つと

すれば合理性と本能レベルおよび行動レベルと負の相

関がみられるはずであるが，それはみられなかったこ

とになり，この不一致については今後の検討が必要と

なる． 

                                                   
1 材料作成時のミスにより，1項目の文言が若干異なってい

たが，影響はほぼないと考え，そのまま分析に用いた． 

図 2 文房具の口コミ評価のページ例 

表 1 各評価レベルの平均評定値と標準偏差 

本能 行動 内省

M 3.10 3.59 2.77

SD 0.70 0.71 0.82

評価レベル

表 2 情報処理スタイルと評価レベルの相関係数 

本能 行動 内省

合理性 -0.021 0.117 0.014

直観性 0.193 * 0.198 * 0.087

評価レベル

情報処理スタイル

＊：p <.05
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また，内省レベルとは，直観性，合理性ともに有意

な相関はみられなかった．内省レベルも何らかの情報

処理の結果であるから，内省レベルと情報処理スタイ

ルの関係については，今後の検討が必要となる． 

 

注 

本研究は第2著者の平成27年度信州大学教育学部卒

業論文を加筆・修正したものです．本研究は JSPS 科

研費 JP15K00690の助成を受けたものです． 
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Abstract 
Contemporary dance productions have been performed not 

only in the theater but also outside, for example, in the forest. 

That type of creation is called ‘Site Specific’, which means the 

creating process is based on the environment. The purpose of 

this study is to clarify that how the environment influences the 

creating process in choreography, focusing on the intentional 

changes by choreographers. I analyzed some video data of 

two contemporary dance productions’ rehearsals from 

directions given by choreographers and director in the data. In 

order to recognize the intentions of directions, I also 

conducted interviews with choreographers. It was found that 

the content of directions had changed across rehearsals, which 

reflected the change of environmental settings. 
 
Keywords ―  creation, choreography, contemporary 

dance, environment 

 

1. はじめに 

  舞踊は芸術として発展を遂げる中で，劇場で踊られ

る様式が確立した．しかし，1970 年代以降ポストモ

ダンダンスからコンテンポラリーダンスへと舞踊の流

行が移り変わる中で，従来の劇場空間にとどまらず，

美術館，街中や森林などの環境においても作品が上演

されるようになった[1]．このように，表現活動の基盤

を場の特殊性に依拠するものとして捉えられることは

「サイト・スペシフィック」と呼ばれ，近年のコンテ

ンポラリーダンスの特質の一つであると考えられてい

る[2]．では，舞踊作品において，その創作プロセスの

中で環境はどのように影響するのか．コンテンポラリ

ーダンスにおいて，振付家の動きの創作についての実

証的な研究は見受けられるが(中野ら[3]、Kirshら

[4]、Kirsh[5])，一つの作品へと統合されていく詳細

なプロセスや，創作環境に応じた動きの変容について

は検証されていない． 

 

2. 目的 

 そこで本研究では，振付創作プロセスの中で環境と

の関係性による作品や動きの変容を実証的に明らかに

し，振付者による意図的な変容をみることを目的とす

る． 

 

3. 方法 

3．1．対象 

 神戸ビエンナーレ 2015 主催，兵庫県立美術館と神戸

大学発達科学部の相互協力協定事業であり，2015年 10

月 25 日に兵庫県立美術館屋外大階段にて上演された，

Site Specific Dance Performance #5 【動物の謝肉祭】

より「森の奥のカッコー」，「白鳥」の 2作品を選択し，

兵庫県立美術館と神戸大学発達科学部身体表現スタジ

オで行われたそれらのリハーサル動画ならびに本番の

上演動画を対象とする．「森の奥のカッコー」は，2分

20 秒程度の，計 7名での神戸大学学生による振付作品

であり，「白鳥」は，3 分程度の，計 4名での神戸大学

大学院人間発達環境学研究科准教授，関典子氏による

振付作品である．なお，いずれも演出は関氏によるもの

である． 

3．2．兵庫県立美術館屋外大階段 

 安藤忠雄氏による建築である兵庫県立美術館の北口

を通り抜けた場所に位置している．海側から山側に向

かって１階から３階ほどまでの階段があり，演出者や

観客はその２階部分に座り，演目を鑑賞する．また，舞

台となる場所と海を隔てる大きな壁には，窓や扉らし

き空間があり，その壁の南側には安藤氏の依頼によっ

て，元永定正氏が制作した立体作品「きいろとぶるう」

や，ヤノベケンジによるオブジェ「Sun Sister」が展示

されている(図 1，2)． 
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図．1                       図．2

3．3．作品ごとの場所設定 

 「森の奥のカッコー」では，上記の場の中で，扉のあ

る壁から元永氏の「きいろとぶるう」までの空間内で踊

ることが設定されていた．また，「白鳥」では，壁の内

側にさらに人工芝によって正方形に区切られ，その中

で踊ることが課された． 

3．4．方法 

方法としては，リハーサル動画の中での振付の変更

や，出される指示の内容を項目別に分類し，かつ振付・

演出者にインタビューをすることで，その意図や効果，

環境がどのように影響しているかについて分析する． 

 

4. 分析 1 項目への分類 

4．1．項目の設定 

「森の奥のカッコー」は，スタジオと兵庫県立美術館

での 12 試行を分析し，基準を 2015 年 9 月 21 日のス

タジオでの試行に設定した．その中で出された指示を

分析した結果，1）演出者による指示 7 項目，2）周囲

との協調に関する指示 3項目に分類された． 

「白鳥」は，スタジオと兵庫県立美術館での 8 試行

を分析し，基準を 2015 年 4月 28日に兵庫県立芸術文

化センターにて上演された関典子氏の初演に設定した．

その中で出された指示を分析した結果，1）演出者によ

る指示 6 項目，2）周囲との協調に関する指示 3項目に

分類された． 

なお，周囲との協調に関する指示とは，演出者によっ

てなされた指示の中で，筆者がそれらに相当するもの

であると判断し，分類したものを指す． 

また，リハーサル動画を観察した結果，振付や構成に

変更が見られ，これらについても項目を設定した．「森

の奥のカッコー」では，振付の変更・追加・タイミング

の変更・配置の変更の 4 項目，「白鳥」では振付の変更・

追加・正面方向の変更・配置の変更の 4 項目に分類し

た(表 1，2)． 

4．2．指示項目内容 

各指示内容について述べる．まずは動きに関する指

示だが，これには直接的なものと間接的なものがあっ

た．直接的な指示は，「左手は頭の後ろ」のような明確

な動きを示すものであり，間接的な指示は，「クリアに」

のような抽象的なものである．作品性に関する指示は，

その作品の解釈に関わる指示であり，「ミステリアスに」

などとイメージを伝えるものが多くあった．目線，表

情，方向，タイミング，配置の指示は文字通りそれらを

指摘するようなものだが，多くは「遅い」「ラインが乱

れがち」のような，理想とするものに届いていないこと

を示す指示であった．

 

表 1．森の奥のカッコー 

 

9月21日① 9月21日② 9月21日③ 9月30日 10月4日① 10月4日② 10月10日 10月11日①10月11日② 10月17日 10月18日 10月23日

スタジオ スタジオ スタジオ 美術館 美術館 美術館 美術館 美術館 美術館 美術館 美術館 スタジオ

振付面 振付の変更 1 1 2

振付の追加 1 1 1 2 1

タイミングの変更 2 1 1

配置の変更 1 1 1 1

演出者による指示 動き(直接的) 2 5 3 7 2

動き(間接的) 1 2 2 2 2 1 2

作品性 1 3 5 2 2

目線 1 1 2 1 1 1

表情 2 1 1

タイミング 2 3 1 1

配置 1 3 2 2 2 1 1

周囲との協調 場所との関係 2 4 2 1

に関する指示 演者との関係(群) 4 3 7 3 1 1 1 1

観客との関係 1 3 1

基準
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表 2．白鳥 

 

 

5. 分析 2 環境による変化 

5．1．項目の推移の特徴 

まず「森の奥のカッコー」について述べる．基準の試

行と兵庫県立美術館での 1 度目の試行とを比較すると，

踊る時の位置などに関係する配置の指示が増加してい

る．また，兵庫県立美術館での 1 度目と 2 度目の試行

を比較すると，具体的な魅せ方などに関係する動きの

指示が増加している．このことから，1度目である程度

環境へ対応できたため，2 度目からは観客を意識した

指示になっていっていることが分かる．演者との協調

に関する指示はスタジオでも出されているが，空間や

観客との協調に関する指示は兵庫県立美術館での試行

以降に出されていることからも同様のことが言える．

さらに，兵庫県立美術館での 3 度目と 4 度目の試行を

比較すると，多数の振付変更が行われている． 

次に「白鳥」について述べる．兵庫県立美術館での 1

度目と 2 度目の試行を比較すると，全体的に指示の数

が大幅に減少している．また，観客との協調に関する指

示がほとんどなされていないことも，特徴として挙げ

られる．振付・演出者へのインタビューにより，1度目

と 2 度目の試行の間に，振付や構成の整理をするため

の時間が設けられ，そこで演出上の問題が解消したこ

とと，群舞として魅せるのではなく，個々の感性で強く

踊ることを意図した作品であったため，解釈を共有し

た後に指示をする必要性がなくなったことが，これら

の特徴の理由として考えられる．さらに，インタビュー

により，作品の中で複数回正面方向の変更を施したこ

とについては，観客に対して，演者が合わせ鏡になって

いるかのように違う面から魅せたいという意図があっ

たことが判明した． 

5．2．「森の奥のカッコー」の振付変更理由 

 「森の奥のカッコー」の兵庫県立美術館での 3度目

と 4 度目の試行の間の振付変更は，回る動きをほかの

動きへと変えるものであった．振付者へのインタビュ

ーによると，配置をみせることを重視する作品だった

ため，回ることによってそれが崩れることを防ぐとい

う意味と，スタジオと違い兵庫県立美術館屋外大階段

の床はコンクリートのため，回りにくさの解消という，

環境に対して調整する意味であることがわかった．ま

た，兵庫県立美術館での 6 度目と 7 度目の試行の間の

振付追加は，全員が同じ動きをするユニゾンに入る前

に付けくわえられたものだった．こちらもインタビュ

ーによると，スタジオで見ていたよりも動きが地味に

見えたため，一度場をしずめて全員でそろえてから動

き出すことでより効果的にユニゾンを魅せるという意

図があった． 

5．3．配置における環境の利用 

 スタジオと兵庫県立美術館で大きく違うことは，鏡

がないことである．そのため，正確な配置につくために

利用した環境がたくさんあった．空間的側面から述べ

ると，舞台となる空間内の壁の端やベンチ，客席階段側

の手すりの位置，芝生の中などを基準に配置を決めて

いた．またその他に，演者を基準にすることもあり，そ

の際は一人の演者を中心にほかの演者が位置について

いた． 

 

6. 考察 

 本研究では，2作品のリハーサル動画をもとに，振付

の変更や出される指示の内容を項目別に分類すること

で，その意図や効果，環境がどのように影響しているか

4月28日 9月30日 10月4日 10月10日 10月11日①10月11日② 10月17日 10月18日 10月23日

芸文 美術館 美術館 美術館 美術館 美術館 美術館 美術館 スタジオ

振付面 振付の変更 2 1

振付の追加 1

方向の変更 1 3 1 1

配置の変更 1 2

演出者による指示 動き(直接的) 5 5 2 1

動き(間接的) 1 5 1 2 1

作品性 4 4 2

方向 3 5

タイミング 1

配置 2 1

周囲との協調 場所との関係 2 2 1

に関する指示 演者との関係(群) 1 3 1

観客との関係

基準
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について分析した．現在の分類によって，時系列に沿っ

て指示内容の項目が推移していくことや指示内容に特

徴があることが判明した．また，2つの作品を比較する

と，特に周囲との協調に関する指示に大きく差がある

ことから，作品の目指す方向性によって変容の仕方が

かわると考えられる． 

 さらに，振付・演出者である関氏へのインタビューに

よると，スタジオでは本番の場所のことを想起しつつ

も，動きの面や表現面など身体中心に稽古していたの

に対して，兵庫県立美術館では空間構成をかためてい

き，作品性を詰める作業が中心であったと述べられて

いた． 

 本研究では，屋外であることや，観客の目線が劇場空

間よりも上にあるという兵庫県立美術館の環境的特性

によって，現在のような振付創作プロセスを生んだと

いえる．つまり，振付創作プロセスは，一度振付が完成

した際に終了するのではなく，リハーサル現場や本番

を行う場所で調整や再構成，新たな創造的な変化を生

むことで，成り立っていくものであると考えられる． 

 今回は，振付者による意図的な振付の変容について

詳述したが，さらにダンサー自身に自然にあらわれる

変容についても明らかにしていくことが，今後の課題

である． 

 

参考文献 

[1] ダンスマガジン編集部，(1999)“ダンス・ハンドブック”，

新書館 

[2] 関典子（2014）“Site Specific Dance Performance 考−コ

ンテンポラリーダンスにおける動向に着目して−”，神戸

大学大学院人間発達環境学研究科 研究紀要 第 8 巻第 1

号 

[3] 中野優子・岡田猛，(2015)“コンテンポラリーダンスにお

ける振付創作プロセス”，日本認知科学会第 32 回大会発

表論文集 

[4] Kirsh, D., Muntanyola, D., Jao, R. J., Lew, A., & 

Sugihara, M. ,(2009)“Choreographic methods for 

creating novel, high quality dance”, Proceedings of 5th 

International Workshop on Design and Semantics of 

Form and Movement, Taipei, Taiwan, pp.188-195. 

[5] Kirsh, D., (2012) “Running it through the body”, 

Proceedings of the 34th Annual Meeting of the 

Cognitive Science Society, Sapporo, Japan, pp.593-598. 

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-46

896



声楽における技の伝達と習得 

Gesture and communication in the teaching of singing 
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Abstract 

Generally, when vocal music teachers teach how 

to sing well in vocal music or in chorus, they 

frequently use gestures and metaphor. In this 

study, I focus gestures and the words used in 

lessons of vocal music. In order to clarify the 

system how teacher and student communicate 

together in lessons, I analyzed the gestures and 

the words which teacher used and student’s 

interpretations of teacher’s advices. As a result, I 

found that teacher make another additional 

advices following to original advices. Moreover, I 

found advices often include another advices in 

their background. 

Keywords―communication, gesture, 

words, vocal music, 
 

１．問題と目的 

声楽や合唱の指導の現場では，ジェスチャーや比

喩が頻繁に使用される．声楽や合唱の経験者の間で

はこのようなコミュニケーションを可能にする共

通の認識があるのだろうか．あるいは，そのような

共通の認識はどのようにして生まれるのだろうか．

声楽や合唱の指導の現場では，実際どのようなジェ

スチャーや言葉がどのような状況で用いられ，「歌

う」という技能はどのようにして他者に伝達される

のだろうか． 

本研究では，声楽のレッスンにおいて上達するた

めの指導をする際，どのようなジェスチャーや言葉

が使用されているかを実証的に検討することを通

じて，声楽のレッスンという場で先生と生徒の間で

どのようにして意図が共有されているのかを明ら

かにすることを目的とする． 

 

２．研究方法 

 対象は声楽の先生と生徒（筆者）である．生徒

はこの先生に 5 年間ほど習っている．1回 1時間

ほどのレッスンをビデオ録画した．記録期間は

2015年 5 月から 10 月の間の 3回である．録画を

基に先生が教えるときに使用したジェスチャーや

言葉，また先生の指示が表す意味についての生徒

の解釈を時系列に沿って記録した．これらのデー

タを分類し，分析を行った． 

 

３．結果 

3.1 群としての指示 

一つの指示の後に続けて直前の指示を補足するよ

うな指示がみられた． 

 

3.1.1 悪い例，良い例セットの場合…表 1 

・5c（悪い例）5d（良い例） 

・22a（良い例）22b（悪い例） 

・25a（悪い例）25b（良い例） 

・28a（悪い例）28b（良い例） 

・29a（良い例）29b（悪い例）． 

表 1 
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記

録

番

号 

ジェスチャー 言葉 表す意味・解釈 

５

ｃ 

 

×両手を顔の後

ろへ。手のひら

を後ろへ。 

「 u-o-

（×）」 

響きが後ろに

い っ て い る

（×） 

５

ｄ 

 

○両手を顔の前

へ。手のひらは

ピンと張って内

側寄りの前へ。 

「 u-o-

（○）」 

響きを集めて

前へ飛ばして

いる。（○） 

22

a 

「 Convien 

partir!」 

Donizetti 

 

 

○両手を上から

下に（矢印） 

「Addio の

所 し っ か

り」 

背筋を使って

高音に上がる。 

矢印＝背筋の

イメージ 

 

 

実際は上だが

反対方向の下

のイメージで

重心を下す。 

 

22

b 

 

 

×手をひらひら

させる 

「 Addio

（ ふ わ ふ

わ）にして

しまわない

よう、おし

りまくった

方がかっこ

いい」 

軽い、可愛い感

じは×（＝手の

動き）芯がほし

い 

25

a 

「 Dhe,vieni,no

n tardar 」

Mozart 

 

×手下に 

「 incornar 

最初の na

からが大き

すぎるんじ

ゃない。na-

でもう開か

ないって感

じ」 

 

25

b 

 

 

○ 

「 incorona

r ってして

あげると出

やすくなる

んじゃない

かな」 

aで高音上がる

ときのイメー

ジ 

頭声 

na より a は口

大きくなる 

28

a 

  

×両手顔横から

後ろに 

「細かいこ

と言ってい

い ？ la 

terra の te 

が te（悪い

例）になっ

たね。」 

広がった te の

e母音はきたな

い 

28

b 

 

○前に 

「la terra」 

 

前に音を飛ば

す 

29

a 

 

○人差し指を立

てて前へ 

「 i furti 

miei」 

人差し指を立

てる＝口縦 

まっすぐに 

29

b 

 

×手頬へあてた

まま 

「 i furti 

miei」 

ほほにあてる

＝音が停滞し

ている 

 

3.1.2 抽象的な指示を具体的な指示で補足する場

合（言い換えを含む）…表 2 

 

・5bが 5aを補足：5a は体と離れたところでのイ

メージで説明，5bは鼻（体）のポイントで具体的

に説明している． 
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・6bが 6aを補足：6a は抽象的なジェスチャーで

説明，6b は言葉で体の使う部分を説明している． 

・9bが 9aを補足：9a は抽象的なジェスチャーで

説明，9b は具体的な比喩で説明している． 

・10が 8,9を補足：8,9はイメージで説明，10は

筋肉の使い方で説明している．(8、9、10と徐々

に具体的になる．) 

表 2 

記

録

番

号 

ジェスチャー 言葉 表す意味・解釈 

5a 

 

 

左 手 で 筒 を 作

り、右手の人差

し指で筒をつく

る 

「u-o-の o-の

ここの筒の中

イメージした

方 が い い か

も。」 

響きがここを

とおる。頭声

でまっすぐ響

かせるため。 

 

5b  「この鼻の n

～～（鼻をおさ

える）振動する

ところ。この振

動するところ

にむけて当て

る よ う に し

て。」 

ng ポイントに

あてる 

6a 

 

人差し指と親指

で つ ま む よ う

に。矢印の方へ

（前へ）手を出

す。 

「 u-o-o-u-o-o-

u」 

矢印はみぞお

ちの方向。 

低音を前に飛

ばすため。 

6b  「下引っ張る、

み ぞ お ち 出

す。」 

重心を下にお

ろす。丹田を

使う。 

低音を出すた

めには、みぞ

おちがまだ必

要。 

芯のある声を

出すため。 

9a 

 

両手を真ん中か

ら上下へ 

「u-o-o-u-」 o-の高音が大

事なので、何

度も繰り返し

ている 

9b 

 

 

両手グーで上下

へ 

「ここをうよ

ーんてストッ

キングでも伸

ばすようなイ

メージ」 

ストッキング

を伸ばす＝力

を込めて上下

へ伸ばす 

上の力：背筋

で持ち上げる 

下の力：重力

をおろす 

これを勢いよ

くする。（高音

を出すため） 

10  「うんそうそ

う。 

背筋を使って

ね。背筋を伸ば

すイメージ。」 

 

 

3.1.3 その他の場合…表 3 

12が 11を補足：11はやや具体的な比喩で説明，

12 は大げさなジェスチャーで説明している． 

19が 18を補足：18は口を開けないという具体的

な指示で説明，19はやや抽象的な指示で説明して

いる． 

31が 30を補足：同じフレーズを違う側面から指

示、補足している． 

表 3 

記録番号 ジェスチャ

ー 

言葉 表す意味・

解釈 

11  (u-oou-

oou-) 

「唇のまな

い」 

唇は前へ。 

響 き を 前

へ 飛 ば す

ため。 

12 

 

両手を唇の

所から前に 

「ここをこ

う、おえー

っ と だ し

て」 

唇を前へ 
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18 

 

右手を広げ

矢印の方へ

（悪い例） 

「うん、で、

低 い 音 の

時、ma-o-a-

あんまり口

開ける意味

ない」 

低 音 で は

口 を あ ま

り 開 け な

い 方 が 響

き が 集 ま

る 

19  （ ma-o-a-

音階下がっ

ていく） 

「 音 集 め

る」 

音 集 め る

＝ 響 き 集

める 

30  

 

「 incorona

あける a あ

ける a ar 

あけてから

声を発しな

いといけな

い」 

の ど を 音

が 出 る と

き の 状 態

（ひらく、

あける）に

し て か ら

声 を 発 す

る 

31 

 

少し背伸び

をしながら

両手下に 

「incoronar

ここがあま

りもたもた

しないほう

がいい」 

nar のスピ

ー ド が い

る 

下 矢 印 は

上 矢 印 と

バ ラ ン ス

を保つ 

 

3.2 背景の省略された指示 

言葉やジェスチャーで示す指示の中に，異なる指

示や具体的な指示が含まれているものの，それを

省略した形で指示している場面がみられた． 

 

3.2.1 具体的な指示の背景に含まれる別の指示を

省略している場合…表 4 

・21,22a,31,32：下矢印で説明しているが，同時

に逆方向である上矢印が必要であることを含んで

いる． 

表 4 

記録

番号 

ジェスチャー 言葉 表す意味・解

釈 

21 

 

人差し指を矢

印の方向へ 

（高音） 

「 ma-o-a- こ

っちしっかり

締めてね」 

こっち＝臀

筋締める 

と同

時に 

 

 

 

上下のバラ

ンスが大事

（下が少な

かった）重

心下に。 

22a 「 Convien 

partir!」 

Donizetti 

 

○両手を上か

ら下に（矢印） 

「Addio の所

しっかり」 

背筋を使っ

て高音に上

がる。 

矢印＝背筋

のイメージ 

 

 

実際は上だ

が反対方向

の下のイメ

ージで重心

を下す。 

 

31 

 

少し背伸びを

しながら両手

下に 

「 incoronar

ここがあまり

もたもたしな

い ほ う が い

い」 

nar のスピ

ードがいる 

下矢印は上

矢印とバラ

ンスを保つ 

32 

 

「vieni しっ

かりあけてか

ら」 

 

 

下矢印は上

矢印とバラ

ンスを保つ 

上下に矢印

＝あける、

高音に上が

るとき 
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3.2.2 一見抽象的な指示だが，その中に具体的な

指示が含まれており，具体的な指示を省略してい

る場合…表 5 

 

6b：「下引っ張る」の中に，「丹田を使う」ことが

含まれる． 

9b：「ストッキングをのばす」とは「力を込めて上

下へのばす」ことであり，すなわち「勢いよく背

筋で持ち上げ，重心を下す」ことである． 

16：人差し指を上にあげる指示には，「ピッチをあ

げるために頭声を使う，軟口蓋と後頭部を持ち上

げる」という意味が含まれている． 

26：右手は「みぞおちを使う」，左手は「背筋を使

う」ことを表す． 

28b：手を前に出すことは，「前に音を飛ばす」こ

とであり，そのために「口を縦に開く」ことを表

す．（28a と文脈的に対比していることから，背景

を読み取れる．） 

表 5 

記録

番号 

ジェスチャー 言葉 表す意味・

解釈 

9b 

 

両手グーで上

下へ 

「ここをうよ

ーんてストッ

キングでも伸

ばすようなイ

メージ」 

ストッキン

グを伸ばす

＝力を込め

て上下へ伸

ばす 

上の力：背

筋で持ち上

げる 

下の力：重

力をおろす 

これを勢い

よくする。

（高音を出

すため） 

16 

 

人差し指を上

へ 

「うん。ちょっ

と音程が粗い

かな。U-i-」 

ピッチが低

かった。 

人差し指上

＝ピッチを

上げる、頭

声がいる 

26 

 

（レチタティ

ーヴォ） 

「 che 

all’amoroso 

foco  ここを

右手＝みぞ

おち 

左手＝背筋 

を使うこと

を表す。 

絶対に抜かな

いように」 

低音はみぞ

おちに力を

入れると、

芯のある声

になる。同

時に後ろ背

筋に力を入

れてバラン

スをとる 

28a 

  

×両手顔横か

ら後ろに 

「細かいこと

言っていい？

la terra の te 

が te（悪い例）

になったね。」 

広がった te

の e 母音は

きたない 

28b 

 

○前に 

「la terra」 

 

前に音を飛

ばす 

 

４．考察 

3.1.1 より，悪い例を表す指示と良い例を表す

指示は，それら片方の指示がもう片方に続いてみ

られた．このことから，片方の指示がもう片方を

補足していると考えることができる． 

3.1.2 より，抽象的な指示の直後に，その指示

を具体的に言い換えた指示がみられた．後者の指

示の存在により，生徒はその場面での指示をより

明確に理解した．つまり，具体的な指示は抽象的

な指示を補足しており，そのことは先生と生徒の

間の意思疎通を促したといえる． 

3.1.3 より，上記以外の場合の補足の指示がみ

られた．やや抽象的な指示が具体的な指示を補足

していたことから，補足することにおいて必ずし

も具体的な指示が抽象的な指示よりも分かりやす

いわけではないと考えることができる．補足のパ

ターンの種類については複数存在すると想定でき

るので，現段階ではまだ分析を行っていないデー

タの分析により検証する予定である． 

これらのことから，一つの指示の後にそれを補

足するような指示があり，この補足が先生と生徒

の間の意思疎通を促していることが考えられる． 

3.2.1 より，ここでは下矢印という具体的な指

示をする一方で，逆方向である上矢印が必要であ

ることを含んでいる．この上矢印が必要であるこ
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とを生徒が理解できるのは，このような場面で過

去に下矢印と同時に上矢印が必要であるという指

示を受けたことがあるからである．すなわち，こ

の過去の指示を先生は生徒が理解していることを

前提として，上矢印という指示を省略して指示し

ていると考えることができる． 

3.2.2 より，一見抽象的な指示だがその中に具

体的な指示が含まれており，具体的な指示を省略

している場面がみられた．例えば，6bでは「下引

っ張る」という抽象的な指示には，「丹田を使う」

ことが含まれている．3.2.1 の場合と同様に，過

去に同じような場面で「下引っ張る」とは「丹田

を使う」ことであるというような指示があり，そ

れを先生は生徒が理解していることを前提として

省略して指示していると考えることができる． 

本研究では，冒頭に述べたように，声楽のレッ

スンという場で先生と生徒の間でどのようにして

意図が共有されているのかを明らかにすることを

目的としている．結果と上記の考察のとおり，あ

る指示を補足するような指示が存在することが分

かった．また，指示の背景に別の指示が存在し，

先生と生徒の過去のレッスンという体験によって

二人が共有している背景を先生が省略して指示す

る場面があることが分かった．このことから，先

生と生徒の間で意図が共有されており，意図の共

有プロセスにおいてには何らかのシステムが存在

することが予測できる． 

ここで，3.1.2の 6bの指示に注目する．6b は

6a を補足している．一方で 3,2.2 より，6bには背

景に具体的な指示が含まれている．このことよ

り， 6a，6b，6bの背景にある指示が入れ子にな

っていると考えることができる．この指示の入れ

子について理解を深めるため，他の指示どうしの

関連について検証を続ける必要がある．現在分析

済みのデータは記録した 3本のうち 1本分である

ため，残りの 2 本同様に分析し，考察に基づいて

研究を進める予定である． 

 

５．参考文献 

[1]J.J.ギブソン，(1985)，生態学的視覚論，サイエン

ス社 

[2]ニコライ.A.ベルンシュタイン ，(2003)，デスクテ

リティ 巧みさとその発達，金子書房            

[3]Patricia Zuknow-Goldring，A Social Ecological 

Realist Approach to the Emergence of the Lexicon: 

Educating Attention to Amodal Invariants in 

Gesture and Speech 

[4]マイケル・トマセロ，(2013)，コミュニケーション

の起源を探る，勁草書房 

[5] 喜多壮太郎，(2002)，ジェスチャー 考えるから

だ，佐々木正人・國吉康夫 編，金子書房 

 

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-47

902



ドラム打叩動作における身体の協応と熟達に関する研究： 
表面筋電図を用いた演奏安定性の検討 

Motor Coordination during Tapping by Professional Drummers 
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Abstract 
Secrets of professional drumming techniques were 

investigated. A previous study has indicated that professional 

drummers exhibit less co-construction of the pair of 

antagonistic muscles (flexor and extensor) than 

non-drummers, when tapping as fast as possible for twelve 

seconds. Nevertheless, even professional drummers might 

use not only the pair of topical antagonistic muscle groups in 

the forearm, but also multiple muscle groups when they tap 

at a normal tempo for a relatively long time. To explore this 

possibility, we asked professional drummers (n=3, PDs), 

non-drummers (n=4, NDs), and an experienced drummer 

(n=1, ExD) to perform the following two tasks: [1] a 

two-minute tapping task using a drumstick at 120 and 160 

bpm; and [2] a two-minute tapping task using a drumstick at 

120 and 160 bpm, while rotating the wrist of the hand 

holding the stick. The tap-pressure data, Electromyogram 

(EMG) of the two pairs of antagonistic muscle groups of the 

forearm, as well as high-speed digital video data of the entire 

scene were acquired. Then, the mean and the standard 

deviation (SD) of Inter-Tap Interval (ITI), and the SD of 

Relative-Difference Signals (RDS) were calculated. The 

results indicated that the SDs of ITI in PDs were much 

smaller than those in NDs. The SDs of RDS in PDs, on the 

other hand, were much larger than SDs of RDS in NDs. 

These results corroborated previous studies, however, the 

histograms of RDS suggested that there were different 

distribution patterns of RDS, even among PDs, including a 

pattern interpreted as an index for co-construction of 

antagonistic muscle activation. Therefore, it is concluded 

that dexterous drum performance is not necessarily achieved 

only by using the pair of antagonistic topical muscles. 

Keywords― motor control, coordination, electromyogram, 

drum performance, RDS 

 

1. 問題:ドラム演奏の熟達 

 本研究の目的は, 「ドラム演奏の熟達メカニズム」

を明らかにすることである。本稿では, ドラム演奏の

運動制御に焦点を当て, 熟練者が, 局所的な筋肉の制

御ではなく, 様々な筋肉を協働させながら, 打叩間隔

(Inter-Tap Interval, 以下 ITI)1・打叩強度ともに安定

                                                   
1 1 打叩毎の時間的間隔のこと。Fujii et al. [1] では, それら

について, 平均・標準偏差を算出し, 演奏安定性の指標として

いる。 

した演奏を実現していることを, 熟練者・未経験者・

経験者の比較を通して検証した。 

 先行研究としては Fujii, Kudo, Ohtsuki, & Oda [1]

が挙げられる。Fujii et al. [1] は世界一高速で打叩でき

るドラマー (World's Fastest Drummer, 以下 WFD) 

と通常のドラマー (Ordinary Drummer, 以下OD) と

未経験者 (Non-Drummer, 以下 ND) の比較検討を行

った。その結果, 第一に WFD は他群に比べて表面筋

電の出力が極端に小さいこと, 第二に主働拮抗筋であ

る屈曲伸展筋が共収縮することなく，交互に活動をし

ていることを示した。以上を通して WFD は, 無駄な

筋負担を避けながら, 高速かつ安定的な打叩を実現し

ていることが指摘された。 

 しかしながら, 以上の Fujii et al. [1]の検討には理論

的な問題点が存在する。これまでの随意運動研究には

鍵盤支配型モデルと自己組織的協応モデルの相反する

二つのモデルが存在する[2]。「鍵盤支配型モデル」とは, 

中枢神経システムのライブラリに蓄えられた身体定位

の情報を, 文脈に応じて呼び出し, またそれらを組み

合わせながら, 一つの運動を実現していると捉えるモ

デルである。このモデルは, 運動の自由度が膨大にな

ることや (関節で 102, 筋肉で 103, 神経で 1014のオー

ダーを決定しなければならない), 横紋筋の性質上, 命

令―実行結果が１対１に対応しないことなどの問題が

あることが指摘されている[3]。  

 以上の指摘を踏まえ, Bernstein[3]は「自己組織的協

応モデル」を提案した。そこには, 中枢神経系による

トップダウンな制御ではなく, 各所が相互に制約しあ

うことで, 自己組織的に運動が形成されていくシステ

ムが仮定されている。運動に必要な変数をすべて個別

に指定しなくとも, 身体諸部位が一つのシステムとし

て協働し, 自律的に秩序を構成する。我々の運動は, 要

所さえ制御すれば創発するのである。 

以上を踏まえると, Fujii et al.[1]が依拠していたのは, 

鍵盤支配型モデルであったように思われる。すなわち, 
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Fujii et al.[1]は, ドラムのスティック振り上げと振り

下ろしを, 屈曲伸展筋に対応させる 1 対 1 対応の命令

形を想定している。このような捉え方では ,  

Bernstein[3]が正しく指摘したように, 身体各部が連鎖

構造を持つ運動のダイナミクスを十分に捉えることは

できない。 

そこで本研究では, ドラム熟練者が, 局所的な筋制

御ではなく, 様々な筋を協働させながら, 打叩間隔・強

度ともに安定した演奏を実現していることを実証する。

検証する仮説は, 以下の通りである。 

 

仮説 1：熟練者は, 命令―実行結果が１対１対応するよ

うな局所的な筋制御ではなく, 多数の命令を

最終的に１つの実行結果に調整することで演

奏安定性（ITI・打叩強度）を維持している。 

仮説 2：未経験者は, 多数の命令に対して, 実行結果を

調整することができず, 実行結果が多数出力

されるため, 演奏安定性（ITI・打叩強度）を

維持することが困難である。 

 

具体的には, 以下に示す作業仮説の検証を通して, 

仮説 1, 2 を検証した。 

2 分間の打叩課題 (実験 1, 2)に対して, [1] 熟練者は

場面に応じて主働拮抗筋を切り替えることで, 演奏安

定性(ITI・打叩強度)を維持することができ, [2]未経験

者は多様な筋活動は認められるが, それらを調整する

ことができず, 演奏が不安定になること。また, 手首を

回旋させながらの打叩課題 (実験 2)に対して, [3]熟練

者は, 場面に応じて主働拮抗筋を切り替えることで, 

演奏安定性(ITI・打叩強度)を維持することができ, [4]

未経験者は, 常に入射角が変動する状況に対して, 筋

活動が調整できず, 演奏が不安定になること。 

本研究では, Fujii et al.[1]で用いられた打叩時の打圧

データ, 主働拮抗筋の一対（尺側手根屈筋-長橈側手根

伸筋）のデータに加え, 指の運動を司る筋肉（深指屈

筋-総指伸展筋）を対象とし, それらについて, 打叩時

の表面筋電図を取得し, 検討した(図 1)。 

 

2. 実験１ 

 

2.1  目的 

本実験では, 2 分間の打叩課題を用い, 熟練者は未経

験者よりも, 演奏安定性(ITI・打叩強度)が高くなるこ

とを検証した。またそれらが, 身体定位の柔軟な調整

から成立していることを, 定性的・定量的検討を交え

て検証した 

 

2.2  方法 

実験計画：実験参加者 2 要因（熟練度(2)・テンポ(2)）

混合計画であった。具体的には, 実験参加者の熟練度 2

水準（熟練者・未経験者）とテンポ 2 水準（120bpm, 

160bpm）を操作し, 検討した。なお, 本実験では熟練

度 2 水準の中間群として, 経験者群を設定したが, n=1

であったため参考値として検討し, 統計的検定には含

めなかった。 

実験参加者：ドラム演奏の熟練者・打楽器経験者・未

経験者を対象に実験を行った。熟練者は, ドラム演奏

歴を 20年以上持つ, ヤマハのドラム講師(n=3, 全て男

性)であった。平均年齢は 38 歳であった。演奏スタイ

ルはロックであった。打楽器経験者は, 中学校から高

校卒業まで吹奏楽部で打楽器を演奏していた早稲田大

学人間科学部学生(n=1, 女性, 20 歳)であった。同参加

図 1：前腕の筋活動 

(左: 熟練者 1, 実験 1, 120bpm; 右: 未経験者 3, 実験 1, 120bpm) 
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者には 2 年のブランクがあったものの, 経験者群とし

て検討した。未経験者は, ドラム経験のない早稲田大

学人間科学部学生(n=4, 全て男性)であった。平均年齢

は, 22.25 歳であった。スポーツ経験にはばらつきがあ

った。なお, 参加者は全員右利きであった。 

使用機器：打圧データは , ドラム用練習パッド

（VICFIRTH 社, VICPAD6）に圧力センサ（DKH 社, 

PH-464）を埋め込んだものを用い, 取得した。打叩時

の筋活動は, Biometrics 社製の表面筋電計（SX230）

を用い, 計測した。本実験では, 4 本の表面筋電計を用

い, 1)尺側手根屈筋 2)長橈側手根伸筋3)深指屈筋 4)総

指伸展筋の筋電図を取得した。なお, 当該筋について

の貼付位置の決定は, 触診によって行った。上記デー

タはすべて時系列データであり, それらを同期して収

録することができるTRIASシステム(DKH社）を用い, 

計測した。サンプリング周波数は 1kHz とした。 

補足データとして, ハイスピードカメラ(CASIO, 

EX-100PRO)を 2 台使用し, 打叩時の映像データを記

録した。撮影は 120fps で行った。 

課題：テンポ 2 水準（120bpm, 160bpm）について, そ

れぞれ２分間打叩することとした。これらを 1 セット

とし, 3 セット行った（計 6 試行）。実験参加者には, 初

めにメトロノーム音を呈示し, それに合わせて打叩さ

せた。メトロノームは, 打叩と同期してきたところで

停止した。計測はメトロノームを停止したのち開始し

た。練習パッドの高さ・角度は固定した。使用スティ

ック（Pearl 110H）は, 同じ型のものを 4 本用意し, そ

の中から参加者の好みのものを選ばせた。高さ調節が

可能なドラム用の椅子（Pearl, D1000N）を用いた。

椅子の高さは, 実験開始前に参加者自身に調整させた。

なお, 未経験者には, 膝の角度が 90 度より少しだけ大

きくなる程度が一般的なドラマーの目安であることを

伝えた。ドラム演奏経験の全くない未経験者には, そ

れぞれのグリップの説明と叩き方の教示を行った。把

持位置については, スティック全体の 3 分の 1 程度の

位置を目安にした。グリップはフレンチグリップとし

た。なお, 同グリップは, 親指がスティックの真上に来

るよう把持するものであり, ティンパニなどの高速打

叩が要求される楽器演奏で用いられることが多い。 

分析・統計：データ処理は全て, 数値計算言語 Matlab

（Mathworks 社）を用いた。打圧データは, 各打叩の

ピーク値を算出後, それらの強度・ITI の平均値・SD

を算出した。表面筋電データは, 1) 全波整流後 (全て

の値を２乗した後, 平方根を取った), 2) それらのデー

タに対して 9msの移動平均をかけた。以上の処理を施

した表面筋電データを用い, 屈曲伸展筋の相対差分信

号 (Relative-Difference Signals (Hauer[4]; Fujii, et 

al.[5]), 式(1), 以下 RDS)を算出した。 

 

 RDS = (屈曲筋－伸展筋)/(屈曲筋+伸展筋) ―(1) 

 

同式は, 時系列データ内の屈曲筋・伸展筋の出力の

差分を両者の和で除した値を全て求めることで, 試行

内で屈曲筋・伸展筋の共収縮がどれほどの割合で起こ

っているか, またどちらが優勢であるかを検討するた

めのものである。具体的には, 共収縮が優勢の場合に

は RDS=0 の頻度が高く, 屈曲筋優勢の場合には上限

が 1 となる正の値の頻度が高く, 伸展筋優勢の場合に

は下限が－1 となる負の値の頻度が高くなる（図 2）。

Fujii et al. [1] では, OD 群のRDS の SD が ND 群より

有意に大きく, すなわち屈曲伸展筋の出力がはっきり

と分離しているため, 0付近の値が表す共収縮の割合が

少ないと主張されている。なお本実験では前腕の屈曲

伸展筋に, センサを２個ずつ装着したため, 以下の４

つの筋肉の組合せについて RDS を算出し, 検討した。 

1)尺側手根屈筋―長橈側手根伸筋 

2)深指屈筋―総指伸展筋 

3)尺側手根屈筋―総指伸展筋 

4)深指屈筋―長橈側手根伸筋 

本実験では, Fujii et al.[5]との比較のためRDSのSD

について検討したうえで, 全ての RDS(筋の組み合わ

せ4条件×テンポ2条件＝8条件)の分布について, ヒス

図 2：RDSの算出 

(熟練者 1, 120bpm;１段目:打圧データ, 2 段目:屈曲筋,3 段目:

伸展筋, 4段目:RDS) 
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トグラムを作成し(図 3), それらを定性的に比較した。

また, 補足データとして, １試行２分間の RDS を, 時

間軸で 10 分割 (12 秒間分)し, プロットすることで, 

試行内の筋活動にどのような変遷があるのかについて

も検討した(図 4)。 

ハイスピードカメラによる映像分析では, 熟練者２

名について, 打叩 5 周期分の映像を抽出し, 定性的に

検討した。映像は前横 2 点から撮影したデータの時系

列を同期させ, 使用した。 

統計処理は全て R(Ver.3.1.1)を用いた。等分散性の検

定（バートレット検定）により, 取得データの正規性

を確認した後, 熟練度（2 水準）×テンポ（2 水準）に

ついて, 繰り返しのある２要因分散分析を行った。多

重比較はホルム法を用いた。なお, 本実験で得られた

データは全て, パラメトリックデータであった。 

 

2.3  結果 

ITI・打叩強度：ITI の平均値と SD について(表 1),  

120bpm（周期は 500ms）では, 熟練者 507.9±11.9ms, 

未経験者 507.912±34.94, 160bpm（周期は 375ms）

では, 熟練者 380.92±8.18ms, 未経験者 362.02±

28.82ms であった。繰り返しのある 2 要因分散分析の

結果, ITI の平均については熟練度の主効果・交互作用

は認められなかった(F(1,13)=0.44, ns, F(1,13)= 0.53, 

ns)。テンポについては主効果が認められたが, これは

目標とされるテンポが異なるためであった(F(1,13)= 

94.28, p<.001)。SD については, 熟練者は未経験者よ

りも有意に小さかった(F(1,13)=505.8,  p<.001)。また, 

テンポの主効果・交互作用は認められなかった

(F(1,13)= 0.23, ns; F(1,13)=0.11, ns)。以上の結果は, 

熟練度によって ITIの平均自体に統計的に有意な差は

ないが, 打叩間隔のバラつきを表すSDは, 熟練者の方

が有意に小さいことを示している。なお, 経験者(n=1)

の ITI は, 120bpm では, 495.80 ±17.46ms, 160bpm

では, 358.54±14.94msであり, いずれのSDも未経験

者よりは小さく, 熟練者よりは大きい結果となった。 

打叩強度についての平均と SD では, 120bpm では, 

熟練者 3.42± 0.12mV, 未経験者 2.72± 0.37mV, 

160bpmでは, 熟練者3.45±0.32mV, 未経験者2.68±

0.35mV であった。繰り返しのある２要因分散分析の
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結果, 打叩強度の平均では, 熟練者は未経験者よりも

有意に大きかった(F(1,13)=7.99, p<.05)。テンポの主効

果・交互作用は認められなかった(F(1,13)=0.04, ns, 

F(1,13)= 0.62, ns)。SD では, 熟練者は未経験者よりも

有意に小さかった(F(1,13)=28.27, p<.01)。テンポの主

効果・交互作用は認められなかった(F(1,13)=1.07, ns, 

F(1,13)=1.62, ns)。以上の結果は, 打叩強度について, 

熟練者は未経験者よりも有意に出力が大きく, バラつ

きも少ないことを示した。なお, 経験者の打叩強度は, 

120bpm では, 3.86±0.25mV, 160bpm では, 3.63±

0.40mV であり, 全実験参加者の中で最も出力が大き

かった。 

Relative-Difference Signals (RDS)：Fujii et al.[5]

にならい, 屈曲伸展筋 2 対のRDS を算出後, それらの

分布を表すヒストグラムを作成した (図 3, 横軸：RDS

の値 (±1), 縦軸：分布量 (%)) 。なお, 図 3 のプロッ

ト(尺側手根屈筋-長橈側手根伸筋) は, Fujii et al.[5]で

対象とされた筋の組み合わせと同一のものとした。 

熟練者1では, Fujii et al.[5]で提示されたプロットと, 

近似した谷型の分布が認められた(図 3, 左)。RDS=0

付近での共収縮の割合は, 1%程度であった。一方で熟

練者 3 では, 分布がフラットになった(図 3, 中央)。す

なわち, 共収縮・伸展筋優勢・屈筋優勢の割合が１試

行の中で均等になった。RDS=0 付近での共収縮の割合

は 5%程度であった。経験者では, 熟練者３と近似した

フラットなプロットが認められた。未経験者は, 全体

を通して, やや伸展筋優勢の山型となった(図 3, 右)。

また, 他群に比べ, 狭い範囲に分布が集中していた。

RDS=0 付近での共収縮の割合は, 7-10％程度であった。 

RDSのSD(屈曲-伸展筋 4条件)の値(表 2)は, 尺側手

根屈筋- 長橈側手根伸筋について, 120bpm では, 0.44 

±0.05, 未経験者 0.33±0.02, 160bpm では, 熟練者

0.45±0.09, 未経験者0.34±0.03であった。深指屈筋 - 

総指伸展筋について, 120bpmでは, 熟練者0.30±0.03, 

未経験者 0.29±0.06, 160bpm では, 熟練者 0.30±

0.04ms, 未経験者 0.31±0.02 であった。尺側手根屈筋 

- 総指伸展筋について,  120bpm では, 熟練者 0.29±

0.06, 未経験者 0.27±0.06,  160bpm では, 熟練者

0.32±0.08, 未経験者0.26±0.08であった。深指屈筋 - 

長橈側手根伸筋について, 120bpm では, 熟練者 0.45

±0.06, 未経験者 0.34±0.05, 160bpm では, 熟練者

0.44±0.08, 未経験者 0.37±0.03 であった。繰り返し

のある 2 要因分散分析の結果, 尺側手根屈筋 - 長橈側

手根伸筋では, 熟練者は未経験者よりも SD が有意に

大きかった(F(1,13)=10.76, p<.05)。すなわちこのデー

タは, Fujii et al.[5]で示されていた結果と同様であった。

テンポ要因・交互作用についてはいずれも有意差は認

められなかった(F(1,13)=0.12, ns; F(1,13)=0.02, ns)。

深指屈筋-総指伸展筋では, 熟練者は未経験者よりも

SD が大きい有意傾向が認められた(F(1,13)= 5.16, ns)。

テンポ要因・交互作用についてはいずれも有意差は認

められなかった(F(1,13)=0.55, ns; F(1,13)=1.43, ns)。

尺側手根屈筋-総指伸展筋では, 熟練度・テンポ・交互

図 4：10分割した RDS 

(実験 1, 120bpm, 左: 熟練者 1, 右: 熟練者 3) 

図 3：RDSのヒストグラム 

(実験 1, 120bpm, 縦軸: １試行内の RDS の割合(%), 横軸: RDS

の値(±1),  左: 熟練者１, 中央: 熟練者 3, 右: 未経験者 3) 
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作用ともに有意差は認められなかった(F(1,13)=0.03, 

ns; F(1,13)=0.25, ns; F(1,13)=0.23, ns)。深指屈筋-長橈

側手根伸筋では, 熟練度・テンポ・交互作用ともに有

意 差 は 認 め ら れ な か っ た (F(1,13)=0.65, ns; 

F(1,13)=0.33, ns; F(1,13)=1.36, ns)。経験者について

のRDSのSDは, 尺側手根屈筋総指伸展筋-長橈側手根

伸筋について, 120 では 0.41±0.03, 160 では 0.44±

0.03 であった。深指屈筋-総指伸展筋について, 120 で

は 0.36±0.01, 160 では 0.40±0.01 であった。尺側手

根屈筋-総指伸展筋について, 120bpm では 0.40±0.03, 

160bpm では 0.41±0.04 であった。深指屈筋-長橈側手

根伸筋について, 120bpm では 0.38±0.02, 160bpm で

は 0.42±0.01 であった。 

時間軸で10分割したプロットでは, 試行内で筋活動

が遷移することが想定されたが, 熟練度・テンポにか

かわらず, 1 試行を通して同様の分布となった(図 4)。 

 

2.4  考察 

 本実験では, ITI の平均については, 熟練者と未経験

者との間で, 統計的に有意な差は認められなかった。

一方, 打叩強度の平均については, 熟練者は未経験者

よりも有意に大きかった。また, それらの SD について

は, 熟練者は未経験者よりも有意に小さかった。以上

のデータは, Fujii & Oda.[6]や, Fujii et al.[1][5]で報告さ

れたものと近似していた。 

次に, RDS について, SD を熟練度・テンポ要因から

比較した。その結果, 本実験課題の主働拮抗筋になる

ことが想定された, 尺側手根屈筋-長橈側手根伸筋のセ

ットにおいて, 統計的に有意な差が認められた。すな

わち, 熟練者は, 当該筋において RDS のバラつきが大

きいことが分かった。また, 本実験における RDS のプ

ロットでは, Fujii et al.[5]で示された熟練者の分布と 

同様のものが認められた(図 3, 左)。一方で, 熟練者群

においては, Fujii et al.[5]とは異なる平型の分布が認め

られた(熟練者 3, 図 3, 中央)。すなわち 2 分間で検討

した時の, RDS=0 付近での共収縮の値は, 他の熟練者

と比較して高かった。にも関わらず, 演奏安定性は維

持されていたことから(表 3), 当該筋の相補性だけが演

奏安定性を実現する要因とは言えない可能性がある。 

10 分割した RDS プロット (図 4)では, 筋活動の遷

移は認められなかった。熟練者 3 では, 平型の分布と

なったため, 10 分割した場合, 試行内で筋活動が遷移

することが想定された。しかし, 実際は同様の平型分

布が続いていたことから, 以下のような可能性が導き

出せる。1) 熟練者 3 特有の筋活動パターンがあること, 

2) 上腕筋をベースに運動していた場合, 今回対象とし

た前腕筋は活動が抑えられたこと。いずれの場合にお

いても, 前腕筋の活動のみから判断するには, あまり

にも情報が乏しいことは確かである。 

熟練者は全員, ドラム歴が20年以上のベテランドラ

マーであり, 日常的に使用している叩き方の癖が身に

ついている。それは本実験のような課題統制下におい

ても生起し得るものであり, その結果, 主働拮抗筋は

各参加者に応じて異なる可能性がある。このような個

別性を伴った筋活動は, Fujii et al.[1]で報告されている

ような, 屈曲伸展筋の 1 セットのみからの検討では捉

えきれないものである。 

 

3. 実験２ 

 

3.1  目的 

 実験 1 では, 2 分間の打叩課題を用い, 熟練者が, 柔

軟な身体定位の調整から, 安定的な演奏を実現してい

ることを検証した。本実験では, 身体定位が不安定に

なるような実験課題でも, 熟練者は演奏安定性を維持

できることを以下の実験課題を用いて検証した。 

 

3.2  方法 

実験計画, 実験参加者, 使用機器は実験 1 と同一で

あった。 

課題： 実験２では, 実験参加者に呈示する課題を, 回

旋課題とした。これは, フレンチグリップ⇒アメリカ

ングリップ⇒ジャーマングリップを実験参加者の任意

の周期で繰り返すものであった。ジャーマングリップ

は手の甲が地面と平行となるグリップであり, アメリ

カングリップはフレンチグリップとジャーマングリッ

プの中間位置でスティックを把持するグリップである。

なおアメリカングリップは, 多様な場面に対応できる

ことからドラムセットを使用する演奏家が好んで使う

ことが多い。本実験で対象とした熟練者は, 3 名ともア

メリカングリップのユーザーであった。 

分析: 打圧データは, ITI・打叩強度の平均と SD を算

出した。表面筋電データについては実験１同様の処理

を施したのち, RDS を算出した。その後それらの SD

を算出し, 統計的検定を行った。 分析方法は, 実験１

と同一であった。 
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統計: 統計処理は全て R(Ver.3.1.1)を用いた。等分散性

の検定（バートレット検定）により, 正規性の確認で

きたデータに関して, 熟練度（２水準）×テンポ（２水

準）についての, 繰り返しのある２要因分散分析を行

った。多重比較はホルム法を用いた。なお, 正規性が

確認できなかったノンパラメトリックデータについて

は, ウィルコクソンの順位和検定を用い, 熟練度×テン

ポ120, 熟練度×テンポ160それぞれについて検討した。 

 

3.3  結果 

ITI・打叩強度：ITI の平均と SD について, 120bpm

（周期は 500ms）では, 熟練者 494.16±14.42ms, 未

経験者 491.93±60.16ms, 160bpm（周期は 375ms）

では, 熟練者 376.10±9.44ms, 未経験者 363.01±

29.32ms であった。２要因分散分析の結果, ITI の平均

については, 熟練度の主効果・交互作用による有意差

はなかった(F(1,13)=0.19, ns; F(1,13)=0.66, ns)。テン

ポについては主効果が認められたが, これは目標とさ

れるテンポが異なるためであった(F(1,13)=110.53, 

p<.001)。SD では, 熟練者は未経験者よりも有意に小

さかった(F(1,13)=15.53, p<.01)。テンポ要因では, 

160bpm よりも 120bpm の課題時に SD が大きくなる

有意傾向が認められた(F(1,13)=0.07, p<.1)。交互作用

については, 有意差が認められなかった(F(1,13)=2.77, 

p<.1)。以上から, 本実験のような身体定位を変動させ

ながら行う課題であっても, ITIの平均に統計的に有意

な差は認められなかったが, ITI のバラつきを示す SD

は, 熟練者の方が有意に小さいことが示された。なお, 

経験者 (n=1)の ITI は , 120bpm では , 461.39 ±

15.29ms, 160bpm では, 352.66±19.27ms であった。 

打叩強度について 120bpm では , 熟練者 3.35±

0.10mV , 未経験者 2.72±0.36mV, 160bpm では, 熟

練者 3.37±0.11 mV, 未経験者 2.68±0.35mV であっ

た。2 要因分散分析の結果, 熟練者は未経験者よりも有

意に出力が大きかった(F(1,13)= 7.05, p<.05)。テンポ

による主効果・交互作用は認められなかった 

(F(1,13)=0.29, ns; F(1,13)=2.21, ns)。打叩強度の SD

は , 熟練者は未経験者よりも有意に小さかった

(F(1,13)=24.64, p<.01)。また, テンポによる主効果・

交互作用は認められなかった (F(1,13)= 0.01,ns; 

F(1,13)= 0.76,ns)。以上から, 熟練者が本実験課題のよ

うな状況においても, 安定的な打叩出力を実現してい

ることが示された。なお, 経験者(n=1)の打叩強度は, 

120bpm では, 3.57±0.30mV, 160bpm では, 3.44±

0.44mV であった。 

Relative-Difference Signals (RDS)：まず, RDS の

分布を表すヒストグラムを作成した。熟練者１は, 実

験１同様, 両端が山となり, 0 付近が低くなるような谷

型の分布となった。RDS=0 付近での共収縮の割合は

1%程度であった。熟練者２では, 伸展筋優勢の分布と

なった。RDS=0 付近での共収縮の割合は 5%程度であ

った。熟練者３・経験者では, 実験１よりも, やや伸展

筋優勢となった。RDS=0 付近での共収縮の割合は, 5%

程度であった。未経験者は, やや伸展筋優勢の山型で

あった。 

屈曲-伸展筋4条件におけるRDSのSDに関して, 尺
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側手根屈筋- 長橈側手根伸筋について, 120bpm では, 

熟練者0.48±0.05, 未経験者0.37±0.05, 160bpmでは, 

熟練者 0.53±0.04, 未経験者 0.40±0.04 であった。深

指屈筋 - 総指伸展筋について, 120bpm では, 熟練者

0.26±0.01, 未経験者 0.24±0.03, 160bpm では, 熟練

者 0.26±0.01, 未経験者 0.26±0.02 であった。尺側手

根屈筋 - 総指伸展筋について, 120bpm では, 熟練者

0.27±0.02, 未経験者 0.29±0.05, 160bpm では, 熟練

者 0.30±0.02, 未経験者 0.30±0.02 であった。深指屈

筋 - 長橈側手根伸筋について, 120bpm では, 熟練者

0.48±0.01, 未経験者 0.34±0.06, 160bpm では, 熟練

者 0.51±0.01, 未経験者 0.37±0.03 であった。2 要因

分散分析の結果, 尺側手根屈筋-長橈側手根伸筋では, 

熟練度・テンポ要因の主効果・交互作用ともに有意差

が認められた(F(1,13)=18.10, p<.01;F(1,13)=186.56, 

p<.001;F(1,13)=9.72, p<.05)。熟練度要因の主効果につ

いて, 熟練者は未経験者より, SD が大きかった。テン

ポ要因の主効果について, 160bpm では, 120bpm より

も SD が大きかった。深指屈筋-総指伸展筋では, 正規

性を確認できなかったため, ノンパラメトリック検定

を行った。その結果, 統計的に有意な差は認められな

かった(ウィルコクソンの順位和検定：熟練度×

120bpm, W=9, p=0.4,ns; 熟練度×160bpm, W=6, 

p=1,ns)。尺側手根屈筋-総指伸展筋では,テンポ要因・

交互作用ともに有意差が認められた(F(1,13)=109.06, 

p<.001, F(1,13)=8.78, p<.05)。熟練度の主効果には, 有

意差が認められなかった(F(1,13)=0.19, ns)。テンポ要

因の主効果について, 160bpm では, 120bpm よりも, 

SD が大きかった。深指屈筋-長橈側手根伸筋では, ノ

ンパラメトリック検定を行った。いずれにおいても有

意差はなかった(ウィルコクソンの順位和検定：熟練度

×120bpm, W=12, p=0.057, ns; 熟練度×160bpm, 

W=12, p=0.058, ns)。 

経験者についてのRDSのSDは, 尺側手根屈筋-長橈側

手根伸筋について, 120bpm では 0.41±0.03, 160bpm

では 0.44±0.03 であった。深指屈筋-総指伸展筋につ

いて, 120bpm では 0.36±0.01, 160bpm では 0.40±

0.01 であった。尺側手根屈筋-総指伸展筋について, 

120bpm では 0.40±0.03, 160bpm では 0.41±0.04 で

あった。深指屈筋-長橈側手根伸筋について, 120bpm

では 0.38±0.02, 160bpm では 0.42±0.01 であった。 

 

3.4  考察 

 本実験では, 実験 1 とは異なり, グリップを変化さ

せながら 2 分間の打叩を行う課題を課した。そのため, 

ITI や打叩強度について, 熟練者と未経験者間の差が

大きくなることが想定された。その結果, ITI・打叩強

度の平均については, 実験 1 同様, 有意差は認められ

なかったが, SD については熟練者の方が有意に小かっ

た。以上から熟練者は, 本実験のように身体定位の変

化を強いられる状況においても, 演奏安定性を維持で

きることが分かった。プロドラマーは, 実際の演奏場

面において, 多様な種類の楽器を状況に応じて使い分

けながら演奏することが求められる。日常的にこのよ

うな経験を蓄積している熟練者群の実験参加者が, 本

実験課題を実験 1 とほとんど変わらない演奏安定性を

実現できたのも, そのためであると推測される。一方, 

ITI のテンポ要因について, 160bpm では, 120bpm よ

りも打叩のバラつきを示す SD が有意に小さくなるこ

とが分かった。これは, 120bpm の課題では, 拍間隔が

広く(120bpmでは500ms, 160bpmでは375ms), 一定

のテンポを維持することが困難であったためであると

考えられる。 

 RDS の値について, 本実験では主働拮抗筋がグリッ

プに応じて頻繁に遷移するため, 熟練者群においても

未経験者同様, 0 付近, あるいはやや伸展筋優勢(マイ

ナス方向)で山型の分布になることが想定された。しか

し結果は, 熟練者の方が未経験者よりも有意に SD が

大きかった。すなわち, Fujii et al.[5]にならえば, 熟練

者は実験 2 においても, RDS の両端の分布が大きく, 

当該筋が交互に活動していることになる。プロットを

参照しても, 熟練者に関しては, ほとんど山型とはな

らなかった。熟練者 1 については, テンポを問わず伸

展筋優勢であり, 熟練者２については, RDS=0 付近で

の共収縮の割合が高い組み合わせがありながらも, 全

体的な傾向としては伸展筋が優勢に働いていた。 

また, RDS=0 付近での共収縮の割合は, 熟練者・経

験者群よりも, 未経験者群の方が高かったことから, 

未経験者は, 手首の回旋運動を, 屈曲伸展筋を共収縮

させながら行っていたのに対し, 熟練者・経験者はこ

のような課題においても, 打面の反力を, 手首関節の

迎合性を維持することで, 最大限に利用した可能性が

ある。 

多くの RDS 分布で伸展筋が優勢であった点につい

て, 打面の反力との兼ね合いとは別に, 重力との関係

性が挙げられる。打叩の際, 重力方向に働くのは尺屈

時の前腕の屈曲筋(尺側手根屈筋)であった。一方橈屈時, 

すなわち抗重力方向に働くのは, 前腕の伸展筋(長橈側
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手根伸筋)であった。したがって振り下ろし動作時には

重力を利用できるため, ほとんど屈曲筋が使われてい

ないが, 実験 1 の映像データからも明らかなように, 

スティックが打面に触れる数ミリ秒前, 尺屈が起こる。

この時, 屈曲筋が主働筋として使われているため, 

Fujii et al.[5]や本実験の熟練者 1 に認められるような

右端がやや盛り上がった分布になったと考えられる。

一方, 未経験者では比較的共収縮の割合が高かったこ

とから, 尺屈時に重力を利用できず, 余分な筋緊張が

起こっていたものと考えられる。 

 

4. 統括的議論 

 本研究では, 仮説検証のため, 長時間の打叩(実験

1・2)や不安定な状態(実験 2)を実験課題として設定し

た。熟練者はそのような状況でも, ITI の SD は小さく, 

打叩強度の出力は未経験者よりも有意に大きかった

(表 1, 4)。これらのデータは, 本仮説が目指す, 多対１

への調整を直接的に明らかにするものではなかった。

しかし熟練者は, 多様な文脈の中でも, ITI・打叩強度

を維持できていたことから, 多数の命令を, １つある

いは少数の実行結果に調整しているメカニズムの端緒

を示すことができた。熟練者の RDS のデータでは, ２

分間の課題においても, 屈曲伸展筋の相補性が高く, 

演奏安定性も高いというような Fujii et al.[5]の仮説を

支持するデータが認められた（熟練者 1）。一方で, 演

奏安定性は, 必ずしも屈曲伸展筋の相補的な活動のみ

から達成されるわけではないことを示すデータも認め

られた（熟練者 3）。同データは, 打叩動作の個別性を

示すデータでもあり, Fujii et al.[1][5]で設定された, 主

働拮抗筋１対を対象とした検討では不十分であること

が示唆された。 

以上のデータは, 仮説および予測した結果のすべて

を支持するには不十分であった。しかし, ドラム演奏

の熟達を, Fujii et al.[1][5]のような, 局所的検討ではな

く, 連鎖的な協応レベルから検討することへの意義を

支持する重要なデータとなった。さらに, このような

身体全体が織り成す, 連鎖的な協応構造からドラム演

奏を検討することで, 演奏者の個別性を範疇に入れな

がら, 「熟達」を定義できる可能性がある。 

 

5. 展望 

本研究で検討した, 熟練者が, 命令―実行結果を多

対 1 に調整しているという仮説の背景には , 

Bernstein[3]の, 「感覚による調整」がある。これは, 

我々の動作が, 感覚によって方向付けられ制御されて

いることを示したものである[3]。しかしながら, 熟練者

がどのように感覚調整を行っているのかに関しては, 

本研究では検証できなかった。そこで, 打叩動作にお

ける「感覚による調整」の 1 つとして, スティックの

ダイナミックタッチ[7]に関する研究等を検討している。 
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起業プロセスは様々な利害関係の中でどのように行われるか  

―情動的側面に着目して― 

Relationality among Various Actors and Participants in 

Entrepreneurial Activities: 

From the Viewpoint of Emotional Exchanging Forms 

北本 遼太 * 
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Abstract 

 In this paper, I focused on background that is 

needed for changing the form of working and 

capitalistic values, and investigated the process of 

starting welfare service. I used the Actor Network 

Theory for describing the process exchanging 

various things (for example emotionality) between 

various actors. In result, I described emotional 

interaction between entrepreneurs and community 

residents. And I discussed about the form of 

emotional exchanging between "the most peripheral 

participant" and entrepreneurs. 

Keywords ―  Entrepreneurial process, Actor Network 

Theory, Capitalism, Welfare service. 

１．問題と目的 

1990年代のバブル崩壊以降、従来、自明視されて

きた雇用形態である「終身雇用」「年功序列」は、

終わりを迎え、その代わりとなる時代状況に即した

多様な働き方の可能性を探求することが現代社会に

おける課題である。例えば、城（2006）は、勤務年

数に応じた出世を保証する「年功序列制」といっ

た、企業側が用意した「レール」は、企業の資本の

拡大が限界を迎えるとともに、崩壊していることを

指摘しつつ、転職市場の拡大や、新会社法といった

起業に対する行政支援の増加などについて多様な働

き方の端緒として紹介している。 

このような、多様な働き方の1つとして、自ら事業

を立ち上げる「起業」という働き方に注目が集まっ

ている。例えば、山形県鶴岡市在住の女性を対象

に、「好きなこと×世の中にいいこと」で小さく起

業する「ナリワイ起業」の支援を行う「鶴岡ナリワ

イプロジェクト」と呼ばれる活動が組織されている

(鶴岡ナリワイ女性プロジェクトチーム、2015)。ま

た、教育機関においても、大学発ベンチャーの支援

を目的とする筑波大学国際産学連携本部が2014年に

設置されており、2016年4月までに累計110社の起業

を支援している（筑波大学国際産学連携本部、

2016）。このように、起業家の育成・支援を目的と

した民間団体や教育機関が設立されていることを考

慮すると、既存の組織に所属するのではなく、自ら

事業を立ち上げる「起業」という働き方に焦点をあ

てることは、社会的に重要な意義を持つ。また、学

習は社会・文化レベルのシステムの変化であり、新

しい活動の創出こそ学習のエッセンスである（茂

呂、2001）という状況的学習論からの指摘を考慮す

ると「起業」を検討することで「学習」という心理

学的トピックに関する理論的なアドバンスが期待で

きる。 

ところで、城の指摘する働き方の転換は、現代社

会を覆いつくす資本主義の限界を表している点にも

留意すべきだろう。資本主義の限界に伴う格差の拡

大といった生き辛さや、経済成長を第一目標とする

近代的な資本主義に基づく価値観を転換する必要性

は、多くの論者によって指摘されている（広井、

2015；水野、2014；佐伯、2015）。例えば水野は、

資本主義の構造として、ウォール街や富裕層といっ

た「中心」と発展途上国や貧困層といった「周辺」

の存在を指摘し、「周辺」を広げることによって

「中心」が利潤を効率よく蒐集するシステムとして

資本主義を捉えた。そして、地理的・物的空間、電

子的・金融的空間、両方のフロンティアの拡大の限

界とともに資本主義は終焉を迎えるため、資本主義

的な価値観に基づく市場経済の成長・拡大からの脱

却が必要であると主張している。 

これらの指摘を考慮すると、数ある職業の中で

も、新たなる価値観を検討する上で示唆に富むと考

えられる事業に焦点を絞り、その事業の起業につい
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て検討を行うべきであろう。それでは、どのような

事業を対象とすれば、資本主義の限界を乗り越えた

新たな価値観を考える上での示唆が得られるだろう

か。次節では、広井のポスト資本主義に関する論考

を紹介しながら、新しい価値観を考えるための示唆

を得るために、どのような事業に注目するべきか言

及する。 

なぜ福祉事業か―ポスト資本主義における価値観― 

広井（2015）は、地球レベルの資源・環境的制約

という「外的な限界」と、人々にある程度モノが行

きわたり需要が成熟・飽和するという「内的な限

界」を資本主義の限界として指摘し、今後、我々が

とりうる道として、市場経済をコミュニティや自然

といった土台へと着陸させる「ポスト資本主義」

と、電脳世界や宇宙開発によって市場経済を無限に

離陸させる「電脳・超資本主義」という２つの可能

性を示した。この２つの可能性を指摘した上で、人

間の経済が自然やコミュニティという有限な基盤を

持っており、「電脳・超資本主義」では、それらの

基盤との解離の度合いに応じて様々な格差が生じ、

その結果、個人や人間にとっての土台そのものを侵

食するため、前者の「ポスト資本主義」を我々が今

後取るべき道であると結論付けた。そして、ポスト

資本主義においては、ロボット頼りの少ない人手で

多くの生産を上げる「労働生産性」が重視される価

値観から、多くの人手を使いながら自然資源の消費

や環境負荷は抑えるという「環境効率性」を重視す

る価値観へと「生産性」概念の転換が課題であると

主張する。このような転換を考慮すると、従来の

「労働生産性」の下では、多くの人手を必要とする

ため生産性が低いとされた福祉事業のような対人サ

ービスの領域が、「環境効率性」の下では、もっと

も生産性が高い領域となることを広井は指摘してい

る。つまりは、対人サービス業、特に福祉事業に注

目し、研究することは、これからの社会（広井のい

うポスト資本主義）において重要な意義を持つだろ

う。そのため、本研究では、数ある職業の中から特

に福祉事業を行っている法人を対象とする。 

次節から起業に関する先行研究をレビューし、本

研究がとるべき分析の観点について議論していく。 

心理学における起業研究―要素還元主義の危険性― 

心理学の領域、特に社会心理学やパーソナリティ

心理学においては、事業が起こり、継続し、経済的

に成功した起業家たちは、どのような心理学的要因

を備えているかといったテーマについて、実証主義

的な研究が進められてきた(Brandstätter, 2011)。 

この領域を総覧した研究の一つである

Brandstätter(2011)は、1990年から2010年までに発

表された起業家を対象とした論文のレビューから、

Big Fiveや自己効力感といった心理学的特性と起業

家的な意図や起業家の業績との間の関係性の検討に

研究が集中していることを指摘している。Big Five

については、誠実性・開放性・外向性が起業したい

といった起業家的な意図および経済的成功に代表さ

れる起業家の業績と正の相関を示し、情緒不安定性

は起業家的な意図および起業家の業績ともに負の相

関を示すことを多くの研究の結果から結論付けた。

また、自己効力感についても多くの研究でテーマと

して取り上げられており、起業やビジネスの成功に

おいて、重要な要因であると紹介した。さらに、今

後の展開として、これまで取り上げられてきたBig 

Fiveや自己効力感をはじめとする要因間の詳細な関

連について、縦断研究を用いて検討する必要がある

ことを主張した。 

Laguna(2013)は、起業家特有の自尊心と全般的自

尊心が、1年後の事業の開始に影響を与えるかについ

て検討した。起業家育成プログラムの参加者を対象

に起業家特有の自尊心、全般的自尊心や、起業した

いかどうかといった起業に対する意図を測定する質

問紙調査を行い、1年後の事業開始をどの程度予測す

るか縦断的な調査を行なった。その結果、人口動態

変数といったその他の変数よりも起業に対する意図

の方が１年後の事業開始をより良く予測できると

し、起業家特有の自尊心と全般的自尊心については

起業に対する意図を予測する変数として重要である

と結論付けた。 

以上のような、要素還元主義は、様々な関係の中

で行われている社会的実践の多くを捨象し、不可視

にしているという問題点が経営学サイドから指摘さ

れている（入江、2006）。入江は、エジソンの例を

用いて、「エジソンが電球といった新技術を開発

し、事業の立ち上げに成功した。そのためには、1日

３時間しか寝なかった」というエジソンの成功を個

人的な努力や性向という要素に還元した説明から

は、実際にエジソンのように事業を成功させるため

には、電球の開発といった「新技術開発」をし、21

時間働かなければならないという抑圧的な規範しか

得られないとする。かなり単純化した例ではある

が、社会的実践を捨象した要素還元主義的な研究知

見が最終的に社会に送り出す言説の危険性は、十分

理解可能である。本研究の問題意識は、新たな価値

観や働き方の可能性の探求である。このように問題
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意識の宛先が社会的な実践へ向いていることを考慮

すると、入江の指摘は重要であり、要素還元主義に

陥ることなく、起業という現象を捉える必要があ

る。 

アクターネットワーク論という観点 

ー新たな社会‐技術的アレンジメントの形成として

の起業ー 

では、起業プロセスを起業家個人のもつ要素に還

元する心理学的研究を乗り越えるためにどのような

視点があるだろうか。本節では、アクターネットワ

ーク論に基づく起業研究のレビューを通して、本研

究における分析の観点について議論する。アクター

ネットワーク論は、人間・人工物・制度・生命とい

ったモノすべてにアクターとしてネットワークにお

ける役割を与え、具体的な行為を可能にする能力で

あるエージェンシーと、それらの布置である社会‐

技術的アレンジメントを二分せず、相互に形成しあ

うものとして捉えるといった理論的な特徴を持つ

（上野・土橋、2006）。 

松嶋（2006）は、起業家は既存の均衡を変更する

特別な存在であり、自らがおかれた状況への鋭い洞

察力を持ち、それらの心理的動機や行動特性を持っ

た起業家によって計画通りイノベーションが進行す

るといったナイーブな通説に対して、アクターネッ

トワーク論から問い直しを図った。具体的には、健

康食品開発を手掛けるベンチャー企業を起業したK氏

の事例をもとに、起業プロセスを様々な利害関係の

間で行われるアクターの取り込みあいである「関心

の翻訳」という観点から検討した。このような事例

の検討から以下のことが明らかになった。①K氏が、

医師から創業者へ転身したのは、K氏に特別な心理的

動機が内在していたためではなく、JICAでの医療ボ

ランティアや様々な医療プロジェクトでの出会いと

いった先行する「異種混合のネットワーク」から生

じた結果であること。②医療業界においては先端的

なコア技術が食品業界に持ち込まれることで様々な

アクターの登場とともに解体・再構成されたという

こと。③コア技術の解体・再構成をはじめとする翻

訳戦略の下で、あらかじめ用意された事業構想の成

否というよりかは、事業構想そのものも再構成され

るという起業プロセスを経たこと。このように、ア

クターネットワーク論に基づき、様々な関係との

「関心の翻訳」を行う中で、先端的なコア技術や事

業構想が力動的に揺れ動く様子を記述したという点

において、松嶋の研究は意義を持つだろう。 

また、アクターネットワーク論に依拠しながら、

起業プロセスを検討した研究は海外においても行な

われている。Roscoe, Cruz, & Howorth(2013)は、起

業研究における中心的な概念である機会

（opportunity）が、物質性に埋め込まれた概念であ

ることをホンジュラスの大規模農業法人の事例の検

討を元に主張した。Roscoeらは、起業家個人とは独

立して存在する機会を起業家が発見しているという

前提を持つ「機会発見型」の研究を批判し、農業法

人に関わる人々の口述史の分析を通して、ホンジュ

ラスの気候や輸出入制度、栽培する野菜といった物

質に埋め込まれた機会とそれらへ働きかける起業家

の相互補完的な関係を記述した。つまり、起業家

が、働きかけることで初めて機会は機会として立ち

現われ、そして機会への働きかけを行なうことを通

して、初めて起業家も起業家として立ち現われる。 

 以上のようなアクターネットワーク論の観点から

見れば、技術的・政治的・経済的な利害関係の中

で、制度や人物、気候、動物種といった起業家を含

めた様々なアクター同士が相互作用しながら、新た

な社会‐技術的アレンジメントを形成し、同時に起

業家を含めたアクターの新たなエージェンシーを形

成するプロセスとして起業は捉えられる。このよう

な観点に依拠すれば、従来の心理学的起業研究を乗

り越え、実際の社会の中で豊かな動きを見せる起業

プロセスを捉えることが出来るだろう。ところで、

アクターネットワーク論で主に焦点が当てられてき

た技術的・政治的・経済的な利害関係だけではな

く、より多様な関係を人々のつながりは含んでいる

という指摘がなされている(上野・ソーヤー・茂呂、

2014)。次節では、上野らを紹介しながら、従来のア

クターネットワーク論に依拠した研究において不足

している点を指摘する。 

アクターネットワーク論における「交換形態」とい

う新たな次元 

上野・ソーヤー・茂呂（2014）は、ラトゥ―ルを

はじめとするアクターネットワーク論が取り扱った

事例は、政治的・経済的利害に関連するものが多

く、政治的・経済的な同盟関係の中で初めて、人工

物や技術は同盟を形成するアクターまたは敵対する

アクターになるという政治的・経済的な次元にしか

焦点を当てていないという限界を指摘した。そのよ

うな限界を乗り越え、従来のアクターネットワーク

論とは異なる新しい観点を提供するために、人々の

「交換形態」という別の次元に焦点を当て小学校に

おける文楽を題材にした総合学習の事例を検討し

た。そこでは、プロの文楽演者・街の再興を狙う

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-50

920



 

NPO・近隣住民といった様々なグループが関わり、活

動の物質的リソース・非物質的知識・技能・ボラン

ティア的な仕事を贈与する一方、地元との一体感・

所属感・アイデンティティの感覚などを返礼として

受け取る「感情の交換」を行なっていた。また、小

学校という制度を超えて地域や文楽コミュニティと

つながりながら文楽に関する知識や技術をめぐる新

しい社会‐技術的アレンジメントが形成され、その

中で、「文楽を地域の共有の文化財として残した

い、また、そのようなものとして文楽を学習した

い」といった学習に関する新たなエージェンシーが

形成された。このような事例から、上野らは、「学

習をめぐる社会‐技術的アレンジメントの形成と

は、人々の間の物質的リソース・非物質的知識・技

能・仕事についての新しい交換形態を作り出すこ

と」として表現可能であると主張した。 

このような上野らの主張を考慮すると、松嶋や

Roscoeらのアクターネットワーク論に基づいた起業

研究も技術的・政治的・経済的な側面しかとらえて

いないという点で不足している。特に、ケアの本質

的な要素の1つとして「情動に関するコミュニケーシ

ョン（広井、1997）」が指摘されており、福祉事業

を対象とする本研究にとっては、上野らの指摘する

「交換形態」という視点を取り入れ、検討する必要

があるだろう。また、福祉事業を対象とすること

で、上野らの取り扱った事例以上に情動面での人々

やコミュニティ同士のつながりの記述が期待できる

だろう。 

以上から、本研究は、終身雇用制といった従来の

働き方やそれを取り巻く資本主義に基づく「労働生

産性」を重視する価値観が転換しつつある時代背景

に着目し、福祉事業の起業プロセスについて検討す

る。そのための分析の観点として、起業を起業家個

人の内的な心理特性に還元することなく、様々なア

クターの間で揺れ動く起業プロセスの記述が可能な

アクターネットワーク論を採用する。具体的には、

福祉事業を行なっている法人の関係者を対象にイン

タビューを行ない、事業を立ち上げるにあたって、

どのような関係者とどのように繋がりながら、新し

い社会‐技術的アレンジメントを作り上げているか

という観点から起業プロセスを記述する。なお、記

述する際、上野らの指摘に留意し、従来のアクター

ネットワーク論が主に焦点を当てていた技術的・政

治的・経済的な利害関係だけでなく、情動を含む幅

広い人々・制度・モノの間の交換に着目して記述す

る。しかし、一口に法人の関係者と言えども、法人

設立のために尽力した中心的なメンバーから近隣住

民まで、様々な関係者が想定可能である。そこで本

研究では、特に法人の事業立ち上げに関わった中心

的なメンバーであり、現在も法人に勤務する人物を

対象に調査を行ない、どのような社会‐技術的アレ

ンジメントが新たに形成されたか記述する。 

２．方法 

データ収集及び分析方法：半構造化面接を用いて

データを収集した。M-GTAを用いて分析中である。 

対象者：東京都内、静岡県内、茨城県内で福祉事

業を行なっているNPO法人の立ち上げに関わったメン

バー。東京都内のNPO法人については理事長、副理事

長、事業開始初期から勤務する職員の計3名、静岡県

内のNPO法人については理事長、副理事長、施設長の

計３名、茨城県内の一般社団法人については、理事

長1名にインタビューを実施した。各法人のプロフィ

ールについては、表１に、各インタビュイーのプロ

フィールについては表２にそれぞれ示す。なお、イ

ンタビュイーの希望により、法人名、個人名を公表

法人名 事業内容 設立年 事業所の所在地

特定非営利活動法人　静岡福祉総合支援の会　空と大地と

・就労継続支援(B型)事業
・生活介護事業
・就労移行支援事業
・グループホーム・ケアホーム　しおさい
・障害者雇用企業内サポーター育成事業(静岡県委託事業)
・障害者ジョブコーディネーター養成事業(静岡県委託事業)
・生活相談

2004年 静岡県焼津市

特定非営利活動法人　ぷらちなくらぶ

・居宅介護支援事業所［ぷらちなぷらん］
・訪問介護・自立支援
・小規模多機能ホーム［スマイルぷらちな］
・ぷらちな児童デイ［児童デイサービス］
・子育て支援（子育てサロン＆一時預かり・子育て応援隊）
・新田キッズルーム［新田キッズルーム、幼稚園送迎ステーション］
・ギャラクシティ、ちびっこガーデン

2001年 東京都足立区

一般社団法人　アイネット

・厚生労働省認定　『地域若者サポートステーション事業いばらき県西若者サポートステー
ション運営
・茨城県・市町村委託青少年自立支援事業
・生活困窮者の支援活動
・青少年のいろいろな問題の相談、助言情報提供
・仕事トレーニングプログラムの実施
・講演会、講座、イベント等の企画
・不登校・ひきこもりの仲間が集まるコミュニティ「笑える不登校倶楽部」運営

2013年 茨城県筑西市

 表１　各法人のプロフィール
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する。 

主な質問項目：質問項目として、「法人として、

行なっている事業について、どのような思いやこだ

わりをもっているか」「法人(事業)を立ち上げるに

あたって、どのような点に苦労や、やりがいを感じ

たか」「どのような関係者とどのように関わりなが

ら、事業を立ち上げたか。また、行なっているか」

といった法人の事業についてや、その際の関係者な

どに関する項目を事前に準備した。また、面接状況

に応じて適宜、各質問の内容について掘り下げるた

め、追加の質問や質問の変更などを行なった。 

  ３．結果と考察 

分析テーマ：福祉事業に携わる法人の事業立ち上げ

における新たな社会‐技術的アレンジメントの形成

プロセス 

分析焦点者： 法人の事業立ち上げにかかわり、現在

もその法人で勤務している人々 

NPO法人「空と大地と」の大橋妙子氏、小倉雅人氏

のインタビューデータについて、オープンコーディ

ングを行なった結果の一部について本論では報告す

る。 

施設へ向けられる住民感情と新たな名付けの創発

（表３） 

必要だが近くには欲しくないという【施設に対す

る矛盾した住民感情】を「ごみ焼却所」に例え、そ

の中で、障がい者への差別や自分たちの組織への

「宗教団体じゃないか」との噂といった【情動的な

痛み】を受ける。それに対抗するように「自分たち

はクリーンでクリアな組織を作る」という【活動に

おける信念】を持ち続けた。また、それらの噂への

対処として施設の【一般公開という対応策】を取る

中で、重度の知的障がいを持つ「異様な」風貌の大

人たちと子どもたちが交流することで、気持ちの悪

い障がい者という障がい者類型から「けんちゃん」

という名前を持った個人として認識する【交流から

生まれる新たな名付け】が創出された。この子ども

達による新たな名付けの創出は、大橋氏のやりたい

ことの【軸となる経験】として語られていた。 

カテゴリ名 具体的な切片

【施設に対する矛盾した住民感情】
小倉：ごみ焼却場みたいなもんだよね。なきゃこまるけども。
自分の近くにはほしくないっていう。

【活動における信念】

大橋：そう。だからあんなところがとか、噂とかもいっぱいたっ
ちゃって。まぁでも一貫して私が思ってたのは、やってること
は間違いない。私はクリーンでクリアなものをやり続けるって
いう思いがあったので、で、

【情動的な痛み】

大橋：特にこの地域は、志太・榛原地域っていうのは、静岡
県内でも遅れていると言われる結構差別、偏見とかっていう
のが多い地域なんです。なので、障がい者とかっていうとね。
ほんとにね。変な目で見られる。

大橋：そう。だからあんなところがとか、噂とかもいっぱいたっ
ちゃって。まぁでも一貫して私が思ってたのは、やってること
は間違いない。私はクリーンでクリアなものをやり続けるって
いう思いがあったので、で、

大橋：でも若い子たちが出入りしたら噂になってなんか宗教
団体じゃないかって噂になって、すぐにここを一般公開した
り、もう誰でも入ってくださいって公開したり、私が、地域の人
たちのそういう行事にずっと出て、川ざらいから、あっちから
こっちから、先に一人でここに住んで、私はそういう行事に全
部出たです。それが、コミュニティにつながる、その地域につ
ながるっていうことをしなきゃいけないので。そうだったよね。
役員やらされて。

【一般公開という対応策】

大橋：でも若い子たちが出入りしたら噂になってなんか宗教
団体じゃないかって噂になって、すぐにここを一般公開した
り、もう誰でも入ってくださいって公開したり、私が、地域の人
たちのそういう行事にずっと出て、川ざらいから、あっちから
こっちから、先に一人でここに住んで、私はそういう行事に全
部出たです。それが、コミュニティにつながる、その地域につ
ながるっていうことをしなきゃいけないので。そうだったよね。
役員やらされて。

【交流から生まれる新たな名付け】

大橋：それをこうはじめ近所の子たちが、見に来るですよ。小
学生とか幼稚園の子たちとかね。面白いものがいるって、あ
のある種動物園のように。うんで。学校は午前中に終わるか
ら、午後からこの辺遊びながら、それで私は事業開いてか
ら、もう公開、玄関あけてあるので。いいよいらっしゃいいらっ
しゃいって。子どもたちも一緒におやつ食べたりとかね。そう
するとねぇ。この異様な大人がね。知的障がいの異様な大人
がぼとぼとこぼしたり、お茶飲めなくってひっくり返したり、い
ろんなことするんだよね。そういうことを気持ち悪いって顔で見
てるんだよね。でもそれがずっと回を重ねてくるとその子たち
が、こぼしたからって拾ってあげたり。で、えっと。名前を憶え
てけんちゃんって呼んだり。仲良くなってくるんですよ。それ
で、何が起こるかって、散歩に出た時にその子なんか、30
メートルもあるくもやっとこさっとこのね。体こんなで、足こんな
の歩いたこともない。家で垂れ流し状態の子、方だったので、
年齢は30超えてましたけど。うん。それで、散歩に行ったとき
に中学生が歩いてきてね。何だこいつ気持ち悪いって言った
ですよ。それでここに来ていた男の子たちとか女の子たちと
かまぁ何人かいたんだけど。その子たちが前にいってね。こ
いつじゃないもんけんちゃんだもんって。この子、けんちゃんだ
もんって教えたですよ。泣けましたね。それはね。

【軸となる経験】

大橋：だから、ずっと気持ち悪いとかって見てた子たちが、そ
うやって前に立ってこいつじゃないもん、けんちゃんだもんって
言ってくれるそれを私はなんかいまだになんかそれが自分の
中に軸がありますよね。私が作りたいのは、こういうことなん
だと思います。

表3　 施設へ向けられる住民感情と新たな名付けの創発に関するカテゴリと該当する語り
名前 所属団体 役職 メモ

大橋妙子 空と大地と 理事長

小倉雅人 空と大地と 副理事長
(株)空と大地と
代表取締役兼任

空と大地と
施設長
サービス管理責任者

大竹恵美子 ぷらちなくらぶ 理事長
団野純子 ぷらちなくらぶ 副理事長
井上美保 ぷらちなくらぶ
浅沼秀司 アイネット 理事長

表２ 各インタビュイーのプロフィール
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このように、起業プロセスとは、新参者である自

分たちへ向けられる既存のコミュニティ（この事例

では地域住民）からの情動的なまなざしと相互作用

するプロセスであると言える。このような相互作用

の中から、障がい者という固定化した類型から、

「けんちゃん」という交流を元にした彼ら独特の類

型が生じたことは、新たな社会‐技術的アレンジメ

ントが形成された１つの事例として解釈可能であろ

う。また、子ども達が開放された空間の中で、勝手

に障がい者類型を崩し、新しい類型を大橋氏にギブ

したという解釈も可能であり、交換形態に基づく考

察も有望であると考えられる。このような、「創発

したもの」が新たな社会‐技術的アレンジメント

（交換形態）の形成プロセスにどのように位置づく

か今後詳細な分析を通して検討する必要がある。 

施設設立に関する理解の要請―提供と巻き込み―

（表４） 

また、大橋氏らは、単純に事業を起こす以上に地

域住民に自分たちの活動や障がい者への【理解の要

請】を重要視している。このような【理解の要請】

を子細に見ていくと、２つのカテゴリが立ち現われ

てくる。まずは、川ざらい、林の掃除、町づくり委

員といったコミュニティにおける役割を引き受け、

地域の広報や話し合いのために機器や場所を提供

し、自分たちの活動について理解を求めるとともに

自分たちの活動に多少のことでは文句を言えない状

況を作り上げるという【リソースの提供による理解

の要請】であり、上野らが指摘する〈感情の交換

（贈与と返礼）〉という交換形態の1つとして解釈可

能である。このような〈贈与と返礼〉という交換形

態の形成は、地域における自分たちの立ち位置を確

固たるものとして社会‐技術的アレンジメントを新

たに再構成したプロセスとして考えられるだろう。  

もう一つは、地域住民を巻き込んだ飲み会を開催

し、地域住民との交流の中で自分たちへの理解を求

める【巻き込みによる理解の要請】というものであ

る。【リソースの提供による理解の要請】のような

「贈与と返礼」ではない、大橋氏の能動的な動きと

それに対する地域住民の応答といった彼らの間で行

われた相互作用は新たな交換形態を検討する上で、

注目すべきであろう。このような【巻き込みによる

理解の要請】が、大橋氏を含めた社会‐技術的アレ

ンジメントの新たな形成プロセスにどのように位置

づくか、さらなる検討が必要である。 
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コミュニティにおける最周辺参加者の存在(表５) 

さて、これまでは、施設近隣に住む地域住民とい

った、本事例の法人の直接的な利害関係者との社会

‐技術的アレンジメントの形成プロセスについて言

及してきた。しかし、本事例では、そのような直接

的な利害関係者だけではない、より幅広い関係者の

存在を指摘できる。 

例えば、当該施設では、東日本大震災の避難の

際、通常時ではその関係性が可視化されないような

【最周辺参加者】から避難の補助を受けている。こ

の【最周辺参加者】は、「いつも、車で施設の前を

通っている」という程度の関係であり、通常では可

視化されないが、震災という非常時において初めて

可視化される。このような【最周辺参加者】の存在

について、避難の補助だけでなく「ほんとにまず気

持ちがうれしかった」といった【感情贈与に対する

喜び】や、そういった補助や感情贈与に対して、

「ありがたい」といったような【最周辺参加者への

謝恩感】を大橋氏は語っており、【最周辺参加者】

との感情の交換が行なわれていたと解釈可能であ

る。また、「あれ以来一度もほんとに会うこと」も

なく、「名乗ってはくれない」といった【匿名性と

いう最周辺参加者の特徴】も語られていた。このよ

うな匿名性のため、直接的に何かを返礼するのでは

なく、【「忘れない」という感情返礼】といった独

特な返礼を大橋氏は行なっていた。こういった【最

周辺参加者】を含めた地域コミュニティに根差すこ

とは職員や利用者に【ネットワークを通した成長と

しての学習】をもたらす一方、南海トラフ地震に伴

う大津波への対策のための施設移転が出来ないとい

った【地域コミュニティに根差した施設閉鎖の困

難】も、もたらしており、コミュニティに根差した

運営におけるアンビバレントな側面も指摘可能であ

ろう。 
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こうした、匿名性を持ち、通常時においては可視

化されないつながりを持つ地域住民といった【最周

辺参加者】だけでなく、遠方に在住する古くからの

知人とのつながりといった【物理的距離が作る最周

辺参加】についても語られていた。そして、このよ

うな物理的に距離があるつながりの1つとして県外福

祉施設とのつながりが語られていた。そのつながり

においては、姉妹縁組の書類を取り交わす【形式的

手続きによる県外施設とのつながりの可視化】によ

って、自然災害の発生時に相互に助け合うといった

【物理的距離がもたらす安心感】が生成されてい

た。こういった安心感は物理的距離があるからこそ

生じるものであり、匿名性や非常時に可視化される

といった特徴以外の最周辺参加者の特徴として、物

理的距離という視点も指摘できる。 

以上のような【最周辺参加者】のような、物理的

に距離があり、匿名で通常時ではそのつながりが可

視化されないといった関係者との感情の交換を見る

ことで、水野や広井が指摘する資本主義の限界を乗

り越えたオルタナティブを考える上で示唆を得られ

るだろう。というのも、【感情贈与に対する喜び】

への【「忘れない」という感情返礼】といったよう

に匿名性という特徴に起因する独特の交換形態は、

水野が指摘した中心による周辺からの利益の蒐集と

いった資本主義システムには乗らない新たな関係性

を考える上で示唆を持つだろう。 

また、広井のポスト資本主義論では、自然やコミ

ュニティに根差した市場経済が必要であると指摘し

ている。本事例においては、コミュニティに根差す

ことのアンビバレントな側面、自然災害といった自

然との交通において人々が物理的距離のある施設と

つながりを持つことで安心感を得ていること、また

東日本大震災を契機に日常では可視化されない【最

周辺参加者】とのつながりを見出しているといった

ことが明らかになった。このような知見は、ポスト

資本主義が目指す、自然やコミュニティに着陸した

市場経済のあり方を考える上で、一定の示唆を持つ

だろう。 

 

先述の通り、本論では分析途中の結果を報告し

た。これまでのオープンコーディングの結果を基に

他の事例を含めて、まとめたものについて発表時に

は議論したいと考えている。 
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Abstract 
At construction and manufacturing sites, etc., 

accident prediction training to predict risk factors 
which could cause accidents for workers are 
implement using illustration sheets, etc. At the same 
time, it is pointed out that this training is becoming 
stereotyped. Also, the lack of progress in passing 
down experience and knowhow regarding accident 
prediction due to the reduction in skilled laborers is 
viewed as a problem. And so in this research we 
created a prototype of a system to offer information 
on accidents which actually occurred based on the 
working conditions through the adoption of ICT 
technology. The results of an evaluation experiment 
using the prototype system confirmed that the 
information from the system had a certain degree of 
effect on work recognizing risk factors among workers. 
In the future we will conduct a detailed analysis on 
the results of the system and work to improve it via 
experiments on workers in construction sites. 
 
Keywords ―  
 Accident Prediction Training, Accident Information 
 

1. はじめに 

 危険予知訓練とは，工事や製造の現場等で実施される

作業内容から，事故や災害の原因となる危険因子を，作

業者がイラストシート等を用いて予測し，指摘し合う訓

練である．この訓練が，事故・災害の減少に有効である

という認識は存在するが，マンネリ化等の理由により，

実際の効果が疑問視されている[1][2]．さらに，熟練労

働者の減少により，現場の危険予知に関する経験，ノウ

ハウの継承が進まない現状も問題視されている． 
そこで，本研究では，ICT 技術の導入により，作業状

況に即した，実際に起きたリアルな事故情報を提供する

システムを提案する．リアルな事故情報を題材に訓練す

ることで，より現実感を持った効果的な危険予知訓練が

可能になり，事故の防止につながると考える． 
一方，危険予知訓練に ICT 技術を導入した事例とし

て，高橋らがタブレット端末を用いた安全教材の開発を

行って，一定の効果を確認しているが，端末の操作を難

しいと感じる利用者の存在が観察されている[3][4]．本

研究では，参加者の IT スキルの有無にかかわらず訓練

が可能なシステムの構築を目指している． 
本稿では，システム構築の第一段階として試作したシ

ステムの概要と，その有効性について実験を実施して評

価した結果について報告する．  

2. 事故情報提供システムの概要 

 提案する事故情報提供システム（以下，提案システム）

の画面例を図 1 に示す．提案システムでは，あらかじめ

登録された過去の事故事例データベースから，訓練当日

と同様の状況で発生した事故事例を検索して提示する．

検索キー項目としては，天気，月，気温，湿度，事故種

別を実装する．検索キーの入力データは事故種別を除い

て，Web サイト上の情報，または，現地に設置されたセ

ンサーから自動取得して，作業者の操作を減らす． 

 
図 1 事故情報提供システムの画面例 
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図 2 実験で使用したイラストシート 

（出典：短時間 KYT イラスト・シート集②[5]） 

3. 有効性評価のための実験 

 提案システムの有効性を比較するために行った実験

について報告する．実験は，提示されたイラストシート

内から危ないと思う状況・行動を探し，探し出した状

況・行動の中から特に危ないと思った状況・行動を一つ

選択する内容である（図 2 参照）． 
建設業務の経験がない大学生 8 名を，各チーム 2 名の

4 チームに分ける．表 1 に示す事故情報システムを利用

するシステム導入組チームを A，B，システム非導入組 

表 1 実験でシステムから提供された情報 
 

天気 晴れ 年齢 33 

災害種類 飛来・落下 経験年数 15 年 

起因物 工具袋   

災害発生時 
従事作業 

タワー上部の作

業終了後はしご

を使い降りてい

る 

事故概要 タワー上部での作業

終了後，はしごで降

下中に作業袋が引っ

かかり，落下した作

業袋が下にいた別の

作業員に激突 

人的 
不注意 

人的 
自分の工具袋がしっ

かりと装着されてい

るか確認する 

物的 

作業袋の装着方

法 

 
物的 

作業袋の取り付け方

の確認を作業前に行

い，しっかりと取り

付ける癖をつける 

 
チームを C，D とする．この 4 チームが，表 2 に示す手

順で実験に参加した．チーム A，B は，イラストシート

を確認する前に，事故状況提供システムから提示された

情報を閲覧する．チーム C，D はこの閲覧手順は省かれ

る． 
 実験結果として，表 3 にシステム導入組の回答内容，

表 4 にシステム非導入組の回答内容を示す．「＊＊」は，

各チームが特に危ないと指摘した状況・行動である． 

 
表 2 実験手順 

 システム導入組（A&B）  システム非導入組（C&D） 

手順 1 2 名 1 組にチーム分け 手順 1 2 名 1 組にチーム分け 

手順 2 システム閲覧 ↓ ↓   ↓ 

手順 3 イラストシート内の危険探し 手順 2 イラストシート内の危険探し 

手順 4 重要な危険決め 手順 3 重要な危険決め 

手順 5 対策の提案・決定 手順 4 対策の提案・決定 

 
 

表 3 システム導入組の回答内容 
チーム A B 

回答内容 

風にあおられる 風が強い 

命綱がない（＊＊） 作業員落下防止の紐がない

（＊＊） 

足・手を滑らせて落ちそう 腰にある道具が落ちそう 

工具が引っかかる 軍手をしていないから手を

滑らせる 下から誰か上ってくる 

上から人が(降りてくる 下の様子を確認せずに降り

ている 葉っぱがぶつかってくる 

目に砂が入る  

ヘルメット以外に体を守る

ものがない 
 

 

 

表 4 システム非導入組の回答内容 
チーム C D 

回答内容 

風が強い 風が強い 

命綱がない（＊＊） 命綱がない（＊＊） 

(絵で見る限り)先の梯子が

ない 
工具落ちそう 

ヘルメットのかぶり方が変 周りに安全確認をしている

人がいない 工具が落ちそう 

足元を見ていない  

梯子の固定  

 
 
 
 

2016年度日本認知科学会第33回大会 P2-51

927



4. 考察 

システム導入組，非導入組どちらにおいても共通した

回答内容は，「風」，「命綱」，「工具の落下」の 3 項目に

関する指摘である．また，最も危険と判断した回答は「命

綱」に関する指摘であり，同じであった． 
一方，システム導入組にのみ得られた項目として，「下

から誰か上ってくる」，「下の様子を確認せずに降りてい

る」と，イラストに含まれていない下の部分を注目して

いる点である．チーム A，B ともイラスト内の人物の下

方側に注意を向けており，作業者だけでなく，一緒に作

業を行う人へ向けた注意について記述している．チーム

A の回答では，「上から人が降りてくる」という上方部

に対する指摘も挙がっている．チーム D がチーム A，B
に近い回答として「周りに安全確認している人がいない」

と記述しているが，イラスト内の作業者の安全を確認し

ている人がいないとの指摘であったと考えられる．この

ように，システム導入組がイラスト外の作業員への影響

を危険と指摘した要因として，あらかじめ閲覧した事故

事例の結果と考察される．閲覧した事故概要が「タワー

上部での作業終了後，はしごで降下中に作業袋が引っか

かり，落下した作業袋が下にいた別の作業員に激突」と

なっており，イラスト内の作業員以外へ危険が記されて

いる．よって，イラストから危険を探す際に，イラスト

には現れていない他の作業員への注意が向いたのでは

ないかと考えられる． 

5. おわりに 

本稿では危険予知訓練のための事故情報提示システ

ムを提案した．提案システムは過去の事例及び天気など

の情報に基づいて事故情報を提供する．評価実験の結果

から，事故情報提供システムからの情報が，作業者の危

険因子の認識作業において一定の効果があったと考え

られる．今後は，建設現場における作業者との実験を実

施してその効果の詳細な分析を行い，得られた知見を有

効に生かしたシステムの構築を進める予定である．そし

て，構築システムをベースとして，事故を未然に防ぐた

めにより効果的な情報提供システムの開発を目指す． 
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