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Abstract

講演（20 分×3 名）
：

人間の持つ身体性・社会性認知能力については、最

・ 杉浦元亮（東北大学）

近の認知神経科学の発展とともに様々なことが明らか

「社会性の３階層と認知神経科学的課題」

になってきた。本シンポジウムでは、自己認識、感情

・ 梅田聡（慶應大学）

と社会性、コミュニケーション研究などの第一線で活

「内受容感覚からみた感情と社会性の認知神経メカ

躍する研究者に、最新の研究成果を紹介いただくとと

ニズム」

もに、それらを踏まえた分野全体の今後の発展性と展

・ 川崎真弘（筑波大学）

望について述べて頂く。これに対して指定討論者から

「ヒトとヒトのコミュニケーションにおける同期と

コメントを頂き、全体討論へと拡げていく。身体性・

障害」

社会性認知の研究において参加者一人一人がどのよう

指定討論（10 分×2 名）
：

な研究を進めていくのか、考える機会としたい。

・ 鈴木宏昭（青山学院大学）

Keywords ― 身体性認知、社会性認知、認知神経科学

・ 開一夫（東京大学）
全体討論（10 分）

1.

本シンポジウムのねらい

人間の認知能力が身体の物理的および脳内処理に多
大に依存していることは、現在の認知科学、心理学、

2.

社会性の３階層と認知神経科学的課題
（杉浦元亮）

脳科学の分野では十分に浸透してきた。中でもミラー

社会性は幅広い概念だが、身体性の関与の度合いに

ニューロンの発見により、社会性やコミュニケーショ

よって概ね３段階にカテゴライズできる。一つは自分

ンの根底に身体表現が介在することが示唆されると、

と他者の身体運動の相互作用自体に立ち現れる社会性

身体性と社会性の認知科学はもはや不可分のものとし

（①）
。もう一つは身体性の関与は間接的な、他者の見

て捉えられるようになってきた。さらには、人間にお

えない心中の意図や心情を忖度する社会性（②）
。そし

いて特に発達している「心の理論」の能力との関連に

て他者の固有性や身体性が消失する、抽象的な他者の

ついても深く掘り下げられるようになっている。

集団の中における自身の位置・価値・役割が問われる

本シンポジウムでは、このような身体性と社会性を

社会性（③）
。関連する心的現象・過程とその神経基盤

つなぐ認知神経科学分野で活躍してきた第一線の研究

でいえば、①は身体同調や模倣、共感と関係が深く、

者３名を招き、自己認識、感情と社会性、コミュニケ

いわゆるミラーシステムを含めた運動・知覚連合処理

ーションなどに関する最新の研究成果を紹介いただく

の脳ネットワークを基盤とする。②は「心の理論」と

とともに、それらを踏まえた分野全体の今後の発展性

重複の大きな概念であり、いわゆる社会脳の中心的要

と展望について述べて頂く。さらに、これに対して指

素である側頭頭頂接合部（TPJ）や前頭前野内側の背

定討論者からコメントを頂き、全体討論へと拡げてい

側領域（dMPFC）と関係が深い。③は高次の価値評価

く。ここから身体性・社会性認知科学の新たな展開が

過程と関係が深く「自己」の中心的過程と位置づける

生まれる契機となることを期待したい。

論者もいるが、この過程を司る前頭前野内側の腹側領

本シンポジウムの詳細なプログラムは次の通りであ

域（vMPFC；帯状回前部を含む）や帯状回後部（PCC；

る。

頭頂葉内側部を含む）などの内側皮質は安静時に活動
が高いデフォルトモード・ネットワークとしても知ら
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れている。

トラム障害，反社会性人格障害をはじめ，さまざまな

社会性の認知神経科学ではこれら３段階それぞれに

病態や症状の解明に結びつけられる．本講演では，ニ

フロンティアが広がっているが、もし未開拓性をフロ

ューロイメージング・神経心理学・心身医学・自律神

ンティア性と同一視するのであれば、個人的にはその

経学などのアプローチによる研究を取り上げ，それら

極みは③だと感じている。①や②はすでに多様な仮説

の背後にある「脳－こころ－身体」の三者関係のダイ

や研究のゴールが見えており、それをどうやって示す

ナミクス，およびその調和的理解の重要性について述

かが問われている。一方で、③についてはそもそも何

べる．

を示したいのか自体が分野で共有されていない。この
強の武器は、やはり脳活動データに基づいた領域の機

4.

ヒトとヒトのコミュニケーションにお
ける同期と障害（川崎真弘）

能の推測（悪名高き reverse inference！）であろう。

ヒトとヒトのコミュニケーションの中には、我々が

今回は③の神経基盤の重要なノードの一つである

あまり意識することはなくとも確かに存在する同期現

PCC に着目して、PCC を賦活させる愉快な実験群か

象（ここでは相手との何か行動や考えのタイミングが

ら PCC 曼荼羅を描き、妄想力の翼で③の「本質」に至

揃うことと定義する）が存在する。たとえば、会話を

る道を探ってみたい。

している際になんとなくその相手とは話がしやすいと

暗闇をどう照らすか。脳マッピング研究者にとって最

感じることやその相手とうなずきや身振り手振りが揃

3.

内受容感覚からみた感情と社会性の認
知神経メカニズム（梅田聡）

っていることにあとから気づくことがあるだろう。こ

近年，認知神経科学の発展に伴い，感情や社会性の

滑にすることやヒトとヒトの関係性を良好にすること

背後にあるメカニズムが徐々に明らかにされつつある．

など、重要な働きを担っている。そして近年のコミュ

しかしながら，研究が発展するにつれ，あらためて見

ニケーションに関係する認知神経科学は、この同期現

えてきた点もある．それは，感情や社会性などの心の

象に関係する脳メカニズムに迫る知見を提供している。

機能や，それらに関連する精神症状が起こるメカニズ

そこでは、コミュニケーション時の脳活動を観測する

ムを理解するためには，心理的な側面や脳活動をター

ことで、コミュニケーションの様々な要素に関係する

ゲットにしていただけでは不十分であり，身体活動の

脳活動が特定されつつある。一方で、コミュニケーシ

影響を十分に考慮することが必要であるという点であ

ョンと脳活動の関係を考えるうえで、これらの観測的

る．ここでいう身体活動とは，心拍や血圧の変化，発

な知見だけでは直接的に関係する脳活動の特定には至

汗の程度，胃や腸の状態など，主に自律神経システム

らない。これらの知見を確固たるものにするためには、

が制御する身体内部の活動を意味する．特に，自身の

実際にコミュニケーションがうまくいかない、つまり

身体内部状態の感覚である内受容感覚は，感情状態や

障害が生じる際の脳活動を対象にする必要がある。こ

精神症状と非常に深い関係があることが明らかにされ

のような研究として、自閉スペクトラム症（他者との

ており，その背後にあるセイリエンスネットワーク(島

コミュニケーションの困難さと限局された興味・行動

皮質と帯状皮質前部)の役割が注目されている．

（こだわり傾向）で定義される精神疾患）を対象とし

のような同期現象は、時にはコミュニケーションを円

本講演では，身体活動や内受容感覚という切り口か

た研究が重要である。本講演では、コミュニケーショ

ら，感情および社会性に関連の深い「共感」に焦点を

ンの中に含まれる同期現象に関係する認知神経科学の

当てる．
「共感」という現象は，直感的には理解しやす

知見を紹介するとともに、この同期現象の側面からコ

く感じられ，日常生活におけるさまざまな事例が容易

ミュニケーション障害やその中にみられるヒト間の関

に頭に浮かぶものの，科学的に定義しようとすると，

係性を議論したい。

現象が多義的であり，実体がつかみにくいという特徴
がある．共感を可能にするネットワークとしては，心
の理論を可能にするメンタライジングネットワークが
関与することは知られているが，セイリエンスネット
ワークも深く関与している．そのメカニズムを探るこ
とにより，共感の病理として捉えられる自閉症スペク
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公共的人工物の利用を支援する観察学習：その効果と限界
Positive effects and limitations of observational learning in using of public artifacts
田中 伸之輔1，原田 悦子2，須藤 智3
Shinnosuke Tanaka, Etsuko T. Harada, & Satoru Suto
1筑波大学大学院，2筑波大学，3静岡大学

University of Tsukuba, Shizuoka University

s1430365@u.tsukuba.ac.jp

Abstract

求められる．こうした中で，他者に依頼するのでは

How does availability of observational learning from others'
behavior and/or repeating of usage affect the acceptability and
the usability of a newly equipped artifact in a public space?
In order to see those effects and limitations, we executed an
experiment with the Automated E-Passport Gate with
younger and older adults, in a realistic setting.
Participants were 16 undergraduate students (M = 20.75) and
16 healthy older adults (M = 72.44), who had some
experiences to pass the passport control. They were randomly
assigned into groups who could or could not observe others,
and all participants passed the gate three times.
Results showed that, especially for the older adults,
availability of observational learning had improved the speed
for passing the gate, and decreased the rate of entrance errors,
although errors in small steps of interactions remained, e.g.,
how to put the passport on the reader. Results implicate that a
space design that can make users to be able to see other
people’s behavior has large possibilities to enhance usability
of a public equipment in a global or macro level, such as how
to enter the automated gates.
Keywords ― public artifacts, observational learning,
cognitive ageing, human-artifact interaction

なく自発的に操作利用することが求められる「情報
化・自動化された公共的人工物」を使う際に感じら
れる困難さは，どのような形で低減することができ
るのであろうか．
公共空間で用いられる人工物の特徴として，自分
以外のユーザが操作・利用している様子をその現場
で観察できる，いわば，観察学習が可能であること
が挙げられる．これは，家の中で用いられる人工物
（電子レンジや洗濯機，掃除機から，化粧品や食品
パッケージまでの各種日用生活品まで）において観
察学習の機会が少ないこととは対照的であり，公共
空間にある人工物だからこそ利用可能な学習支援の
可能性である．
そこで本研究では，公共空間の人工物を実験対象
として取り上げ，初めてそれを使う際に，｢他のユ
ーザがどのようにそれを利用・操作しているかを見
る機会がある｣という観察学習がどのように機能
し，どのように公共的人工物の利用・操作可能性を

1. はじめに
近年，公共空間に設置される人工物においても情

支援しているのか，その効果と限界について検討す

報化・自動化が進んでいる．例えば，駅やショッピ

る．その際，特に自動化・情報化された人工物利用

ングモールなどの案内図・フロアマップは，タッチ

に困難を示す，いわば利用困難さの感度の高い参加

パネルが採用され，図を拡大縮小させたり，詳細情

者として，健康な高齢者を取り上げ（原田・赤津,

報を表示したりできるようになった．さらに，病院

2003; 須藤・原田・田中・安達・日根, 2014; 田

や市役所の受付からファミリーレストランのドリン

中・原田, 2015; 2017 等）
，こうした人工物利用の

クサーバーまで，これまで「人」に依頼して実施し

学習を苦手とする人において，観察学習がどのよう

ていたタスクが，ユーザ自身が自動化されたシステ

な効果を持つか，探索的に検討を行った．
実験は公共的人工物として，出入国管理用の自動シ

ムを操作･利用することによって，多様なタスクを
「いつでも誰でも」実行できるようにと無人化・機

ステムである顔認証ゲートの試作機（Panasonic 社，

械化が進展している．しかし，こうした機器の情報

2017）を対象とし，模擬的に構築した空港内出入国審

化・自動化に対し，抵抗感を感じている人，あるい

査場に設置して行った．参加者として健康な高齢者と

はその利用に難しさを感じて，利用を回避する選択

若年成人（大学生)各 16 名を得た．

をしてしまう人は少なくない．その一方で，こうし
た人工物が公共空間に置かれた場合には，その公共

2. 方法

性ゆえにとりわけ｢誰にとっても｣使いやすく，最初

実験参加者
参加者はパスポートを所有し，１度以上の海外渡

から使える，使いたいと思うモノであることが強く

航経験を持っていること（したがって，最低でも２
3

2018年度日本認知科学会第35回大会

sO1-1

回以上出入国審査を受けたことがあること）を条件

ートを用いて，顔認証ゲートを通過することであり，

に募集された．高齢参加者は筑波大学 CUAR みんラ

図 2 に示した操作・段階を経て課題が達成された．

ボ（みんなの使いやすさラボ）登録者のうち，65 歳

実験スペース

以上であり，MMSE が 26 以上であることを条件と

空港内出入国審査場を模擬したスペース（実験ス

した．若年者は大学生を対象に募集を行った．その

ペース）
，ならびに説明・質問紙回答スペースを隣室

結果，高齢者 16 名（年齢平均:72.44, SD:4.88）
，若

に設置し，実験を行った（全体図，図 3；空港スペー

年者 16 名（年齢平均:20.75, SD:2.57）の参加者が得

スの様子，図 4）
．実際に利用可能なゲートは 1 台の

られた．この参加者を男女数が均質になるよう，観

みであり，それ以外は模型であった．

察学習あり群となし群にランダムに振り分けた．な

主観評価項目

お，参加者のキャンセルが発生し，急きょ高齢参加

人工物の印象を尋ねる項目（SD 法）
：12 の形容詞

者を追加募集したため，高齢者･観察学習なし条件の

対（1.リラックスした‐緊張した，2.重い‐軽い，3.

1 名は 59 歳，海外渡航経験のない参加者であった．

複雑な‐シンプルな，4.きちんとした‐いい加減な，

実験対象人工物・実験課題

5.窮屈な‐ゆとりのある，6.雑然とした‐整然とし

実験対象人工物は，顔認証ゲート（図 1）であっ

た，7.速い‐遅い，8.厳格な‐ゆるやかな，9.慎重な

た．参加者に求められた課題は，自分自身のパスポ

‐軽率な，10.嫌いな‐好きな，11.使いやすい‐使い

図 1 実験対象人工物：顔認証ゲート

図 2 操作手順

図 3 実験スペース全体図

図 4 模擬空港スペースの様子
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にくい，12.やさしい‐難しい）について，6 件法で

られる．人工物利用における概形情報，すなわち「大

回答を求めた．システム利用前ならびに全試行終了

きな動きを伴う情報」については，観察学習が有効

後の 2 回実施した．

であるといえる．

不安・大変さ・不快さ（VAS）
：
「安心－不安」
，
「楽

また，個人条件で「入る場所がわからない」
，
「目

－大変」
，
「心地よい－不快」の 3 項目について，VAS

標とする場所を間違える」失敗が発生したことから，

（Visual Analog Scale）で回答を求めた．システム

公共人工物の使いやすさを考えるうえで，モノ自体

利用前ならびに 3 試行それぞれの実施後の計 4 回実

の操作性のみならず，それを「利用する空間」のデ

施した．

ザインの重要性が示唆されたといえよう．

実験手続き

ゲート通過時間

実験は同年代の 4 名を 1 組として(男女半数ずつ)

実験スペース内のスタートラインから顔認証ゲー

で実施した．まず，4 名全員に実験説明および発話

トを通過し終わるまで（ゲート通過 1 試行）にかか

思考法の説明を実施，個別に発話思考法の練習を行

った時間を計測し，条件ごとの平均値を算出した（図

った後，顔認証ゲート利用を 3 試行行った．

5）
．年齢群(高齢者/若年成人)×学習条件（集団/個人）

観察学習なし条件の組では，一名ずつ順に空港ス

×試行数(1/2/3）の 3 要因混合分散分析を行った結

ペースに入り，顔認証ゲートを利用した．観察学習

果，年齢群（F(1,28)=18.84, p<.01, η2=.40; 高齢者>

あり条件では，参加者全員（4 名）およびサクラ 2 人

若年成人）
，学習条件（F(1,28)=8.81, p<.01, η2=.24;

が同時に実験スペースに入り，サクラ 2 名が順次ゲ

個人>集団）
，試行数（F(2,56)=7.28, p<.01, η2=.21; 1

ートを利用した後で，参加者が順番に顔認証ゲート

>2,3）の主効果，年齢×学習条件の交互作用（F(1,28)

を利用した．したがって，参加者は少なくともサク

=4.38, p=.05, η2=.14）
，学習条件×試行の交互作用

ラ 2 名，最大でサクラ 2 名と他の参加者 3 名の人工

（F(2,56)=6.17, p<.01, η2=.18）が有意であった．

物利用を観察することができた．実験の様子は 5 台

年齢×学習条件の交互作用について，単純主効果

のビデオカメラ，ならびに各参加者が装着したウェ

検定を行ったところ，高齢者において学習条件の単

アラブルカメラによって記録された．

純主効果が（p<.01; 個人>集団）
，また個人条件にお
いて年齢の単純主効果が（p<.01; 高齢者>若年成人）

3. 結果と考察

有意であった．

ゲート通過課題の成否

学習条件×試行の交互作用について単純主効果検

第 1 試行におけるゲート通過課題の成否（通過成

表 1 第 1 試行における各群の課題成否（人数）

功人数）を表 1 に示す．第 2，3 試行では全員が課題
の遂行に成功した．ゲート通過課題における失敗と
して，
「入る場所を間違えてしまい，利用可能な機器
を使い始めることができない」が 2 名（高齢_個人 1
名，若年_個人 1 名）
，
「機器を利用せず，審査官の前
に並んでしまい，課題がそれ以上進行しない」が 4
名（高齢_個人 3 名，若年_個人 1 名）存在した．い
ずれもそのエラーの発生が確認された後，ゲート案
内係によって通過可能なゲート機器に誘導されて，
その後は独力でゲートを通過することができた．表
1 の課題成否の比率について条件間差を確認するた
めに直接確率法により検定を行ったところ，有意な
偏りがみられ（p=.03）
，高齢者個人条件で失敗人数
が多いことが明らかとなった．
以上から，人工物を利用し始める以前の段階，す

図 5 各群のゲート通過時間（秒）

なわち「どの機器を使えばよいかを判断する」段階
において，観察学習が重要な役割を果たしたと考え
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で，若年・集団条件は待ち場所でパスポートを出し

表 2 パスポートを出した場所と人数

ていた．特に若年成人は観察学習の中で，自らがこ
の後で行う操作・活動を把握し，事前にいくつかの
手順を済ませておくことができたと考えられる．
もう一つは，この人工物で「エラーが起きうるこ
と」を把握していたことである．サクラは 1 名がス
ムーズに，もう 1 名はエラーを起こすよう構成され
ていた．そのため，参加者自身の試行においてエラ
ーが起きた際，集団条件の参加者はエラーが起きて
から何らかの対応に移行するまでの時間が短く（図
6：なお，操作中にエラーを起こした人数が少なかっ
たため，統計的な検定は行っていない）
，エラーが発
生しうることや，エラーが起きたときには何らかの
エラー音が鳴ることを理解していたと推測できる．
このような要因から，観察学習において高齢者の
図 6 エラーが起きてから対処を始めるまでの潜時

通過時間が短くなるという，学習の結果が現れたと

定を行ったところ，個人条件において試行の単純主

考えられる．重要なことは，こうした要因は高齢者

効果が(p<.01,1>2,3)，また第 1 試行において学習条

の学習には寄与したが，若年者の学習には現れなか

件の単純主効果(p<.01,個人>集団)が有意であった．

ったという点である．若年者の個人条件は種々のエ

以上の結果から，高齢者は観察学習ありのほうが，

ラーを引き起こしながらも，通過時間には大きな影

なし条件よりも早く課題を遂行しており，観察学習

響は見られなかったといえるだろう．高齢者にとっ

の効果が表れたといえる．一方で，若年成人群では

て，観察学習が補償する情報の特性を示す結果とし

そのような差はみられなかった．また，観察学習が

て興味深い．一方，若年者においても個人条件にの

ある場合，年齢差がみられなくなるが，ない場合に

み，試行間の学習の効果が見られた．この点からは，

は高齢者のほうが長く時間がかかることがわかり，

観察学習が若年者に全く効果が無い訳ではなく，異

観察学習によって高齢者は若年成人の水準にまで学

なる過程の学習効果があると考えられる．

習が促進されることが明らかとなった．さらに，い

顔認証ゲート機利用時の特徴的な操作エラー

ずれの年齢群においても観察学習ができない条件で

研究補助者（大学生・大学院生のべ 4 名）がビデ

は第 1 試行では長い時間が必要とされ，2 回目以後

オからエラーを判断し，その発生件数をカウントし

の利用はそれよりも短くなること，観察学習条件下

た．その結果，特にパスポートの置き方のエラーに

ではそうした試行間の課題遂行時間の変化はなくな

おいて，年齢差が生じていることが明らかとなった

ることが示された．観察学習が「初めて自分が課題

（表 3 に第 1 試行におけるパスポート置き方エラー

を実施する」時に必要とされる何らかの学習過程を

の発生人数を示した）
．縦置きエラーは，本来横向き

あらかじめ与えている可能性が示唆された．次節で

に置くようにデザインされた盤面に，パスポートを

は，このような通過時間の差が生まれた背景につい

縦に置いたエラーである．浮かしエラーは，顔認証

て，いくつかの観点から探索的に検討する．

ゲートのリーダー部にパスポートを密着させなけれ

観察学習が高齢者の通過時間を短縮させた背景

ばいけないところを，パスポートをかざすように提

観察学習が特に高齢者の通過時間を大きく短縮

表 3 パスポート置き方エラー発生数(人数)

させた原因の一つとして，ゲート利用前（課題開始
前に）にいくつかの手続きを実施していたことを
挙げられる．例えば，どこでパスポートをカバンか
ら出したか，という点について表 2 に示した．直
接確率法による検定を行なったところ，有意な偏
りが見られ（p<.01）
，高齢者・個人条件はゲート内
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示して（浮いた状態のままで）認識させようとした
エラーである．左右逆エラーは，パスポートを左右
逆に認識させようとしたエラーである1．このように，
機器本体との相互作用におけるトラブル，いわゆる
操作ミスについては高齢者における発生率が高いこ
と，そうした「詳細な操作の方法」については，観
察学習からだけでは十分にはカバーできていない可
能性が示された．すなわち，観察学習だけでは高齢
者の｢学習上の困難｣がすべてカバーできていないこ
とを示した結果とも考えられる．
総合考察
公共空間で，新たに情報化・自動化がなされた人
工物を利用する際，特に高齢者にとって顕著に「他
の利用者が利用している場面を観察できること」が
大きな効果を持つことが示された．その効果は，特
に概形的な操作（どこに行って，どういった種類の
操作をするのか，どういったエラーが起こりうるの
か）の学習に影響を及ぼしており，逆に人工物との
詳細な相互作用の方法については必ずしも影響しな
いという制約が示されたといえよう．
今後，社会全体の情報化の動きの中で，公共空間
での人工物もさらに情報化・自動化していくであろ
う．それらの利用を苦手と感じる人への支援を考え
ていく際，本研究で指摘した観察学習の利用は重要
な観点を示すと考えられる．今後は，そうした観察
学習を可能にするデザイン要件とは何か，特にその
際の空間的デザインの可能性，すなわち観察学習を
より効率的かつ可能にする公共空間全体のデザイン
を考えることが必要であろう．また遠方からの観察
学習だけでは実現できない詳細部分の相互作用に関
する学習についてはどのように支援していくことが
可能であるのか，さらに検討をしていく必要もある
だろう．
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Abstract

In this study, the “requirement” phase of information system
development was examined from the viewpoint of situated
theory and boundary crossing. Based on interviews with
system engineers (SEs) who engaged themselves in various
types of system design cases, the authors concluded that a
successful system was created by the activity which involved
both members, members from client organization (user side)
and from the information service company (designer side).
Some instances of on-site tactics of SEs were introduced. An
alternative view of information system design research was
proposed based on the analysis.
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リトミックにおける集団の振る舞いからみる社会性の発達

Development of Sociality from the Perspective of
Children’s Group Behavior during Eurhythmics
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概要

ピソード形式で記述する．記述から定性的に発達を検

本研究では，生きるうえでの基盤であり，他者に対

討するアプローチの強みとしては，上述した統制実験

して良好な関係を図る態度や行動である社会性を，保

や質問紙調査に比べて，行動の詳細を検討できること

育園で観察される集団の振る舞いから定量的に評価す

が挙げられる．しかし，記述が研究者の観察スキルに

ることを試みた．子どもが音楽に合わせて自由に活動

依存することや，集団の振る舞いを分析することが要

するリトミックを定期的に撮影し，取得した位置デー

求された際に時間的，労働的コストがかかることが問

タを分析した．結果，6 才ごろの活動はそれより前の

題として挙げられる [7, 8]．例えば，活動における拡

月齢の活動に比べて他の子どもに向かって近づく頻度

散や密集は他者との関係が物理的な距離に反映される

が高いことを確認した．本研究は，発達のサポートを

ことを踏まえると [9, 10]，社会性が関連する集団の振

検討する保育士に有益な情報を提供することが期待さ

る舞いと言える．しかし，拡散・密集の定義や仮に拡

れる．

散，あるいは密集していると主観的に評価したとして

キーワード：発達 (development)，集団 (group)，

も，それを構成する個人の行動メカニズムを記述で説

社会性 (sociality)，リトミック (eurhythmics)，身

明することは難しい．本研究では，社会性の発達と関

体表現 (body expression)

連づけて教育現場で観察される子どもによる集団の振
る舞いの特徴を検討する．

1.

導入

近年，生物学やスポーツ科学の分野で鳥や魚の移動

他者に対して良好な関係を図る態度や行動（以下，
社会性と呼ぶ）[1, 2] は，人が生きるうえでの基盤に

[11, 12]，スポーツのプレー [13] を対象に集団の振る
舞いについて検討されている．先行研究では各個体の

なる．社会性が関係する行動としては，手をつなぐこ

位置データを用いて，個体間の距離や速度ベクトルな

とから協力して複雑な課題や目標を達成することまで

どを求めて分析を行っている．現場で位置を計測する

さまざまである．他者の状態を推定する心の理論 [3]

だけでなく，シミュレーションを行う場合もある．重

や自発的に他者を助ける援助行動 [4] といった発達心

要な点として，シミュレーション研究を含めて多くの

理学や認知科学における重要なテーマも社会性の 1 つ

先行研究が，各個体がルールや規則に基づいて行動す

と言える．

ると仮定していることが挙げられる．魚の群移動に関

社会性の発達を検討した研究のアプローチとして

する先行研究 [12] では，各個体が「衝突を避けて逃げ

は，援助行動を促進させる要因を検討する統制実験

る」，
「平均速度に合わせる」，
「離れ過ぎないように接

（例えば，[5]）や大多数を対象にした質問紙調査（例

近する」という 3 つの規則に基づいて行動すると仮定

えば，[6]）がある．しかし，実験状況および実験状況

しており，各行動をとる近傍半径が変わるだけで集団

に基づく行動の生態学的妥当性や，質問紙の回答に関

の振る舞いが混沌としたり，トーラスと呼ばれるドー

連する行動が実際，どのようなかたちで現れるかわか

ナツ状になったり，同じ方向に向かって整列して進む

らない点が問題として挙げられる．

ことが示唆されている．

他方で，教育現場の観察から社会性の発達を検討す

他方で，先行研究における動物やスポーツのプレイ

るアプローチもある [1]．ここでは，研究者が子どもの

ヤーと本研究で対象とする子どもの違いとして，子ど

活動を観察し，どのように他者に関わったかなどをエ

もは明確な規則やルールに基づいて必ずしも行動する
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わけではないことが挙げられる．一時的な動機で行動
することがある．従って，子どもの集団の振る舞いを
定量的に評価することはより難しいと考えられ，実際
に先行研究は数少ない．Nakamae et al. [14] では，子
どもに加速度センサを付けて，誰とどこで何をして遊
んでいたかについて分析しているが，どのように他の
子どもと関わっていたかの詳細は不明である．従って，
子どもによる集団の振る舞いを評価することは挑戦的
であり，集団の振る舞いに関するより深い理解に向け
て意義があると考えられる．

図1

以上を踏まえて，本研究では，保育園に訪問して子
どもの活動を定期的に撮影した．そして，活動におけ

ラス間での活動の比較や，クラス内における活動の変

る集団の振る舞いを定量的に分析した．社会性の発達

化を議論しやすい．2 つ目は，活動の自由度が比較的

を検討したこれまでの研究のアプローチではわからな

高い点である．指導者は，特定のスペースや誰と走る

かった可能性がある，複雑で多くの動物に共通して見

かに関する明確な，言語的な指示は行わない．従って，

られるような原始的な社会性を定量的に評価すること

自発的に他者に対して良好な関係を図る行動を記録で

を試みた．具体的な取り組みとしては，3 段階から構

きることが期待される．

成される．1 つ目は，各子どもの他者に対して良好な
関係を図る行動に注目したビデオアノテーションであ

3.

る．どのように集団の振る舞いを分析すべきかの方針

撮影

玉川さくら保育園にご協力を頂いた．撮影やデータ

を決めるために予備的な検討を行った．2 つ目に，ア

の収集を行うにあたって，保育園に対して事前に説明

ノテーションの結果に基づいて，集団の振る舞いに関
する月齢による差異について仮説を立てた．そして，

3 つ目に，仮説を検証するために位置データを用いて

を行い，保護者には何ら不利益が生じないことを含め
て事前に文書を配布した．京都工芸繊維大学，電気通
信大学，および玉川大学の倫理・安全審査の承認は得

集団の振る舞いを分析した．目的としては，月齢に伴

られている．

い，集団の振る舞いにどのような特徴が観察されるか

同一会場（玉川さくらんぼホール，広さ：10 m ×

を社会性と関連づけて検討することである．発達のサ

8.5 m）で行われたリトミックでビデオ撮影を行った．
学年が異なる 2 クラス分の活動を定期的に撮影した．

ポートを検討する保育士に有益な情報を提供すること
が期待される．

保育園のスケジュールや会場の確保といった都合を

なお，本研究では，リトミックにおける集団の振る

踏まえて，2018 年 6 月現在，計 7 回（2016 年 10 月，

舞いに注目する．リトミックは音楽に合わせて身体を

2017 年 1 月・5 月・8 月・11 月，2018 年 2 月・5 月）

動かす表現活動であり，社会性や創造性などを育むこ

の撮影を実施した．

とを目的とする．音楽は他者と良好な関係を促進す

撮影を開始した 2016 年 10 月時点における月齢のレ

ると言われており [15]，社会性を検討するうえでリト

ンジは，クラス A で男児 46〜49 か月，女児 43〜53 か

ミックは適した環境と考えられる．

2.

走る活動．

月，クラス B で男児 63〜66 か月，女児 56〜63 か月で
あった 1 ．クラス B の方が 1 学年上である．なお，ク

対象活動

リトミックのなかでも最も単純な，走る活動を分析
対象とする．これは，指導者によるピアノの演奏中，
子どもが自由に会場を走る活動である（図 1）．走る
活動に注目した理由としては，主に 2 つ挙げられる．

1 つ目は，リトミックの実施時に活動を頻繁に行って
いる点である．当日のプログラムは指導者が子どもの

ラス B では 2018 年 2 月に走る活動は行われず，同年
5 月には卒園していたため，直近 2 回の分析はクラス

A のみである．活動に参加した子どもの平均人数は，
クラス A で男児 5.71 人 (SD = 0.45)，女児 6.57 人
(SD = 0.90)，クラス B で 4.00 人 (SD = 0.63)，7.00
人 (SD = 0.63) であった．リトミックは各クラスで約

様子を踏まえて，その場で柔軟に変更を行う．しかし，
1 両親から幼児の月齢に関する調査を行ったところ，クラス A で
男児 1 名，女児 3 名，クラス B で女児 1 名については回答が得ら
れなかった．さらに，クラス A の女児 1 名は，撮影期間の途中で
退園したことを確認したため，以上の子どもを除く月齢を示した．

走る活動はウォーミングアップとしてよく行われるた
め，異なる学年の活動を定期的に撮影する場合に，ク
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30 分間行われた．ピアノの演奏中に子どもが走った平

4.3

均時間はクラス A で 69.9 秒 (SD = 24.2)，クラス B
で 47.3 秒 (SD = 5.61) であった．

他者への関心や理解に関する心の理論は 6 才ごろに

4. ビデオアノテーション
4.1 手続き

発達することから [3]，他の子どもに対して良好な関
係を図る行動の頻度や時間が増加する傾向は，社会性
の発達を示す可能性がある．ビデオアノテーションの

集団の振る舞いに関する分析方針に向けた予備的な

結果を踏まえて，集団の振る舞いに関する月齢による

検討として，ビデオアノテーションを実施した．手を

差異について仮説を立てた．6 才ごろの活動は，それ

握るなど，他の子どもに対して良好な関係を図る明確

より前の月齢の活動に比べて，以下の頻度が高いこと

な接触行動を動画から見つけて，その内容や開始して

が考えられる．

から終了するまでの一連の時間をソフトウェア ELAN

1. 他の子どもと身体接触できるくらい距離が近い状
態になる頻度
2. 他の子どもの方向へ走る頻度

を用いてタグ付けを行った 2 ．

4.2

仮説：集団の振る舞いに関する月齢に
よる差異

2 つの仮説を検証するために，位置データを用いて
集団の振る舞いを分析した．

結果

全体を通して，他の子どもに対して良好な関係を図

5. 集団の振る舞いの分析
5.1 手続き

る行動としては 4 種類を確認した．1 つ目は手・腕を
握る，2 つ目は抱きつく，3 つ目はハイタッチする，4
つ目は，他の子どもを守るために攻撃的で危ないと思

約 3 m の高さから俯瞰撮影した 20 fps の動画（図

うスライディングなどを止めに入る行動である．

1）に対して，動作解析ソフト（ディテクト社，Dipp-

それらの行動の 1 分あたりの頻度を図 2 上段に示

Motion V/2D）を用いて 2 次元で位置のデジタイズ

す．横軸が撮影日で，縦軸は頻度である．折れ線グラ

を行った．研究の開始時期の都合上，俯瞰撮影は直近

フの点線は新年度を迎えて学年が 1 つ上になったこと

3 回のみ行った．リトミックで定期的に撮影を行い，

を表す．注目すべき点として，クラス A で言えば 2018
年 5 月，クラス B で言えば 2017 年 5 月以降，つまり，
年長である 6 才（72 か月）ごろに頻度が増加すること

データ数を増やすことは今後の課題である．
本分析では 3 つの指標を求めた．模式図を図 3 の

(1) から (3) に示す．(1) 子ども間の距離 d は，各時間
フレームにおける子どものペア全てで算出した．(2)
θotherchild は，各子どもの速度ベクトルと現在時刻 t

を確認した．さらに，クラス B では，増加して到達し
た水準を維持する特徴を確認した．クラス B は，2017
年 5 月より前に比べて約 3 倍に頻度が増加した．

におけるペアの位置で構成されるベクトルがなす角度

次に，どのくらい他の子どもに関わるかを表す，走

である．全てのペアで角度を算出した．この角度が 0

る時間に対する行動 1 回あたりの時間の割合を図 2 下

度に近ければ，他の子どもに向かうことを示す．(3)

段に示す．横軸が撮影日で，縦軸は割合である．両ク

θcenterof children は，重心と各子どもの速度ベクトル
がなす角度である．全ての子どもによる活動を通した

ラスともに 6 才ごろに割合が増加する傾向を確認し
た．ただし，クラス B では推移が上下に変動する特徴

平均的な位置を重心と定義して，固定された重心を基

を確認し，2017 年 5 月以降における変動係数は約 0.5

準に各子どもが走る方向を示す．

であった．クラス B における時間の推移は，頻度の推

全ての指標で子どもごとに 1 を最大値とする正規

移とは異なる特徴であった．これは，他の子どもを気

化したヒストグラムを作成した．そして，月齢で頻度

にせず走ることのみに集中したい態度や，周囲とぶつ

の差異を検討した．各指標において階級ごとに，月齢

かりそうになったために手をすぐに離したことなど複

を被験者間要因とする 1 要因の分散分析を 5%水準で

数の要因が結果に影響を与えたと考えられる．

行った．要因の主効果が確認された場合は，HSD 法に
よる多重比較を実施した．要因の水準は，クラス A の

2017 年 11 月，2018 年 2 月・5 月，さらにクラス B の
2017 年 11 月である 3 ．
2 Software
tools/elan/

ELAN

URL:

3 留意すべき点として，本来ならばクラス A のみで月齢を被験
者内要因とする 1 要因の分散分析を行う必要がある．しかし，参

https://tla.mpi.nl/tools/tla-
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他の子どもに対して良好な関係を図る行動の 1 分あたりの頻度と走る時間に対する行動 1 回あたりの時間

の割合．

や 2018 年 2 月，2018 年 5 月の頻度に比べて有意に高
かった (ps < .05)（図 4 の (a, b)）．50 cm 未満とい
う他の子どもに身体接触できる距離の階級で，月齢が

6 才に最も近いクラス B の 2017 年 11 月の活動で頻度
が有意に高かった結果は，他の子どもに対して良好な
関係を図る行動が関連すると考えられ，仮説 1. と一
致する結果が得られたと言える．

(2) θotherchild では，比較的 0 度に近い階級で月
齢要因の主効果は確認されず，仮説 2. と一致する
結果は得られなかった．そこで，他の子どもへどの
ように近づいたかを検討するために追加分析を行っ
た．ある時点において子ども間の距離 d が 50 cm 未
満を記録した際に，そこから 0〜1 秒，1〜2 秒，2〜
図3

3 秒前の各区間に遡って，各区間でその距離が 100
cm 以上 200 cm 未満を記録した時の θotherchild を求
めた．つまり，他者に近づこうとする時の角度を算

集団の振る舞いの分析指標．t から t + 1 までの

インターバルは 0.05 秒である．

5.2

出した．0〜1 秒前の区間において分散分析を行った

結果

結果，20 度の階級で月齢要因の主効果を確認した

準誤差である．分散分析の結果，注目すべき点として

(F (3, 43) = 7.34, p < .001, η 2 = 0.34)．さらに，多重
比較を行ったところ，クラス B の 2017 年 11 月の頻
度は，クラス A の 2017 年 11 月や 2018 年 2 月，2018

以下の特徴を確認した．

年 5 月の頻度に比べて有意に高かった (ps < .05)（図

(1) 子ども間の距離 d では，50 cm の階級で月齢要因
の主効果を確認した (F (3, 45) = 8.68, p < .001, η 2 =

4 の (c, d)）．これは，クラス B の 2017 年 11 月の活

各指標の結果を図 4 に示す．いずれも横軸は階級で
縦軸は正規化した頻度の平均を示す．エラーバーは標

動で，他の子どもに向かって近づく頻度がより高いこ
とを示唆しており，仮説 2. は支持されたと言える．

0.37)．さらに，多重比較を行ったところ，クラス B
の 2017 年 11 月の頻度は，クラス A の 2017 年 11 月

そして，(3) θcenterof children のヒストグラム全体を
図 4 (e) に示す． 80 度，90 度，100 度，110 度の階級
で月齢要因の主効果を確認した（ps < .005）．多重比

加した子どもの人数が撮影日ごとに異なることを考慮して，被験者
間要因で統計検定を行った．それに伴い，参考までにクラス B の
2017 年 11 月の活動を水準として加えて分散分析を実施した．

較を行ったところ，どの階級もクラス A の 2017 年 11
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図 4 集団の振る舞いに関する分析指標のヒストグラム．

図 5 0〜1 秒前の区間における 20 度の階級の頻度を特定のペアごとに表したヒートマップ．
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月や 2018 年 2 月，2018 年 5 月のいずれかの頻度が，

究の結果の一般性を議論する必要がある．

クラス B の 2017 年 11 月の頻度に比べて有意に高かっ

他方で，図 5 は，図 4 (d) を特定のペアごとに表し

た (ps < .05)．参考までに 90 度の階級における多重

たヒートマップである．興味深い点として，両クラス

比較の結果を図 4 (f) に示す．頻度が有意に高い階級

ともに，特定の他者に向かって近づく傾向があること

が比較的 90 度に近い結果は，クラス A の子どもは重

を確認した．例えば，クラス B の 2017 年 11 月の活動

心を基準に円状に走る頻度がより高いことを示す．他

では，縦軸 8 番の子どもが横軸 6 番の子どもに近づく

の指標の結果を踏まえると，他の子どもを気にせず走

頻度がより高い．これは，リトミックの撮影時期や活

ることのみに集中したい主体的な態度が関連するかも

動の種類は異なるものの，計測した加速度データから

しれない．

模倣の類似度を検討した Nagai [8] で確認された社会

6.

性の特徴と同様であった．この研究では，特定のペア

考察

で類似度が高くなることを確認している．

本研究では，リトミックの走る活動を定期的に撮影

課題として，指導者にクラスの対人関係についてア

した．そして，集団の振る舞いを定量的に特徴抽出す

ンケート調査を行い，普段のリトミックにおいて仲が

ることを試みた．結果，6 才ごろに，1 秒の短時間で

良いと思うペアを回答してもらい，図 5 のヒートマッ

他の子どもに向かって近づく頻度が相対的に高いこと

プとどの程度，一致するかを検証する．さらに，ヒー

を確認した．走る活動において，指導者は「誰と走る

トマップを指導者に見せて，クラスの対人関係につい

か」や「どこを走るか」といった明確な，言語的な指

て新たに気づいたことがあるかなどの質問を行うこと

示は与えていない．また，他者との距離が 50 cm 未

で，本研究の知見が保育士に有益な情報を提供するか

満というのは，接触できるかつ，親しい人のみ許され

を検討する．

る距離と言われている [9, 10]．従って，上述した結果
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異なる研究アプローチが従属変数の選択へ与える影響
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概要

しかし，特に社会学の分野における実験や調査では，

本研究は，データ分析を行う際の，従属変数の選択

そのコストを考えると，連続的な複数回の実施は困難

に焦点を当てている．特に，特定の仮説に基づき分析

である．そのため，1 回の実験，調査において，様々

を行う仮説駆動アプローチと，分析結果から仮説を

な変数の値が測定され，それらの分析に基づき結論が

構築するデータ駆動アプローチの影響を検討した．実

導出される．分析の内容により，結論の内容や説得力

験の結果，仮説駆動アプローチを用いると，データを

が変化するため，いずれの変数をどのような方法を用

加工し，仮説の検証に適したデータを自ら作成する

い分析するかが非常に重要である [6]．
仮説駆動アプローチの利点は，主に実験の計画にあ

が，類似した種類のデータを分析に用いることが示さ
れた．一方，データ駆動アプローチを用いることは，

ることを踏まえると，このようなデータ分析において

様々なデータの分析につながるが，データの加工は促

は異なる効果を持つ可能性がある．そこで，本研究で

進しない．

は，近年注目を集めているデータ駆動アプローチを用

キーワード：科学的研究プロセス (scientific research

いた場合と，データ分析中の行動の比較を行う．デー

process)，データ分析 (data analysis)，仮説駆動
(hypothesis-driven)，データ駆動 (data-driven)

タ駆動アプローチは，特定の仮説を持たずに，データ
の分析を行い，その結果に基づき，理論や仮説を構築
するアプローチである [7, 8]．遺伝学等の様々な分野

1.

はじめに

で，データ駆動アプローチによる発見がなされている．

科学的研究は，一般に，実験の計画，実施，実験結
果の分析，分析の結果に基づく考察からなる．本研究

1.2

では実験結果の分析に焦点を当て，異なる研究アプ
ローチがどのような分析の違いを引き起こすか検討を

仮説空間とデータ空間

科学的発見の過程は Klahr らにより仮説空間と実

行った．

験空間の二重空間の探索として論じられている [3, 9]．
しかし，この枠組みには，データ取得後の分析の過程

1.1

は含まれていない．そこで，本研究では，データの分

仮説と独立変数の選択

析の過程を，仮説空間とデータ空間の二重空間の探索

多くの先行研究では，特定の仮説に基づき実験を計

過程として考える．図 1 に概念図を示す．

画，実行する，仮説駆動アプローチが，科学的発見や
学習に有効であるとされている [1, 2, 3, 4]．それらの
研究で用いられた課題は，参加者が実験を繰り返し，

1.2.1

データ空間

規則性や事実を発見することを目標とする課題であっ

データ空間は，分析に使用可能な全てのデータを含

た．仮説駆動アプローチを用いることにより，それら

む．ここで，データとは従属変数の候補とその値の組

一連の実験で，仮説と対応する変数を体系立て操作す

合せと定義される [7, 10]．

ることが可能である．そのため，先行研究では仮説駆

データ空間の探索は統計的検定等を用い，各データ

動アプローチの利点が最大限に生かされ，効率的な発

を分析することにより行われる．従属変数としてその

見，学習へつなかったと考えられる [1, 2, 4, 5]．

値を分析に利用された変数のみが探索されたと定義さ
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1.3.1

仮説駆動アプローチ

仮説駆動アプローチを用いた場合，仮説空間から
データ空間の方向へ探索が行われる．研究者が，特
定の仮説をターゲットとすると（e.g., 図 1 における

H11 ），その子に当たる仮説が検討の対象とされる
（e.g., 図 1 における H111 , H112 ）．その際のデータ分
析には，それらの仮説の検証に必要な変数のみ（e.g.,
図1

図 1 における V1 , V2 , V7 等）が従属変数として分析

仮説空間とデータ空間．H は仮説を，V は変数

に利用される．つまり，データ空間の探索の幅は狭く

を表す．

なる．
また，特定の仮説を持つため，その仮説を支持する

れ，利用されなかった変数は，探索されなかった範囲

可能性のある変数を予測し，分析に利用しようとす

とされる．

る．予測した変数がローデータに存在しない場合は，

もし，研究者が特定の変数や類似した変数ばかりを

データの加工を行い新しい変数を作成し，データ空間

対象としてデータ分析を進めている場合，データ空間

の深い探索を行うと考えられる．

中の似通った部分のみの探索を行っていることとなる．
そのため，探索が偏っている，つまり，探索の幅が狭

1.3.2

いと定義される．

データ駆動アプローチ

さらに，研究者は変数の値を加工したり，複数の変

データ駆動アプローチを用いた場合，データ空間か

数の値を組み合わせることにより，直接的に値を測定

ら仮説空間の方向へ探索が行われる．研究者は，興味

できない変数を検定に用いることが可能である．例え

や目的に基づきデータ空間全体から分析対象とする変

ば，変数の値に対数変換を施したり，プレ，ポストテ

数を選択する．そのため，データ空間の探索は制限さ

スト得点の差異から得点変化量を作成したりすること

れることなく，広い探索が実施される．その結果に基

により，ローデータを分析する以上の情報が得られる．

づき，具体的な仮説や理論が選択され，それらに基づ

このように，ローデータを加工することにより，多

きより抽象的な仮説や理論が形成される．

角的な検証を行ったり，特定の主張に最も適した変数

研究者は，まずは手元に揃っているデータから興味

を用いた検定を行うことができる．このような加工し

深い結果を見つけようとするため，データの加工の必

たデータを用いたデータ分析は，データ空間の深い部

要性は低い．つまり，データ空間の探索は浅くなると

分の探索に当たり，ローデータを用いたデータ分析は

考えられる．

データ空間の表層的な探索に当たる．

1.3.3
1.2.2

仮説空間

本研究の仮説

上記をまとめると以下の 2 つの仮説となる．

仮説空間は全ての仮説を含み，それらの仮説は抽象

深さ仮説 仮説駆動アプローチはデータ駆動アプロー

性に基づき階層構造をなしている [2]．抽象的な仮説

チよりも深い探索を促進する．

は一般的で多くの事象を説明するが，そこから特定の

幅仮説 データ駆動アプローチは仮説駆動アプローチ

変数の値の傾向を予測することはできない．一方，具

よりも広い探索を促進する．

体的な仮説は，厳密で少数の事象しか説明できない

合わせて，仮説駆動アプローチをとった際に，仮説

が，特定の変数の値の傾向を予測する．

がデータにより支持されるか否かにより，データ空間
の探索が変化するかを検討する．

1.3

研究アプローチと 2 つの空間の探索

1.4

我々は，データ空間探索の幅と深さに関する仮説を
導出，検証した．

データ分析課題

参加者は，仮説駆動アプローチを取る仮説駆動条件
と，データ駆動アプローチを取るデータ駆動条件に分
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表1
カテゴリ

変数名
使用時間
問題数

学習過程

システムを使用して解いた問題数
システムを使用した回数

不正解数

システム使用中に間違った回答をした回数
ポストテスト全体の合計点

基礎問題得点

ポストテストの基礎問題の合計点

応用問題得点

ポストテストの応用問題の合計点

熟考度
質問紙

動機付け
難易度

基礎学力テスト

質問 ⌈ よく考えて問題を解いた ⌋ への回答
質問 ⌈ 意欲を持って自宅学習へ取り組んだ ⌋ への回答
質問 ⌈ システムを使うのは難しかった ⌋ への回答

数学

数学の基礎学力テストの得点

国語

国語の基礎学力テストの得点

兄弟姉妹数
学生調査

変数の説明
システムを使用した合計時間

使用回数
全体得点

学習結果

データセット中の各変数．

携帯電話使用時間
塾の時間

兄弟姉妹合計数

1 日に携帯電話を使用する時間
一週間に塾で学習をしている時間

けられ，架空の実験で取得されたデータを分析するよ

1.4.2

う求められた．

データセット

参加者には表 1 に示した変数の値が与えられた．確
認テストの得点は，仮説駆動条件の参加者の持つ仮説

1.4.1

シナリオ

を支持するよう，全体得点と応用問題得点において，
新システムの方が旧システムより有意に高くなるよう

参加者は，2 種類の数学の自宅学習システムを評価

に設定された．

する実験で取得されたデータを分析することを求めら
れた．参加者の課題は 2 つのサブタスクからなった．
サブタスク 1 は，2 つの内どちらの学習システムが学
習効果が高いかを明らかにすること，サブタスク 2 は，
なぜそのような学習効果の差が生じたかを検討するこ

新システムの学習効果が高くなる理由として，⌈ 新
システムを使用するとよく考えて問題を解いていた ⌋
という理由が導出されやすいよう，次の変数で新シス
テムにおいて，平均値が有意に大きくなるよう値が設
定された．熟考度と不正解数，そして，使用時間を問

とであった．

題数で割った一問あたりの思考時間である．ただし，

仮説駆動条件の参加者には，参加者自身が開発した

使用時間，問題数のそれぞれの値では，2 種類のシス

とされる新システムの方が，従来の旧システムよりも

テム間に有意な差異が生じないよう調整された．

学習効果が高いという仮説が与えられた．データ駆動
条件の参加者には，システムの名称はシステム 1，シ
ステム 2 とされ，優劣の予測は与えられなかった．参

1.4.3

加者には，分析結果の考察に利用できるように，各シ

分析支援ツール

参加者には，分析対象とする変数を選択するだけ

ステムの使用法が教示された．

で，統計的検定を実行できる分析支援ツールが与えら

学習効果の評価実験には，学力が同程度の 30 名の

れた．平均値の差異の検定（t 検定）と相関の有意性

学生が参加したとした．各システムを用いた 1 週間

の検定が可能であった．さらに，本ツールは 2 つの変

の自宅学習中の行動データ，確認テストの得点とシス

数と演算子を選択すると，新しい変数を作成する機能

テムに関する質問紙への回答が取得されたと教示を

を持った．

行った．

各条件の分析過程は，分析支援ツールにより統制さ
れた．仮説駆動条件の参加者には，はじめに仮説を記
述させた後，仮説に基づき検定方法を記述，実施させ，
最後に仮説が支持されたかを判断させた．
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データ駆動条件の参加者には，検定方法の記述，実
施の後に，なぜそのような結果が得られたかに関する
仮説や解釈を記述させた．両条件ともに，参加者は一
連の流れを繰り返し行った．

2.

実験 1, 2

2 つの実験を合わせて記述する．変数の値は，実験
1 では仮説駆動条件の仮説を支持し，実験 2 では支持

図2

しないよう設定された．

2.1
2.1.1

統計的検定の平均実施回数 (エラーバーは標準

誤差を示す)．

方法
参加者

実験 1 では，各条件 23 名ずつ計 46 名，実験 2 で
は，仮説駆動条件に 23 名，データ駆動条件に 24 名の
計 47 名の学部生が参加した．

2.1.2

図3

手続き

はじめに，統計的検定とツールの簡単な説明を実施

作成された変数の種類．

した．続いて，自宅学習システムと評価実験，データ

(t(42) = 1.304, p = .100)，実験 2 では条件間に有意な
差異はなかった (t(39) = 1.091, p = .141)．

の教示を行い，30 分間のデータ分析をサブタスク 1 か

全体に占めるサブタスク 1 のための検定実施回数

ら行わせた．参加者は，自由なタイミングで学習効果

の割合を条件間で比較した．その結果，サブタスク 1

の検討の結果を入力し，サブタスク 2 を開始した．最

のための検定実施割合は，実験 1 では仮説駆動条件

後に，分析の結果からわかったことを自由記述させた．

(.280) よりもデータ駆動条件 (.584) において有意に

実験 1, 2 の手続きは同一であり，差異は与えられた

多いが (t(42) = 3.858, p < .001)，実験 2 では，逆に

データのみであった．先述の通り，実験 1 ではデータ

データ駆動条件 (.538) よりも仮説駆動条件 (.717) に

が仮説駆動条件で与えられた仮説を支持する．実験 2

おいて有意に多かった (t(39) = 2.228, p = .016).

では，実験 1 で新システムに割り当てられた値を旧シ

この結果は，自身の持つ学習効果に関する仮説が支

ステムへ，旧システムに割り当てられた値を新システ

持された場合は，学習効果の検討を素早く打切り，支

ムへと割り当てた．つまり，仮説駆動条件で与えられ

持されなかった場合は長く検討を続けたことを示す．

た仮説は支持されない．

2.2.2

2.2

結果

探索の深さ

探索の深さの指標として，新しく作成された変数
の数を用いた．両実験共に，仮説駆動条件において，

与えられたデータの内容と自由記述の内容が一貫し
ている参加者のデータのみが分析に用いられた．実験

データ駆動条件よりも有意に多くの変数が作成されて

1 の仮説駆動条件から 2 名，実験 2 の仮説駆動条件か
ら 5 名，データ駆動条件から 1 名の参加者が除外さ
れた．

いた (実験 1, 0.851 vs. 0.348, t(42) = 2.343, p = .024;
実験 2, 0.600 vs. 0.136, t(39) = 2.310, p = .030)．こ
こから，仮説が支持されるか否かにかかわらず，仮説
駆動条件の参加者の方がデータ空間の深い探索を行っ

2.2.1

ていたことが示される．

統計的検定の実施回数

図 3 は新しく作成された変数のカテゴリ (表 1 参照)

図 2 に，全体，サブタスク 1, 2 における統計的

を示す．分類は，作成に用いられた 2 つの変数のカテ

検定の平均実施回数を示す．全体の実施回数は実験

ゴリ，および，参加者が命名した変数名に基づきなさ

1 ではデータ駆動条件の方が多い傾向が見られたが

れた．仮説駆動条件に着目すると，学習効果に関する

36

2018年度日本認知科学会第35回大会

sO2-1

(a) 実験 1 における検定頻度

図 5 思考量の記述を行なった参加者割合．
自由記述

2.2.4

実験者により，導出されやすい理由として設定され
た ⌈ 新システムを使用するとよく考えて問題を解い
ていた ⌋ に関連する記述を行なった参加者の人数を数
えた．具体的には，⌈ よく考えた ⌋⌈ 思考量が増えた
⌋ のように，思考量に関する記述を行った参加者であ

(b) 実験 2 における検定頻度

図4

る．図 5 に記述者の割合を示す．実験 1 では仮説条件

各カテゴリに含まれる変数が従属変数として選

において記述者の割合が多い傾向があったが (fisher’s

択された頻度 (エラーバーは標準誤差を示す)．

exact test p = .088)，実験 2 では両条件に有意な差は
なかった (p = .346)．

仮説が支持された実験 1 では，多くの変数は学習過程

3.

へ分類された．一方で，仮説が支持されない実験 2 で

考察

本研究は，2 つの異なる研究アプローチが，デー

は，学習結果へ分類される変数が増加している．

タ分析における従属変数の選択に与える影響を検討

2.2.3

した．

探索の幅

表 1 に示される各カテゴリの変数が検定に用いられ

3.1

た頻度を算出した．その結果を図 4 に示す．カテゴリ

探索の深さ

間の頻度の偏りを示す指標として，0 から 1 に範囲を

本研究ではデータ空間の探索の深さに関して，仮説

調節したエントロピーを下記の式を用い算出した．エ

駆動アプローチはデータ駆動アプローチよりも深い探

ントロピーが小さいほど探索が偏っていたことを示す．


∑
P (C) log2 P (C) / log2 5
adjusted−H = 

索を促進するという深さ仮説を検証した．両実験で，

C=category

仮説駆動条件の参加者の方が新しい変数を多く作成し
たという実験の結果は，深さ仮説を支持する．
さらに，仮説駆動条件の参加者が作成した変数の種
類には実験間で差異が見られた．これは，彼らが 2 つ

実験 1 では，仮説駆動条件 (.708) において，データ

の実験において異なる仮説を検証するためにデータ空

駆動条件 (.768) よりも有意にエントロピーが小さかっ

間の探索を行っていたことを示す．学習効果に関する

た (t(42) = 1.850, p = .035)．一方，実験 2 では 2 つ

仮説が支持される実験 1 では，仮説駆動条件の参加者

の条件のエントロピーに有意な差異はなかった (仮説
駆動 .765, データ駆動 .769; t(39) = 0.102, p = .460)．
データ駆動条件では，2 つの実験でエントロピーの値

は学習効果の検証を短時間で打ち切っていた．ここか
ら，彼らは主に学習効果が生じる理由を検討するため
に変数の作成を行っていと考えられる．実際に，変数

がほぼ同等であったことを考慮に入れると，仮説駆動

の作成を行った 14 名のうち 8 名は，実験者が準備し

条件の参加者は，自身の仮説が支持されなかった実験

た理由の検証に使用可能な，一問あたりの思考時間に

2 においてデータ空間の探索範囲の偏りを減らし，広
い範囲を探索するようになったことが示される．

あたる変数を作成していた．
一方，実験 2 では学習効果に関する仮説はデータに
より支持されないが，参加者は仮説をすぐには棄却せ
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ず，長い検討を続けた．この結果は，先行研究の結果

仮説駆動条件の参加者はこの仮説に着目し，分析を行

と一貫している [11]．参加者は仮説を支持する証拠を

い，その結果記述が増加したと考えられる．

見つけようと，新しく学習結果に関する変数を作成し

データ駆動条件の参加者では，実験 1, 2 ともに意欲

たと考えられる．これらの結果から，参加者は自身の

や塾に通う時間などを学習効果の理由とする，評価実

仮説を支持する証拠が不足していると感じたときに，

験の参加者特性に着目した記述が散在した．また，同

データ空間の深い探索を行うことが示唆される．

一の分析結果を得ても，同条件の他の参加者と異なる
理由に帰結することもあった．これは，様々な結果を，

3.2

後から統合して検討することにより，広い視点から柔

探索の広さ

軟な思考が可能であったためであると考えられる．
本実験の結果から，仮説駆動アプローチを用いると，

データ空間の探索の広さに関しては，広さ仮説にお
いて，データ駆動アプローチは仮説駆動アプローチよ

仮説を立てる段階で一定の傾向を持ちやすく，参加者

りも広い探索を促進することを予測した．実験 1 で

間で類似した記述が行われやすいことが示された．一

は，データ駆動条件の参加者の方が，仮説区駆動条件

方，データ駆動アプローチを用いると，分析結果に対

よりも偏りの少ない探索を行っており，広さ仮説を支

し後から説明をつけるため，様々な解釈がなされるこ

持する結果が得られた．しかし，実験 2 では，仮説駆

とが示唆された．

動条件における探索の偏りは解消され，広さ仮説は支

4.

持されなかった．

データ駆動アプローチを用いた参加者はデータ空間

実験 2 の結果は，一見，仮説が支持されない場合は

を広く，浅く探索する一方，仮説駆動アプローチを用

仮説駆動アプローチからデータ駆動アプローチへと方

いた参加者はデータ空間を狭く，深く探索することが

略を切り替えるという Klahr の結果と一致している

示された．ただし，仮説駆動アプローチを用いた場合，

[12]．しかし，重要な点として，探索の深さは実験 2

自身の仮説が支持されないと，仮説を支持するデー

においても仮説駆動条件の方が深かった．もし，アプ

タを求め，探索範囲を広げていくことが明らかとされ

ローチを変更しているのであれば，探索の深さは浅く

た．今後は，結論に用いられた分析結果やその整合性，

なるはずである．

妥当性も検討する必要がある．

我々は，実験 2 の仮説駆動条件の参加者は，仮説駆
動アプローチを継続して用いていたと考える．仮説駆

謝辞

動アプローチを用いた参加者は，最初に探索を行った

この研究に貢献した名古屋大学情報文化学部岡村渓

狭い範囲では，自身の仮説を支持するデータを見つけ

太君に感謝の意を表します．

ることができなかった．そこで，アプローチを変更す
るのではなく，仮説を保持したまま，データ空間の探

5. 参照文献
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索範囲を広げることにより，仮説を支持するデータを
探そうとしたと考えられる．その結果，実験 2 では両
条件の探索の偏りに差異がなくなったのである．

3.3

結論

結果の解釈

両条件ともに参加者に同一のデータを与えたにも関
わらず，実験 1 では，学習効果の説明に関して傾向で
はあるが差異が生じた．実験で教示された 2 つの自
宅学習アプリは，旧システムは例題を見ながら問題を
解く，新システムは例題を消した状態で問題を解くと
いうものであった．それらの特性を元に仮説をたてた
場合，⌈ 新システムを使用するとよく考えて問題を解
いていた ⌋ という仮説は非常には思いつきやすい．実
験 1 で与えられたデータはこの仮説を支持するため，
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「内なる他者の意見」を取り入れるには？：
個人内で集合知を生み出す手法の問題点と改善策
How can we incorporate our inner others’ opinion? :
Problem of “wisdom of crowds in one mind” and remedy for this.
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Abstract

えると，２回目の推定を自身の推定に取り入れる（e.g.,

Previous studies have shown that one can exploit the
wisdom of crowds by oneself. Especially, Fujisaki et al.
(2017) proposed the following method: For a problem, one
firstly answers her/his own estimate; then, the same person
estimates again at the perspective of general public.
However, Fujisaki et al. (2017) also reported that s/he tends
to ignore this second estimate when making her/his third
(final) estimate. In order for people to naturally utilize the
method in Fujisaki et al.'s study, we proposed a remedy for
the above method: In the final estimate, a participant was
provided with the instruction emphasizing that the second
estimate was also generated by her/himself. The
experimental results showed that the second estimate
became to be taken into consideration in the final estimate.
Keywords ― Estimation, Perspective-taking, Wisdom
of crowds, Wisdom of crowds in one mind

平均化）のかという問題が残る．Fujisaki et al. (2017)
は，この点を検討した先行研究[5]と同様に，２回の推
定の後，この２つの推定値を呈示した上での最終的な
推定を行わせた．その結果，約 60%の試行で１回目の
推定が最終的な推定としてそのまま採用され，２回目
の「世間一般」の推定は無視される傾向にあることが
報告されている．この結果は，Advice-taking という実
験パラダイムで報告されている egocentric bias[6]とパ
ラレルな現象として解釈することができる．
Advice-taking とは，問題に対してまず自身の推定を行
わせ，続いて，それに対する他者の推定値を見せた上
で，再度推定させるというものである．２回目の推定
で他者の推定を取り入れれば正確な推定が得られるも

1.

イントロダクション

のの，参加者は，この他者の推定を無視する傾向にあ

近年，集合知 (Wisdom of crowds, [1]) を個人内で生

ることが報告されている．この観点からすると，

み出す手法が提案されている．これは，問題に対し，

Fujisaki et al. (2017) での「世間一般」の推定は，あ

参加者自身の回答に加え，
「他人」のような推定をする

たかも他者の推定として処理される格好になったと捉

ことを促すというものである．具体的には，２回目の

えることができる．

推定の際，最初の推定からタイムスパンを設ける[2]，

とはいえ，ここでの「世間一般」の推定は，あくま

最初の推定は的外れだったなどと想定させる[3]ことで，

で参加者自身が生み出したものである．この点につい

２回目において，最初とは異なる推定が生まれること

て強調する教示を与えることで，最終的な推定におい

が報告されている．そして，この２つの推定の平均値

て「世間一般」の推定が取り入れられる可能性がある．

が，最初の自身の推定よりも正確になることから，個

本研究では，行動実験を通じてこの可能性を検討した．

人内で集合知を生み出せることが明らかにされている．
Fujisaki et al. (2017) [4]は，２回目の推定の際，世間

2.

一般の人はどう推定するか想像させ，その値を回答さ

参加者：57 名の大学生・大学院生

せるという手法を提案している．結果，先行研究[3]の

課題：Fujisaki et al. (2017)[4]と同一の，一般的な推定

手法に比べ，同等以上に正確な推定が生まれること，

課題 20 問．問題は全て 0-100％で回答．

さらに，回答に要する時間が短く，簡便な手法である

群：本研究の手法を適用する１群のみ．

ことが報告されており，個人内で集合知を生み出す効

手続き：各問題について計３回の推定を行わせた（３

果的・効率的な手法として捉えられる．

セット）
．３回目の推定以外の手続きは Fujisaki et al.

しかし，こうした手法を実生活で利用する場面を考

方法

(2017) と同一である．[１セット目]参加者自身の推定
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を回答させた．[２セット目]「世間一般の人はどう推定

0.99）について，その割合が上昇していた．また，こ

すると思うか」と教示を与え，その値を答えさせた．[３

れら全カテゴリーを結合した上で，カテゴリーの頻度

セット目]問題文と，それへの参加者の以前の２回の推

に関してχ2 検定を実行したところ，有意差が観察され

定値を見せた上で，最終的な推定値を答えさせた．そ

た (χ2(4) = 45.58, p < .01)．残差分析の結果，本研究

の際，２回目の推定もまた参加者自身が生み出したも

の手法でω = 1 カテゴリーが有意に少なく，２つの推

のであることを強調する教示を与えた（表１）
．

定が組み合わされたことを示すカテゴリーが有意に多
かった (ps < .01)．

問題順は参加者ごとにランダマイズされ，セット間

以上から，Fujisaki et al. (2017) の手法の「世間一

で固定された．

表 1. ３セット目の教示全文．
教示

とで取り入れられることが明らかになった．本研究を

２回目では世間一般の推定を想像してい

通じて，Fujisaki et al. (2017) の手法を自然に利用可

ただきました．しかしこれは，同時にあ

能なものに改良できたと捉えられる．

研究
本研究

般」の推定は，自身が生み出したものだと強調するこ

なたが行ったもう一つの推定でもありま
す．このことをよく考え，これら２つの
推定をもとに，あなたがもっとも妥当だ
と思う値を回答してください．
Fujisaki

下のふたつの推定値は，この問題に対し，

et al.

あなたが先ほど回答したものです．３回

(2017)

目，そして最後の推定を行って下さい．

3.

結果・考察

３回目の推定において，２回目の世間一般の推定が
どの程度取り入れられたかについて，先行研究[5]に従

図 1. 各カテゴリーが，分析対象となった全試行の

い分析した．指標としては，３回目の推定での１回目

うち占める割合．

の推定への重み付けを表すωを設けた（式１，２）
．Xi

謝辞

は i 回目の推定値を表している．たとえば，ω = 1 は

本研究の一部は文部科学省科学研究費補助金，基盤研

３回目の推定で１回目の推定値が採用されたこと，ω

究 A（課題番号 16H01725）
，若手研究 B（課題番号

= 0 は２回目の推定値が採用されたこと，ω = 0.5 は２

16K16070）による支援を受けて実施された．

つの推定の平均値が採用されたことを表している．
X3 = ωX1 + (1 - ω) X2
∴ω = (X3 - X2 ) ／ (X1 - X2 )
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（式２）

分析では，試行ごとにωを計算し，カテゴライズした．
カテゴリーは，先行研究[5]に従い[ω＜0; ω＝0; 0.01
≦ω≦0.20; 0.21≦ω≦0.40; 0.41≦ω≦0.60; 0.61≦ω
≦0.80; 0.81≦ω≦0.99; ω＝１; ω＞１] を設けた
（小
数第三位を四捨五入）
．なお，１回目と２回目の推定値
が同じであった試行は分析から除外した．
結 果 を 図 １ に 示 す ． 図 は 本 研 究 (“the present
study”) に加え，Fujisaki et al. (2017) の結果も表示
している．図より，Fujisaki et al. (2017) では６割近
くあった，１回目の推定が３回目で採用されるケース
(ω = 1) が約４割に減少していることが分かる．さら
に，３回目の推定で，前２回の推定が組み合わされた
ことを示すカテゴリー全て（0.01≦ω≦0.20; 0.21≦ω
≦0.40; 0.41≦ω≦0.60; 0.61≦ω≦0.80; 0.81≦ω≦
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Abstract

はシステム挙動の予測を行う．例えば，航空機事故のシ

We usually encounter various anomalous behaviors of
systems, such as machine failures, unexpected behaviors of
intelligent agents, and irregular natural phenomena. In order
to predict those anomalous behaviors, it is a useful strategy to
infer the causal structure of target domains (the inferencebased strategy). However, we assume another strategy, the
memory-based strategy, to memorize the anomalous
behaviors for the precise predictions. In the present study, we
analyze features and benefits of the memory-based strategy,
compared to the inference-based strategy using the spatial
movement prediction task in the experimental approach and
the model simulation approach. The Experiment revealed that
participants who were instructed to apply the memory-based
strategy encoded only the anomalous instances, but did not the
regular instances. Additionally, the inference-based strategy
was more effective for identifying the anomalous instances in
a low-complexity task, whereas the memory-based strategy is
more effective in a high-complexity task. In order to reveal the
detailed processes of those strategies, we simulated those
processes with the model based on ACT-R.

ナリオにおいて，訓練時と同じ状況で故障が発生する
場合と異なる状況で発生する場合を比較すると，前者
の対応では正則的挙動の予測が達成される．しかし一
方，変則的挙動を予測することが求められる後者にお
いてはそれが困難であり，規範的ではない不適切な行
動が多く見られたことが報告されている [2]．
システム以外にも，人間などの自律的エージェント
が変則的挙動を見せることもある．空間上を移動する
エージェントの到達目標を推定する課題において，目
標に向かって直進する正則的挙動から逸脱する変則的
挙動が観察された場合，推定される目標はその挙動に
大きく影響されることが示されている [3]．

1.1. 変則的挙動の予測における方略
変則的挙動の予測は，人間の高次認知機能の重要な
機能のひとつであると考えられる．本研究では，変則的

Keywords ―
Memory-based Handling Strategy,
Inference-based Handling Strategy, Anomalous Instance,
Regular Instance

1.

挙動の予測を行うにあたり適用される 2 つの学習方略
を考える．

導入

1.1.1. 推論ベース方略

私たちが環境に適応して生きていくためには，身の

変則的挙動を発生させたシステムの原因構造に着目

回りにあるシステムの挙動を予測することが重要であ

し，それを推論し理解することで，変則的挙動を予測す

る．システムによる定常的な挙動はスキーマによって

る．

比較的簡単に予測可能である．このような挙動を以下

先述した人工物の故障に対する理解行動として，要

では「正則的挙動」と呼ぶ．

素を意味のある構造へ整理する診断が知られている

一方で，システムがそのような正則的挙動から逸脱

[4]．診断では，障害ログやケーブルなどの確認を通し

した動作を行うことがある．本研究では，そのような挙

て障害の原因を特定し，その原因構造の理解が試みら

動を「変則的挙動」と呼ぶ．システムの挙動を予測する

れる．

ために，私たちは変則的挙動に対して複雑な認知的処

科学においても変則的挙動に対する推論が行われる．

理を行わなければならない．想定外の出来事に対して

科学的発見において，自身の持つ仮説にそぐわない変

はスキーマ処理が中断され，注意の再分配などが行わ

則的データは，理論構築において重要であると言われ

れる [1]．

ている [5][6][7]．科学的発見の主要な目的はデータの

変則的挙動を予測する困難さは，様々な領域に共通

説明であり，変則的データが生じたその原因構造を説

して生じる．例えば，コンピュータなどを使用する際に

明することで，挙動を正確に予測することが望まれる．

起こるシステム障害や機械故障に対峙した際，私たち
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人間は変則的挙動に直面すると，自然とその原因構

挙動の予測を行う状況においても，事例の記憶を試み

造を推論しようと試みる．空間的運動の知覚において

る方略は十分な効用があると期待される．

は，エージェントの移動特性によって，そのエージ

変則的挙動を扱う先行研究の多くは，推論ベース方

ェントの目標が自然と喚起される [3][8]．また文章
理解では，文脈から期待される結末とは異なる結末

略を用いることを前提として議論が進められてきた．

が提示された際に，弁明や正当化など，その結末を

程や，推論による学習内容に主に着目されてきた．一方

説明する推論が行われる [9]．

で，記憶ベース方略に関しては，その有用性が期待でき

特に科学的発見や意図推定の領域では，その推論の過

る一方で，変則的挙動の予測という文脈でその機能に

1.1.2. 記憶ベース方略

ついて議論された研究は見当たらない．そこで本研究

システムが見せる挙動を事例として記憶することで，
変則的挙動を予測する．

では，変則的挙動の予測の観点から記憶ベース方略に
着目し，その特性と効用について検証を行う．

変則的挙動の原因を理解しようと試みる推論ベース

本研究では，心理実験および認知アーキテクチャに

方略に対し，記憶ベース方略ではそのような理解は伴

よるモデルシミュレーションの 2 つのアプローチを用

われない．一例として，過去の障害事例を蓄積したデー

いる．まず心理実験では，記憶ベース方略，もしくは推

タベースとして，ナレッジベースが活用されている．こ

論ベース方略のいずれを用いるかを教示により誘導し，

のデータベースにはとりあえずの対処方法が記されて

変則的挙動を予測するための十分な学習を行わせる．

いるのみで，障害事例の原因構造を必ずしも説明して

その後のテストにて，正則的挙動または変則的挙動を

いない場合が多い．しかし十分に原因構造が明らかに

見せる事例を複数提示し，その反応の違いから，記憶ベ

なっていない事例であっても，私たちはそれを参照し，

ース方略を適用した際の学習時の処理について検証を

障害復旧に活用している．

行う．

また，科学的発見においては変則的事例が生じた原

本研究の目的は，変則的挙動を予測するために行わ

因構造の説明が求められるにもかかわらず，変則的事

れる認知的処理を解明することであり，心理実験単独

例に対して説明を行わない無視や除外などの反応を示

では，その詳細な処理を明らかにするには手続き上の

すことが知られている [10]．これらの反応は，一見科

限界がある．そこで，心理実験で得られたデータをもと

学的発見を遠ざけるものと捉えられやすいが，ケプラ

にモデルシミュレーションを実施し，変則的挙動の予

ーの第三法則の発見など，観察データを事例として蓄

測において，記憶ベース方略で行われる処理について

積することが重要な発見に寄与した例も報告されてい

明らかにする．

る [11]．

1.3. 仮説
1.2. 目的

実験では，正則的挙動を見せる事例（以下，正則事例

変則的挙動の観察を通して自然と働く推論は，その

とする）と変則的挙動を見せる事例（以下，変則事例と

システムの構造やエージェントの目標を理解する助け

する）がともに観察される状況において，それらの事例

になる．しかしながら，その構造や目標を私たちが必ず

に対する方略を教示で誘導した．その後，事例の挙動を

しも正しく理解できるとは限らない．特に対象が複雑

予測させるテストをもとに，記憶ベース方略の特性と

なシステムや高度なエージェントの場合には理解が困

効用について，以下の 2 つの仮説を検証した．

難になり，その結果，変則的挙動の予測精度が低くなる
過程が含むため [12]，多くの認知的資源を必要とし，

1.3.1. 仮説 1
記憶ベース方略を適用する場合，スキーマに従う正

その認知的負荷は大きいと考えられる．

則的事例に対しては，これをデフォルト値として認識

可能性もある．また，推論には知識と周囲の環境の統合

一方，システムの構造を完全に理解せずとも，その挙

するため処理が行われず，変則事例に対する処理のみ

動を事例として記憶することで得られる利点もあるだ

が行われる．

ろう．動的環境で出力を統制する課題において，その入

視覚的探索課題において，そのシーンに存在する可

出力の対応を記憶した場合，学習時と同じ状況では成

能性の高い刺激よりも，可能性が低い刺激に対して選

績が高いことが示されている [13]．以上より，変則的

択的に素早く注意を向けやすい [14]．その根拠として，
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シーンのスキーマに一致する刺激は，スキーマのデフ

2.1. 観察フェーズとテストフェーズ

ォルト値として標準化されるという仮説が提唱されて
いる [15]．正則事例はスキーマによって予測可能な事

本課題は，観察フェーズとテストフェーズを繰り返

例であるため，記銘する必要はない．一方，そのスキー

し交互に実施する．観察フェーズでは，ボールが射出さ

マに従わない変則事例は予測のためには記銘されると

れて再び枠上に停止するまでの様子を観察し，その後，

考えられる．

初期位置と到達位置の確認画面が表示された (図 2)．
確認画面は参加者がマウスで左クリックするまで表示

1.3.2. 仮説 2

された．続くテストフェーズでは，ボールが同じように

複雑さが低いシステムにおいては，変則事例の予測

射出されるが，不可視領域に入った直後にボールが一

に関して，推論ベース方略のほうが有効であるが，複雑

時停止し，パドルが表示される (図 3)．参加者は，ボ

さの高いシステムに対しては，記憶ベース方略のほう

ールが最終的に到達する位置がパドルに含まれるよう

が有効である．

マウスで自由に移動させ，右クリックでパドルの位置

人工言語の学習において，その構造が単純な場合は

を確定する．パドルは，ボールが仮に直進した場合に到

規則への着目が，複雑な場合は事例への着目が有用で

達する位置に初期表示される．つまり，参加者が変則事

あることが示されている [16]．またカテゴリ学習にお

例と判断した場合のみ，パドルを移動させる必要があ

いては，初心者にとって，構造に着目した学習は認知的

る．その一方，正則事例と判断した場合はパドルを初期

負荷が高い一方，事例を通した学習は認知的負荷が低

表示された位置から移動しなくても，ボールの到達位

く，有用とされている [17]．記憶ベース方略の認知負

置がパドルに含まれる．なお，テストフェーズではこの

荷を軽減する特性は，多くの認知資源を要する複雑さ

到達位置の予測に関する正誤のフィードバックは参加

の高いシステムにおいて特に有効に機能すると考えら

者に与えられない．

れる．

2.

課題

空間上を移動するボールの動きから最終的な到達位
置を予測する課題を開発した (図 1)．課題画面はボー
ルの動きが見える可視領域と，遮蔽により見えない不

図 2 観察フェーズの確認画面．記憶条件 (左) と

可視領域で構成されていた．そして不可視領域内に隠

推論条件 (右)．

された物体を設置し，それによってまれに変則事例を
生じる状況を設定した．ボールが移動中にその物体に
接触し，その進行方向が変わる事例，すなわち屈折する
事例を変則事例とし，接触せずに当初の進行方向から
変わらない事例，すなわち直進する事例を正則事例と
した．
ボールは外枠上のある初期位置からある初期角度で

図 3 テストフェーズの画面．

射出され，不可視領域内では一時的に動きが見えなく
なる．その後，可視領域で再び観察可能になり，外枠上

2.2. 方略

のいずれかに到達したところで停止する．

本課題の観察フェーズで提示される変則事例に対し
て適用される 2 つの学習方略は，以下のように定義さ
れる．

2.2.1. 記憶ベース方略
観察フェーズにおける可視領域のボールの動きに着
目し，入出力関係を事例として記憶することで，テスト

図 1 観察フェーズの画面．
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フェーズで変則事例を予測しようと試みる．初期位置・

注意を向けさせる狙いがあった．推論条件では，確認画

角度と到達位置の組み合わせが事例ごとに記銘される

面で表示される点線の軌跡 (図 2 右) に着目し，不可

ことが期待される．

視領域に隠された物体について推論することが求めら
れた．一続きの点線は入出力の関係性を強調し，背後に

2.2.2. 推論ベース方略

ある構造に自然と注意が向くことを期待した．ただし，

観察フェーズにおける不可視領域のボールの動きに

記憶条件で提示される矢印と，推論条件における点線

着目し，隠された物体を推論することで，屈折の原因を

が持つ情報の内容は同一である．

理解し，テストフェーズで変則事例を予測しようと試

一続きのボールの動きを 1 試行として，観察フェー

みる．事例が提示されるごとに物体に関する表象が逐

ズ 12 試行，テストフェーズ 12 試行を合わせて 1 ブロ

次更新されることが期待される．

ックとし，5 ブロックを連続して実施した．ブロック 2
以降で変則事例の挙動を予測させるため，ブロック 1

2.3. 課題の複雑さ

は観察フェーズ・テストフェーズともにすべて正則事

各方略適用時における，システムの複雑さによる影

例を提示した．
ブロック 2 から 5 の観察フェーズでは，

響を検討するため，不可視領域に設定された物体の形

12 試行中 9 試行が正則事例，3 試行が変則事例で構成

状から，複雑さの異なる 2 つの課題を設けた (図 4)．

された．テストフェーズでは，正則事例 6 事例，変則

易課題では四辺が外枠と平行な四角が設定されたため，

事例 6 事例が提示されたが，直前の観察フェーズで提

変則事例の屈折角度パターンが少なく単純である．一

示された既知事例，テストフェーズで新たに提示され

方，難課題では円形の物体が設定されており，変則事例

る未知事例が，それぞれ 3 事例ずつ含まれていた (表

の屈折角度は複雑なパターンが存在する．

1)．以降それぞれを，正則-未知事例，正則-既知事例，
変則-既知事例，変則-未知事例と示す．
本課題は，易課題 5 ブロックを実施し，小休憩を挟
んだ後，難課題 5 ブロックを実施した．難課題開始時
には，易課題からボールの動きが一新されることを強
調した．
なお，これらの本課題に先立ち，画面の確認やマウス

図 4 課題の複雑さの設定．易課題 (左) と難課題

操作の練習を行った．このとき提示された事例はすべ

(右)．

3.

て正則事例であった．

表 1 ブロック 2〜5 の試行構成．

心理実験

3.1. 方法
3.1.1. 参加者

観察フェーズ

大学生 46 名が実験に参加した．記憶ベース方略条件
(以下，記憶条件とする) と推論ベース方略条件 (以下，

テストフェーズ

事例

経験

正則 (9)

−

変則 (3)

−

正則 (6)

未知 (3)

推論条件とする) のいずれかに無作為に割り当てられ

既知 (3)

た．

変則 (6)

未知 (3)
既知 (3)

3.1.2. 手続き
参加者は，後のテストフェーズでボールの最終的な

3.2. 結果の予想
3.2.1. 予想 1

到達位置をできる限り正確に予測するため，観察フェ
ーズでボールの動きを注意深く観察するように促され

観察フェーズにおいて確認画面が表示されてから参

た．また，観察フェーズの学習方略に関する教示で条件

加者がクリックするまでの時間（以後，観察時間とす

分けを行った．記憶条件では，確認画面で表示される 2

る）は，記憶条件では変則事例より正則事例のほうが短

つの矢印 (図 2 左) に着目し，それを記憶することが

いだろう．仮説 1 より，正則事例はデフォルト値とし

求められた．2 つの矢印は入力と出力の組み合わせに

て記銘されないことから，記銘に時間を要する変則事
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t(23) = 2.7, p < 05, r = .50; 難課題: t(23) = 3.0, p < 01,
r = .54)．以上より，予測 1 が確認された．

例との間に，観察時間の差が生じるだろう．

3.2.2. 予想 2

また，推論条件においても，易課題・難課題それぞれ

仮説 1 より，記憶条件では，テストフェーズの変則

において，変則事例より正則事例の観察時間が短かっ

事例に対しては，変則-未知事例より変則-既知事例でパ

た (易課題: t(18) = 4.3, p < 001, r = .72; 難課題: t(18)

ドル移動試行数が多いだろう．一方，正則事例に関して

= 3.0, p < 01, r = .58)．

は，正則-未知事例と正則-既知事例の間には差がないだ

まとめると，課題の複雑さによらず，記憶条件・推論

ろう．変則事例は観察フェーズにおいて記銘されるた

条件ともに，変則事例より正則事例の観察時間が短か

め，テストフェーズで提示される変則-既知事例は正し

った．以上は，仮説 1 を支持する結果がである．

く弁別できる．その結果，記憶条件では変則事例におい

表 2 ブロック 5 における観察時間 (秒)．

て変則-未知事例より変則-既知事例のパドル移動試行
数は多くなる．一方，正則事例は観察フェーズにおい
て，デフォルトとして記銘されないと考えられる．その

記憶

ため記憶条件では，正則事例における正則-未知事例と
正則-既知事例のパドル移動試行数に差は生じないだ

推論

ろう．

正則

変則

易課題

2.04 (0.18)

3.50 (0.50)

*

難課題

1.89 (0.08)

4.11 (0.69)

**

易課題

4.25 (0.75)

7.57 (1.17)

****

難課題

2.05 (0.22)

5.12 (0.94)

**

****: p < .001, ***: p < .005, **: p < .01, *: p < .05

3.2.3. 予想 3
テストフェーズにおける変則事例の到達位置の予測
成績は，易課題では推論条件が変則-未知事例において

3.3.2. パドル移動試行数
ブロック 5 におけるパドル移動試行数について，2

高くなるだろう．一方，難課題では記憶条件が変則-既

(経験: 未知/既知) × 2 (事例: 正則/変則) の分散分析

知事例において高くなるだろう．推論条件は易課題に

を実施した (図 5)．その結果，記憶条件の易課題では，

おいて，推論で得られた隠された物体に関する表象を，

交互作用が有意であった (F(1, 23) = 12.4, p < .005, η

未知事例に対しても適用できるため成績が高くなる．

2

一方，難課題では，推論条件は不十分な表象しか得られ

知事例が多かったが (F(1, 46) = 17.4, p < .001)，正則

ずにそれを適用できない．対して記憶条件は，観察フェ

事例において正則-未知事例と正則-既知事例の差は有

ーズで記銘された既知事例なら，正確な同定が可能で

意ではなかった (F(1, 46) = 0.5, n.s.)．同様に，記憶条

あると考えられる．この同定は課題の複雑さに影響さ

件の難課題でも，交互作用が有意であった (F(1, 23) =

れづらいため，難課題では推論条件よりも変則-既知事

11.1, p < .005, η2 = .10)．変則事例において変則-未知

例の予測成績が高くなるだろう．

事例より変則-既知事例が多かったが (F(1, 46) = 8.8, p

= .08)．変則事例において変則-未知事例より変則-既

< .005)，正則事例において正則-未知事例と正則-既知事

3.3. 結果

例の差は有意ではなかった (F(1, 46) = 2.2, n.s.)． 以

マシントラブルや教示違反によりデータ欠損のあっ

上より，予想 2 が確認された．

た 3 名を除外し，記憶条件 24 名，推論条件 19 名を分

加えて，推論条件の易課題では，交互作用が有意であ
った (F(1, 18) = 15.3, p < .001, η2 = .06)．未知・既知

析対象とした．
分析はブロック 5 におけるテストフェーズのデータ

事例ともに正則事例より変則事例が多かった (F(1,

を対象とした．これは，特に推論による効用が現れるた

36) = 20.0, p < .001; F(1, 36) = 85.2, p < .001)．さらに，

めには，一定数の事例観察が必要なためである．

推論条件の難課題では，交互作用は有意ではなく (F(1,
23) = 2.1, n.s., η2 = .02)，経験の主効果も有意ではな

3.3.1. 観察時間
ブロック 5 における観察時間において，正則事例と

かったが (F(1, 23) = 0.7, n.s., η2 = .00)，事例の主効

変則事例の間において t 検定を実施した (表 2)．その

これらの結果は，推論条件では，観察フェーズにおいて

結果，記憶条件では，易課題・難課題それぞれにおいて，

事例が記憶されたのではなく，隠された物体の推論を

変則事例より正則事例の観察時間が短かった (易課題:

通して得た表象を，テストフェーズで活用していたこ

果が有意であった (F(1, 23) = 69.9, p < .001, η2 = .47)．
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表 3 ブロック 5 における変則事例の予測成績．

とを示している．
まとめると，記憶条件では，課題の複雑さによらず，
変則事例のパドル移動試行数は変則-未知事例より変

易課題

則-既知事例が多いが，正則事例では正則-未知事例と正
則-既知事例に差がなかった．一方，推論条件では，課

難課題

題の複雑さと未知・既知によらず，正則事例よりも変則
事例においてパドル移動試行数が多かった．以上は，仮

難課題 (記憶条件)

3.0

3.0

****

n.s.

試 2.0
行
数 1.0
未知

3.0

****

2.0

3.0

1.0

試 2.0
行
数 1.0

0.0

0.0
未知

既知

既知

1.75 (0.23)

2.05 (0.20)

未知

0.08 (0.06)

0.37 (0.13)

既知

1.33 (0.20)

0.42 (0.15)

****

***

行った．その結果から，以下の 2 点が明らかになった．
第一に，記憶ベース方略では，正則的な挙動から逸脱
した変則事例のみ記銘が行われ，正則事例はデフォル

既知

難課題 (推論条件)

****

1.37 (0.15)

いられる記憶ベース方略の処理と効用について検証を

n.s.

未知

既知

易課題 (推論条件)

0.63 (0.12)

心理実験では，変則事例の挙動を予測するために用

0.0

0.0

未知

3.4. 考察

***

試 2.0
行
数 1.0

推論

****: p < .001, ***: p < .005, **: p < .01, *: p < .05

説 1 を支持する結果である．
易課題 (記憶条件)

記憶

ト値と認識されて記銘が行われなかった．もし正則事

****

例を記銘していたなら，テストフェーズの正則-既知事
例でパドル移動は行わないため，正則-既知事例のパド
ル移動試行数が正則-未知事例より少なくなるはずで

未知

ある．しかし両者に差がなかったことから，正則事例は

既知

記銘されなかったと推察される．

正則
変則
****: p < .001, ***: p < .005, **: p < .01, *: p < .05

第二に，変則事例に対する対処として，複雑さが低い
課題では，推論ベース方略のほうが有効であるが，複雑
さの高い課題では，記憶ベース方略のほうが有効であ

図 5 パドル移動試行数．

った．記憶ベース方略は，変則事例のみを記銘し，同一
の変則事例が現れたときに，正確な同定を行なった．教

3.3.3. 変則事例の予測成績
ブロック 5 における変則事例の到達位置の予測成功

示では記憶する事例について特に指定していないにも

試行数について，
記憶条件と推論条件の間において t 検

関わらず，正則事例は記銘が行われなかった．これは，

定を実施した (表 3)．その結果，易課題の変則-未知事

記憶ベース対処方略が，正則事例をデフォルト値と認

例では記憶条件より推論条件の予測成績が高かったが

識して記銘しないことで，認知的負荷を軽減している

(t(35) = 3.7, p < 001, r = .54)，変則-既知事例では有意

可能性を示唆している．

な差は見られなかった (t(41) = 0.9, n.s., r = .15)．一方，

4.

難課題の変則-未知事例では記憶条件より推論条件の

モデルシミュレーション

予測成績が高い傾向が見られ (t(24) = 1.9, p <.10, r

心理実験を通して，記憶ベース方略では，正則事例を

= .36)，変則-既知事例では推論条件より記憶条件の予

記銘しないことで認知的負荷を軽減し，その結果，複雑

測成績が高かった (t(40) = 3.5, p < .005, r = .49)．以上

さの高い課題において有用である可能性が示唆された．

より，予想 3 が確認された．

しかしこの可能性は，主にテストフェーズにおける両

まとめると，変則事例の予測成績において，易課題で

条件間の反応の差異から推察されたものであり，観察

は推論条件が変則-未知事例の成績が高く，難課題では

フェーズの認知的処理を直接的に確かめたものではな

記憶条件が変則-既知事例の成績が高かった．以上は，

い．つまり，記憶ベース方略において，正則事例と変則

仮説 2 を支持する結果である．

事例は異なる処理が行われていたのか，また，推論ベー
ス方略よりも認知的負荷が軽減されていたのかについ
ては，厳密な意味では確認されていない．心理実験単独
による検証では，その詳細な処理を明らかにする上で
は多くの限界が存在する．
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そこで本研究では，Adaptive Control of ThoughtRational (ACT-R) モデルによるシミュレーションを

4.1.2. 推論ベース方略

通して検証を行う [18]．構築されたモデルが心理実験

観察フェーズで行う点線の検出までのプロダクショ

の結果を再現することができれば，各方略の認知的処

ンルールは，記憶ベース方略とほぼ同じである．点線の

理の検証が可能になる．エージェントの目標推定の領

検出後，もし 2 つの点線の角度が異なるなら，それを

域では，計算モデルを用いたアプローチが多く用いら

変則事例として，隠された物体の位置と形状を推定す

れている [3][19]．

る．すなわち，Imaginal buffer 上で 2 つの点線を伸ば

本研究では，正則事例と変則事例が混在する状況に

し，その交点周辺は物体が存在する確率を高く推定す

おいて，変則的挙動の予測のために行われている認知

る．また，2 つの点線の角度差分から物体の形状を推定

的処理をモデル上に再現し，その詳細について検証を

する．一方，2 つの点線の角度が同じなら，その軌跡上

行う．これらは心理実験ではその手続き上，直接的に計

は物体が存在しない領域として推定される．すなわち，

測することは困難であり，モデルシミュレーションに

その軌跡上は，物体が存在する確率を低く推定する．推

よる検証が有効であると言える．

定された物体の位置と形状は，最終的に Declarative
memory に格納される．

4.1. プロダクションルール

テストフェーズでは，提示された初期位置と角度か

ACT-R モデルシミュレーションを行うために，記憶

ら線を延伸させ，それが推定した物体と接触するかの

ベース方略および推論ベース方略それぞれのプロダク

判断を行う．すなわち，Imaginal buffer 上の入力から

ションルールを作成する．そのプロダクションルール

延伸した線と，Retrieval buffer に呼び出された物体表

はさらに，観察フェーズおよびテストフェーズに分け

象とを照合する．もし接触するなら，物体形状をもとに

て実装される．

到達位置を予測する．すなわち，Retrieval buffer 内に
呼び出された物体形状から屈折角度を算出し，Motor

4.1.1. 記憶ベース方略

を介してパドルをその位置まで移動する．一方，接触し

観察フェーズではまず，確認画面で提示される 2 つ

なければ，パドル移動は行わない．

の矢印の検出から行われる．すなわち，2 つの矢印それ

推論ベース方略は，観察フェーズでは変則事例のみ

ぞれを Visual-location buffer 上で検出し，初期位置と

ならず，正則事例についてもプロダクションルールが

角度，到達位置と角度を Visual buffer に格納する．も

発火する．また，推論ベース方略ではプロダクションル

し 2 つの矢印の角度が異なるなら，変則事例として記

ールの数が多く，さらに複雑な処理を行うことから，記

銘を行う．すなわち，2 つの矢印それぞれの位置・角度

憶ベース方略よりも実行に時間を要し，処理エラーも

を，
Imaginal buffer 上で 1 つのチャンクとして統合し，

起こりやすいことが想定される．

Declarative memory に格納する．一方，2 つの矢印の

4.2. データ再現

角度が同じなら，正則事例として記銘は行わない．
テストフェーズでは，提示された初期位置と角度を

上記のプロダクションルールによるシミュレーショ

もとに，記憶の検索が行われる．すなわち，入力として

ンを通して，心理実験で得られた 3 つのデータの再現

与えられた初期位置と角度を Visual buffer に格納し，

を行う．すなわち，観察フェーズにおける観察時間，テ

それと一致するチャンクを Declarative memory から

ストフェーズにおけるパドル移動試行数，予測成績で

検索する．もし一致するチャンクを想起することがで

ある．

きれば，それをもとにパドルを移動する．すなわち，一

これらのデータをより精度よく再現するためには，

致したチャンクを Retrieval buffer に呼び出し，その

記憶ベース方略における事例の記銘時および想起時に

チャンクに書かれた到達位置を想起し，Motor を介し

おこるエラーや，推論ベース方略における確率推定エ

てパドルをその位置まで移動する．一方，一致するチャ

ラーの考慮が必須である．各プロダクションやパラメ

ンクがなければ，パドル移動は行わない．

ータの調整を行い，再現精度を高めることで，各方略に

したがって，記憶ベース方略では，観察フェーズにお

おける詳細な認知的処理を明らかにすることができる

いて，変則事例に対して正則事例では発火するプロダ

だろう．

クションルールの数が少ないと想定される．
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まとめ

本研究では，変則的挙動の予測の観点から記憶ベー
ス方略に着目し，その特性と効用について検証を行っ
た．そのアプローチとして，心理実験と ACT-R による
モデルシミュレーションの 2 つを組み合わせて実施し
た．両アプローチを効果的に用いることで，記憶ベース
方略の認知的処理について，引き続きより詳細に検証
を行っていきたい．
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自由度の時間的分化としての熟達化：投球動作の分析
Motor expertise as temporal differentiation of degrees-of-freedom:
a study of ball throwing
鳥居 拓馬，日高 昇平
Takuma Torii, Shohei Hidaka
北陸先端科学技術大学院大学
Japan Advanced Institute of Science and Technology
{tak.torii, shhidaka}@jaist.ac.jp

Abstract

人体は約 200 本の骨と約 600 本の筋肉から構成さ

In working on a task repeatedly, our ability for the task can
be improved. This process is often called “expertization”. In
bodily tasks, the ability for the task can be in part of their
motor control. A hypothesis in motor control studies claims
that trained motor control reduces the body’s degrees-offreedom to meet the task’s accuracy requirements. By
extending this, we hypothesized that improvement in a
subject’s motor control ability can be captured as a temporal
differentiation of the degrees-of-freedom of the subject’s
body in the task motion. To examine this hypothesis, we
tracked two subjects who trained to throw a ball by their
non-dominant hand, over five days. The obtained 3D motion
capture data was analyzed. The results of analysis agree with
our hypothesis, but it is needed more data to be collected.

れる．筋肉だけを考えても約 600 個の変数をうまく調
整することで 1 つの動作が生成される．Bernstein は
自由度こそが人間を含む生物の身体動作の巧みさを実
現する条件であるとし，しかしこのような冗長な自由
度をもつ身体を操作できるのはいかにしてなのかと問
い，運動制御の中心的問題を提示した．Bernstein は
冗長な自由度を除く仕組みとして運動の協調を論じた．
最適制御理論では，運動の協調（自由度の調整）を
多様体上の分散で表すとき，ある課題の熟達者の動作
では，その課題の成績に影響する要所では課題の正確
さを要求する方向に動作のばらつき（分散）が小さく

Keywords ― Motor control, Skill acquisition,
Expertization, Degrees-of-freedom, Fractal dimension

1.

なる（反面，正確さを要求しない方向に分散が大きく
なる）という無制御多様体仮説（uncontrolled manifold）
[4][6][7]がある．

運動制御の熟達化

私たち人はある課題に何度も繰り返し取り組むうち

この無制御多様体仮説を踏まえると，正確さを要す

に，その課題をより短時間でより正確に処理できるよ

る課題の熟達者においてはその課題の要所と呼べるよ

うになる．人がある課題をよりよい成績で達成できる

うな動作の箇所で自由度を小さくするように動作全体

ようになることは熟達化と呼ばれる．ある個人がある

の自由度を調整していると考えられる．著者らの研究

課題に関して熟達したかはその課題の定める成績（評

[9]では，球技経験者の動作ではボールをリリースする

価）に照らして結果的に知ることができる．そのとき，

時点付近（課題の要所）で身体の自由度を低くしてい

その成績向上の原因はその個人の何らかの能力の変化

る傾向を，また球技経験の少ない被験者の動作では自

にあると考えて，その能力の変化を明らかにすること

由度の抑揚が小さい傾向を報告している．この研究結

は，ある課題に熟達するとはどういうことかに迫る一

果[9]から，日々の練習をこなし熟達化していく過程で

歩といえる．その先に，どうやれば他者を効率よく熟

は，課題の要所の区別なく動作全体的に自由度の抑揚

達させられるかは教育学上重要なテーマである．

があまりない運動制御から，課題の要所で自由度を小

身体動作をはじめとする身体を使う課題では，その

さくするように動作全体の自由度を組織化していくと

課題の定める成績を高めるように自らの身体をうまく

いう運動制御の変容が生じるという仮説が立つ．この

操れる・制御できるようになることは熟達化の一側面

運動制御の熟達化に関する著者らの仮説では，その運

である．Nikolai Bernstein [1]は 1940 年代に人間の

動制御の変容はそれを反映した身体動作のばらつき

身体動作の巧みさ（dexterity）に着目し，まったく同

（分散）の変化として観察できるはずである．本研究

じ身体・環境の状況は 2 度と生じないにもかからわず，

ではある課題の達成に関わる身体環境系をある種の力

さまざまな異なる状況で同じ目標を高い成績で達成で

学系とみなす[8]．身体環境系を力学系とみなすとき，

きる仕組みを論じた．生物の身体は高自由度系である．

観察された身体動作の各時点の自由度はその力学系

50

2018年度日本認知科学会第35回大会

[mm]

sO2-4

（身体環境系）から生成された軌道（動作の軌跡）の
各時点のフラクタル次元として捉えられる[2]．熟達化
を調べるにあたっては，正確さを要する課題であるこ
と，課題の成績を評価しやすいこと，および，課題の
要所を予想しやすいことが求められる．そこで本研究
では著者らの先行研究[9]も踏まえて投球課題を用いる．
本発表では投球課題の被験者実験で熟達化に関する著
者らの仮説を検討すべく取り組んでいる予備実験の結
果を報告する．

2.

図 1．投球課題の成績の 5 日間の変化（被験者 I）

身体技能の熟達化の実験

本研究では，投球課題を例として熟達化に伴う運動
制御の組織化を捉えるため，球技経験の少ない 2 人の

た位置から十字マークの交点までの平均距離とその標

被験者が利き手でない腕でボールを投げる様子を連続

準偏差）を示す．図から，被験者 I は毎日練習を重ね

する 5 日間に渡って計測した．各被験者は，実験室の

るごとにその日のテストにおいて平均距離がおおむね

決められた位置に立ち，正面約 2 メートル先に対面で

減少傾向にある，つまり成績が向上傾向にある．この

配置されたボードに向かってボールを投げる．ボード

成績の向上をもって，本稿では被験者 I は利き手でな

の中央には標的を表す十字のマークが書かれており，

い腕を用いた投球課題に熟達したとみなす．

被験者は十字マークの交点めがけてボールを投げるよ

投球課題では，室内で行われ実験環境の違いはほと

う教示を受ける．この課題の各試行の評価は，ボード

んどなく，また被験者は基本的に自分の身体とボール

上でボールが当たった位置から十字マークの交点まで

だけを用いるので，その成績向上の原因は基本的には

の距離（誤差・ミリ単位）とした（ゼロに近いほどよ

その個人の運動制御の変容にあると考えられる．そこ

い）
．被験者には各試行の結果は数値的にフィードバッ

で，この被験者 I の運動制御の変容とくに動作中の自

クしない．各被験者は，毎日 5 分間だけ利き手でない

由度の構造変化を調べるため，モーションキャプチャ

腕でボールを投げるトレーニングをしたあと，少し休

で記録した被験者 I の運動データ（利き手でない腕の

憩し，テストとして 10 回十字マークの交点めがけて

マーカーのみ）に対して力学系とみなしてその自由度

ボールを投げた．テストに含まれる 10 試行の評価（距

を推定した．

離）の平均と分散をその日の成績とした（ゼロに近い

図 2（本稿の末尾頁に掲載）は被験者 I の 5 日間の

ほどよい）
．本発表ではそのうち課題の成績向上が見ら

運動データから推定した自由度の変化を示す．図 2 の

れた 1 名（被験者 I と呼ぶ）の分析結果を報告する．

各図（1 日目～5 日目）では，横軸は手先に付けたマー

身体動作の計測には 3 次元光学式モーションキャプチ

カーの高さのピーク時点からの相対時間，縦軸は肩の

ャを用い，利き手でない腕につけた 6 個マーカーをそ

マーカーからの相対的高さである．各図にはおおむね，

の腕の肩のマーカーを原点とした相対座標系で表し分

初期のきをつけの姿勢から，ボールを投げる動作に移

析した．

り，最後のきをつけの姿勢に戻るまでの一連の動きが

上記の無制御多様体仮説は低自由度の場合にいくつ

含まれている．点の色は各点の次元（自由度を特徴づ

か実証的な報告があるものの[4][6][7]，高自由度の場合

ける）を示す．次元が低いほど自由度は低い．見やす

にはデータからその自由度を推定するのは一般に難し

さのため，各図には 5 個のマーカーの軌道および次元

い[5]．身体環境系を力学系とみなすとき，データから

を各マーカー毎に全 10 試行分の平均をとって図示し

各データ点のフラクタル次元（自由度を特徴づける）

た．熟達化の観点から図 2 の 1 日目～5 日目を比較す

を推定する手法が開発されている[3]．本稿では[3]の分

ると，日を経るごとに（練習を重ねるごとに）手先の

析手法を用いて被験者の身体動作を分析した．

3.

高さがピークを迎えるあたりで次元が低くなり，かつ，
きをつけからリリースに移行する中間の動作で次元が

分析結果

高くなる傾向がみえる．

図 1 は，被験者 I の 5 日間の成績（ボールの当たっ
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議論・考察

ボールを投げる動作のうち，手先の高さがピークあ
たりで次元が低くなる傾向は，ボール投げ動作ではこ
の付近はちょうどボールをリリースする時点に相当し，
この投球課題で最も正確さを要求される要所だと考え
られる．すなわち，課題の要所で身体の自由度を低く
し正確さを高めるように，練習を通じて運動制御を変
容させているのだと考えらえる．また，きをつけから
リリースに移行する中間の動作で次元が高くなる傾向
は，同じ被験者が同じ課題をやる場合でも厳密に同じ
初期状態はありえないが，その上で安定して高い成績
を達成するべくその初期条件の違いを吸収できるよう
に高い自由度を保存しているのだと考えられる．
現時点では過度な一般化はできないが，本稿の結果
から，利き手でない腕を用いた投球課題の熟達化にお
いては，課題の要所で身体の自由度を下げて正確さを
高め，それと同時に，その少し前の動作時点で自由度
を上げて初期条件の違いを吸収するというような，ひ
とつの動作の最中でも取り組んでいる課題の状況や成
績に合わせた自由度の組織化（役割の分化）が観察で
きたと著者らは考えている．
この結果は運動制御の熟達化とは何かを解明するう
えで重要な足がかりと与えるだろう．今後は被験者数
を増やし，本発表の結果が頑健なものかを確認してい
きたい．
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きをつけ（左図）
のとき縦一列に
並ぶ

図 2．運動データから推定した投球動作中の自由度の 5 日間の変化（被験者 I）
．
きをつけ → 投げ → きをつけを 10 試行繰り返したときの各マーカーの平均的高さ（Y 軸）と自由度（色）
．
各図の下部にはおおまかに投球動作の各時点の腕の姿勢を模式図で示した．
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概要
言語能力に関わる脳機能障害への注目を背景に，
言語の習得支援に関する研究の需要が高まっている．
本研究では，認知アーキテクチャを用いてことば遊
びを行う認知モデルを構築し，シミュレーションに
より言語習得に必要な音韻意識のモデル化を試みた．
さらに，認知アーキテクチャのパラメータを調整す
ることによって，しりとりを活用した音韻意識の訓
練が実現可能であるか検討した．
キーワード： 言語

ACT-R

しりとり

1. はじめに
言語の習得を支援することに関わる研究の需要が
高まっている．この背景のひとつには，国際化と情
報化の進展がある．第一言語が異なる人同士による
共同作業が増加したことで，第二言語の利用が要求
される場面も増えた．また別の背景として，言語の
利用が困難となる脳機能障害への注目も挙げられる．
人間の認知機能に関わる研究の進展によって，後天
的な要因による失語症だけでなく，自閉症などの先
天性の障害から来る言語発達遅滞についても，その
原因や対処が理解されるようになった．
第二言語の習得や，脳機能障害を持つ人による言
語の習得は，典型的な第一言語の獲得プロセスと多
くの点で異なっている．典型的な第一言語の獲得プ
ロセスにおいて，乳幼児は養育者のふるまいを観察
し，その模倣を行うことで言語を獲得していく [1]．
このプロセスのなかで，乳幼児は，音の分節化のパ
ターン，記号と対象の対応関係など，膨大なパラメ
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ータの値を，共同注視や対称性バイアスなどの生得
的に埋め込まれた認知的制約に誘導されながら推定
している．それに対して，第二言語の習得や脳機能
障害者の言語習得においては，生得的な制約を有効
に活用することができない [2]．そのため，定型発達
の第一言語話者と同等の言語スキルを得るにあたっ
て，当人あるいはチュータによる多大な努力が費や
されることになる．
こういった困難な学習を支援するためには，個人
に応じた学習者モデルが必要である [3]．言語の習
得につまずくといったとき，たとえば学習者が持っ
ている語彙が不十分である，音節を切り出すことが
できていない，音節と文字の対応が取れていないな
ど，様々な原因が考えられる．学習支援システムの
なかで，どのようなつまずきがどのような原因によ
って生じるのかが明確に切り分けられたモデルを参
照することで，適切な介入を図ることができる．
上記の背景から，本研究では，言語の獲得に困難
を抱いている個人の語彙をモデル化することを目指
す．本研究の特徴は，言葉遊びを利用すること，認
知アーキテクチャの知識やパラメータを，個人から
受けたフィードバックをもとに推定することにある．
前者のゲームとして，しりとりを扱う．後者の認知
ア ー キ テ ク チ ャ に は ACT-R (Adaptive Control of
Thought-Rational) [4]を用いる．
本稿の構成は次の通りである．まず，2 節にて本研
究と関連する研究をレビューする．そののちに，本
研究で実装を進めているプロトタイプモデルとモデ
ルを用いたシミュレーションを示す．最後に現状の
まとめと今後の課題を示す．
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2. 関連研究
2.1. しりとりの利用
しりとりにおいて，参加者は，先行して答えられ
た単語の語尾文字を頭文字とする単語を回答する．
ゲーム中で既に使われた単語や，特定の語尾文字を
もつ単語を回答した場合は負けとなる．この手順は
複数名で行われることが多いが，幼児向けの語彙学
習の教材には，一人でのしりとり遊びを行わせるも
のも存在する．
しりとりは実装の容易さから，人と相互作用する
様々なエージェントに組み込まれてきた．学術的に
は，しりとり課題中の言い淀みや間などを調整する
ことで，ユーザによるエージェントの人間らしさの
知覚を増強する研究などが行われている [5, 6]．
しりとりを利用することで，学習者の語彙のモデ
ルを構築する学習支援システムの研究も行われてい
る．山本と柏原によるシステム [7] では，英単語を
用いたしりとりを学習者と対話的に行う．そのなか
で，学習者の語彙の状態を推定し，学習者のレベル
に応じた支援を行う．
失語症の治療，あるいは自閉症の療育など，言語
聴覚療法においても，しりとりは頻繁に用いられて
いる．いくつかの論文の中で，療育中の自閉症児の
検査にしりとりが利用されていることが示されてい
る．しりとりを可能にする条件は，定型発達の幼児
を対象とした横断的な調査によって明らかにされて
いる [8]．音を音素に分割する音韻意識が必要であ
ること，心的な語彙辞書に音韻による索引が付与さ
れていることが必要であるとされている．さらに，
音韻による語彙への索引付けには，かな文字の獲得
が有効であることを示している．
本研究では，上記のようなしりとりを可能にする
条件を，認知アーキテクチャ上にモデル化すること
を狙う．そのようなモデルをシステムに組入れるこ
とで，学習者の状態をモニタリングしつつ，困難な
状況における言語の獲得を支援することを目指す．

図 1 システム概要図
ACT-R は，複数のモジュールを持つプロダクショ
ンシステムである．モジュールの動作を規定する
様々なパラメータが存在し，個人差のモデル化を容
易にしている．また，外界とのインタラクションを
受け持つモジュールを持ち，反応時間の予測が可能
である．モジュールと脳部位との対応づけによって，
fMRI などの生理データとの対応も可能となってい
る．
ACT-R を用いた言語の獲得に関する研究は多く行
われている．英語の学習における不規則動詞の獲得
に関わるモデル [9]，幼児による名詞の学習などの
モデル [10] が構築されている．脳機能障害に関わ
る検討もなされており，失語症の文理解において生
じるエラーを ACT-R のパラメータによって説明し
た研究も存在する [11]．
しかし，認知アーキテクチャによるこれまでの研
究において，しりとりを課題とした語彙獲得の研究
は存在しない．2.1 にて述べたように，しりとりは音
韻意識が関与する言語課題である．音声言語だけで
なく，文字言語の習得との相関も指摘されている．
つまり，しりとりは複数のモダリティが関与する言
語課題である．そのようなモダリティ間のインタラ
クションを，ACT-R の保持するモジュール構造が有
効にモデル化する可能性がある．

3. モデル
本研究が背景とする言語習得支援システムの概要
を図 1 に示す．学習者の語彙構造の推定は，学習者
としりとりを行うモデルのシステムを通したインタ
ラクションから行われる．このシステムでは，ACTR モデルと人が，ブラウザに表示されたインタフェ
ース，または音声によってしりとりを行う．ひらが
な入力と音声インタフェースを組み合わせることで，
音韻意識の獲得が困難な学習者への支援が有効に行
われる可能性がある．以下の節にて，既に実装され
たプロトタイプモデルの内部処理を記載する．

2.2. 認知アーキテクチャの利用
認知アーキテクチャとは，個別の課題において生
起する認知プロセスをモデル化する基盤である．認
知アーキテクチャを利用したモデルにより，課題の
達成に要求される種々の要因を切り分けたモデルを
構築できる．様々な認知アーキテクチャが開発され
るなかで，本研究では ACT-R [4] を利用したモデル
に注目する．
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3.1. モデルの構成

(a ISA kana string “a”)
(i ISA kana string “i”)
(u ISA kana string “u”)

…

しりとりのプロセスを検討するため，簡易的なプロ
トタイプモデルを構築した．天野と近藤による『日
本語の語彙特性』[12] に掲載されている親密度 4.0
以上の単語 2,000 単語をモデルの知識として用いて
しりとりを行っている1．また，ユーザとのインタラ
クションを設けず，一人でのしりとりのプロセスを
扱っている．モデルは自身の想起した単語から，語
尾文字を抽出し，それを語頭に持つ単語を想起し，
連結していくことになる．以下に ACT-R のモジュー
ル構造によって，このプロセスがどのように実現さ
れるかを示す．
3.1.1. 宣言的モジュール
ACT-R の宣言的モジュールを用いて，しりとりの
遂行に必要な知識をモデル化する．ACT-R における
宣言的モジュールは，チャンクと呼ばれる構成要素
からなる．本研究のモデルが保持するチャンクは，
単語の知識（語彙）に関するものと，文字の知識に
関するものがある．前者のチャンクとして，単語の
文字列情報を表す text-inf，単語の語頭文字の知識で
ある word-heads，単語の語尾文字の知識である wordtails というタイプを用意した．以下にそれぞれのタ
イプに含まれるチャンクの例を示す．

(n ISA kana string “n”)
このチャンクは，先に示した単語に関わるチャン
クの構成要素となる．つまり，本研究のモデルにお
いて，このチャンクに関わる操作が，しりとりにお
ける単語から文字を切り出す音韻意識に対応すると
言える．
また，本モデルはしりとりのゲーム中で既に回答
された単語に関する知識を保持するためのタイプ
past を持つ．このタイプは単語の知識 past-word と単
語の文字列知識 past-string からなる．past タイプの
チャンクは，はじめは宣言的モジュール内には存在
せず，しりとりの進行に従って生成され，格納され
てゆく．
3.1.2. ゴールモジュール
ゴールモジュールは，課題の状態を一時的に保持
する．本モデルでは，ゴールモジュールに保持され
る短期記憶は，回答単語を表すスロット(a-word)，回
答単語の語頭文字を表すスロット(a-head)，回答単語
の語尾文字を表すスロット(a-tail)とモデルの状態を
表すスロット(state)によって構成される．これらのス
ロットの値はプロダクションモジュールによって逐
次的に挿入，更新される．
3.1.3. イマジナルモジュール
イマジナルモジュールは，モデルの保持する内的
表象を表現するために利用される．イメージした情
報をチャンクとして生成する機能を持つ．本モデル
の中では，単語を回答した際に，回答済みの単語を
表すチャンクを新たに生成し，宣言的モジュールへ
格納する役割を果たす．
3.1.4. 発話モジュール
発話モジュールは，口から言葉を発したり，頭の
中で言葉を思い浮かべたりするのにかかる時間をシ
ミュレートする．本モデルはひとりで行うしりとり
を対象としているが，回答となる単語や，回答を検
索するための文字を発話したり，思い浮かべたりす
るために，随時発話モジュールを利用している．

(ringo ISA text-inf text "ringo")
(word-head-ringo ISA word-heads
meaning ringo
head-char “ri”)
(word-tail-ringo ISA word-tails
meaning ringo
tail-char “go”)
各チャンクは，先頭にチャンク名が示され，その
後にスロット名と値の組が続く．チャンクのタイプ
は，ISA スロットの値によって示され，それぞれが
異なるスロットを持つ．text-inf をタイプとするチャ
ンクは，text という名前のスロットを持ち，文字列の
情報 ("ringo") を保持する．word-heads タイプは，
word-name スロットに 単語の知識，head-char スロッ
トに語頭文字の情報を持つ．word-tail チャンクも同
様に，単語の知識と語尾文字を組み合わせた情報を
保持している．
本研究における ACT-R モデルは，上記のような単
語に関わる知識の他に，文字に関わる知識をチャン
クとして持つ．以下に例を示す．

3.1.5. 聴覚モジュール
聴覚モジュールは，耳で聞きとった音について，
位置を把握したり，内容を理解したりするのにかか
http://www.ais.riec.tohoku.ac.jp/lab/wordlist/index-j.html

絶版により入手困難であったため，Web 上に抜粋
されたリストを利用した．
1
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る時間をシミュレートする．本モデルでは，聴覚的
な情報の入力があるまで常に待機しており，入力が
あった時には，その情報を一旦バッファに保持した
のち，宣言的知識として格納する操作を行う．
3.1.6. プロダクションモジュール
プロダクションモジュールは，他のモジュールが
保持する情報や状態を利用しながら，ルールを選択，
適用し，モジュールを操作する様々な処理を行う．
以下に，本モデルにおけるプロダクションの働きと，
しりとりのプロセスを示す．
モデルは，単語の情報を受け取ると，しりとりの
ルールにのっとって単語を検索し回答する．図 2 は，
モデルのルールをボックスで囲み，系列的に発火す
るルールを矢印で結んでいる．
モデルのプロセスは，回答候補を想起するプロセ
ス（図 2 の左側の start から check-used まで）と想起
された回答候補をチェックするプロセス（図 2 の
check-used から右側のプロセス）に分けられる．
回答候補の想起プロセスにおいて，最初に単語の
知識が，ゴールモジュールの a-word スロットに格納
されている．この状態で，start ルールが発火し，aword スロットの単語知識をもとに宣言的モジュー
ル内の単語と語尾を結ぶ知識（word-tails をタイプと
したチャンク）が呼び出される．その後，focus-tail ル
ールが発火することで，語尾文字がゴールモジュー
ルの a-tail スロットに格納される．retrieve-next-word
ルールは，そのアルファベットを語頭に持つ単語
(word-heads をタイプとしたチャンク) を検索する．
単語が検索されると，単語知識を次のゴール（a-word
スロット）にセットする（set-next-goal ルール）
．こ
の間の単語，文字が呼び出された時点において，発
話および聴覚に関わるルールが随時発火し，単語や
文字の発話，聴覚情報の取得を行う．以上で回答候
補を想起するプロセスは終了となる．
この後，モデルは想起された回答候補が，課題中
で既出でないかの判定を行う．モデルの宣言的モジ
ュールは，過去に想起された単語を経験として保持
している（past というチャンクタイプ）． check-used
ルールによってその想起に失敗した場合（過去にそ
の単語を想起した経験がない場合）
，その単語を回答
とし，start ルールに戻る．回答候補を手掛かりとし
た宣言的モジュールの検索によって，過去に想起し
た経験が思い出された場合（既出だった場合）
，回答
単語の語頭文字との関連記憶を検索し（back-head ル
ール），語頭文字に着目し（focus-head ルール）
，語頭
文字の知識を検索して（retrieve-head-chara ルール），
再度文字知識から回答候補となる単語を検索するプ
ロセスに入る．
また，focus-tail と retrieve-head-char ルールにおい
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図 2 モデルのプロセス
て「ん」で終わる単語が検索された場合，back-head
ルールが発火することで，既出語が検索された場合
と同じく単語を再検索するプロセスに入る．

3.2. モデルのパラメータ
ACT-R のモジュールは，数値的なパラメータによ
って調整される．本研究において重要なパラメータ
は，宣言的モジュールからのチャンクの検索に関わ
るパラメータである．ACR-R において宣言的モジュ
ールに格納されるチャンクは，活性値を持つ．活性
値は学習や忘却，文脈などに対応する複数の項の加
算として定義される．このうち，本研究において注
目するのは，学習と忘却の効果を表す以下のベース
レベルである．
𝑛

𝐵𝑖 = ln (∑ 𝑡𝑗 −𝑑 ) + 𝛽𝑖
𝑗=1

上記の式において，𝐵𝑖 はあるチャンク i のベースレ
ベルを表す．ベースレベルは，そのチャンクが参照
された回数 n および ACT-R 内部でパラメータ(:bll)
によって指定される減衰率 d と j 回目にチャンクが
参照されてからの経過時間𝑡𝑗 ，パラメータ(:blc)によ
って指定されるオフセット𝛽𝑖 から算出される．
ベースレベルを項として算出される活性値は，そ
のチャンクの想起に要する時間に影響する（活性値
の高いチャンクほど素早く想起される）．さらに，活
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図 3 にシミュレーションの結果を示す．グラフの
縦軸にチェーン数（1,000 回の実行の平均）， 横軸に
設定されたベースレベルを示す．図 3 より，ベース
レベルの値が一定に達すると，チェーン数が極端に
増加することがわかる．音韻意識と対応するチャン
クの活性値がしりとりの成功に影響したことから，
発達研究 [8]の知見と整合し，音韻意識がしりとり
の成立に関与する条件となることが示される ．なお，
グラフ右側において，ベースレベルが十分に高くな
るにつれて傾きが緩やかになっていることは，この
シミュレーションにおいて，しりとりに利用可能な
単語が開始時点で登録した 2,000 語に限られ，その
後増加しないためであると考えられる．

図 3 音韻意識と対応するチャンク活性による
しりとりのチェーン数の変化

シミュレーション 2: しりとりの遂行によ

性値が一定
（パラメータ:rt によって指定される閾値）
よりも低いチャンクは，長時間の検索の試行が行わ
れた後に失敗する．つまり，ベースレベルをシミュ
レーションのパラメータとして指定することで，
ACT—R 内部での知識の使われやすさを制御するこ
とができる．以下に示すシミュレーションでは，ベ
ースレベルと関連するパラメータを操作することで，
しりとりの遂行における音韻意識の役割としりとり
の遂行における音韻意識の獲得を検討する．

4. シミュレーション
4.1. シミュレーション 1: しりとりの遂行
における音韻意識の役割
シミュレーション 1 では，しりとりの遂行におけ
る音韻意識の役割を検討した．本研究においては，
人の音韻意識に対応する知識として kana タイプを
想定している．よって，kana タイプの各チャンクの
想起のされやすさ（活性値）は，発達過程における
音韻意識の高まりと対応すると考える．
この想定から，各 kana タイプチャンクのベースレ
ベルを複数の段階（-10〜-1）に固定するシミュレー
ションを行った．また，検索の成功に関わる閾値 (rt)，
検索のノイズパラメータ (ans)，検索の遅延に関わる
パラメータ (lf) は，ACT—R の他の研究を参考に設
定した（rt = -5, ans = 0.5, lf=0.05）
．kana タイプチャ
ンク以外のチャンクの活性値は 0 に固定した．
シミュレーションの各試行において，モデルは
500 秒間しりとりを繰り返した．この試行の中で，し
りとりがつながった回数をチェーン数として記録し
た．
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る音韻意識の発達
シミュレーション 1 において，初期値として設定
されたベースレベルは，シミュレーションの実行に
よって変動しなかった．それに対して，シミュレー
ション 2 では，しりとりを行うことで音韻意識を訓
練することの可能性を検討する．つまり，しりとり
を行って行く中で，モデルの保持する知識の活性が
変動する状況を設定する．初期値を低く設定された
kana タイプチャンクが，一度しりとりに成功するこ
とで，増加していくこと確認する．
この目的を達成するためには，シミュレーション
1 で行ったようなベースレベルを固定する操作を行
うことはできない．ベースレベルの変動を計算する
ためには，式 1 における記憶検索のイベント j を定
義しなければならない．今回のシミュレーションで
は，各 kana タイプチャンクが過去に一度だけ利用さ
れ，それ以降使われていない状況を設定することで，
チャンクのベースレベルの初期値を操作する．具体
的には，ACT-R において各チャンクがもつ生成時間
(creation-time) のパラメータを，kana タイプチャンク
について，-1,000,000,000 秒 (31.7 年前) から 10 分の
1 ずつ減少させた 10 条件を設定する．さらに，減衰
率 (bll) について，0, 0, 1, 0.5, 0.9 を設定する．減衰
率が大きいほど，モデルのもつチャンクの活性値は
時間の影響を大きく受けることになる．
上記の各設定について，シミュレーション 1 と同
様，モデルは 500 秒間しりとりを繰り返す試行を
1,000 回実行した．Kana チャンクの creation-time を
設定したこと，減衰率を設定したこと以外はシミュ
レーション 1 と同じパラメータの設定となっている．
シミュレーション結果を図 4 に示す．横軸は
creation-time を表し，縦軸はチェーン数を表す．図よ
り，減衰率によって，チェーン数のグラフが大きく

2018年度日本認知科学会第35回大会

sO3-1

図 4 :bll と creation-time の指定による
しりとりのチェーン数の変化
異なることが示される．減衰率が小さい時には，
creation-time に関わらず，bll0 (bll = 0) と bll01 (bll =
0.1) のチェーン数は一定であり，他の条件のチェー
ン数よりも大きくなっている．減衰率は，活性値に
対する時間の影響の大きさを表すため，この値が小
さいときには，チャンク生成時間の影響を受けなか
ったものと考えられる．
一方で，減衰率が一定よりも大きい条件 (bll05: bll
= 0.5, bll09: bll = 0.9) では，図 3 で観察されたものと
類似したチェーン数の立ち上がりと収束が観察され
た．
その立ち上がりは bll05 と bll09 で異なっている．
bll05 は bll09 に比べ，creation-time の小さい段階にお
いて， しりとりのチェーンに成功することが示され
る．bll09 は creation-time がより最近にならないとチ
ェーンに成功しないが，bll05 に比べれば，creationtime に対するチェーン数の伸びがより急激になって
いる．減衰率の高い状況においては，古い記憶に対
して，最近検索された記憶項目の重みが大きくなる．
このことから，bll09 におけるチェーン数の急激な伸
びは，一旦用いられ始めた kana タイプチャンクの
活性値がしりとりの遂行によって，増加していった
ことを示唆する．つまり，この結果は，人がしりと
りを行うことによって，音韻意識を向上させる可能
性を支持する．

5. まとめと今後
本稿では研究の最終的な目標を言語の習得に困難
を抱いている個人の語彙をモデル化することとした．
これを達成するために，ACT-R を用いてひとりしり
とりを行うプロトタイプモデルを構築した．また，
このモデルを用いてシミュレーションを行い，しり
とり課題におけるモデルと人との類似点を確認した．
このシミュレーション結果から，しりとりに利用さ
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れる音韻知識や語彙知識をモデル化する手法が示唆
され，それらの知識の活性値によって，音韻意識の
高まりがしりとり課題に与える影響を再現できる可
能性，およびしりとりを活用した音韻意識の訓練を
実現できる可能性が示された．
本研究に対して，多くの課題が残されている．ま
ず，シミュレーション結果の精査と，条件の異なる
シミュレーションに対する結果の比較が必要である．
また，モデルの発展が必要である．たとえば，本研
究で構築したモデルは語彙に意味が欠如している．
今後は，コーパスを用いることで，意味的制約を課
したしりとりなどを行う語彙発達の課題により深く
関わるしりとりのモデルの構築を目指す．さらに，
本研究におけるモデルは，発話をするのみであり，
インタラクションを実現する入出力の構造を持たな
い．今後，インタフェース部分やデータ保管方法に
関する検討を加えることで，ユーザとのインタラク
ションを介した個人のモデル化を実現していく．こ
の過程において，モデル及びシステムの妥当性を検
証する実験も必要になるだろう．
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Abstract

)

This article argues that the distributed semantic processing
system in the human brain can be explored through individual
typological differences, based on the dataset of the 2008
Science article by Mitchell et al. on computational
neurolinguistics. The crucial finding is that both modalityspecific and supramodal semantic areas, which have raised
critical issues in neuro cognitive semantics and its metaanalysis, could be extracted from a subgroup of subjects
exhibiting mediocre precision by using different feature
selection methods (ANOVA and Stability). This result might
create new possibilities for human neuroscience by
interlocking a single-subject analysis with methods for
evaluation of individual variability and fMRI meta-analysis
with collective data sources associated with various types of
external knowledge system.
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Abstract

るための特殊な操作が行われてきた(Reyna & Lloyd,

我々の記憶において実際に起こっていないことを誤っ

1997)．このことは生態学的妥当性を重視した結果である

て想起することを虚記憶と呼ぶ．本研究では，虚記憶の

一方で，測定された虚偽記憶の基礎となる心理過程を系

生起を検証するDRMパラダイム下において視覚イメー

統立てて検討することを困難にしてきた (鍋田ら, 2009)．

ジ刺激に対して虚記憶が生じるのかどうかを検討した．

そういった従来の研究上の難点を補う手法が DRM パラ

実験の結果，画像刺激に対する虚再認はほとんど生起せ

ダイムと呼ばれる手続き (Deese-Roediger-McDemott

ず，文字刺激との比較において生起率がより低いことが

paradaim: Roediger & McDemott, 1995)である．この手

確認され，虚再認においても画像優位性が確認されるこ

続きではリスト学習で容易に条件を統制することが可能

とが示唆された．
Keywords ― False Memory, Visual Memory, DRM
Paradigm

であり，かつ強い虚記憶を再現することができる．
Deese (1959) は，参加者に相互に意味的関連のある単
語リストを呈示し，後に自由再生をさせると，実際には
呈示されていない意味的関連の強い単語が誤って再生さ

1.

問題と目的

れることを報告した．Roediger & McDermott (1995) が
これを発展させ，
DRM パラダイムという虚再認について

我々の記憶において，実際に起こっていないことを誤

検証する手法を作成した．この手続きでは，まずリスト

って想起することがある．これは虚記憶 (false memory)

を記憶させ後からそのリストについての再認を求める．

と呼ばれ，記憶の想起が，実際に体験されたことをその

リストは，
学習時に実際には呈示されないルアー項目 (例

ままに取り出すといった単純な過程ではなく，体験した

えば，空) の連想語 (例えば，星，月など) から構成され

ことの断片を再構築する複雑な過程に基づいていること

る．テスト時には学習項目とルアー項目，その他の未学

を示している (Roediger, 1996; Schacter, 1995)．また，
虚記憶は様々な事例で起こり得ることが確認されている．
例えば，一連の画像が呈示された後に，画像の内容に関

習項目からなるリストを呈示して再認判断を求める (図
1)．するとルアー項目は，他の未学習項目と比較して，
高い確率で誤って再認される．

する誤った情報が示されると，その誤情報は画像に含ま
れていた情報である，と誤って判断される実験結果
(Loftus, 1991; Loftus et al., 1978) や，スペースシャトル

ルアー項目

の爆発事故について，事故直後には爆発事故を友人から

(学習時には未呈示) (ルアー語の連想語)

聞いて知ったと報告しているにもかかわらず，
2 年後には，

学習項目

未学習項目

星

電気

月

足

い出した事例 (Neisser & Harsch, 1992)がある．また，

雲

犬

ある行為を実際に行わずとも，他者が行う様子を観察す

…

…

爆発を直接テレビで見たと知ったと強い確信を持って思

空

ると自分で行ったとする虚記憶が生じる実験結果

図 1 再認リストの一部

(Lindner et al., 2010) もある．つまり虚記憶とは，何ら
かの原因で連想される言葉や事象が自然と想起され，誤

本来 DRM パラダイムとは，前項の例のように単語を

って再認されたり再生されたりするというものである．

そのまま文字として呈示し，学習させるものである．先

このうち，誤って再認する現象は虚再認，誤って再生す

述した Loftus (1991) や Loftus et al. (1978) の研究の

る現象は虚再生と呼ばれている．

ように，虚記憶の生起は画像を学習させた際にも確認さ

従来の研究では，日常的な環境の設定，複雑な刺激，

れており，視覚イメージを用いて DRM パラダイムを行

テストまでの長い遅延期間，といった虚記憶を誘発させ
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った場合も虚再認が生起する可能性があるが，その報告

は 16 リスト使用した．山田 (2009) と宮地ら (2002) の

例はない．記憶の二重符号化理論 (Paivio, 1971) によれ

DRM リストを参考に，
画像として表現することが困難な

ば，言語的情報と非言語的情報は異なるネットワークを

単語 (例えば空気，硬い，古代など) を除き，梅本 (1969)

形成しているため，ネットワークの相違による連想活性

の連想基準表をもとに画像として置き換えることのでき

化過程への影響を検討する必要がある．そこで本研究で

る単語に入れ替えた．画像として表現できない単語を除

は，視覚イメージ刺激でも DRM パラダイムによる虚記

くにあたって，単語と画像が対応しているかを大学生 9

憶が起こるのかどうかを検討する．また，視覚イメージ

名(男性 8 名，女性 1 名，平均年齢：20.3 歳)に 5 段階で

刺激と文字刺激における虚記憶の生起数に相違があるの

評定させ，3.0 以下を基準として評価値が低いものを除い

かを調べ，その違いの差から，画像刺激と文字刺激に対

た．各 16 リストにおけるルアー項目は，足・椅子・泳ぐ・

する記憶や認識の機構にどのような相違があるのかを考

太陽・逃げる・飲む・速い・焼く・切手・遠足・押す・

察することで，虚記憶に関して新たな知見を得ることを

公園・新聞・田舎・机・電波であった．例えばルアー項

目的とする．

目が足からなるリストであれば，学習項目は，手・長い・

また，作業記憶と虚記憶の関連についてもあまり議論

歩くなどとなる．このリストについて，文字によって呈

されていない．今回はリーディングスパンテストを行い，

示する刺激と，画像で呈示する刺激を作成し，画像刺激

各参加者の作業記憶容量と虚再認の生起率を比較し，作

実験では画像刺激のみを使用した．

業記憶と虚記憶の関連について明らかにする．なお，記

手続き：本研究では，ルアー項目の虚再認を目的として

憶力と虚記憶の関係について，川上 (2017) の研究では，

いるので，偶発学習を行った．まず，学習セッションで

単語の記憶課題の遂行成績が低い群が，虚記憶の生起率

は，偶発課題として，意図的に記銘することのないよう，

が高いことを示している．また，Ayers & Reder (1998)

呈示された項目に対して固いか柔らかいかを 5 段階で評

では，誤った情報の影響による虚記憶について，情報源

定させた．参加者 1 名につき，8 リスト呈示し，リスト

の混乱が主要な原因であると考えられている．これらの

の呈示順序は参加者ごとにランダムにした．刺激は

ことから，作業記憶における成績が低いと，誤った情報

Microsoft power point を用いて，パソコン (SONY

と正しい情報が混乱し，虚記憶が引き起こされやすいと

SVJ202) のディスプレイ上に呈示された．刺激は 5 秒毎

考えられる．これらの要因が虚記憶の生起にどのように

に呈示され，参加者は用紙に評定結果を記入した．リス

影響するのかについても検討する．

ト内項目の呈示順は， 山田 (2009) に従い，ルアー項目

記憶材料の特性によってその保持が異なることはよく

からの連想価の高い順に呈示した．課題終了後，翌日の

知られている．とくに絵などの画像的なものが単なる文

実験への参加を要請した後．実験内容，関連性について

字としての語よりも記憶成績がよいことは，画像優位性

は一切言及しなかった．翌日再認課題のテストセッショ

効果として知られている．本研究の仮説は，画像呈示群

ンを行った．参加者には単語が呈示され，その単語が昨

は画像優位性によって，文字呈示群よりも情報源の混乱

日呈示された単語であるかどうかを出来るだけ早く，深

が起こりにくく，虚再認の生起する確率が低くなる，で

く考えずに判断するよう教示した．テスト項目はパソコ

ある．実験の結果，虚再認において画像呈示条件と文字

ンのディスプレイ上にランダムな順で視覚呈示した．ま

呈示条件の間に差が生まれなかった場合，画像優位性効

た，再認課題を実施するにあたり，参加者が用紙に記入

果が働いていないことになるので，虚記憶においては画

した後，参加者自らがキーを押して次の刺激を呈示した．

像優位性をはじめこれまで得られていた記憶に関する知

再認課題終了後，参加者には内省報告を実施してもらっ

見とは異なるメカニズムが働いている可能性が示唆され

た．

る．

再認課題：再認課題は，山田 (2009) に従い合計 64 試行
実施され，その内訳は，学習項目 24，学習統制項目(未学

2.

習リストの学習項目)24，ルアー項目 8，ルアー統制項目

方法

(未学習リストのルアー項目) 8 個であった．学習項目，学

2.1 画像刺激実験

習統制項目の項目は， Roediger & McDemott (1995) に

参加者：A 県内の大学に通う大学生・大学院生 20 名 (男

従い，各リストの 1，8，10 番目の項目の 3 つであった．

性 10 名，女性 10 名:平均年齢 21.5 歳)

リーディングスパンテスト：テストセッション終了後，5

刺激材料：

文条件のリーディングスパンテストを行った．画面に太

学習リスト：学習リストは，1 リストにつきルアー項目 1

文字の二字熟語一語を含む文を，一文ずつ表示し，参加

項目，学習項目 15 項目の計 16 項目からなり，本実験で

者に音読させた．
5 文繰り返した後それぞれの太文字二文
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図 2 に各群の平均正再認率を示す．平均正再認率に
ついて群間で t 検定を行ったところ，画像呈示条件，
文字呈示条件の間に有意な差があり (t (29) = 5.10, p
< .01) ，画像呈示条件のほうが文字呈示条件よりも正
再認率が高いことが明らかになった．

字熟語を尋ね，実施者が記録した．この試行を 5 回繰り
返した．
2.2 文字刺激実験
参加者：A 県内の大学に通う 11 名 (男性 5 名，女性 6 名:
平均年齢 21.8 歳)
材料：学習リストの呈示に Microsoft word 2016 を使用
した．フォントは MS ゴシック，サイズを 120 ポイント
にて呈示した．なお，文字数が 6 文字以上の文字につい
てはサイズを 90 ポイントに設定した．
その他の方法においては，画像刺激ではなく文字刺激
を使用する点以外は画像刺激実験と同様であった．
2.3 分析方法
・正再認率について
呈示されたという反応を old 反応とし，呈示されてい
ないという反応を new 反応とする．山田（2009）に従い，
学習項目の old 反応数から正再認率を算出し，そこから

図 2 画像呈示群と文字呈示群における平均正再認率．

学習統制項目における old 反応を減じて，修正正再認率

エラーバーは各群の標準誤差を示す．

を算出した．この修正正再認率を正再認率として本研究
では扱う．

図 3 に各群の平均虚再認率を示す．Levene による等分散

・虚再認について
山田（2009）に従い，ルアー項目の old 反応数から虚

検定の結果が有意 (F = 10.38, p < .05) であり，

再認率を算出し，そこからルアー統制項目の old 反応数

Kolmogorov-Smirnov の正規性の検定を行ったところ，p

を減じて，修正虚再認率を算出した．虚再認率よりもル

< .01 で有意となったため，Mann-Whitney U-test を用

アー統制項目の old 反応数の方が多い場合，修正虚再認

いた．その結果画像呈示条件，文字呈示条件の間に有意

率は負になる．この修正虚再認率を虚再認率として本研

な差があった (Z = -3.40, W = 241.0, p < .01)．このこと

究では扱う．

から，文字呈示条件のほうが画像呈示条件よりも虚再認

・分析

率が有意に高いことが明らかになった．なお，正規性を

正再認率と虚再認率を画像呈示群と文字呈示群間で比

満たしていないが参考のため各群の平均虚再認率につい

較するため，t 検定を実施することとした．また，参加者

て t 検定を行ったところ t (29) = 4.53, p < .01 であった．

のリーディングスパンテストの平均を算出し，画像呈示
群と文字呈示群間で t 検定を実施した．さらに，文字呈
示群と画像呈示群におけるそれぞれの虚再認率とリーデ
ィングスパンテストの成績の相関を求めた．リーディン
グスパンテストの得点化において，正規性の保証される
総正再生数もしくは正再生率という得点化方法を利用す
ることが望ましいとされている (大塚・宮谷，2007) の
で，本実験では正再生率による得点化を行った．

3.

結果

内省報告より，学習セッションにおいて項目を意図
的に記銘したり，記憶テストを予期していた参加者は
いなかった．そのため，全参加者の結果を分析対象と
した．

図 3 画像呈示群と文字呈示群における平均虚再率.エ
ラーバーは各群の標準誤差を示す.
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作業記憶について
画像呈示群と文字呈示群のリーディングスパンテス
トの成績を図 4 に示す.各群間で t 検定をおこなったと
ころ，各群の間に有意な差はなかった (t (29) = 0.61, p
> .01).文字呈示群における虚再認率とリーディングス
パンテストの成績の分布を図 5 に示す.両者の相関を求
めたところ，この 2 変数の間に正の相関が認められた(r
= .64, p < .05).また，画像呈示群における虚再認率とリ
ーディングスパンテストの成績の分布を図 6 に示す.そ
れぞれの相関を求めたところ，相関は認められなかった
(r = .02, p > .05). なお，虚再認率については先述した通
り正規分布が認められなかったので，Speaman の相関
分析を用いた.

図 6 画像呈示群におけるリーディングスパンテス
トの成績と虚再認率の分布図 (データに重なり
のある部分がある．)

4.

考察

4.1 虚再認率の比較
本研究では，画像刺激を用いた DRM パラダイムにお
ける虚再認の生起があるのかどうか，また文字そのもの
を呈示する従来から用いられる文字刺激と画像刺激の差
を検証した．
今回の実験の結果，画像刺激においてはほとんど虚再
認が生起しなかった．また，文字刺激と比較した場合に

図 4 画像呈示群と文字呈示群におけるリーディン

おいて生起率が低いことが確認された．この結果は仮説

グスパンテスト成績.エラーバーは各群の標準

を支持するものである．つまり，文字刺激においては，

誤差を示す.

ルアー項目は学習時に呈示されていないにもかかわらず，
学習したリストにより意味的に活性化され，テスト時に
虚再認として誤った想起が引き起こされたと考えられる．
一方画像刺激では，画像が語よりも項目内精緻化におい
て優れている画像優位性あるいは画像と文字の二重符号
化により，記憶が定着しやすく，記憶の混同が起こりに
くいことから，ルアー項目に対する再認がほとんど生起
しなかったものと考えられる．
正再認においては，画像刺激のほうが文字刺激より正
再認率が高いことが確認された．つまり，画像刺激のほ
うが記憶課題の成績がよくなることが追認された．
文字刺激における虚再認率について，本実験と山田
(2009) の実験の結果を比較すると，本研究の方が虚再認
率が低かった．本研究は山田 (2009) や宮地ら (2002) の

図 5 文字呈示群におけるリーディングスパンテス

DRM リストを参考にしてリストを作成した．しかし，語
意を画像として表しづらいもの (例えば空気，硬い，古代

トの成績と虚再認率の分布図

など) をリストから除き，梅本 (1969) の連想基準表を参
考にしてリストを再編したことで，先行研究よりも虚再
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認率が低い結果となったと考えられる．また，本実験は

との関連を調べる必要がある．

画像呈示条件群と条件を整えるため，文字呈示条件にお

また，画像刺激に対する虚記憶の生起率について，本

いても画面に文字を呈示して実験を行った．しかし，山

研究では文字呈示群ほどではなくとも発生すると仮説を

田 (2009) の実験では学習リストを聴覚呈示している．

立てていたが，実際には画像呈示群の平均虚再認率は

言語的材料を用いた場合，しばしば視覚的符号化よりも

0.03 となった．この原因として，画像と文字の意味の対

聴覚的符号化のほうが，リハーサルが容易になるため，

応率が低かったことが考えられる．画像から得られる情

保持がよいことが知られている (鹿取ら, 2017) ．このこ

報量は単語と比較して多く，参加者が画像を見たときに，

とから，符号化の違いが虚再認率においても差を生んだ

画像と対応していた単語だけでなく，他の要素を想起し

可能性がある．

ていた可能性が考えられる．今回は予備実験として，画

また，画像刺激においては山田 (2009) や川上 (2017)

像を見せ単語と対応しているかどうかについて確認はし

と比較して虚再認率が大幅に低かった．また，正再認率

ていたが，今後はリスト作成の際に，画像に含まれる情

についてもこれらの先行研究をより高かった．この 2 つ

報量を考慮し，画像においても虚再認の生起率が高くな

の先行研究では刺激が言語的に呈示されていたため，本

ると予想されるリストを作成する必要があるだろう．ま

研究の画像呈示群と文字呈示群との比較と同様に，画像

た，一連の画像が呈示された後に，画像の内容に関する

優位性あるいは二重符号化の働きのために差が生じたと

再生を行わせる実験 (Loftus, 1991; Loftus et al., 1978)

考えられる．

では，実際には画像に含まれていなかった情報が，含ま

本研究により，虚記憶においても画像優位性が起こる

れていたと誤って判断されるという虚再生の生起が認め

ということが明らかになった．このことは，虚記憶のメ

られている．そのため，画像の虚再認についても，DRM

カニズムが正再認などと共通していることを示唆してい

パラダイムのようにリストを呈示するような方法より，

る．

画像の内容について再認させる実験の方が，生起率が高
くなると考えられる．

4.2 リーディングスパンテストの結果について
リーディングスパンテストの成績については，画像呈

5.

示群と文字呈示群とで有意な差が生まれなかった．この
ことは，今回の実験に関して，各実験群の間で，作業記
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Abstract

機器を用いて, 背外側前頭前野・腹外側前頭前・吻外

This study attempts to explore how brain restructures itself
through 6-year long professional interpreting experiences.
Linguistic and brain-activation data were first collected from
a novice Japanese-English interpreter who was then tracked
for the following six years. A spontaneous oral narrative task
was used to examine the interpreter’s English skills in terms
of fluency, accuracy, complexity, and vocabulary. The
functional Near-Infrared Spectroscopy device (Shimadzu
OMM-3000, a 42 channeled machine) was used to collect
brain-imaging data. Linguistic data analyses revealed that
high accuracy and narrative style were kept unchanged while
slightly higher type-token ratio was observed in the first year
onwards and slightly faster speech delivery was noticed in
the fourth and fifth years. Neuro-linguistic analyses showed
economical use of resources after two years of being an
interpreter in that more resources were allotted for a less
dominant language.

側前頭前野での酸素化・脱酸素化ヘモグロビン値を日
英言語流暢性タスク遂行時に収集した. 英語力の経年
変化は, "Frog, where are you?" (Mayer, 1969)を用い
て即興ナラティブデータを収集し, 正確さ・流暢さ・
複雑さ・語彙力・ナラティブ力分析を行った．

3.

結果

言語データ分析により, Myers-Scotton による 4-M
モデルに基づく正確さに関しては一貫して 100%に近
い傾向に変化は無く, 流暢さに関しては安定した産出
スピードに至るまで 4 年間を要したことが, 語彙密度
は初年度から二年目にかけて大きく伸びたがその後一
定であることが, ナラティブに関しては初年度から聞

Keywords ― fNIRS, interpretation, brain, restructure

き手を考慮した発話ができていたことが判明した．つ
まり, 正確さとナラティブに関しては通訳職に就く以

1.

はじめに

前からの高いレベルに変化はなかったが, 流暢性と語

翻訳トレーニングにより左脳内のネットワークが強

彙密度に関してはそれぞれ、4 年目と初年度に大きな

化されるが, 通訳トレーニングでは右脳強化に繋がる

向上が認められた．

との報告(Babcok & Vallesi, 2017)がある. また, 通訳

一方で脳賦活データ（酸素化ヘモグロビン値）分析

トレーニング受講最中の人達に比べて, 熟達した通訳

の結果, 左右脳ともに英語産出時の値は 6 年間ほぼ増

者は音声処理やワーキングメモリーに関する脳部位の

加を続けたが, 日本語産出時左脳（言語野）では一定

体積が大きいとの研究成果(Hervais-Adelman et al,

して低下傾向が見られ, 右脳では全く変化が無く最も

2017)も報告されている.これらが横断研究であるのに

低い賦活であることが判明した．各年度の 4 データ（日

対して, イギリス滞在期間(LOR)が平均 10 年の英語非

本語産出時の左右脳と英語産出時の左右脳の賦活度）

母語話者(平均渡英時年齢 8 歳)の 3 年後(LOR13 年)を

を比較した結果, 3 年目以降英語産出時の右脳の賦活

調査した DeLuca & Pliatsikas (2017)も,音声処理を司

が最も高く, 次ぎに英語産出時の左脳, 次ぎに日本語

る皮殻や宣言的記憶にかかわる海馬及びコードスイッ

産出時の賦活と続く傾向が一貫して見られるようにな

チを引き起こす尾状核での体積増を確認し, より効率

った（それぞれ分散分析において有意差あり）
．つまり,

的な処理に繋がる当該部位の体積増に繋がったと結論

英語力が高いとは言え日本語力の方が高い被験者にと

付けた. 本研究では,これまで研究例が少ない言語間距

って, 通訳時により多くのリソースを第 2 言語である

離の遠い日本語と英語を対象言語とする通訳になった

英語に割り当てる事ができるように, 母語である日本

ばかりの新米通訳者を 6 年間(22〜28 歳)追跡し,英語

語産出時にできるだけ脳賦活を行わないような傾向が

力・ナラティブ力と脳賦活度合いの関連性を調査した.

3 年目以降顕著に見られた．
本研究を通して, 大学卒業時に既に高い英語力を持

2.

研究手法

つ新米通訳者も 6 年間の内に語彙密度や流暢さは向上

島津製作所 42 チャンネル OMM-3000 近赤外分光法
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し, 脳賦活もより堪能な母語賦活を抑えることで第 2
言語にリソースを多く割り当てる経済的な賦活様態に
変化してきていることが判明した．

参考文献
[1] Backcock, L., and Vallesi, A. (2017). Training in
interpretation and translation lead to differential
changes in white matter structure. Paper presented at
the 11th International Symposium on Bilingualism in
Limerick University, Ireland.
[2] DeLuca, V., and Pliatsikas, C. (2017). Structural effects
of linguistic immersion on the bilingual brain: a
longitudinal study. Paper presented at the 11th
International Symposium on Bilingualism in Limerick
University, Ireland.
[3] Hervais-Adelman, A., Moser-Mercer, B., Murray, M.,
and Goelstani, N. (2017). Cortical changes induced by
simultaneous interpreting training. Paper presented
at the 11th International Symposium on Bilingualism
in Limerick University, Ireland.
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グループワークの発表
Group Work
サマースクール参加者†
Summer school participants
†

日本認知科学会
JCSS
summer2018@jcss.gr.jp

概要

すが、何の理論や仮説もなくデータを収集することは

本OSに先立ち、合宿形式のサマースクールでグルー

できません。それらは、必ず何らかの仮説（理論）に基

プワークを行っている。それぞれのグループにシニア

づいて取得されます。しかし理論や仮説には「良い理

研究者がチューターとしてつき、「良い理論を見極

論」と「あまりよくない理論」があります。良い理論（仮

め、適切な仮説を生成すること」に関して議論した成

説）とはどのようなものか、まず物理学の理論をモデル

果をワークショップにおいて、グループごとに発表す

に議論し、良い理論とはどのようなものかを理解して

る。

もらうことを目指します。
研究者は、実験によって事実を集め、自分の考えが正

キーワード：JCSS, 認知科学 (cognitive science)

1.

サマースクール

しいことを証明しようとします。あるいは事実を積み

認知科学会のサマースクールは 2011 年から始ま

重ねることで帰納的に仮説を構築します。研究者が行

り，今年で第 8 回となりました。これまで，安西先生

っている活動は、事実に基づいた主張（結論）をするこ

のレクチャーをはじめ，シニアの先生方の解説、若手

とです。しかし、ある事実が得られれば、自動的に主張

研究者の発表とシニアの方々とのディスカッション，

（結論）が決まるわけではありません。たんに事実だけ

学生・若手・中堅・シニアの方々の忌憚のない交流，

を提示しても、それだけでは議論として不十分です。そ

などが実現されてきました。シニアの先生方の長い経

こには、かならず暗黙の仮定（論拠）が必要です。事実

験に培われた深い事象の理解や考え方がこのような交

（根拠）と論拠が合わせて提示されることで、はじめて

流を通じて伝えられることは，若手の方々の研究のス

主張（結論）が受け入れられます。

タートに極めて有用であり，それを組織的に行うこと

研究者としてさらに一歩踏み出すためには、自身が行

をサマースクールは目指しています。研究者は往々に

っている議論のうち、なにが事実・論拠・主張であるか

して先端的な知識を得ることこそが，より発展した研

を明確に意識し、それらをうまくつなぐスキルが必要

究につながると考えます。しかし実際には，先端的な

です。

知識もまた基礎的な知識の延長であり，基礎的な事象

このセッションでは 2 日間のサマースクールに参加し，

の深い理解がなければ先端に行きつくことはできませ

考えたこと．感じたことをグループごとに発表し，参加

ん。また，他分野の研究者との深い議論は，私達の頭

者とともにディスカッションを行います．サマースク

をゆさぶり，一人ではローカルミニマムにはまってい

ールおよびこのセッションを通じて、無自覚に受入れ

た思考を新しい領域に引き出してくれます。実際に

ていた「もっともらしい仮説や説明」を批判的に咀嚼

は，このような議論や交流が，先端を切り開く新しい

し、自身の研究で生成する仮説をより高いレベルのも

発想につながるのだと思います。

のにしてもらうことを期待しています。

異分野についての学習，特に深い理解は心的な負担
が大きいのは事実です。本サマースクールの参加者に
は，そのような壁を乗り越え，多くの方々との深い議
論を通じて，新しい研究分野を開拓してほしい。認知
科学会はそのようなチャレンジを積極的に支援しま
す．

2.

良い理論を見極め、適切な仮説を生成す
ること

認知科学の研究には、実験や観察、調査がつきもので
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理論，説明，仮説とは
What is Theory, Explanation, Hypothesis?
川合 伸幸†，鈴木 宏昭‡，岡田 浩之*
Nobuyuki Kawai†, Hiroaki Suzuki‡, Hiroyuki Okada*
†

‡

名古屋大学， 青山学院大学，*玉川大学
Nagoya University, Aoyama Gakuin University, Tamagawa Univeristy
h.okada@eng.tamagawa.ac.jp

概要

せることで、天王星の軌道の動きを説明できなかった

サマースクール参加者のグループワークの発表を受
け、メンターとしてサマースクールに参加した研究者
が「良い理論を見極め、適切な仮説を生成すること」に
ついディスカッションする。

当時のニュートン力学が海王星の存在を予測し実際に
発見されたように、これまでの多くの事象を説明する
とともに、新たな予測（仮説）を生成するもあります。
このような推論をアブダクション（仮説推論）とい

キーワード：サマースクール，理論，説明，仮説

い、認知科学や多くの科学分野では、アブダクション

1.

サマースクールとの連携企画

（仮説推論）を一般的に行っています。しかしなかに

本セッションはこれに先立つ 2 日間の合宿形式のサ

は、
「風が吹けば桶屋が儲かる」ほどではないにしても、

マースクールと連動した企画である．2 日の間集中して

後づけの説明が塗り重ねられ、とても論理的な説明に

議論を行い，様々な知見を得られたことと思う．

なっていない、と思えるようなものもあります。

ここでは，さらに今回のテーマである「よい理論を見極

仮説は実験や観察によって検証されねばなりません

め，適切な仮説を生成すること」に関して，特にメンタ

が、認知科学の研究では仮説そのものの真偽を直接観

ーとしてサマースクールに関わった参加者のパネルデ

察できないこともあります。そこで、アブダクション

ィスカッションを行う．

（仮説推論）によって仮説が正しいかを検証すること

もちろん，サマースクールに参加しなかった方の聴講

になります。仮説推論は、非演繹的な推論の１つです

も大歓迎である．

が、演繹法とも組合わさっているので、まず帰納法と演
繹法、さらに仮説推論との相違を説明します。そして、

２．よい理論を見極め，適切な仮説を生成す
るレッスン

仮説推論で生成された仮説が妥当なものとして受け入
れられるためには、
「検証」だけでなく「反証条件」も

良い理論とは

与えている必要があるということを説明します。実際

認知科学の研究には、実験や観察、調査がつきもので

にいくつかの例題で、隠れた前提などを考えてもらい

すが、何の理論や仮説もなくデータを収集することは

ます。これらを通じて、正しい（科学的に妥当な）仮説

できません。それらは、必ず何らかの仮説（理論）に基

の生成方法を理解してもらいます。

づいて取得されます。しかし理論や仮説には「良い理
論」と「あまりよくない理論」があります。良い理論（仮

人間や動物行動に関する「よくない理論」と「良い理論」

説）とはどのようなものか、まず物理学の理論をモデル

認知科学に近づけて考えるために、人間や動物行動

に説明します。いくつかの練習問題を通じ、良い理論と

に関する「よくない理論」と「良い理論」を紹介します。

はどのようなものかを理解してもらうことを目指しま

良い理論は適切な仮説を生成する原動力となりますが、

す。

なかにはまったく仮説を生成できない「理論」もありま
す。いっぽうで、直感と反する仮説を生成し、実際にそ

仮説の検証方法

れが確かめられるような理論もあります。それらの例

良い理論はよい仮説を生成します。しかし、認知科学

として「バイオリズム理論」と「連合学習理論」を取り

の仮説や説明は、物理学や生物学のように物質や細胞

上げ、良い理論や仮説に必要な条件（検証（反証）可能

などに還元できるものは多くありません。認知過程や

性、簡潔性、普遍性、多産性、データとの整合性）につ

心の働きを説明するためには、媒介変数や隠れた前提

いて整理します。そしてその「良い理論」が David Marr

を仮定したり、いくつかの仮説（前提）をつなげる必要

の 3 つの水準とどのように対応するかや、
「強化学習理

が生じることがあります。帰納法に演繹法を組み合わ

論」とどのように対応しているかを確認します。
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そして、強化学習と脳機能画像に関する２ページほ
どの学術論文（邦訳済み）を読み、そこではどのような
仮説が提示され、どのような事実でもってそれが検証
されたか、前提はなにか、反証条件は与えられている
か、などを読み解いてもらいます。また、その研究は、
Marr の３つの水準とどのように対応しているかを考え
てもらいます。
このセッションでは 2 日間のサマースクールに参加
し，考えたこと．感じたことを参加者とともにディスカ
ッションを行います．サマースクールおよびこのセッ
ションを通じて、良い理論とはどのようなものかを理
解してもらうことを目指します。
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認知研究における理論・仮説・データとは
～時代を画す認知科学方法論を創り出そう～
What is Theory, Explanation, Hypothesis?
サマースクール実行委員会†，安西 祐一郎‡
Summer School†, Yuichiro Anzai‡
†

‡

日本認知科学会， 日本学術振興会

JCSS, JSPS

概要
認知に関わる幾多の研究の中で、
「時代を画した研究」
はどんな特徴を持っているのだろうか？それ以前に、
認知研究におけるデータ、仮説、理論とは何だろうか？
また、心理学や医学を源とするさまざまな実験方法論
は常に妥当なのだろうか？特に、多くの研究者が関心
を持っている（ようにみえる）
「心のプロセス」に関わ
る研究について、データ、仮説、理論とはいったい何を
指しているのだろうか？

Control of Real-Time Event-Driven Systems，
Cognitive Science， 8(3)，221-254， 1984） も参
考にする。
）

２．
「時代を画す」認知科学方法論
本講演に先立つサマースクールでは、２日間の議論
を通じて、
「時代を画す認知科学方法論」を参加者一人
ひとりが自ら創り出すことを考えてきた．

キーワード：理論，仮説，データ

重要なことは、参加者が

1.

「時代を画した研究」とは？

(1)従来の学問分野に囚われない自由闊達な心を持つ
こと

認知に関わる幾多の研究の中で、
「時代を画した研

(2)分野・学会・研究室などによって固定されがちな

究」はどんな特徴を持っているのだろうか？

研究方法や実験方法などに囚われない自由闊達な心を

それ以前に、認知研究におけるデータ、仮説、理論と

持つこと、ただし

は何だろうか？ また、心理学や医学を源とするさま

(3)「心」という対象が、古今東西の俊秀を吸い寄せ、

ざまな実験方法論は常に妥当なのだろうか？特に、多

また撥ねつけてきた、興味深いがきわめて複雑な研究

くの研究者が関心を持っている（ようにみえる）
「心

対象であることを自覚すること、そして

のプロセス」に関わる研究について、データ、仮説、

(4)そのような対象に対して、大雑把な演繹的かつ素

理論とはいったい何を指しているのだろうか？

人的推論でなく、多様な現象から帰納的かつ緻密に推

これらの設問は、多くの認知研究にあてはまる設問

論したプロフェッショナルな理論を提示し、理論と現

と考えられるが、そのうえで、時代を画する認知研究

実のギャップを体験することで現実を深く理解してい

は、どんな特徴を持ち、どのようにして革新を引き起

く営為には、簡単ではないがワクワクする面白さがあ

こしたのだろうか？

ることなどを理解し共有することである。

この講演では、演者が３０歳のころに行った認知方

知覚、記憶、情動、イメージ、思考、言語、社会性、

略の学習に関する研究（Y.Anzai and H.A.Simon，

インタラクション、学習、発達、進化、その他、参加者

The Theory of Learning by Doing， Psychological

が関心を持つテーマを中心に、多様な分野における理

Review， 86(2)， 124-140， 1979）を中心として、

論・仮説・データの問題について、
「時代を画す認知科

(1)経験科学における帰納と理論の関係、(2)「心」の

学方法論」の創造を目標に、活発な議論できればと考え

研究におけるデータと概念および観察と説明の関係、

ている。

(4)「心」の研究における機能主義と構造主義の相克の
克服などについて述べる。
（この論文は、当時の心理

参考文献

学的研究ではほとんど受け入れられていなかった発話

[1] Y.Anzai and H.A.Simon，The Theory of Learning by
Doing， Psychological Review， 86(2)， 124-140， 1979
[2] Y.Anzai， Cognitive Control of Real-Time Event-

プロトコール分析とコンピュータシミュレーションを
併用し、認知スキルの研究に新しい時代を拓いただけ
でなく、人工知能から臨床研究に至る多様な分野に影

Driven Systems，Cognitive Science， 8(3)，221254， 1984

響を与えた。講演ではさらに、この論文で述べた理論
を船の操舵に適用した研究（Y.Anzai， Cognitive

83

2018年度日本認知科学会第35回大会

OS02-1

注意の制御とワーキングメモリ：注意の誘導と抑制の側面からの検討

Working memory and the control of visual attention:
attentional guidance and inhibition
川島 朋也†
Tomoya Kawashima
†

神⼾⼤学国際⽂化学研究推進センター
Research Center for Promoting Intercultural Studies, Kobe University
tomoyakawashima4@gmail.com

Abstract

近年の実証的研究を概観し，注意の誘導と抑制には異

Cognitive control refers to the ability to select task-related
information among competitive distractors. Recent studies
have shown that individuals can strategically control the
attentional guidance toward an object that matches
representations in working memory in a goal-directed
manner. In addition, it has been reported that people often
failed to notice the presence of the tone under high
perceptual load. Here I reviewed some recent experimental
studies to discuss the role of working memory in attentional
guidance and distractor inhibition.

なった処理がはたらくことを⽰す。第⼆に，ワーキン
グメモリ容量の個⼈差と聴覚刺激の聞き落としとの関
係について議論する。近年の実証的研究を概観し，ワ
ーキングメモリにおける中央実⾏系の個⼈差が聴覚刺
激の聞き落としと関連することを⽰す。以上の研究を
通して，記憶と注意の処理機構における認知コントロ
ールについての検討を試みる。

2.

Keywords ― cognitive control, visual attention,
working memory, visual search, distractor inhibition

1.

注意誘導の認知コントロール

ヒトの認知システムには容量限界があるため，全て
の知覚⼊⼒を処理することはできない。適応的に⽇常

認知コントロール

⽣活を送るためには，必要な情報を選択し，不要な情
報を排除する選択的注意の機能が必要となる。例えば，

ヒトは常に多くの情報の中から⽬下の⽬的に合った
情報を選択して⾏動している。このような場⾯で，認

冷蔵庫から⽜乳を取り出そうとするとき，⽜乳に関す

知コントロール（cognitive control）は感覚情報処理か

る情報を思い浮かべながら冷蔵庫に向かうだろう。こ

ら問題解決場⾯に⾄るまで重要な役割を果たしている

のような特定の標的刺激の探索は，環境中の顕著な情

[1][2]。認知コントロールは，課題⾮関連な情報を排

報によるボトムアップな処理ではなく，トップダウン

除し，課題関連の情報に注意を焦点化する能⼒のこと

の注意のコントロールを必要とする。近年の実証的研

を指す[3]。本稿では，近年の実証研究を概観すること

究や注意の理論は，このような注意のトップダウンの

で，注意とワーキングメモリの処理機構における認知

コントロールはワーキングメモリに探索対象の表象を

コントロールについての検討を試みる。

保持することで実⾏されていることを⽰している
[10][11]。

注意は不要な情報の中から必要な情報を選択すると
いう，コントロールの基本的な機能の⼀つとして考え

ワーキングメモリに保持した情報が注意の向けられ

られている[4]。⼀⽅，ワーキングメモリは必要な情報

る対象を決定する場合がある。複雑な環境の中から特

を⼀時的に保持し，操作もしくは処理するメカニズム

定の刺激を探索するとき，探索の対象の刺激の表象が

を含んだシステムである[5][6]。注意は視覚環境中に

探索テンプレート（search template）としてワーキン

存在する感覚情報を選択的に処理し，ワーキングメモ

グメモリに保持されていると考えられている[12][13]。

リは現前しない感覚情報を処理するものとして区別さ

この考えによると，複数の感覚⼊⼒のうち，ワーキン

れることが多い。しかし，注意とワーキングメモリは

グメモリ内の表象と⼀致する⼊⼒に対して重みづけが

関連のある概念であることが⽰され[7][8]，近年は双

なされ，結果としてその刺激の信号の感度が他の刺激

⽅向的な関係があるものとして捉えなおされてきた

よりも⾼くなり，選択される。
ワーキングメモリに保持した情報による注意の誘導

[9]。

は意図的にコントロールできる[14][15][16][17][18]。

本稿では，第⼀に，ワーキングメモリに保持した情

Kawashima & Matsumoto [18] は実験参加者に，視覚

報と注意の誘導・抑制とのかかわりについて議論する。
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的な刺激（e.g., ⾊のついた四⾓形）もしくは単語（e.g.,

によってセットサイズを操作し，探索勾配（search

「⾚」
）をワーキングメモリに保持しながら視覚探索課

slope）を分析した。探索勾配とは，１項⽬あたりの探

題を遂⾏することを求めた。このとき，保持した刺激

索時間のことで，急峻であるほど探索が⾮効率である

と標的刺激が⼀致する確率を操作し（20%, 50%, 80%）
，

ことを⽰す。分析の結果，SOA が 1000 ms の条件にお

実験参加者に教⽰した。実験の結果，保持した表象の

いて，無視⼿がかりの探索勾配は注⽬⼿がかりの探索

種類によらず，記憶した刺激による注意の捕捉効果は

勾配よりも急峻だった。これらの結果は，無視⼿がか

確率によって変化した。この結果は，視覚的・⾔語的

りが有効となるには⼀定以上の時間を必要とし，無視

表象の両⽅が視覚的注意を制御することを⽰唆する。

⼿がかりが有効となっても，その探索効率は注⽬⼿が
かりを⽤いた探索よりも悪いことを⽰唆する。
これら⼀連の研究は，ワーキングメモリ内の表象が
注意をコントロールすることを⽰している。ワーキン
グメモリ内の表象は，視覚環境内のどの刺激を優先的
に処理するかを決定するだけでなく，どの刺激を能動
的に抑制するかを決定すると考えられる。

3.

ワーキングメモリ容量と⾮注意性難聴
認知コントロールに関する知覚負荷理論（perceptual

load theory）は，課題の知覚負荷が課題⾮関連な刺激
がどの段階まで処理されるかに影響することを⽰して
いる[22][23]（近年の考え⽅として[24][25]）
。この理
図１．試行の流れ [20]．試行のはじめに，標的刺激が出現す
るプレースホルダの色手がかり（注目手がかり）
，妨害刺激が
出現するプレースホルダの色手がかり（無視手がかり）
，また
は視覚探索課題について無情報の手がかり（中立手がかり）
が与えられる。

論では，課題の知覚負荷が低い場合，課題で要求され
る処理資源が少ないために余剰が⽣じ，余った資源が
⾃動的に妨害刺激に割り当てられるために妨害刺激に
よる⼲渉を受ける⼀⽅で，課題の知覚負荷が⾼い場合，
課題に処理資源を多く割り当てたために資源が枯渇し，

視覚探索課題の前に課題に関連する情報を⼿がかり

妨害刺激による⼲渉を受けないと説明する。このよう

呈⽰すると（注⽬⼿がかり：例 注⽬「⻘」
）
，より早

に，課題の知覚負荷が低い場合では，課題⾮関連な情

く標的刺激を検出できる[19]。無視すべき情報を⼿が

報を排除することが困難となる。

かり呈⽰することで（無視⼿がかり：例 無視「⾚」
）
，

近年，知覚という単⼀のモダリティだけでなく，ク

妨害刺激に注意を向けないようにすることによっても

ロスモダルの⽂脈でも知覚負荷の効果が⾒られること

標的刺激はより早く検出されうる。Kawashima &

が⽰されている。視覚課題と聴覚課題を同時に⾏う⼆

Matsumoto [20] は視覚探索での注⽬⼿がかりと無視

重課題において，視覚課題の知覚負荷が⾼い場合は，

⼿がかりの効果を⽐較し，能動的な注意のコントロー

知覚負荷が低い場合よりも聴覚刺激の聞き落とし（⾮

ルの背景メカニズムを検証した（図１）
。この研究では，

注意性難聴：inattentional deafness）が有意に増加する

視覚探索課題の前に探索項⽬の⾊と位置が同じプレー

[26]。Macdonald & Lavie [26] は視覚課題として線分

スホルダを呈⽰し，その呈⽰時間を操作した（SOA 条

の⾊を判断する課題（低知覚負荷条件）もしくは線分

件：100 ms vs. 1000 ms）
。その結果，SOA が 100 ms

の⻑さを判断する課題（⾼知覚負荷条件）を実験参加

の条件では中⽴⼿がかり（i.e., 「−−−−」
）と⽐較し

者に課した。最終試⾏に予告なく聴覚刺激を視覚刺激

て，無視⼿がかりによる反応時間の損失が認められ，

と同時に呈⽰した。その結果，低知覚負荷条件では参

SOA が 1000 ms の条件では無視⼿がかりによる反応

加者の 75%が⾳刺激に気づいた⼀⽅で，⾼知覚負荷条

時間の利得が認められた。この結果は，無視⼿がかり

件で⾳刺激に気づいた参加者は全体の 25%だった。こ

を⽤いた視覚探索の遂⾏には，無視すべき項⽬を検出

の結果を彼らは，知覚負荷が低い場合には処理資源に

し，ついで抑制するという２段階の処理を必要とする

余剰があるために聴覚刺激に注意が配分される⼀⽅で，

ことを⽰唆する[21]。また，プレースホルダの⾊の数

知覚負荷が⾼い場合には処理資源が枯渇するために聴
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覚刺激が処理されなかったと説明する。

央実⾏系の個⼈差は，視覚課題と聴覚課題を同時に⾏

Raveh & Lavie [27] は聴覚刺激を実験参加者に予告

う⼆重課題下において，聴覚刺激の検出と関連するこ

して呈⽰する場合においても⾮注意性難聴が認められ

とが⽰された。

ることを⽰した。彼らは視覚探索課題において，標的

これらの知⾒は 2 つの認知制御過程を仮定した

刺激以外の探索項⽬が全て「o」で構成される低負荷条

DMC モデル
（dual mechanism of cognitive control [32]）

件と，複数のアルファベットで構成される⾼負荷条件

の枠組みから統⼀的に説明できるかもしれない。DMC

を設けた。全体の 50%の試⾏で，視覚探索課題と同時

モデルは認知コントロールの実⾏のタイムスケールに

に聴覚刺激が呈⽰され，実験参加者は聴覚刺激の有無

注⽬しているもので，順向性制御（proactive control）

を回答した。その結果，低負荷条件では聴覚刺激の正

と反応性制御（reactive control）の 2 つの制御過程を

報告率は 86%だった⼀⽅で，⾼負荷条件では正報告率

仮定する。順向性制御は，特定の認知的に負荷のある

は 59%だった。この結果は，聴覚刺激に対して能動的

事象が⽣じる前に，⽬標に関連した情報を持続的に保

に注意を分配できる場合でも，知覚負荷が⾼い場合に

持することで，適した⾏動をとることができる認知処

は聴覚刺激は処理されないことを⽰唆する。

理のことを指す。例として，⾼速道路を運転中に「落

財津・川島・松本 [28][29] は⾮注意性難聴の⽣起

下物注意」の電光掲⽰板を⾒たとき，落下物があると

と関連する機能としてワーキングメモリの個⼈差に着

いう情報を保持しながら運転し，その落下物を⾒つけ

⽬した。これらの研究では，実験参加者の視覚的ワー

たときに適切に⾏動することが挙げられる。⼀⽅，反

キングメモリ容量（視空間記憶課題）と中央実⾏系の

応性制御は，事象が検出された後に，刺激駆動的に⾏

容量（N バック課題）を測定し，聴覚刺激の聞き落と

動を導く即時的な認知処理のことを指す。例として，

しとの関連を検証した。聴覚刺激の呈⽰が予告されて

⾃動⾞を運転中に道路上に予期せず落下物を⾒つけた

いない場合では，低知覚負荷条件において，４バック

ときに，適切な⽅向へハンドルを切ることが挙げられ

課題の成績が⾼いほど聞き落としが少なかった⼀⽅で，

る。順向性制御には⾏動⽬標の持続的な保持を必要と

視空間記憶課題の成績は⾮注意性難聴を予測しなかっ

することから，処理資源を消費するものの，事象が⽣

た[28]。聴覚刺激の呈⽰が予告されている場合では，

起する前に準備する事ができる。⼀⽅，反応性制御は

⾼知覚負荷条件において，４バック課題の成績が⾼い

事象の検出を必要とし，事象が⽣起した後に実⾏され

ほど聞き落としが少なかった⼀⽅で，視空間記憶課題

るため，制御には時間がかかる。

の成績は⾮注意性難聴を予測しなかった[29]。以上の

ワーキングメモリ容量と聴覚刺激の検出の関連を検

結果は，⾮注意性難聴は視覚性のワーキングメモリよ

討した⼀連の研究により，聴覚刺激の存在が予告され

りも，中央実⾏系の容量と関連することを⽰唆する。

ていないとき，課題の知覚負荷が低い条件において，

これらの研究は，知覚負荷が⾼い場合，聴覚刺激の

中央実⾏系の容量が⼤きいほど聞き落としが少なかっ

検出が低下することを⽰している。このことは，視覚

た[28]。これは，知覚負荷が低く処理資源に余剰があ

と聴覚のモダリティで注意資源が共有されていること

る場合に，中央実⾏系の容量が⼤きい個⼈は予期せぬ

を⽰唆する。また，聴覚刺激の聞き落としは，視覚性

聴覚刺激を検出することに余剰の資源を使⽤するとい

ワーキングメモリの個⼈差ではなく，中央実⾏系の個

う反応性制御を駆動できたと解釈できる。⼀⽅，聴覚

⼈差が関連することが⽰された。この結果は，視覚刺

刺激の存在が予告されているとき，課題の知覚負荷が

激の⾒ 落としである⾮ 注意性盲⽬（ inattentional

⾼い条件において，中央実⾏系の容量が⼤きいほど聞

blindness [30]）がワーキングメモリの中央実⾏系と関

き落としが少なかった[29]。これは，中央実⾏系の容

連するという知⾒[31]と整合する。

量が⼤きい個⼈は，事前に知らされた聴覚刺激の検出

4.

という⾏動⽬標を持続的に保持することにも処理資源

まとめと展望

を割り当てることができ，聴覚刺激に対して反応でき

本稿ではワーキングメモリと注意との関連に着⽬し，

たという順向性制御をはたらかせることができたと解

実証的研究を概観した。ワーキングメモリ表象は，注

釈できる（図 2）
。ワーキングメモリ容量と認知コント

意を課題関連の情報に向けたり，課題⾮関連の情報か

ロールとの関連を，順向性制御および反応性制御に切

らそらしたりするコントロールに重要な役割を果たし

り分けて理解するというアプローチが可能かもしれな

ていることが⽰された。また，ワーキングメモリの中

い（例として[33]）
。
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課題関連刺激

順向性制御

検出

課題非関連刺激

反応性制御

順向性制御

検出

反応性制御
標的刺激探索

処理資源

並列処理
非効率な探索

中央実行系
ワーキングメモリ

図 3．無視手がかりを用いた視覚探索．課題に非関連な妨害
刺激の特徴が手がかり呈示されたとき，無視すべき情報を保
持する順向性制御がはたらく。課題非関連刺激を検出したと
き，抑制の処理が反応的に駆動される。この処理は一時的な
ものではなく，標的刺激を検出するという別の行動目標のた
めの処理と並列に処理される。そのために無視手がかりを用
いた探索は非効率なものになると考えられる。

図 2．認知処理とワーキングメモリによる資源分配．聴覚刺
激が出現するという事象を予期できていた場合，余剰の処理
資源を順向性制御に割り当てる。事象が予期できていなかっ
た場合，余剰の処理資源を反応性制御に割り当てる。この資
源の割り当てにはワーキングメモリの中央実行系が機能を担
う。中央実行系の個人差が処理資源の分配と認知処理の駆動
による事象の検出成績を説明すると考えられる。

また，近年，注意の配分のコントロールにはワーキ
ングメモリだけではなく⻑期記憶も重要な役割を果た

視覚探索における標的刺激や妨害刺激の⾊を事前に

すことが⽰されている[35][36]。例えば，無視⼿がか

⼿がかり呈⽰した課題において[20]，注⽬⼿がかりの

りを⽤いた視覚探索は，試⾏を繰り返す学習によって

呈⽰は，注意を課題に関する情報に焦点化させ，より

より効率的になる[37][38]。今後は，⻑期記憶を含め

早い標的刺激の検出につながることが⽰された。この

たシステムとして認知コントロールのメカニズムを検

認知処理には，課題に関連する情報を持続的に保持し

討していく必要があるだろう。

て注意を割り当てる順向性制御が関連したと考えられ

参考⽂献
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Abstract

る判断を吟味し，介入するかを決定することが必要で

We need to control automatic cognitive processes

ある．つまり，自動的な思考や行動を制御するためには，

like intuition when required normative judgment

タイプ 2 を起動させ，自動的な思考を制御することが

and behavior. In previous studies, conscious control

必要だということである.

over automatic judgment is said to occur by

先行研究では，タイプ 2 の起動は，タイプ 1 の判断

monitoring that automatic judgment fails. However,

が規範的規則から逸脱する状況で，それをどのように

in these explanations, although we can explain the

制御するのかについて研究されてきた．例えば，

mechanism of control when the intuition is wrong, we

DeNeys ＆ Glumicic(2008)はヒューリスティックと

cannot explain the mechanism of control when

確率・論理規則に基づく規範的直観の間の競合

intuition is correct. Therefore, in this research, we

(conflict)を潜在的にモニターされており，この競合の

conduct experiments on how type 2 processes are

検出がタイプ 2 が働く手掛かりになると説明した[5]．

activated when intuition judgment is correct .

また，タイプ 1 による判断を下す際には，評価自体は
意識にはのぼらないレベルで行われ，その結果は意識

1.

化できる経験であるメタ認知的経験として，タイプ 1

はじめに

私たちは様々な場面で自分の行動を制御することが

の判断の正しさの感覚(FOR)を得ており，その FOR の

求められる．例えば，医者に糖分を控えるように言われ

高低もタイプ 2 がタイプ 1 を制御するための手掛かり

たら，ケ－キが食べたい欲求を抑えて，自分の行動を制

になることが示されている[6]．

御しなければならない．欲求のような自動的な思考に

以上の研究は，競合やタイプ 1 の正しさなどを潜在

あらがうには意識的にそれを制御する必要がある.この

的にモニタ－し，タイプ 1 の判断についての負のフィ

ような自分の思考や行動の制御は欲求の制御に限らず， ードバックを得ることでタイプ 2 が働くことを明らか
にした．一方，これらの研究はタイプ 1 がうまくいっ

様々な場面で要求される．
自動的な思考とその制御の問題は，二重過程理論の

ている際にタイプ 2 は働くのかという視点が抜けてい

文脈の中で説明されている．二重過程理論では，人が，

る．つまり，これまでの研究では，タイプ１がうまくい

速く，認知資源を必要としない，自動的な思考であるタ

かない場合に，タイプ 2 が起動し，それがどのように

イプ 1 と，遅く，認知資源を必要とする，制御的な思

働くのかについて議論しているが，タイプ１がうまく

考であるタイプ 2 の 2 つの思考を使い分けていると説

働いている場合にも，タイプ２は起動し得るのか，また，

明される[1,2,3,4]．通常，自動的な思考であるタイプ 1

それはどのようにして起こるのかについては検討され

は適応的に働くことが知られているが，時に確率・論理

ていない．

規則などの規範的規則から逸脱した判断や行動につな

うまくいっている状況におけるタイプ 2 の起動や制

がることが知られている．このような規範からの逸脱

御について検討することは，行動や思考の制御の問題

を避けるためには，タイプ 2 を働かせ，タイプ 1 によ

を検討するうえで重要である．例えば，主観的にタイプ
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1 の出す判断が正しいが，それが最適解とは限らない

本研究では初めに，水がめ問題をベースにタイプ 1

ような状況では，タイプ 2 の制御によってタイプ 1 の

による判断がうまくいっている状況でタイプ 2 による

判断をとらえ直すことで，パフォーマンのさらなる向

制御が意味を持つ課題を作成する．もし，構えに基づい

上を見込むことが出来る．

て答えている状態がうまくいっている状態であるなら

このようなうまくいっている場面について検討する

ば，水がめ問題を解く反応時間は，構えに基づく解法を

ために，本研究では構え効果とその解消のメカニズム

適用した際に必要となる計算時間に近づいていくと考

に着目する．構え効果が見られる代表的な課題にル－

えられる．

キンスの水がめ問題がある[7].この課題は a，b，c の 3

次に，そのようなうまくいっている状況において，タ

つの大きさの異なる水がめを使い，ある量の水のくむ

イプ 2 による制御が起こるのか？また，その際にどの

方法を考える課題である(表 1)．例えば，表 1 では初め

ような認知プロセスを仮定することができるのかにつ

の数問は B－A－2C で解けるため，参加者は B－A－

いて，反応時間（実験１）と眼球運動（実験２）により

2C で解けるという構えを形成する．そのため，5，6 題

検討を行う．洞察問題解決において，解答者が意識的に

目のようなより簡単な回答(C－A，C+A)がある課題で

解答に気が付く前に，眼球運動が先行して変化するこ

も，それに気が付かず B－A－2C で解いてしまう．こ

とが示されている[10，11]．本研究においても，解答の

のような構え効果は，先行経験をもとに形成された解

変化(構えの解消)を意識的な解法の変化とすると，構え

法に固執し，より良い解法の検討を妨げるために起こ

の解消以前に眼球運動の変化が見られれば，うまくい

る．つまり，構えという自動的な解がうまくいっている

っている場面でも潜在的なモニターの働きを想定する

ために，より良い方略に変更できない状態といえる．ま

ことが出来る．

た，構えを解消する際には，意識的な制御による注意の

3.

切り替えが必要だといわれている[8,9]．後述するよう

実験１a

に，水がめ問題を改変することで，問題解決初期に採用

実験 1 の目的は，本研究で使用する課題が「うまく

した方略を使い続けることはできるものの，よりよい

いっている状況でタイプ 2 による制御が起こる課題」

解法が存在するため，タイプ 2 による制御により構え

という目的にかなう課題になっているかを確認するこ

の解消を行うことでパフォーマンスの向上が見込める

とである．そこで実験 1a では，水がめ問題における構

という状況を作り出すことができる．

えに基づく解とは別に，簡単な解が存在する場面にお
ける構えの解消を観察する．もし，この構えの解消がう

表 1 水がめ問題[7]
問題

水がめの容積
C

まくいっている状況において起こっているならば，構
えに基づいて回答している参加者はほとんど考え直し
を行うことなく答えを出していると考えられる．つま

組みだす量 解答(計算式)

A

B

1

21

127 3

100

B－A－2C

2

14

163 25

99

B－A－2C

3

18

43

10

5

B－A－2C

4

9

42

6

21

B－A－2C

5

23

49

3

20

A－C，B－A－2C

3.1. 方法

6

15

39

3

18

A＋C，B－A－2C

3.1.1.参加者 参加者は大学生 22 名，最大 90 分で実

り，もしこの課題の状況がうまくいっている状況であ
るならば，参加者が構えに基づき課題を解く際の反応
時間は，構えに基づく解法を用いて解く計算課題の計
算時間と同等になると考えられる．

験は行われ，謝礼として 2000 円が支払われた．

2.

3.1.2.材料 課題はデスクトップ PC(富士通株式会社，

目的

以上より本研究では，これまでの研究で扱われてき

CLN6ESC1)を使用し，22 インチのディスプレイ(富士

たうまくいっていない状況を「タイプ 1 による判断に

通株式会社，DF0154145)に提示された．課題の説明に

よって負のフィードバックが得られる状況」
，うまくい

ついては用紙を配布しそれに基づいて行われた．課題

っている状況を「タイプ 1 による判断によって正のフ

は，本課題，計算課題，事後課題の 3 つの課題からな

ィードバックが得られる状況」と定義し，うまくいって

っていた．

いる状況におけるタイプ 2 の起動について検討する．

本課題では，水がめ問題[7]をベースとして作成した
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ものを使用した(図 1)．
課題は 5 つの水がめを使用して，

計算課題は，本課題で要求される課題における計算

必要な水の量を求めるというものであった．すべての

時間のベースライン(以下 BL)を測定することを目的に

数字が 3 桁で構成されていた．本課題は 30 施行からな

作成した．この課題は本課題における構え解消課題に

り，初めの 3 題は構えに誘導するために，容易に発見

おける C－D－E の計算の難易度と同程度のもの 10 題

することができる 1 つの解（C-D-E）しか存在しない

からなっていた．

課題（誘導課題）となっている．次の 5 題は構えを強

事後課題では，参加者の WMC を測定した．WMC

固にするためのこの後の課題と同じ難易度で，C-D-E

の測定には JOSPAN(日本語版オペレーションスパン

でしか解けない課題（構え形成課題）とした．そして，

テスト:[12])の測定を行った．

続く 20 題が，C-D-E に加えて C-A というより簡単な

3.1.3.手続き 参加者には数的能力についての調査と

解が存在する課題（構え解消課題）
，最後の 2 問が参加

して，実験の参加を募集した．参加者は初めに，実験の

者の課題への取り組み方を評価する課題であり，C-A

内容についての説明を受け同意書への記入を行った．

のみが成り立つ課題（テスト課題）となっていた(図 2

参加者は初めに本課題を行った．参加者は本課題の解

参考)．実験 2 における眼球運動の計測を想定し，水が

き方と進め方についての説明を受け，説明が理解でき

めを横 1 列に並べ，構えに基づく回答(C-D-E)が真ん中

ているかを確認するための練習を行った．練習が問題

から右の数字，より簡単な回答(C-A)が真ん中から左の

なく行えたのを確認したのち，課題を開始した．
この課題は 4 つのフェイズ(教示，
注視点，
問題提示，

数字になるように設定した．

解答入力)から構成されていた．そして問題提示，解答
入力それぞれにおいて反応時間を測定した．30 施行終
了後参加者には，課題の経験などを含む簡単なアンケ
ートに答えた．参加者は自分のペースで課題を進めた．
本課題は 30 分経過したところで，最後まで解けていな
くても終了とした．本課題終了後，10 分程度の休憩を
とり，計算課題と事後課題(JOSPAN)を行った．計算課
題は本課題と同じく問題提示，解答入力のフェイズに
分かれており，問題提示の際の反応時間を取得した．事
後課題における JOSPAN は[12]の手続きにのっとり行
った．

図 1 課題の構成(a:教示，b:注視点，c:問題提示[1～3
問目：誘導課題，4～8 問目：形成課題，9～28 問目：

3.2. 結果と考察

解消課題，29～30 問目：チェック]，d:解答入力)

3.2.1.構えの解消
22 名の参加者のうち，構えを形成した参加者は 14
名，構えを形成しなかった参加者は 2 名，最後まで解
けないもしくは分類が困難であった参加者は 6 名であ
った．ここでは 9 問目の時点で構え(C-D-E)に従った
解き方を行っていない参加者を構えの形成をしていな
いと判断した．
構えを形成した 14 名の参加者の内，構えの解消を
行えたのは 4 名であった．また構えを解消せずに 28
問目まで C-D-E で解いてしまう参加者が 10 名であっ
た．分類が困難な参加者の内訳は，課題を最後まで解
けない参加者(4 名)，解答に不備がある参加者(2 名)で
あった．
実験 1a では，構えを解消した参加者は，構えを形
成した参加者 14 人中 4 人と非常に少なかった．実験

図 2 課題の内容
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では 3 ケタの計算でかつ引き算の際，繰り上がり繰り

4.1. 方法

下がりが必ず生じるという非常に難易度の高い課題を

4.1.1.参加者 参加者は大学生 21 名で，実験 1a と同

使用している．そのため，構えの解消をするには計算

様，最大 90 分で実験は行われ，参加者には謝礼とし

の難易度が高すぎた可能性が考えられる．最後まで解

て 2000 円が支払われた．

けない参加者が 4 名いたこともこの課題の難易度の高

4.1.2.手続き 実験 1a と同じ手続きで実験を行っ

さを裏付けている．

た．ただし，構えの解消が生じる程度を操作するた

3.2.2.反応時間の分析

め，課題に使用する数字を 2 桁にし，繰り上がり繰り

実験に用いた課題が，うまくいっている状況かどう

下がりの操作が乗じないようにした．

といえることを確認するために，課題解答中の反応時

また，問題数が増えることで，構えの解消が促進さ

間を検討した．まず，構えを解消した 4 名の参加者に

れる可能性も考え，構え解消課題の問題数を 50 題に

ついて構えを解消した施行(n)の前の施行(n-1)の反応

増やした．

時間を検討した．
BL との比較を行うため平均を比較した(表 1)．その

4.2.結果と考察

結果，n-1 施行目の反応時間と，BL の間の有意な差

4.2.1.構えの解消

は見られなかった(t(5.88) = .39, p = .71)．このこと

21 名の参加者のうち，構えを形成した参加者は 13

は，構えを解消する際，参加者は前の施行において，

名，構えを形成しなかった参加者は 6 名，分類が困難

計算にかかる時間同じ程度の時間で課題を解決してい

であった参加者は 2 名であった．構えを形成した 13

たことを示している．

名の参加者のうち構えを解消したのは 7 名であった．

これらの結果から，参加者が構えに基づいて課題を

構えを形成した参加者のうち構えを解消した参加者

解決する際には，反応時間の面からみるとうまくいっ

は，実験 1a に比べて，参加者全体の 1/5 (1a)から 1/3

ている状況であると考えることが出来る．

(1b)に増加した．ちなみに実験 1a と同じ課題数(28 施
行)までに構えの解消を起こしたのは 7 名のうち 6 名

表1 n-1におけるBLと思考時間(s)の平均(SD )
実験1a
(n = 4)
実験1b
(n = 6)

BL
思考時間
BL
思考時間

18.02
15.60
4.79
4.70

であった．

(8.08)
(9.35)
(1.18)
(1.14)

4.2.2.反応時間の分析
実験 1b のような計算が簡単になった場合において
も，課題がうまくいっている状況といえるかを検討す
るために，n-1 施行目の反応時間について検討した．
外れ値（±3SD）が 1 つ見られたので，構え解消した
参加者(7 名)からその参加者のデータを除いた 6 名を

4. 実験１b
実験 1a ではタイプ 2 を働かせて構えを解消させた

反応時間の分析の対象とした．

参加者は 22 名中 4 名であり，参加者の多くが構えを

次に，n-1 施行目の反応時間と BL との関係を調べ

解消することが出来なかった．本研究の目的はうまく

るために，それぞれの平均を算出した(表 1)．その結

いっている状況において生じるタイプ 2 の起動を観察

果，n-1 施行と BL の間に有意な差は見られなかった

することである．そのため，構えの解消の生じる参加

(t(9.99) = .14，p = .89)．このことから，実験 1b にお

者が増える条件を検討する必要がある．

いても，構えを解消した参加者はほとんど計算時間の

実験 1a では 3 ケタの難易度の高い計算を行ってい

みで回答をしており，うまくいっている状況であった

たため，構えの解消に必要な認知資源が使用できなく

と考えられる．

なっていた可能性がある．そこで実験 1b では，課題

以上のことから，課題の難易度を下げた実験１b

の計算の難易度を下げることで，構えの解消が促進さ

も，参加者にとってうまくいっている課題であるとい

れるかを検討する．

うことが，タイプ１が正答を出すという課題設定に加

また，構え解消課題の問題数を増やすことで単純に

えて，反応時間の面からも支持された．

構え解消の機会を増やすことが出来る．そこで構え解

4.2.3.WMC と構えの解消

消課題の問題数も 20 題から 50 題に増やした．

最後に，実験 1a,1b のそれぞれにおいて測定した
WMC の個人差が，構えの解消に与える影響を検討し
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た．個人の WMC の大きさの測定に JOSPAN の総合
得点を使用した．
課題の計算の難易度と WMC の個人差の関係につい
て検討するために分散分析を行った．方略の変更に関
する先行研究では，認知負荷の大きい状況において，
より認知負荷の少ない方略への移行が促されることが
示されている[13]．そこで，実験間のＷＭＣの個人差
による効果を検証するため，構え解消(有・無)×実験条
件(難計算・易計算)の２×２の分散分析を行った(表
2)．
図 3 構え解消(有・無)×実験条件(難計算・易計算)の

その結果，構え解消，実験条件による主効果は見ら

分散分析(*p < .05, **p < .01, ***p < .001)

れなかった(構え解消 : F(1, 23) = .42, 実験条件 : F(1,
23) = 4.10, ps > .05).しかし，構え解消と実験条件の間
の交互作用が見られた(F(1, 23) = 5.62, p = .03)．そこ

5. 今後の課題

で，多重比較(Ryan 法)を行った．その結果，構え解

実験の結果，
（１）本研究で作成した構え解消課題

消有における実験条件間の効果(F(1, 23) = 9.66, p

が，うまくいっている状況を作り出していることを，

= .005)と，実験 1a における，構えの解消の効果(F(1,

そして，
（２）反応時間についての分析から，うまく

23) = 4.55, p = .044)が有意であった(図 3)．

いっている状況で構えの解消が起こりえることが確認

つまり，実験 1a では構えの解消が見られた参加者

された．また，実験 1a と 1b の間の比較から，1b の

のほうが，WMC が低かったが，実験 1b では構えの

条件のほうが，構え解消数や WMC の個人差から，う

解消が見られた参加者と見られなかった参加者の間に

まくいっている状況におけるタイプ 2 の働きを検討し

WMC による差がないということである．

やすいと考えられる．

以上より，計算の難しい課題では WMC の低い者は

そこで，実験 2 では，うまくいっている状況におけ

より多くの認知負荷がかかるため，認知負荷による方

る認知プロセスについて検討するために，実験 1b 条

略変更の促進が起こり構えの解消が起こったが，計算

件の課題を使用し，眼球運動を測定を通して，うまく

の易しい課題では，WMC の大きさに関わらずほとん

いっている状況におけるモニターの働きについて検討

ど負荷の大きさは変わらないため，認知負荷による構

する．

えの解消の促進が見られなくなったのだと考えられ
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グラスの中身は半分“空”か“一杯”か？
フレーム選択における参照点の影響と顕在的選択理由の分析
Is the content of the glass “half empty” or “half full”?
Effect of reference point on frame choice and analysis of its explicit reason
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Abstract

択をする際、話者は量の変化に注目してフレームを選

Previous studies have shown that when choosing one of the
logically equivalent frames (e.g., “half full” or “half empty”),
speakers tend to choose one based on a reference point. For
example, when the amount of water in a glass with 500ml
capacity was originally 0ml (or 500ml) and then increased
(or decreased) to 250ml, speakers tended to express the
content of water in the glass as “half full” (or “half empty”).
We conducted three behavioral experiments using a frame
choice task. In particular, participants were asked to choose
one of two logically equivalent frames and answer the
choice reason. Participants were presented with a
task-relevant (story-based, Experiment 1) or task-irrelevant
(prime-based, Experiments 2 and 3) reference point and then
asked to choose a frame and answer the choice reason. We
found the following two points. First, when participants were
presented with story-based reference point, they chose a
frame based on the reference point with explicit reason.
Second, when participants were presented with prime-based
reference point, such reference point also affected
participants' frame choice, but the participants did not notice
the effect of prime (i.e., no participants reported its effect in
their choice reasons). These results indicated that the effect
of reference points on frame choices was robust and that
people did not always notice the effect explicitly.

択すると予測する。例えば、500ml 中 250ml の水が入
っているグラスについて“half full” “half empty”の中か
らより自然な表現を選択する際、元々の水量が 0ml で
変化の結果として 250ml になった場合のほうが，元々
500ml の水が 250ml になった場合よりも水量は“half full”
と表現されやすいと予測する。つまり参照点（ここで
は元々の水量）からの量の変化に基づいてフレームが
選択されると予測し、これまで様々な行動実験で、こ
の仮説と整合的なフレーム選択が観察されている。
これまでの先行研究では、水量が変化したことをカ
バーストーリーによって提示するという形で参照点を
操作した上で、フレームの選択行動の分析がなされて
きたが、以下の２点について検証がなされていない。
まず１点目として、フレーム選択時に実験参加者は
顕在的に参照点に注目しているのか、という点である。
先行研究では選択結果の分析に基づいており、顕在的
にどのような理由で一つのフレームが選択されていた
のか不明確である。特に、参照点仮説が述べるように、
実験参加者は参照点に注目してフレームを選択してい

Keywords ― frame choice; reference point hypothesis;
reference point; explicit reason for frame choice

1.

たのか検討されていない。
２点目として、関連性のない参照点がフレーム選択

はじめに

に影響を与えるのか、ということが検討されていない。

同じ情報を伝達する場合でも表現（フレーム）を変

先行研究では前述のように、問題となる文脈において

えることによって意思決定が変化するフレーミング効

重要な意味を持つ参照点が提示され、それがフレーム

果について (Tversky & Kahneman, 1981)、多くの研究が

選択に与える影響について検討がなされてきた。そし

行われてきた (e.g., Keren, 2011)。一方で近年、話者が

て、参照点仮説は会話行動を幅広く説明できることを

どのようにフレームを選択しているのか、という視点

示しており、参照点は私たちの会話行動の認知プロセ

からの研究も注目を集めている(e.g., Honda & Matsuka,

スにおいて大きな影響を与えている可能性が示されて

2014; Keren, 2007; McKenzie & Nelson, 2003; Sher &

いる。このことを踏まえると、フレーム選択の文脈と

McKenzie, 2006, 2008)。

は関連性がないと考えられる参照点が、フレーム選択

McKenzie and Nelson (2003), Sher and McKenzie (2006,

に影響を与える可能性も考えられる。しかしながら先

2008)は話者のフレーム選択に関して、参照点仮説を提

行研究ではこの点について検討がなされていない。

唱した。この仮説では、量的情報についてフレーム選

以上から、本研究では、フレーム選択後にその選択
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理由を聞くことで顕在的に参照点が注目していたのか

なお、プラミング課題とフレーム選択課題における

を分析する（Payne, et al., 2016）
。またプライミング課

グラスの内の水量の関係性については一切述べていな

題をフレーム選択課題前に実施して、プライム（フレ

い。そのため、プラミング課題において提示したプラ

ーム選択文脈において、関連性のない参照点）が影響

イム画像は、フレーム選択課題時に提示したグラス内

を与えるかを検証する。

の元々の水量を考えていく上で、関連性がない参照点
と考えることができる。

2.

実験 1

選択結果を図１中に示す。参照点仮説の予測通り、

以下のような実験（フレーム選択課題）を実験参加

低参照点群のほうが、"半分一杯"の選択率が有意に高

者間要因で実施した。先行研究（McKenzie & Nelson,

くなった（χ2(1) = 4.61, p < .05, h = 0.38）
。また参照点仮

2003）の方法に則り、グラス（最大で 500ml 入る）内

説の予測と一致するフレーム選択を行なった実験参加

の水量が0ml から250ml に増加したこと
（低参照点群、

者に関して、その選択理由について尋ねたところ、参

n = 100）
、
あるいは500ml から250ml へ減少したこと
（高

照点に基づいてフレーム選択を行なっていたと回答し

参照点群、 n = 100）をカバーストーリーで提示し、現

た実験参加者は皆無であった。以上から、フレーム選

在のグラス内の水量を "半分一杯", "半分空"どちらで

択文脈において関連性のない参照点（プライム画像）

表現することがより自然であるかの選択を求め、また

はフレーム選択に影響を与える一方、その影響につい

その選択理由について回答を求めた。

て顕在的に気がついている実験参加者は皆無であった。

選択結果を図１左に示す。参照点仮説の通り、低参

実験２では、プライミング課題とフレーム選択課題

照点群のほうが、"半分一杯"の選択率が有意に高くな

における液体の色は同一である。選択理由で述べた実

2

った（χ (1) = 7.64, p < .01, h = 0.42）
。また参照点仮説の

験参加者はいなかったものの、実験参加者はこれらを

予測と一致するフレーム選択を行なった実験参加者に

同一のグラスであるとみなしていた可能性が否定でき

関して、その選択理由について調べた。図２左に参照

ない。そこで、この可能性を排除するための、実験３

点に基づいてフレームを選択を行っていたと理由を書

を実施した。

いた実験参加者の割合を示す。低参照点の場合と、高

4.

参照点の場合で割合は異なっていたが（χ2(1) = 14.15, p

実験 3

< .001, h = 0.79）
、全体で約 50%の実験参加者が、参照

以下のような実験（プライミング課題・フレーム選

点に基づいてフレーム選択を行なっていたと回答して

択課題）を実験参加者間要因で実施した。図３のよう

いた。以上から、先行研究のような形で、フレーム選

な画像を提示して（低参照点群, n = 122；高参照点群, n

択文脈において重要な意味を持つ参照点をカバースト

= 121）
、グラス（最大で 500ml 入る）内に水が何 ml 入

ーリーで提示してフレーム選択が求められた場合、多

っているかを回答してもらった。そのあとでフレーム

くの実験参加者は顕在的に参照点に注目し、またそれ

選択課題が実施され、図３に示しているような、画像

に基づいてフレーム選択を行っていることが明らかに

を提示し、500ml 中、250ml 入っている現在のグラス内

なった。

の水量を "半分一杯"、"半分空"どちらで表現すること
がより自然であるか、またその選択理由について回答

3.

実験 2

を求めた。

以下のような実験（プライミング課題・フレーム選

実験３におけるプラミング課題では水の色が異なる

択課題）を実験参加者間要因で実施した。プライミン

画像を提示しており、実験２のように、実験参加者が

グ課題では、図 3 のような画像を提示して（低参照点

同じグラスであるとみなす可能性を減らした。

群, n = 75；高参照点群, n = 75）
、グラス（最大で 500ml

図１右にフレーム選択結果を示す。参照点仮説の通

入る）内に水が何 ml 入っているかを回答してもらった。

り、低参照点群のほうが、"半分一杯"の選択率が有意

そのあとでフレーム選択課題が実施された。図 3 に示

に高くなった（χ2(1) = 7.11, p < .01, h = 0.36）
。また参照

しているような、画像を提示し、500ml 中、250ml 入っ

点仮説の予測と一致するフレーム選択を行なった実験

ている現在のグラス内の水量を "半分一杯"、"半分空"

参加者に関して、その選択理由について尋ねたところ、

どちらで表現することがより自然であるか、またその

参照点に基づいてフレーム選択を行なっていたと回答

選択理由について回答を求めた。

した実験参加者は皆無であった（図 2 右）
。
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以上から、フレーム選択文脈において関連性のない
参照点（プライム刺激）はフレーム選択に影響を与え
る一方、その影響について顕在的に気がついている実
験参加者は皆無であった。

5.

総合討論
３つの行動実験の結果は以下の２点にまとめること

ができる。まず 1 点目として、文脈において重要な意
味を持つ参照点が提示された場合、実験参加者はその
参照点に注目し、それに基づいたフレーム選択を行う
図 1 フレーム選択の結果．

ことである（実験１）
．次に、文脈において関連性のな
い参照点が提示された場合、実験参加者のフレーム選
択は参照点の影響を受けるものの、その影響に実験参
加者は気がつかない（実験２、３）ということである。
以上から、話者のフレーム選択に対して参照点は頑
健な影響を与えること、また話者は顕在的に気がつか
ない要因の影響を受けたフレーム選択を行っているこ
と、これらの可能性が示された。
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図 2 参照点仮説通りのフレーム選択を行なった
人の中で参照点を選択理由で記述していた人の割合．
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Abstract

の立場を支持するものであると考えられる．

Recent studies on insight problem solving have demonstrated an interesting relationship between insight and working
memory capacity (WMC). While some research showed
that WMC positively related to the performance in insight
problem solving, others showed the opposite. This study
aims at exploring this controversial issue, with the special
focus on the relation between the task characteristics (visual
vs. verbal) and the load on the components of working
memory (visuo-spatial sketchpad vs. phonological loop).
The results showed that the load on the visuo-spatial
sketchpad impairs a spatial insight problem, while that on the
phonological loop does a verbal one. These results were
discussed in terms of the special process view and the business-as-usual ones of insight problem solving.

しかし負荷と容量のどちらの方法にせよ，現状は一
貫した研究結果が得られていない状況にある．例えば
WMC の高い方が 9 点問題の解決に至りやすいという
事例が報告されている [5] ．しかしその一方で，20 近
くの数の洞察問題と中央実行系の注意の切り替え能力
との関係を調べたところ，両者には相関関係は見られ
なかったという事例も報告されている [6] ．また

Keywords ― Insight problem solving ， Working
memory，Dual task，Phonological loop，Visuo-spatial
sketchpad

1.

WMC 容量が小さい時の方が遠隔連想テスト（RAT:
Remote Associates Test）を解決しやすいケースも存
在することが報告されている [7] ．

洞察問題解決

また負荷との関係を検討する場合も同様である．

1.1 Working Memory と洞察問題解決

RAT の最中に数列を保持させておくと，保持する桁数

洞察問題解決とは非定型的な解法の発見が必要とさ

が大きい時の方が解決を阻害すると報告されている一

れる問題で，解決時には閃くような印象を伴う創造的

方 [8] ，反対に構音抑制や音楽の同定課題などで負荷

問題解決のことを指す．閃きは当初，The Wizard

をかけると，10 コイン問題のような言語を介さない問

Merlin perspective と呼ばれるなど [1] ，人間の意識

題の解決が促進するという事例も報告されている

とは異なるいずこかから解が生じる神秘的な現象であ

[9][10] ．

り，実験的に検討することが不可能と考えられていた．
しかし 90 年代に入ると，制約緩和 [2][3] などの理論
が生まれ，洞察は実験的に検討することが可能である

1.2 問題解決と WM の相互作用
一貫した結果が得られない理由として考えられるの

ことが示されていった．そして近年では Working

は，使用する洞察課題と測定する WMC，あるいは負

Memory を媒介として，洞察は Business-as-Usual view

荷の性質との相互作用の影響を考慮した事例が少ない

と Special-Process view と呼ばれる 2 つの考え方による

ことが挙げられる．Working Memory の構成要素である

論争が生じている．Business-as-Usual view とは洞察問

音声情報を扱う音韻ループ，視覚的情報を扱う視空間

題も通常の問題解決と同様，意識上で徐々に解決へと

スケッチパッド，それから注意資源の割り当てを担当

近づいていくとする立場であり，WM への負荷は解決

する中央実行系にはそれぞれ，個別の容量が存在する

を悪化させるという考え方である．対して

と言われている [11] ．そのため使用する洞察課題が解

Special-Process view とは，洞察は意識外における潜在

決の際に必要となる容量が音韻ループなのか，あるい

的な処理過程に依存するという立場であり，WM への

は視空間スケッチパッドなのかというのと，測定する

負荷は解決に影響を及ぼさないとするものである．た

WMC やかける負荷がどの構成要素に対するものなの

だし近年では WMC が低い，あるいは負荷のかかって

かは非常に重要な問題である．

いる人間は手がかりとなる情報を無意識下で利用しや

例えば言語的な洞察問題である RAT であれば，解決

すくなることが指摘されており [4] ，負荷によって解

には音韻ループの容量が割かれていることが考えられ

決が促進するのであれば，それは Special-Process view
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るが，この時 WM への負荷も音韻ループにかかってい

ることを目的として，10種類の5桁の数列が用意された．

ると，容量オーバーを起こして解決が阻害されること

それらのうちの1つがランダムに選ばれ，15秒ごとに

が考えられる．対して 10 コイン問題のような視覚的な

IPadの画面全体を切り替える形で提示された．実験参

操作を必要とする洞察問題を用いた場合，視空間スケ

加者は数列が表示される度に，1つ前に見た数列と現在

ッチパッドの容量が割かれていると思われるが．この

提示されている数列が同じかどうか判断することが求

時に音韻ループに負荷をかけたとしても，割かれる容

められた．

量が異なる部位となるため，解決を阻害しないと考え

また視覚的負荷群に対しては，視空間スケッチパッ

られる．

ドへの負荷を目的として，10種類のデーヴァナーガリ

そこで本研究では二重課題を用いて，音韻ループに

ー文字 (図2) の中から1つがランダムに選ばれ，15秒ご

負荷をかける場合と，視空間スケッチパッドに負荷を

とにIPadの画面全体を切り替える形で提示された．こ

かける場合における洞察問題解決時の影響を比較する．

ちらでも実験参加者は，1つ前に提示されたデーヴァナ

また使用する問題も実験 1 では視覚的な洞察課題を用

ーガリー文字が現在提示されている文字と同じかどう

いるが，実験 2 では言語的なものを用いて検討を行う．

か判断することが求められた．なお保持の際に，音声

つまり負荷と洞察問題がそれぞれ音韻ループに関与す

化することで視空間スケッチパッドではなく，音韻ル

る場合と，視空間スケッチパッドに関与する場合の相

ープへの保持に変わってしまう可能性を排除するため

互作用を検討することで，どのような負荷と問題の組

に，使用したデーヴァナーガリー文字は，特徴の言語

み合わせの時に解決が阻害，促進，あるいは無関係と

化が困難な形状のみを採用した．

なるのかを検討する．

2.

実験 1

2.1 実験参加者
青山学院大学に通う大学生42名を分析対象とした．
ランダムに14名ずつ，統制群，言語的負荷群，視覚的
負荷群のいずれかに振り分けた．
図1 実験課題 （左図が初期状態．右図は正解配置）．
2.2 課題・装置
視空間性の洞察問題として，Cunningham et al. [12] の

ळ ज ड ण ञ

12コイン問題を修正したものを用いた (図1) ．この課
題は一辺につき4枚ずつコインを並べることを求める
課題であり，本来の正解は，六角形の各角にコインを2

य ल स ह द

枚ずつ重ねることである．ただし本研究では小出・鈴
木 [13] に倣い，重ねることを禁じる旨を課題文に付け
加える修正を施している．そのため正解に至るために
は辺の上ではなく，六角形の各角に接するようにコイ

図2 使用したヴァナーガリー文字

ンを配置し，また内と外で挟む必要がある．しかし問
題解決者は，辺の上にコインを一列に並べてしまうこ
とから抜け出すのが容易ではなく，解決が困難となる

2.3 手続き

課題である．課題はIPadの画面上に表示され，大きさ

言語的負荷群と視覚的負荷群に割り振られた実験参

はコインが直径55ピクセル，六角形が縦480ピクセル，

加者にはまず実験全体の趣旨として，定期的に提示さ

横415ピクセルであり，各コインはドラッグによって操

れる数列 (視覚負荷群の場合は画像）を記憶しつつ，

作することが可能となっていた．また画面の下方には

問題を解くことを伝えた．続いて12コイン問題のルー

課題の説明文が表示された．

ルとして，制限時間6分の間にコインを重ねることなく，

言語的負荷群に対しては，音韻ループへ負荷をかけ
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各辺にそれぞれ4枚ずつ並べる方法を探す課題である

しかし統計的に差は見られないものの，解決者数の

ことを伝えた．また問題に挑戦中，15秒ごとに数列 (視

順位は言語的負荷群，統制群，視覚的負荷群の順に多

覚的負荷群は画像) が画面上に現れるため，1つ前に見

く，また言語的負荷群と視覚的負荷群における人数の

た数列 (画像) と今見た数列が同じものかどうかをそ

差は，二倍にまで広がる結果となった．このことを踏

の都度，口頭で答えるように求めた．その後，問題解

まえると，用いる負荷がWMの構成要素のどこにかか

決に成功するか，6分が経過した時点で実験は終了とし

るかと，使用する洞察問題の性質が言語的なのか視覚

た．

的なものなのかによる相互作用によって，解決への影

統制群に対しては6分間の間，パズルに挑戦する旨を

響が変化することが示唆されたと言えるだろう．ただ

伝え，12コイン問題のルールについて説明した後に，

しこれが音韻ループへの負荷によって解決が促進され

15秒毎にIPadの画面が真っ白なものに切り替わるため，

たのか，はたまた視空間スケッチパッドへの負荷によ

この画面が出ている間は問題を解こうとしないように

って解決が阻害されたのかは，実験1の結果から判断す

指示した．負荷有りの2群と同じく，6分以内に問題を

ることは難しい．

解決するか，制限時間を迎えた時点で実験を終了とし

続いて実験2では，洞察問題の性質を視空間的なもの

た．

から言語的な性質を有するものに変えた上で，音韻ル
ープへ負荷をかけた場合，視空間スケッチパッドへ負

2.4 結果

荷をかけた場合，何も負荷をかけていない場合の3条件

条件毎の解決者数は言語的負荷群が10人，視覚的負

における解決への影響の違いを検討する．

荷群が5人，統制群が8人であった．3群の自力解決者数
に対してχ²検定を行ったところ，解決者数に差は見ら

3.

れなかった．

実験 2

3.1 実験参加者

続いて条件毎の解決者の平均解決時間は言語的負荷
群が3分34秒，視覚的負荷群が3分9秒，統制群が3分6秒

実験1の時に参加した42名が実験2でも分析対象とな

となり，条件を独立変数，平均解決時間を従属変数と

った．実験1で統制群であった者はそのまま統制群とし

する一元配置分散分析を行ったが，こちらでも差は見

て参加したが，負荷有りの二群に関しては，負荷に対

られなかった．

する慣れの可能性を排除するために，負荷を入れ替え

図3 実験1 条件毎の解決率．

る形で実験は行った．
3.2 課題・装置
言語的な洞察課題として，寺井•三輪 [14] 作成の日
本語版RATから6題を採用した．RATとは，3つの言葉
に共通した要素を持つ言葉を想像して答える課題であ
る．日本語版RATの場合は3つの漢字を与え，それらの
漢字と熟語を作ることのできる，共通した漢字1字を考
えさせる問題となっている．寺井•三輪 [14] のRATは，
問題語の下にフィラー語が1字存在する状態で提示さ
れ，実験参加者はフィラー語を無視して，3つの問題語

2.5 考察

に共通する1語を回答することが求められる．図4の例

実験1では二重課題を用いて音韻ループへ負荷をか

題であれば，問題語となる「倒・両・独」の下にそれ

けた場合 (言語的負荷群) ，視空間スケッチパッドへ負

ぞれ，フィラー語として「配・業・醸」の3字が接続し

荷をかけた場合 (視覚的負荷群) ，何も負荷をかけてい

た状態で提示され，実験参加者は「立」を回答するこ

ない場合の3つの条件における，視空間的な洞察問題の

とが求められる．また寺井•三輪 [14] のRATは，フィ

成績への影響の比較を行った．その結果，解決者数と

ラー語と問題語の間のチャンク (外的な刺激や心的概

平均解決時間のどちらにおいても有意差は見られなか

念のまとまりの良さ) の強度によって，難易度を調整

った．

することが可能になっており，今回採用した6題は，フ
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ィラー語と問題語の間に意味的なチャンクがないもの

見られなかった．

の中から，解決率が60%程度のものを採用した．また6
3.5 考察

題のうち最初の1題は，実験参加者にRATを理解させる
ための例題として利用した．使用したRATは全てノー

実験2では言語的な洞察問題を用いて，実験1の時と

トパソコンのディスプレイに提示される形式であった．

同様に言語的負荷群 ，視覚的負荷群 ，統制群の3つの

負荷に関しては言語的負荷，視覚的負荷ともに実験1

条件の成績を比較した．その結果，実験1の結果とは対

と同一のものを採用し，15秒毎にパソコンの画面全体

照的に，視覚的負荷群の成績が最も高く，逆に言語的

を切り替える形で提示された．

負荷群の成績が最も低いものとなり，その差は有意傾
向であった．
この結果は実験1の時と同様に，洞察課題と負荷の性
質の相互作用が成績に影響することを示唆している．
即ち，洞察問題の性質とWMの構成要素のどこに負荷
をかけるかの組み合わせによって，解決への影響が変
化すると言える．具体的には，問題解決と負荷の両方
において，同じWMの構成要素の容量を要求してしま
う状況下では解決が上手くいかず，それぞれが異なる

図4 使用した日本語版RATの一覧．

WMの構成要素の容量を要求する場合においてはその
限りではない．

3.3 手続き
実験1の終了後，実験参加者をノートパソコンの置か
れたテーブルの前へと移動させ，次の問題はディスプ

4.

総合考察

レイに提示されるが，大まかな流れは実験1と同様であ

本研究は二重課題を用いて，音韻ループに負荷をか

ることを説明した．またこの時，負荷有りの群に割り

ける場合と，視空間スケッチパッドに負荷をかける場

振られた者には，記憶課題の内容が画像 (あるいは数

合における，言語的な洞察課題または視空間的な洞察

列) に変化することも伝えた．その後，これから取り

課題への解決時の影響を比較した．実験 1 では統計的

組ませる問題のサンプルとして，例題のRATをパソコ

に有意な差は得られなかったものの，視空間的な洞察

ンのディスプレイに提示し，課題の説明を行った．ま

問題解決を用いる場合は，音韻ループに負荷をかけた

た回答は口頭で出来上がる熟語を全て答えるように求

時の方が視空間スケッチパッドに負荷をかけた時より

めた．全体としての制限時間は5分であり、各RATの制

もより良い成績が見られた．また実験 2 では言語的な

限時間はそれぞれ1分ずつとした．

洞察問題を利用したところ，今度は視空間スケッチパ
ッドに負荷をかけた時の成績の方が，音韻ループに負

3.4 結果

荷をかけた時よりも優れた結果となり，その差は有意

各群のRATの平均解決数は言語的負荷群が3.21個，
視

傾向となった．

覚的負荷群が4個，統制群が3.57個となった．条件を独

しかし両実験ともに統制群との間に差が見られてい

立変数，平均解決個数を従属変数とする一元配置分散

ないことから，この結果が従来の WM と洞察問題解決

分析を行ったところ，条件毎の解決個数の差は有意傾

との関係を検討した研究にしばしば見られる，負荷が

向となり (F(2,41）=2.50, p< 0.1) ，効果量はηp2＝.11

解決を促進した事例と言えるのか，または解決を悪化

であった．多重比較の結果，言語負荷群と視覚負荷群

させた事例と言えるのか，それとも負荷と問題の組み

の平均解決個数の差が，有意傾向であることが示唆さ

合わせによってはその両方が起こり得るのかについて

れた．

は，判断が難しいところである．この点に関しては各

続いて各群の解決者の平均解決時間は言語的負荷群

群における人数の少なさや，実験 1 における解決時間

が17.95秒，視覚的負荷群が18.30秒，統制群が16.96秒と

の短さ，実験 2 で使用した RAT 問題の数の少なさが影

なり，条件を独立変数，平均解決時間を従属変数とす

響していた可能性が考えられる．今後これらの点を改

る一元配置分散分析を行ったところ，解決時間に差は

善する形で更なる検証を行うことで，統制群に対する
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存在している．また本研究では言語的負荷には 5 桁の

差を示していく必要があるだろう．
ただし，あくまで参考程度には留まるが，本研究と

数列を用いたのに対して，視覚的負荷群ではデーヴァ

近い実験形式の研究例をいくつか取り上げて考えると，

ナーガリー文字が 1 文字だけ画面上に表示される形式

本研究の結果は，負荷による促進効果が生じていたと

を採用した．そのため視覚的負荷が言語的負荷と比較

言える可能性が高い．例えば小田切・小出・鈴木 [15]

して，負荷が軽くなってしまっていたことが何か結果

では同じ修正版 12 コイン問題に取り組ませる際に，数

に影響を及ぼしていたかもしれない．ただし 1 文字と

字の暗唱を並行する形で WM に負荷をかけて実験を

はいえデーヴァナーガリーは日本人にとっては馴染み

行った．その結果，解決者数に差は見られなかったも

が薄く，奇異な形状をしたものであることを考慮する

のの，制約の緩和率が高まっており，行為レベルでは

と，たった 1 文字であってもそれなりの負荷がかかっ

負荷によってより良い選択がされやすくなっていたこ

ていたのではないかと推測される．これらの点も踏ま

とを指摘している．また Gilhooly et al. [16] は言語的あ

えて，今後は各群の実験参加者の選出や，どの程度の

るいは視空間的な創造的課題 (アイディアを出来るだ

チャンクを用いて負荷をかけるのかを統制した上で，

け沢山生成する類のもの) に取り組ませる際に，課題

検証を行っていく必要があるだろう．

の途中で別の課題に取り組ませる孵化期間を挟んでか
ら，再度課題に取り組ませる実験を行っている．その
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「生きる」ことに向き合う研究方法論の模索
Exploring Methodology for Being Faced with People’s “Living”
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Faculty of Environment and Information Studies, Keio University
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Abstract

1.2 知識を享受し世界に向き合うとはどういうこと

This article presents discussions on what research
methodology is needed to be faced with people’s living. First,
we will present a reflective view on the history of cognitive
science and thereby pose discussions on what missing pieces
of cognitive science are to go for new research paradigms.
Then, we will argue that “research with/on first-person’s
viewpoint” may be effective to be faced with people’s living
because it will generate “second-person’s relationship”
between the researcher and the target field.

か
人の心の有り様において、主観は重要である。世
の中をどのように見て、何に着眼し、何を感じるか
が、次なる自己を形づくる基盤になる。何に着眼し
てどう感じるかを決めるのは、世の中で正しいとさ
れた知識のこともあれば、
（検証はされていないが）
本人の中で指針となっている人生訓や基本思想のこ

Keywords ― subjectivity, people’s life, research
methodology, paradigm change, research with/on
first-person’s viewpoint, second-person’s relationship

ともある。
では、検証された知識をどう享受するのかを考え
よう。
例えば、
「間口の狭い細長いカフェの奥の壁が、

1.

（奥行き方向に直角ではなく）斜めの角度を有して

はじめに

いる。斜めが形づくる鋭角の角付近に、もし大きな
開口部があったら（例えば、大きな窓ガラス）
、視線

1.1 知識とは
知識とは、よりよく生きるための資産である。人

は斜めの壁に沿って鋭角側に誘導され、その開口部

の知を探る研究は、資産となる知識を見出すために

から視界が外に逃げることによって、自由な感覚が

ある。研究の知見が普遍的に成り立つ一般法則であ

増す」という知見があったとして、多くの人の賛同

るとわかれば、環境を制御したり対処したりする術

を得ていた（検証されていた）としよう。
「多くの人がそう思っていると知らされたから」
、

を与え、よりよく暮らすための「何か」を入手させ
る。ガソリンの燃焼から生まれるエネルギーを機械

「検証された知識だから」というだけの理由で、そ

的動力に変えて高速で走る
「自動車」
をつくるとか、

の知見を鵜呑みにして、カフェの空間を感じようと

害虫から稲を守る農薬をつくったりすることは、そ

する人は、カフェ空間に本当の意味で向き合ってい

の「何か」の好例である。

ることにはならないと、筆者は思うのである。

一般に、知識とは何ぞやと問えば、研究途上で得

本来大切であるはずの、ほかならぬ自分の主観は

られた仮説、客観的な事実として、もしくは普遍的

どこに行ってしまったのかと問いたい。自分の主観

に成り立つ法則として検証された知見を指すと考え

を脇に置いて、どこからか聞いてきた外部知見をひ

るのが普通である。物質世界の現象はそれでよい。

ょいと適用することは、身体でカフェ空間を感じる

どんな燃焼が機械動力への変換効率が高いのかにつ

ことを放棄した態度である。よりよく生きることに

いて普遍的な知見が得られなければ、安定した走り

はならないし、自己を醸成することにも繋がらない

は達成されない。

（諏訪ら 2015a）
。

一方、人の心の領域について知見を得ようとする

2.

ならば、客観的な事実を見出し、普遍的な法則とし

認知科学の歴史

て検証するという研究方法論に縛られていてよいの
2.1 心脳問題

か（諏訪ら 2015b）？ 本論文はそういう問題意識

「本来大切であるはずの、自分の主観はどこに行

を有する。

ってしまったのか？」と関連する問いとして、
「そも
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そも認知科学とはどういう学問として勃興したの

も R も客観的に観測可能である。例えば、犬に餌を

か？」が挙げられる。認知科学と聞いたときに、
「人

見せる（S）と涎を流す（R）
。そこから心を読み取

が何を考えているかを扱う学問」と思うことは、概

ろうとする。

ね間違っていない。ここで認知科学の歴史を振り返

行動主義には、当然のこととして、批判が集まる

ってみよう。

こととなる。
扱っているデータは表面的現象であり、

脳科学は認知科学の一分野であるけれども、その

肝心の心がブラックボックスのままではないかと。

全てではない。
「何を考えているか」は、素直に読め

心を扱いたいのであればブラックボックスのままで

ば「心に何が生じているか」である。脳科学は「脳

よいはずがない。その批判を糧にして、そして、時

というモノの中で何が起きているか」を調べる。心

を同じくしてコンピュータが初めて世に登場したこ

脳問題という言葉がある。心が脳の上に立ち現れて

とと関連を持ちながら、新しい学問としての「認知

いることは確かなのだが、
心は物質的現象ではない。

科学」が勃興した。この動きを「認知革命」
（cognitive

脳で何が起きているかを調べただけでは、心は捉ま

revolution）という。

えきれない。
2.3 情報処理モデル

心脳問題は、従来の意味での「科学」が、心を扱
うに十分な装備がなされていないことを示している。

コンピュータは、
情報を蓄えるハードディスクと、

デカルトの心身二元論が端緒であると言われている

処理容量としてのメモリーと、データの入出力機能

科学的方法論のテーゼは、客観性、普遍性、論理性

を有する。人は、過去に獲得した「知識」を蓄える

である。中村雄二郎（1992）は著書『臨床の知とは

長期記憶を有する。
知覚系により得た情報を、
「知識」

何か』で、近代科学は知性を扱うには限界があると

を使って処理し（計算し）
、計算結果に基づいて、運

説いている。

動系が世界に働きかける。知識を使って処理するた

論点は幾つかあるが、何よりも、人の心は客観的

めのエリアとして短期記憶も有する。当時の認知科

に観測できない点が挙げられる。脳科学は、主に、

学は、コンピュータのアナロジーで人の心をモデル

脳の各部位の血流を測定することで、被験者に与え

化することで、行動主義におけるブラックボックス

たタスクと部位活性度の関係を捉え、脳各部位の働

状態を打破しようとした。
「情報処理」というモデル

きや繋がりを推定しようとする。脳を客観的に観測

である。心で考えることを、情報を処理（計算）す

しようとすると当然そういう方法になるのではある

ることと同義だと捉えたのだ。

が、やっていることは、モノとしての脳で起きてい

このパラダイムは約 30〜40 年もの間、認知科学

る客観的に把握可能な現象の観測である。しかし、

や心理学の主流となり、人工知能という学術領域も

生身の人間として自分の心で生じていることをはた

生むことになった。70 年代後半から 80 年代前半、

と考えてみれば、それは脳の物質的現象とは程遠い

人工知能は第二次ブームを迎え、情報処理モデルを

ことがわかる。心脳問題とはそのジレンマのことで

礎として、数多くのエキスパートシステムが制作さ

ある。

れた。専門家が有する「知識」をコンピュータに格
納して情報処理をさせれば、コンピュータにもエキ

2.2 内省から行動主義へ

スパートな振る舞いができるのではないかと、研究

認知科学はそのジレンマと闘ってきた学問である。

者を含め世界中が夢見た。筆者も大学院生の時に、

20 世紀初頭の心理学は、心を扱う手法として内省

身近な例題で幾つかのエキスパートシステムを制作

（レトロスペクション）に重きを置いていた。しか

した一人である。

し、内省は主観に過ぎない（客観的ではない）とい
2.4 情報処理モデルの限界

う批判が強まり、心理学は「科学」にならんとした。
そこで生まれた流派が「行動主義」である。科学

しかし、やがて（世が発展する際の常として）
、情

たらんとして主観的な観測を廃し、客観的観測だけ

報処理モデルの限界が叫ばれ始める。80 年代から

で心を扱おうとした。人に与える刺激（S）とそれ

90 年代にかけてである。自分でプログラミングする

に応じて人がなす反応（R）をペアとみなし、S-R

とよくわかるのだが、エキスパートシステムは人の

の関係性から内部の心を推定しようとしたのだ。S

心の知的さからは程遠い。それはそのまま、情報処
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理パラダイムの限界であるといっても過言ではない。

体となった一つのシステムである。情報処理モデル

改善すべき点は多岐にわたる（現在でもその全てが

という機械論的な見方から、
「状況に埋め込まれた認

解明されてはいない）のだが、ここでは一部だけを

知（situated cognition）
」へのパラダイムシフトが、

指摘するに留める。

80 年代後半から 90 年代にかけてアメリカの西海岸

第一に、人の知的さを支えているのは暗黙知（身

を拠点にして起こったわけである。

体はわかっているけれど、言葉にしにくい知）であ

環境は常に揺れ動く。人の知覚も、思考も、行動

るが、それを明示的な「知識」として専門家（人）

も、それに臨機応変に反応する。環境がどう揺れ動

から取り出せないという点である。逆の言い方をす

き、環境の中のどういう要素が心と関係を結ぶかに

ると、
「知識」として明確に記述できることだけをコ

ついては、基本的には、予め想定できない。situated

ンピュータに格納しても、知的な振る舞いは期待で

cognition の考え方は、
「モデル化」という文言が内

きない。
「知識獲得というボトルネック」問題として

包するような明確さは持たない。

80 年代後半に顕在化し、これが第二次人工知能ブー

明確でないのなら「モデル」にはなりえないし、

ムを衰退させる一因になった。

それは研究指針にはならない！と考える諸氏も多か

情報処理モデルの第二の問題点は、心と外部環境

ろう。筆者は別の考え方をしている。
「モデル」は、

を完全に切り分け、両者の接点を、知覚（という入

あまりにトップダウン的に現象を見過ぎてはいない

力）と行動（という出力）だけに限定した点である。

だろうか？ トップダウン的に現象を見てしまうと、

なかでも、知覚を、単に外界の信号を無自覚的に／

そのモデルに合わないものごとは全て蚊帳の外にな

受動的に受け入れる装置と捉えたことは大いなる難

る。Situated cognition の考え方は、まさに人の認

点である（諏訪 2016）
。現に、コンピュータの原型

知がそうであることを訴えたのである。

として有名なチューリングマシンは「テープを読み

同様に、客観性の縛りが強い研究方法論は、主観

取るヘッド」を有するとされている（高岡 2014）
。

的なものごとは人の知の根幹を成すことを顧みずに、

しかし、生身の人の実情は、世界に存在するすべ

主観性を蚊帳の外に置きがちである（中村 1992）
。

ての信号に等しく注意を向けることはしない。受け

situated cognition の思想は、明確なモデルを提

入れるものごとを能動的に選択している。これを心

供しようとしたのではない。知の現象にしかと向き

理学では selective attention と呼ぶ。つまり、本来

合うための「新しい視点を提示」した（従来の情報

は、知覚は、そのとき何を考えているか（思考）や、

処理モデルが捨象してきた知の重要側面に光を当て

どんな行動を取っているか
（行動）
に影響されて刻々

た）のである。

かわる。認知の基本をなす行為は、知覚、思考、行
動の 3 つであると言われているが、互いが他に影響

2.6 身体性

を与えながらそれぞれが変化するのだ。80 年代後半

「情報処理モデル」に致命的に欠けていたのは何

以降「認知カップリング」と呼ばれた新しい考え方

か？ それは「身体」の存在であろう。暗黙知とは

である（諏訪 2016）
。

身体を持っているが故に生じる現象である。環境と

この考え方の根底を為すのは、人の心と環境は完

心のあいだに厳然として横たわっているのは身体で

全に切り分けられるものではないという思想である。

あり、身体を媒介して（身体の発露として）
、心は環

環境からの入力（知覚）を決めるのは心や身体なの

境の揺れ動きに臨機応変に応じる。クリエイティブ

だから。心や身体と環境の境界は常に揺れ動いてい

な思考や行動の源泉は、身体にある（諏訪 2018）
。

る。人の心を機械論的に「情報を処理するマシン」

「身体性」という概念を私はそう解釈している。身

だと捉えてしまうと、知覚の仕方（入力の仕方）も

体性が状況に埋め込まれた認知（situated cognition）

予め記述したくなるわけなのだが、そうしてしまう

を生じさせている。

と、この現象は蚊帳の外になる。
2.7 パラダイム閉塞感の打破
2.5 状況に埋め込まれた認知（Situated cognition）

内省主義、行動主義、情報処理（認知革命）
、状況

「認知カップリング」の思想においては、環境は

に埋め込まれた認知（situated cognition）
、身体性

もはや人の心の外側の存在ではなく、心と環境は一

と、数々の遍歴を遂げてきた認知科学であるが、日
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本の認知科学研究の多くは、いまだ、情報処理パラ

してしまうかもしれない。

ダイムに留まっているものが多い。その閉塞感を打

「過去の研究で、これこれこういう仮説があるか

破することが認知科学の未来を築くことにつながる

ら」と言って、安易に仮説を借りてきてしまうと、

という想いから、
『
「生きる」と向き合う科学：方法

身体で感じ取ることが可能だったかもしれないポイ

論からの解放』のセッションを千葉大学の伝さんと

ントから目を背けてしまうかもしれない。

立ち上げた。

「生身の人」としての全人格的な生活感覚をもっ

パラダイムの隆盛、衰退は、歴史上くり返されて

て、ほかならぬ自分の身体で研究対象に向き合い、

きたことである。
従来のパラダイムが研究対象
（我々

着眼し、過去に誰も生み出したことのない仮説を見

の場合、
人の知）
の実情と合わなくなってきたとき、

出してみたいものである。それが、人の知の領域で、

どうそれを打ち破るか？ 従来のモデリングの枠内

「研究対象に向き合う」ということではなかろう

を出て新しいモデルを立てたり、知の現象にしかと

か？

向き合う新しい視点を提示したりすることが、これ

4.

からの認知科学に必須である。

一人称研究という方法論

「一人称研究」とは、身体感覚を研ぎ澄まして対

3.

研究者は対象世界にどう向き合うか

象世界に相対し、一人称視点から、自分と対象世界

人の知の実情にしかと向き合うことは、
「生きる」

のあいだのインタラクションの様を観察／記述して、

に資する研究態度はどうあるべきかを問うことにつ

そのデータをもとに、対象世界を見る新しい視点を

ながる。人の知の領域に関する限り、研究者は、知

提案したり、その世界で成り立つ新たな仮説を見出

見の普遍性を検証して世に広めるという「与えるパ

したりする研究手法である。数名の人工知能／認知

ラダイム」に則っているだけでは足らない。人が主

科学研究者と共著の
『一人称研究のすすめ —知能研

体的にその知見を受けとめる「学びのあり方」も考

究の新しい潮流』(諏訪ら 2015b)、『知のデザイン

慮に入れた研究を目指すことが必要になろう。

自分ごととして考えよう』(諏訪ら 2015a)や、拙著

では、研究者は、対象世界にどう向き合うのがよ

『
「こつ」と「スランプ」の研究 身体知の認知科学』
（諏訪 2016）に詳しく解説している。

いのか？ 従来の研究観は、
「客観的な立ち位置を遵
守し、対象から距離をとって干渉せず、三人称的に

一人称研究は、対象世界に「しかと向き合う」た

観察可能なことだけをデータとして収集し、そのデ

めの研究方法論として有望ではないかと考えている。

ータから一般法則を見出す」である。物質世界にお

それはなぜか？ 次節では、
「二人称的関わり」とい

ける現象はそれでよいが、人の知の領域にその研究

う概念を持ち出して、この問題を論じてみたい。

観で臨んでも、知の実情にしかと向き合えないであ
4.1 二人称的関わり

ろう。
研究者として研究対象に向き合う行為は、一般人

「二人称的関わり」とは、一般に、複数の人やもの

が身の回りの世の中に向き合うのと同様である。研

ごとが互いに交わり、折り合いをつけるなかから、

究対象を選ぶことから始まる。その対象にどんな問

当事者たちのあいだに生まれる新しい関係性である。

題意識を抱き、どんな側面に着眼するのか？ （当

例えば、転校生が新しい学校に馴染んでいくプロセ

初から明確にわかっている必要は必ずしもないが）

スを考えよう。転校生から見ると、その学校の生徒

最終的にはそれを明確化することになる。

の間では何がよしとされ、何がタブーなのか、最初

そして、対象にどんな仮説を抱くのか、も重要で

はわからない。受け入れる側から見れば、どんな性

ある。仮説は簡単に得られるとは限らない。長期間

格でどんなものごとが好きな生徒なのか、わからな

その対象に向き合って、時には詳細な分析を遂行し

い。お互いに押し引きを繰り返し、その反応から次

て初めて、面白い仮説が見出されることもある。

第に、相手の思考回路や趣向が見えてくる。

「研究は客観性を担保することが必要だから」と

どちらのサイドも、自分の主張を全て押し付ける

従来の方法論に縛られていては、客観性が担保でき

わけでもなく、相手の趣向に完全に言いなりになる

る研究対象しか選べない。方法論に縛られて、研究

わけでもなく、互いに折り合いをつけはじめる。佐

対象として本来価値があるかもしれない現象を無視

伯ら（2017）はこういう関係性を「二人称的関わり」
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と称した。

のデータを収集しているだけではないか！」という

どちらのサイドも、最初は一人称視点で相手を観

批判があることは予想に難くない。しかし、そうで

察する。やがて、相手の趣向が見えはじめると、一

はない。

人称視点に相手の視点から見た関係性も混じえても

筆者自身の一人称研究の知見によれば、お酒の味

のを考えるようになる。互いに、赤の他人から勝手

わいを言葉で表現する習慣を続けていると、
次第に、

知ったる他人に昇格する。その段階に至れば、新し

どういうお酒が好きで、どういうお酒が嫌いである

い趣向と秩序が創成された状態になる。

かの区別をつけようとして、様々な「味の変数」に

二人称的関わりは、
外から
（第三者的な位置から）

敏感になろうとする意識が働く。どんな感触の味の

客観的に観察しても了解できるものではない。関わ

要素が、どのタイミングで、口腔や鼻腔のどのあた

りが現在進行形で生起するプロセスに直接触れて初

りに、どんな速度で出現するか？ 総体として、ど

めて（内側からの視点を持ってはじめて）
、そのダイ

んな心的風景が立ち現れ、どんな心地になるか？

ナミクスや意味するところがわかる。

様々な諸変数を一つずつ分化し、各々に適切なワー

親は、所詮、転校生と既存の生徒の押し引きを身

ディングを探し出すことになる。

体で感じる位置に立てない点で、まさに外側からの

筆者は舌の脇にじっとりと残る酸味が嫌いであっ

視点しか持たない。自分の子どもから、転校生がや

た。ある時、自分はいつも「残る」という動詞を使

ってきたことを聞き、成績がよいかどうかとか、出

っていることを自覚した。
「残る」は実にアバウトで

身地とか、親はどんな方なのかの情報を得たり、父

ある。残り方にもいろいろあるのに、一様に「残る」

兄参観で転校生の様子を観察する。それらの情報と

と表現するのでは表現分解能が粗い、とフラストレ

観察を総合して、
転校生を表現する幾つかの言葉
（ラ

ーションを感じはじめた。

ベル）を考えたとしても、
「頭で」転校生を理解した

フラストレーションを抱えたまましばらく続けて

に過ぎない。

いると、ある日、
「舌の脇が帯電するかのようだ」と
か、
「降り積もるように静かに溜まっていく」といっ

4.2 内側から世界を見る

た、新しい表現がふと浮かんだのである。一人称視

結論から言えば、一人称研究は、対象世界と二人

点で記述する習慣の継続は、
感じ方の分解能を上げ、

称的関わりを結ぶことで、対象世界を身体で理解す

表現する言葉の分解能も上げる。

るという方法論ではないかと筆者は考えている。対
4.3 一人称視点はやがて二人称的関わりを生む

象世界と（研究者としての）自分の押し引きを身体
で経験し、対象世界の内側からその世界のダイナミ

この時点では、対象世界を見る分解能が増したと

クスに向き合うということである。対象世界が人や

はいえ、
まだ、
一人称視点の世界にとどまっている。

社会であっても、ものであっても、同じである。

それからしばらく経った日のことである。それまで

例えば、
「お酒の味わい」という研究対象について

ただ嫌いだと思っていたお酒の味わいに、ある種の

考えてみよう。お酒はモノであるが、
「味わい」は、

共感を覚えはじめたのである。

飲む人の身体とモノの関係の上に成り立つ。お酒の

共感と言っても「好き」になったわけではない。

味を客観的に評価しようとすると、酸度、糖度、ア

好きではないが、
「これも許せる」とか「まあ、この

ミノ酸の種類や量、使っている酒米、製法など，誰

酒米でこういう味になるのもわかる」とか言い出し

が観察しても結果が同じになるデータを集めること

たのである。対象世界に対する（この場合は、お酒

になろう。しかし、そういった情報を総合しても、

の味わい）
「二人称的な関わり」が生起したと解釈で

お酒好きが「味わい」という言葉に込める意味合い

きる現象ではないか？ 佐伯（2017）が「共感的関

からは、かなりかけ離れている。お酒の味わいに「し

わり」1と呼ぶできごとである。

かと向き合っている」ことにならない。

もちろん、対象（お酒）は人ではないので、相手

お酒の味わいを探究するためには、まずは自らの

が主語になってこちらのことを二人称的に理解して

身体で味わい、お酒好きな生活者としての一人称視
点から、対象世界（お酒の味わい）を表現すること

1 佐伯は「共感的関わり」を「同感的関わり」と明確に区別

から始めるのがよい。
「自分勝手な主観的な視点から

している。
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[諏訪 2018] 諏訪正樹. (2018). 身体が生み出すクリエイテ
ィブ. 筑摩書房.
[高岡 2014] 高岡詠子. (2014). チューリングの計算理論入
門. 講談社.

くれるわけではない。あくまでも一方向的ではある
が、私の見方が単なる一人称視点ではなくなり、
「相
手の言い分もわかる」という視点が混ざりはじめた
ことが、実に面白い。
探究対象にしかと向き合うとは、そういう状態に
なることではないかと思うのである。いきなり二人
称的関わりが生起することはありえない。転校生の
事例でも、お酒の事例でも、まずは一人称視点から
自分と世界の関係を観察記述することに端を発する
からこそ、その場を介して、次第に相手からの視点
も混じりはじめる。
4.4 一人称視点があってこその二人称的関わり
一人称視点で世界を観察することを続けていると、
次第に二人称的関わりが生起するのはなぜであろう
か？ それは、世界が必ずしも自分にとって「優し
い」ものごとばかりではないからではないかと、筆
者は解釈している。いつまでも一人称視点にしがみ
ついて自分勝手に解釈していると、優しくないもの
ごとには「心を閉ざす」しかない。しかし、対象世
界と自分の間のインタラクションを、優しいことも
優しくないことも含めて、その全てを観察して解釈
する環境に身を置いていると、（心を閉ざさないと
するならば）相手の視点と折り合いをつける以外に
生きる道はない。
要は、他ならぬ自己を有して一人称視点で世界と
相対することから始めるからこそ、二人称的関わり
へとモードが切り替わるということかもしれない。
研究対象に二人称的な関わりを持つ（そのスター
トは一人称視点）ことが、これからの認知科学の一
つの有望な研究手法になり得る。
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物的世界との相生に至る身体運動知覚の掛け替えに関する一考察

A study on the change of perception about body movement
to harmony with the material world
榎本 美香 †
Mika Enomoto
†
東 京 工 科 大 学 大 学 メ ディア 学 部
Sclool of Media Science, Tokyo University of Technology
menomoto@stf.teu.ac.jp

込 も う と し て 水 を 飲 む か 、た だ 口 を 開 け る だ け で
息 が 吸 い 込 め な い か で あ る 。と こ ろ が 、「 腕 で は
な く 肩 を 回 し て く だ さ い 」と い う コ ー チ の 言 葉 を
契 機 に 、水 を ぐ ぐっと 押 す 感 覚 、長 く 水 を 掴 ん で
い る 感 覚 を 得 た 。そ の 瞬 間 、水 に 沈 ん で い く し か
なかった身体がふわっと前に進んだのである。
「肩
を 回 す 」と い う 表 現 が 腑 に 落 ち た 瞬 間 で あった 。

Abstract
In this research, I present a cognitive model for coordinating the body with the physical world, based on
my practices of swiming and surfing. The brain controls the body movements with clues of words that
are represented by others or oneself, and the body
movements physically manipulate the world. When
this manipulation is valid, we construct a control system in the brain that enables such body movements.
Keywords — body movement, material world,
representation, change of perception, learning

1.

はじめに

本 研 究 の 目 的 は ，重 力 の か か る 大 地 や 浮 力 を う
け る 海 中 と いった 物 的 世 界 と 調 和 的 に 存 在 で き る
よう自己の身体運動を捉えなおしていくヒトの認
知 活 動 に つ い て 考 察 を 試 み る こ と に あ る 。我々は
初めて行う方法で世界に向き合わねばならぬ時、
生まれたての子鹿のように覚束ない動きから初め
ね ば な ら な い 。と こ ろ が 、大 地 に 対 す る 適 切 な 力
の か け 方 と バ ラ ン ス を 見 出 し た 時 、立 つ と い う こ
と は 造 作 も な く な る 。こ の 世 界 に 対 し て 適 切 に 対
応 で き る よ う に な る 瞬 間 を「 腑 に 落 ち る 」瞬 間 と
呼 ぼ う。本 研 究 で は 、著 者 自 身 が 水 泳 と サ ー フィ
ン を 学 習 す る 場 面 を 一 人 称 視 点 で 分 析 し 、「 腑 に
落 ち た 」過 程 を 分 析 す る 。個々の 事 例 は 、そ の 日
の 波 の 荒 さ 高 さ と いった 自 然 事 象 の 一 過 性 や 突 発
性 、コ ー チ の 特 性 や 著 者 の 身 体 能 力 と 二 人 の 相 性
といった個別性・状況依存性の高いものであり、統
制 的 実 験 や 計 算 機 シュミ レ ー ション の 範 疇 外 で あ
る 。し か し 、世 界 の 物 理 的 法 則 の 中 へ 自 身 の 身 体
を滑り込ませるに至る知覚形成はまぎれもなく認
知 科 学 的 課 題 で あ る 。本 研 究 で は 、自 身 の 身 を 世
界 に 晒 す こ と に よ り、世 界 と の 調 和 に 至 る 身 体 の
認知モデルを構築する。
著者は今年の 1 月に水泳を習い始めた頃、クロー
ルをすると 15m 付近で溺れていた。この付近がちょ
う ど 息 継 ぎ の タ イ ミ ン グ だ か ら で あ る 。息 を 吸 い
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図1

教 授 場 面 に お け る 表 象・脱 表 象

諏 訪 (2015b) は 、人 の こ と ば の 受 け 売 り で 理 解
や 実 践 を し よ う と し て も ス キ ル は 向 上 せ ず、そ の
ことばに自分なりの安定した体感を紐付けられる
よ う に な る こ と が シ ン ボ ル グ ラ ウ ン ディン グ で あ
り、そこに〈からだでの学び〉があるという。そも
そ も 、身 体 運 動 を 言 語 化 す る こ と は あ る 身 体 の 動
き と 世 界 と の 関 係 の 記 号 化 で あ り、個 人 的 な 表 象
で あ る 。そ れ を 他 者 が 理 解 ／ 実 践 す る た め に は 、
再度自身と世界との物理的な関係へと脱表象化す
る 必 要 が あ る (図 1)。脱 表 象 化 の た め に は 、再 度 、
世界との接地面の中において自身の身体でもがき
な が ら 、世 界 か ら の 手 応 え と そ の 時 の 認 知・身 体
活 動 と の 関 係 性 を 掴 み 取 る 必 要 が あ る 。「 肩 を 回
す 」と い う コ ー チ の 表 現 は 、生 徒 が 水 を 掻 く 中 で
再構築されねばならない。
本 研 究 で は 、ス ポ ー ツ 学 習 場 面 に 焦 点 を あ て 、
身 体 と 世 界 に 関 す る 認 識 が 覚 醒 す る 瞬 間 を 追 う。

2.

分析 1: 水泳

水 泳 を 習 お う と 思った 動 機 は 極 め て 世 俗 的 な も
のである。2018 年 2 月に同僚の女性 4 人でハワイに
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ブ で 5,6 月 に 計 5 回 (各 30 分) 習った 段 階 で 本 稿 を 書
い て い る 。以 下 に 水 と の 格 闘 史 を 分 析 す る 。

2.1

クロール：バタ足 (キック)

ク ロ ー ル で 最 も 最 初 に 習 う の が バ タ 足 (キック)
である。ビート板を持って、足だけ動かす。コーチ
の指示は以下である。
(1) 太 も も か ら 上 げ る
(2) ひ ざ か ら 下 で 水 を 打 ち 下 ろ す
(3) 足 の 甲 で 水 を 押 す
(4) 親 指 ど う し が 擦 れ る ぐ ら い の 内 股 で
(5) 足 の 力 を 抜 く
図2

ハ ワ イ の North Shore

遊びに行くことになった。ハワイは約 1 年前の 2016
年 12 月 に 初 上 陸 し 、その 浮 か れ た パ ラ ダ イ ス 感 に
は まった 。その 旅行で特に印象的だったのは North
Shore と い う 海 岸 で 体 験 し た 波 の 力 強 さ だった (図
2)。波 の 引 き 際 の 間 に 急 い で あ る 水 深 ま で 行 か な
い 限 り、次 の 寄 せ 波 に 巻 き 込 ま れ 砂 浜 へ 押 し 戻 さ
れ て 七 転 八 倒 す る こ と に な る 。一 方 、こ の ゾ ー ン
を 抜 け ら れ た 時 は 、浮 き 輪 を 頭 の 上 へ 持 ち 上 げ て
波 を 超 え 沖 へ 出 て い け る 。そ こ か ら 高 波 に 持 ち 上
げられ叩き落とされながら岸辺へたどり着くの
は 何 と も 言 え な い ス リ ル で あった 。た だ し 浮 き 輪
で 出 て いけ た の はせい ぜい 岸辺か ら 50M 程 度で あ
る 。そ の さ ら に 50M ほ ど 先 の 沖 で サ ー ファー た ち
が 波 乗 り を し て い て 、よ ほ ど 羨 ま し かった 。
再 び ハ ワ イ で あ る 。サ ー フィン を し な け れ ば な
ら な い 。4 泊 5 日 の 旅 程 の う ち 、3 日 間 サ ー フィン
レッス ン の 予 定 を 入 れ た 。一 緒 に 行 く 同 僚 に そ の
ことを伝えたら、
「(ハワイに) 行く前に泳ぎの練習
をしてくださいね！」と言われる。水泳をしたのは
中 学 生 時 代 で 、確 か 平 泳 ぎ は 何 と か 25M、ク ロ ー
ル の 最 長 記 録 は 22M で あった 。確 か に 、こ れ で は
North Shore の 荒 波 に 立 ち 向 か え な い か も し れ な
い 。通 勤 路 の 途 中 に あった 水 泳 ス ク ー ル へ 駆 け 込
む 。2018 年 1 月 22 日 が 初 め て の レッス ン で あった 。
その日の同僚へのメールが以下である
ち な み に 、朝 か ら 、水 泳 教 室 に 行って き ま し た 。近
所 の ス イ ミ ン グ ス ク ー ル で 、オ リ ン ピック 選 手 も
輩 出 し て い る と い う。
今 日 は 、ク ロ ー ル の 息 継 ぎ の 原 理 が 分 か り ま し た 。
息 を 吸 う 前 に 水 中 で 吐 い て お く、体 全 体 を 傾 け て
息 を 吸 う、と い う の が ま だ 上 手 く で き て い ま せ ん
が 、お 腹 か ら 後 ろ に 水 を 掻 く こ と で 推 進 力 を 得 る 、
バ タ 足 は 水 中 ま で キック す る こ と で 水 を 押 し て 進
む こ と が で き る 、な ど 新 情 報 満 載 で し た ね 。

お よ そ 原 理 し か 分 かって い な い の で あ る 。
こ の 時 か ら 、東 京 ド ル フィン ク ラ ブ で 、1 月 に 4
回 、2 月 に 3 回 、3 月 に 1 回 、4 月 に 5 回 ( 各 1 時 間 計
14 回) 習い、その後引っ越してイオンスポーツクラ
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図3

バ タ 足 の アップ キック (柴 田 (2014) よ り)

「太ももから上げる」とは、足を打ち下ろした後
に足を上げる動作で、太ももと起点に膝、甲を真っ
すぐ伸ばしたまま水面ギリギリまで上げる動作を
指 す。水泳 教 本 (柴田, 2014) の写 真 と 説 明 も 付 記 し
よ う (図 3)。バ タ 足 と い う と 、膝 か ら 下 で バ シャバ
シャす る イ メ ー ジ だ が 、足 の 付 根 か ら 動 か す の が
ミソのようである。
太 ももから上げようとすると全身が力んで しま
い 今 度 は 真っ直 ぐ の ま ま 足 を 打 ち 下 ろ そ う と し て
しまう。しかし、下にキックするときには、太もも
が 下 限 に き た あ た り で 、「 ひ ざ か ら 下 で 水 を 打 ち
下ろす」必要 がある (図 4)。最後に足をヒレの よ う
に し な ら せ「 足 の 甲 で 水 を 押 す 」そ う で あ る 。し
か も 、「 少 し 内 股 で 」「 力 を 抜 い て 」で あ る 。
難しいのは、片方の足をまっすぐ上へ上げている
一 方 で 、も う 片 方 の 足 を し な や か に 打 ち 下 ろ さ ね
ば な ら な い と こ ろ で あ る 。こ れ が 最 初 は 何 度 やっ
て も で き な い 。翌 日 は 大 臀 筋 や 大 腿 筋 が バ リ バ リ
の 筋 肉 痛 に なって 歩 行 も 困 難 で あ る 。ビ ー ト 板 を
持って 一 人 区 民 プ ー ル で 自 主 ト レ を す る 。お そ ら
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気に太ももの脇へ掻き抜く (3)。抜いた手を大きく
回 し て (1) の 状 態 へ 戻 る 間 に (5)、息 継 ぎ も す る (図
6)。
(1) 伸 ば し て い る 手 の 先 へ も う 片 方 の 手 の 指 先 を
滑 り 込 ま せ る (キャッチ)
(3) 腹 の 下 ま で 水 を プ ル
(4) 腹 か ら 太 も も の 脇 ま で プッシュ
(5) 肘 を 高 く (腕 を 伸 ば し て) リ カ バ リ ー

キャッチ

プル

図 4 バ タ 足 の ダ ウ ン キック (柴 田 (2014) よ り)

く は 上 げ る 方 に は そ れ ほ ど 注 力 し な く て よ く、打
ち 下 ろ す 方 に 集 中 し た 方 が 良 い の で は な い か 。い
や 、打 ち 下 ろ す た め に は 最 初 に 高 く 上 がって い な
く て は な ら な い が 、水 面 か ら 出 る ほ ど で は な い 。
足 の 甲 で 水 を 押 す と い う が 、ひ らっと さ せ る と い
う こ と か 。試 行 錯 誤 を 繰 り 返 す う ち に 、水 音 が 変
わ る 。顔 を 水 中 に 入 れ て い る の で 自 身 の バ タ 足 の
水 音 が 聞 こ え る の だ が 、あ あ 今 で き た の で は な い
かと いう瞬 間 に、音が「バッタン、バッタン」と変
化 し た 。「 バッ」で 太 も も 部 分 の 下 げ に よ る 軽 い
音 、「 タ ン 」で 膝 か ら 下 の 下 げ の 重 い 音 と い う リ
ズ ム で あ る 。同 じ 泊 程 度 の 長 さ の リ ズ ム で 両 足 で
交 互 に こ の 音 を ゆっく り 出 し て い く と 、推 進 力 が
上 がった 気 が し た 。次 に 水 泳 教 室 で こ れ を 披 露 し
た 時 に コ ー チ か ら「 で き て る じゃな い で す か 」と
言 わ れ た の で 正 し い バ タ 足 な の だ ろ う。足 の 動 き
を 音 と し て 認 知 し た 時 、太 も も や 膝 下 や 甲 と いっ
た 個々の 独 立 の 部 位 の 動 き で は な く、全 体 の 調 和
としてバタ足動作が行えるようになったのである。

2.2

プッシュ

リカバリー
図5

クロール：ストローク

クロ ール の 推進力は主に手のストロークか ら生
ま れ る と さ れ る 。ス ク ロ ー ル は 次 の 5 つ か ら 成 る
(図 5)。入水はできるだけ遠くへ指先を沈め (1)、手
のひらで水を腹の下へ寄せてきて (2)、そこから一

ス ト ロ ー ク (柴 田 (2014) よ り)

ク ロ ー ル と い え ば 、こ の ス ト ロ ー ク の 手 の 動 き
と 息 継 ぎ の イ メ ー ジ で あ る 。22M し か 泳 げ な かっ
た 中 学 校 時 代 に も し て い た し 、今 も と り あ え ず 泳
い で み ろ と 言 わ れ れ ば 見 よ う 見 ま ね で で き る 。し
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息 継 ぎ (柴 田 (2014) よ り)

か し 、息 継 ぎ を し よ う も の な ら ず ぶ ず ぶ と 水 中 に
沈 ん で い く の で あ る 。沈 む の で 、水 を 飲 む 。水 を
飲 ま な い で お こ う と す れ ば 、息 は 吸 え な い 。水 を
飲 め ば む せ て 立って し ま う し 、息 が 吸 え な け れ ば
苦 し い の で そ の う ち 泳 ぎ 止 め る 。そ れ が ちょう ど
15M か ら せ い ぜ い 22M 付 近 な の で あ る 。こ れ で 中
学 時 代 の 記 録 の 謎 が 解 け た 。他 人 か ら 見 れ ば 、な
ぜ 後 3M 我 慢 で き な かった の か？と な る が 、そ こ が
息 継 ぎ が で き な く て も 行 け る 最 遠 な の だ 。コ ー チ
は「後頭部 (ちょうど髪の毛のポニーテールの頂点
あ た り) が 伸 ば し て い る 手 に あ た る よ う に 」と か
「 もっと 上 を 向 い て も い い で す よ 」と 指 示 を く れ
る 。し か し 、上 を 向 け ば 体 勢 が さ ら に 崩 れ 、そ の
先が泳げない。
スクールに通いだして 7 回目のレッスンであった
と 思 う。あ る コ ー チ が ス ト ロ ー ク は １ 周「 腕 で は
な く 肩 を 回 し て く だ さ い 」と い う 表 現 を し た 。ど
う い う こ と か は 良 く わ か ら な い 。空 中 で やって 見
せ て く れ る 。リ カ バ リ ー だ け で な く、前 向 き に 掻
いているときも内に肩を入れろということのよう
で あ る 。見 よ う 見 ま ね で 空 中 で やって み る 。肩 を
回 す と い う 行 為 自 体 は で き な く は な い 。続 い て 、
実際に泳ぎながら肩を回すことを意識してみる。
す る と 、プ ル か ら プッシュに 移 る あ た り (感 覚 的 に
は 手 が 腹 の 下 を 通 過 す る あ た り) で 、ぐ ぐっと 水
を 押 す 手 応 え が あ る 。一 気 に 加 速 し 身 体 が ふ わっ
と 斜 め 上 に 進 む 。す ぐ に 息 継 ぎ の タ イ ミ ン グ が 来
る が 、肩 を 背 中 側 に 回 す と 、ぐ る ん と ロ ー リ ン グ
し て 、ゆ る ゆ る と 顔 が 水 面 に で る 。今 ま で で き な
かった 息 継 ぎ が で き た の で あ る 。プ ル・プッシュ・
リカバリーという一連の手の動きで水をどう押し
出 し 、体 勢 を ど う 回 転 し て い く の か 、そ の 時 の 水
の手応えや運動に伴う水中での推進力がいかなる
も の で あ る か が 一 気 に 腑 に 落 ち た 瞬 間 で あった 。

2.3

その後

こ の よ う に 書 く と 、今 で は ス イ ス イ と ク ロ ー ル
で泳いでいるようなイメージだが、そうではない。
25M は 泳 げ る よ う に なった が 、そ こ で ゼ イ ハ − 息
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を 切 ら せ て い る 。周 囲 の 人 か ら は 綺 麗 に 泳 げ て い
る と 言 わ れ る が 、見 か け だ け 優 雅 な の で あって 、
本 人 は 至って 必 死 で あ る 。息 継 ぎ だって ２ ，３ 回
に 一 回 ぐ ら い は 失 敗 し て 水 が 口 に 入って く る 。そ
の 時 は 次 の タ イ ミ ン グ ま で 我 慢 す る 。い つ も は 右
サ イ ド で 息 継 ぎ を し て い る が 、こ の 前 試 し に 左 サ
イ ド で し て み た 。全 く 感 覚 が つ か め ず、ズ ブ ズ ブ
と 沈 ん だ 。水 と の 調 和 的 世 界 か ら 引 き 剥 が さ れ 、
ま た 暗 中 で も が く 思 い が し た 。左 右 交 互 の 向 き で
息 継 ぎ が で き る よ う に な る に は 、ま だ 時 間 が か か
る よ う で あ る 。禅 宗 の 用 語 に「 漸 修 頓 悟 」と い う
用 語 が あ る が 、水 に 対 し て ど う 身 体 を 動 か せ ば 水
と自己の関係がスムーズに行くのか腑に落ちるま
で 足 掻 く こ と に な る だ ろ う。

3.

分析 2: サーフィン

最 初 に 断って お き た い が 、ま だ 自 力 で 波 に 乗 れ
る よ う に なって い る わ け で は な い 。ハ ワ イ で 約 1
時 間 ず つ 3 回 、日 本 で も 1 時 間 程 度 を 1 回 習った き
り で あ る 。イ ン ス ト ラ ク タ ー に ボ ー ド の テ ー ル を
押してもらって (波に乗せてもらって)、ようやく立
て る と い う レ ベ ル で あ る 。全 く の 初 心 者 な り の 経
験 を 分 析 し た い と 思 う。

3.1

パドリング

パドリングとは、ボードに腹ばいになり、移動の
ために手で水を掻くことである。教本的には図 7 の
よ う に な る (NALU SURFTRIP JOURNAL, 2015)。
サ ー フィン は パ ド リ ン グ に 始 ま り パ ド リ ン グ に
終 わ る と 言 わ れ る ほ ど で あ る 。ど の 教 本 に も 最 初
に 載って 、片 手 ず つ 交 互 に 、ボ ー ド の 下 側 に 手 を
差し入れて強く後方へ水を押すよう指示されて
いる。
さて、いよいよサーフィン初体験、2018 年 2 月 14
日ダイヤモンドヘッド東岸である 1 。インストラク
タ ー (サ ー フィン を す る た め に 10 年 ほ ど 前 に ハ ワ
イ に 移 住 し た と い う 日 本 人) か ら 、パ ド リ ン グ は
両 手 を 同 時 に 動 か し た ほ う が 良 い と 習 う。「 胸 の
や や 前 く ら い か ら 軽 く 両 手 を 水 に 入 れ 、後 ろ へ 動
か す 」と だ け 予 め 教 わ る 。漕 ぎ 出 し て 、必 死 に パ
ドリングしすぎていると注意される。
「もっとゆっ
く り 軽 く 」し な い と 、す ぐ に 疲 れ て し ま う そ う で
ある。
沖 へ 出 る に は 、タ イ ミ ン グ や 位 置 も 重 要 で あ る
と さ れ る 。大 波 が 立 て 続 け に やって く る「 セット 」
を 避 け (待って い る と ひ と り で に お さ ま る 時 が く
る)、海底 が 少 し 深 く なってい て 岸へ 寄 せ た 波 が 引
1 ち な み に 、こ の 時 は ま だ ク ロ ー ル は で き て い な い 。遭 難
し た ら 、無 理 に 戻 ろ う と せ ず 仰 向 い て 浮 か ん で い る こ と 、と
ス イ ミ ン グ ス ク ー ル の コ ー チ か ら 秘 策 を 授 かって い た 。
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図 7 パ ド リ ン グ (SURFTRIP JOURNAL 編 集 部 (2015) よ り)

図8

チャン ネ ル (主 婦 の 友 社 (編)(2016) よ り)

いてく「チャンネル」から出て行くのが良いという
のがお題目である (図 8, (主婦の友社 (編), 2016))。し
か し 、海 を 前 に そ ん な 小 難 し い こ と は 習 わ な かっ
た 。「 こ ち ら で す 」と 言 わ れ る 方 へ 行 く ば か り で
ある。
「こちら」も早く追いつかないと、どんどん
遠 ざ かって 見 え な く な る 。
こ こ で 私 が 掴 ん だ も う 一 つ の コ ツ が 有 る 。同 じ
調 子 で 漕 ぎ 続 け る の で は な く、休 む 時 と 頑 張 る 時
を つ く る の で あ る 。こ れ は 、昨 年 度 North Shore で
浮 き 輪 で 沖 へ 向 か う 時 に 編 み 出 し た 技 で あ る 。寄
せ 波 の 時 に は ど ん な に 頑 張って 沖 へ 漕 い で も 押 し
返 さ れ る の で 、た だ そ の 場 に 浮 か ん で い る の が よ
い 。チャン ス は そ の 寄 せ 波 が 引 き 波 に 変 わった 時
で あ る 。ざ ざ ーっと 水 が 沖 へ 押 し 戻 さ れ る の で 、
こ の 流 れ に 乗 る 。カ レ ン ト と い え ど も 寄 せ 波 の あ
お り を 受 け る 。こ の 時 は 休 憩 で あ る 。静 か に 波 の
上 へ 押 し 上 げ ら れ る こ と に す る 。そ れ が 終 わった
瞬間、パドリングを開始すれば、引き波に乗れる。
翌 15 日 、同 じ く ダ イ ヤ モ ン ド ヘッド 東 岸 、ず い
ぶ ん 波 が 高 く なって い た 。こ の 日 は 同 僚 の 女 性 も
サーフィンのレッスンを一緒に受ける。高い白波に
中々沖 へ 出 ら れ な い 。イ ン ス ト ラ ク タ ー は 波 間 を
押 し て ス ル ス ル 沖 へ 行 く が 、我々は 高 波 を 超 え ら
れ な い 。横 へ 避 け よ う と し た 瞬 間 、ボ ー ド の 真 横
から波を受けて回転しながら岸へ押し戻される。
こ れ を 何 度 も 繰 り 返 し た 後 、海 面 を よ く 見 る と 、
我々が セット の 真っ只 中 に 漕 ぎ 出 し て い る こ と に
気 づ く。そ の 横 に は 海 面 の 平 ら な と こ ろ が あ る 。
か な り の 回 り 道 だ が そ ち ら を 迂 回 し て 沖 へ 行 く。
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波 の 来 る 位 置 や 向 き は 刻 一 刻 と 変 化 し 、最 初 に 漕
ぎ い だ し た チャン ネ ル が い つ ま で も チャン ネ ル で
は な い こ と に 気 づ く。
こ れ に 懲 り た 同 僚 は 早々に 岸 へ 引 き 上 げ、ま だ
も う 少 し やって み る と い う 私 を 見 て い て く れ た よ
う で あ る 。沖 へ 漕 ぎ 出 す 私 を 不 安 に 思 い 、イ ン ス
ト ラ ク タ ー に「 ほ ら 、も う あ ん な に 遠 く ま で 行っ
ちゃった け ど 」と 言 う と 、「 気 の 済 む ま で や る で
しょ、放って お き ま しょ」と 言 わ れ た と い う。三 度
目 の レッス ン の 時 、「 あ の 波 で あ ん な に 速 く 沖 に
出 ら れ る ん だ か ら 、パ ド リ ン グ は 上 手 で す よ 。た
とえ１０人の初心者が居たとしても一番上手いで
しょう 」と 褒 め ら れ た 。こ れ は 自 慢 で あ る 。

3.2

テイク・オフ

波 に 乗 る 瞬 間 、立 ち 上 がった 瞬 間 を テ イ ク・オ
フ と い う。教 本 に よ る 説 明 が 図 9 で あ る (「 大 人 の
た め の サ ー フィン は じ め て BOOk」)。

図9

テ イ ク・オ フ (主 婦 の 友 社 (編)(2016) よ り)

この本同様、まずは陸地でテイク・オフの体勢移
動 に つ い て 習 う。ポ イ ン ト は 以 下 の ２ つ で あ る 。
(1) ボ ー ド 上 で の 待 機 姿 勢: 手 を 伸 ば し て う つ 伏
せになる。手先の位置はボード上の「NSP」の
文 字 の 少 し 後 ろ に く る こ と (図 10)2 。
(2) 立 つ 位 置: 中 心 の ２ 本 の 線 の 間 で あ る こ と 。
重心をこの２本の線内に置くこと。
2 な ぜ こ の 位 置 な の か は 聞 き そ び れ た が 、ちょう ど 重 心 が
真ん中にくる位置なのであろう
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図 10 ボ ー ド 上 身 体 の 位 置
パ ド ル ア ウ ト し 、さ ら に 詳 細 に 習 う。
(1) 位 置 確 認: 待 機 姿 勢 が と れ て い る か
(2) 準 備: 手 を 胸 の 横 に 脇 を 締 め て つ く (図 9 の 一)
(3) 四 つ 這 い: 板 が 滑 り 出 し た ら 四 つ 這 い に
(4) 直 前 動 作: 足 先 を 真 横 に 向 け て 開 く (図 9 の 二)
(5) 立 つ: 手 を 離 す (図 9 の 三)
「さあ行きますよ」と言って、私のボードのテー
ルを押さえた状態でインストラクターは沖を見出
す。準備姿勢を取った状態で、
「僕が合図をしたら、
立って く だ さ い 」と の こ と 。あ る 波 に 対 し て「 は
い 」と 言 わ れ る 。そ の 直 後 に テ ー ル を 押 さ れ 、波
の 前 に 行 く。四 つ 這 い か ら 、す ば や く 足 を 横 向 き
に 持って き て 、立 と う と す る も そ の ま ま バ ラ ン ス
を崩して海へ落ちる。
海 へ 落 ち た な ら 、速 や か に ボ ー ド に 乗 り 直 し 、
インストラクターの居る沖までパドリングで戻
る。
「そんなに急いで立たなくていいんです」
「本
に 書 い て あった こ と は 忘 れ て 、今 日 は 私 の 言 う こ
と だ け 聞 い て く だ さ い 」「 一 息 つ い て リ ラック ス
してから立って」
「さあ行きますよ」
「はい」また、
押 し て も らって や り 直 す が 、や は り す ぐ に 海 へ 落
ち る 。そ し て 戻 る 。「 下 を 向 い て 立って ま し た が 、
前 を 見 て く だ さ い 。下 を 向 い たって 人 生 良 い こ と
は 何 も な い ん で す 」「 前 、と い う こ と は あ の ダ イ
ヤ モ ン ド ヘッド あ た り を 見 る ん で す か？」
「進 み た
い 方 向 、ちょう ど あ の 正 面 の 木 の 辺 り を 見 て く だ
さい」
「 行 き ま す よ 、は い！今 で す 」と ま た 押 し て
も ら う。前 を 見 る こ と を 頭 に 置 き す ぎ て 、今 度 は
足 を 横 に す る こ と を 忘 れ る 。戻 る 。「 肩 に 力 が 入
り 過 ぎ て い る の で 、手 を 離 す 前 に フッっと 息 を 抜
いてね」
色々言 わ れ す ぎ て 、何 を ど う す る か 分 か ら な く
な る 。沖 へ 戻 り な が ら 頭 の 中 で 整 理 し て み る 。要
は 、四 つ 這 い の 状 態 か ら 立 ち 上 が る ま で が 問 題 な
の で あ る 。ま ず、四 つ 這 い の 段 階 で も う 前 を 見 て
い な く て は な ら な い 。そ こ か ら ゆっく り と 足 を ス
ト リ ン ガ ー 上 で 横 に 向 け て (腰 か ら し た だ け 横 を

向いて)、ここで息をフッと抜いてから、手を離す、
と 。こ れ を「 前・横・フッ」と 名 付 け よ う。前 を 見
て 、足 を 横 に 、フッと 力 を 抜 く、そ し て 手 を 離 す
こと。
次 に 押 し て も らった 時 、
「 前・横・フッ」と ゆっく
り 唱 え な が ら 、身 体 を そ ろ そ ろ と 動 か し て い く。
す る と 、立 て た の で あ る 。波 の 上 を ス ーッと 滑っ
て岸へ近づく。おお、浮いている！沖へ戻ってイン
ス ト ラ ク タ ー に 報 告 す る 。「 前・横・フッで い け ま
し た 」と 。キョト ン と さ れ る が 、再 度 こ の 作 戦 で
行って み る 。や は り 立 つ こ と が で き る 。海 面 の 上
を 滑って い く 感 覚 で あ る 。
少し余裕ができて、
「はい、今です」の合図がい
つ な の か に 注 意 を 向 け る 。波 の トップ が 過 ぎ た す
ぐ 後 、テ ー ル を 押 さ れ る 。す る と ボ ー ド が 海 面 を
シャー と 滑 り 出 す の で あ る 。そ の 時 が「 今 」な の
だ 。こ の 日 は こ の 後 数 本 やった が 、も は や 落 ち る
気 が し な かった 。
翌日は高波の日である。沖へ出るのが大変だが、
イ ン ス ト ラ ク タ ー に ボ ー ド を 押 し て も らって 、シ
ャー と なった ら 、
「 前・横・フッ」で 必 ず 立 て る 。30
分 で 4 回 乗 ら せ て も らった 。こ の 日 初 め て 参 加 し
た 同 僚 は 、パ ド ル ア ウ ト に 手 こ ずって い た が 、な
んと初体験であるにもかかわらず２本目で立つ
こ と が で き た 。最 初 に「 今 日 の 波 だ と 30 分 が 限 界
で 、そ れ で 立 て れ ば 大 成 功 」と 言 わ れ て い た 。同
僚 が 立 て た 段 階 で 休 憩 と な る 。休 憩 中 、イ ン ス ト
ラ ク タ ー が 別 の グ ル ー プ の 指 導 に 行った の で 、一
人 で 沖 へ 出 て み る 。こ れ が 先 に 書 い た「 放って お
き ま しょ」の 時 で あ る 。し か し 、一 人 で は 波 に 乗
る シャー と い う 状 態 に 行 か な かった 。こ れ に つ い
ては後述する。
2 日 後 ３ 回 目 の レッス ン は ア ラ モ ア ナ 沖 で あっ
た 。こ の 度 一 番 の 晴 天 で 、定 規 で 測った よ う な 規
則正しいサイズと長さの波が押し寄せている。
「今
日は一番沖まで行きますよ」とのこと。200M 以上
沖 へ 出 る 。先 日 と 同 様 に ボ ー ド を 押 さ れ て 板 が 波
に 乗 る も 、す ぐ に バ ラ ン ス を く ず し て 落 ち て し ま
う。色々と忘れている。インストラクターに「何で
し たっけ？」と 言 わ れ 、「 前・横・フッ」と 答 え る 。
す ぐ に 次 の 波 へ 押 さ れ る 。す ぐ に 立 つ こ と が で き
る 。波 が 後 か ら 後 か ら 規 則 正 し く く る の で 、波 か
ら 波 へ 乗 り 継 い で ずっと 海 上 を 滑って い け る 。滑
り が 止 まった と き に 振 り 返 れ ば 、沖 の イ ン ス ト ラ
ク タ ー が 殆 ど 見 え な い ほ ど 、岸 へ 近 づ い て い た 。
戻りが大変である。
沖 へ 着 く と 、止 ま り 方 を 習 う。ボ ー ド 上 に う つ
伏 せ の 状 態 へ 戻 り、手 か 足 を 水 に 突っ込 む と 抵 抗
に よって 止 ま る ら し い 。次 の 波 へ 。戻 る の を 楽 に
す る た め に 、第 １ 波 が 終 わった ら 、先 程 習った 止
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まり方で止まる。そのままボード上に寝そべって、
沖 へ 引 き 返 そ う と 反 転 し か け た 時 で あ る 。ボ ー ド
の 真 横 か ら 第 ２ 波 が 打 ち つ け る 。ボ ー ド と と も に
回 転 し な が ら 波 に ま か れ 、ボ ー ド が す ご い 勢 い で
沖 か ら 私 へ 突 進 し て き た 。鼻 を 強 打 す る 。あ ん な
に 穏 や か で 規 則 正 し い 波 が 、こ れ ほ ど 暴 力 的 な パ
ワ ー を 持って い た こ と が 驚 き で あ る 。海 中 で も が
いている時に見た水中の景色はこの度一番の鮮烈
な記憶となる。
沖 へ 戻 る と 、鼻 の 頭 か ら「 血 が 出 て る 」と の こ
と 。板 か ら 降 り る 時 の 注 意 点 を 教 わ る 。
• 絶 対 に ボ ー ド が 滑 る の が 止 む ま で ，ボ ー ド を
止 め な い (勢 い の あ る ボ ー ド は 危 険！)
• 波 に 巻 か れ て 海 中 に 落 ち た ら 、頭 を 手 で か か
え 、身 体 を 小 さ く 丸 め て 防 御 姿 勢 を と る こ と
(ボ ー ド が ぶ つ かって き た 時 の た め)
• ボードから落ちる時は、必ず沖側へ (岸側だと
ボ ー ド が 沖 か ら 波 に 載って 向 かって く る)
次 か ら 注 意 し よ う。
こ の 後 の 数 本 で は 、板 の 上 で の 姿 勢 を 習 う。
• 足はストリンガー上
• 肩まで軽く横向き
• 目線は進行方向
• 身体の重心は垂直に真下へ

4.

この 4 つ目の「垂直に真下」というのが最初できな
かった 。重 心 を 低 く し よ う と し て 膝 を 曲 げ て 、前
か が み に なって し ま う の で あ る 。す る と そ の 向 き
に ボ ー ド が 円 弧 を 描 い て し ま う。膝 か ら 曲 げ る の
で は な く、腰 を 垂 直 に 落 と す、す る と 自 然 に 膝 も
曲がるということらしい。
「熱いお茶を持ってこぼ
さ ず に 屈 む 」イ メ ー ジ だ そ う で あ る 。最 後 の 1 本
はこの綺麗な姿勢が取れたので、お開きとなった。

3.3

る 感 覚 を 得 る こ と が あ る 。し か し 、そ の 滑 る 力 が
弱 す ぎ て 立 つ 前 に ボ ー ド が 沈 ん で し ま う。お そ ら
く 角 度 が 違 う の だ ろ う。波 の 前 面 で パ ド リ ン グ し
てスピードをつけなければならないというのもあ
る だ ろ う。
後 で イ ン ス ト ラ ク タ ー に「 乗 れ ま し た か？」と
聞かれたが、
「全 く 」と答 え る し か な かった。こ れ
に対し、
「それも経験です」と言われる。彼がサー
フィンを初めた時は２週間は乗れなかったという。
その当時はこういったレッスンもなく、皆自力で見
よ う 見 ま ね で や る し か な かった そ う で あ る 。波 に
乗 る に は パ ド リ ン グ が 必 要 か と 聞 く と 、あ の ロ ン
グ ボ ー ド (12 フィー ト) で あ れ ば 、パ ド リ ン グ し な
く て も 乗 れ る と い う。で は 波 を 捉 え ら れ る か 否 か
で あ る か と 問 う と 、ひ と つ と し て 同 じ 波 は な く、
それが難しいところなのだそうだ。
その後、江ノ島でも一度レッスンを受けたが、同
様 に 押 し て も ら え れ ば 乗 れ る も の の 、自 力 で 波 を
捕 ま え る ま で に は 至って い な い 。

考察

個々の 私 的 な 体 験 に つ い て 述 べ て き た が 、い ず
れにおいてもコーチやインストラクターの教示を
そ の ま ま 実 践 し て 何 か が で き る よ う に なった 例 は
な い 。か と いって 、教 示 が 無 駄 で あった も の も な
い 。教 示 を 手 が か り に 繰 り 返 し 水 の 中 で 四 苦 八 苦
も が く こ と で 、あ る 瞬 間 ふ い に 何 か が で き る よ う
に な る の で あ る 。これ を モ デ ル 化 す る と 図 11 の よ
うになる。

一人立ち

今 の と こ ろ 、テ ー ル を 押 し て も らって 、ボ ー ド
が 波 に 乗って か ら 立 つ と い う レ ベ ル に 留 まって い
る 。自 力 で ボ ー ド を 波 に 乗 せ て 初 め て 、テ イ ク・
オ フ で き る よ う に なった と 言 え る の で は な い か 。
２ 度 目 の レッス ン で 、荒 波 を 押 し て 一 人 で も 沖 に
出 て いった の は こ れ を 練 習 す る た め で あ る 。こ れ
が一朝一夕にはいかない。
まず、来たるべき波に対して垂直になるようボー
ド を 向 け て 待 機 す る 、と い う の が で き な い 。こ ち
ら か ら 沖 を 見 た だ け で は 、ど の さ ざ 波 が 大 波 に な
る の か 予 測 が つ か な い 。大 波 に な り か け て 動 い た
の で は 、垂 直 な 位 置 ど り に 達 す る 前 に 波 が 来 て し
ま い 、そ の パ ワ ー を ボ ー ド に ぶ つ け る こ と が で き
な い た め 、波 に 置 い て い か れ る 。ど う せ 置 い て い
かれるのだから、ずっと同じ向きで待っていて、た
ま た ま 良 い 向 き に 波 が 来 た 時 に 乗 れ ば い い ん じゃ
な い か と 思 う。確 か に 、ご く 稀 に 例 の シャー と な
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図 11

身体運動知覚の掛け替えモデル

脳 は 身 体 運 動 を 行 う 指 令 を だ し 、ど の 部 位 を ど
の よ う に 動 か す か を 制 御 す る 。そ の 運 動 は 世 界 を
何 ら か の 形 で 物 的 操 作 す る こ と に な る 。バ タ 足 が
左右ちぐはぐであろうと息継ぎで沈もうと水を押
し の け て い る 。と こ ろ が こ の 段 階 で は 、言 わ れ た
ままに個々の身体部位を動かしているに過ぎない。
その部位を動かすと世界の何をどう操作すること
に な る の か 掴 め て い な い 状 態 で あ る 。と こ ろ が 、
何 か の 拍 子 に 手 応 え が 得 ら れ る 時 が あ る 。試 行 錯
誤 を す る 中 で 正 解 の 動 き に 偶 然 出 く わ す。脳 は 速
や か に こ の 物 的 操 作 が 有 効 に なった 瞬 間 の 身 体 運
動 を 認 識 す る 。す る と 、手 応 え を 得 た 時 の 身 体 制
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御 の あ り 方 に 制 御 シ ス テ ム を 組 み 替 え る 。往々に
して、身体の各部位の動きの連動が制御できた時、
操 作 が 有 効 に な る こ と が 多 い よ う に 思 う。
バ タ 足 で 推 進 力 を 得 ら れ た 時 は 、両 足 交 互 に 太
も も → 膝 下 → 甲 の 順 に 水 を 蹴 れ た 時 で あった 。息
継 ぎ が 楽 に 自 然 に で き た 時 、手 の プッシュで 推 進
力を得た後に肩を回すことによる身体軸のローリ
ン グ を 体 験 し て い た 。パ ド リ ン グ で 速 く 楽 に 進 む
た め に は 、寄 せ 波 と 引 き 波 の リ ズ ム や チャン ネ ル
と い う 場 所 を 利 用 す る こ と が 重 要 で あった 。テ イ
ク・オ フ を 確 実 に し た の は 、
「 前・横・フッ」と ゆっ
くり唱えるリズムに体勢変化と重心移動を合わせ
ら れ た 時 で あ る 。コ ー チ や イ ン ス ト ラ ク タ ー の 教
示 は 、身 体 に よ る 世 界 の 操 作 の あ り 方 に 根 ざ し た
も の で あ ろ う。し か し 、そ こ か ら 言 語 と い う 形 に
表象化されたものをそのまま身体運動として実行
し て い る 間 は 脱 表 象 化 す る こ と は で き な い 。受 け
売 り の 状 態 で あ る 。し か し 、そ の 動 き の 中 で 有 効
な世界の操作にヒットすることがある。その瞬間、
言葉が表していた身体と世界の間の結びつきを知
覚するのである。
諏訪 (2015a) の挙げる〈からだメタ認知〉という
概念を考えてみよう。
「からだメタ認知は、自分が
使う言葉や記号の裏に自分の体感を貼り付けるこ
と 」と さ れ る 。体 感 は「 自 己 受 容 感 覚 で 、身 体 を
動 か す こ と で 筋 肉 や 関 節 や 腱 、靭 帯 な ど が 連 動 し
て 動 き 、そ れ に と も な い 身 体 を 流 れ る 信 号 の 総 体
と し て 人 が 感 じ る 感 覚 」と さ れ る 。た と え ば ネ コ
に遭遇したときには、
「毛並み」
「髭」
「丸い瞳」と
いった こ と ば と そ れ に 抱 く 体 感 と が 紐 付 け ら れ て
い る と い う 感 覚 と 説 明 さ れ る 。「 身 体 と 環 境 の 間
で 生 じ て い る こ と を こ と ば で 表 現 す る 」と か ら だ
メ タ 認 知 の 表 現 が し や す い 、と 述 べ ら れ て い る こ
とから (諏訪, 2016)、体感はただ身体と言葉の関係
だけではなく環境とも結びついたものであると理
解 で き る 。本 研 究 で い う 身 体 と 世 界 の 結 び つ き の
知覚はここでいう体感に相当すると考えられる。
言 語 は こ の 体 感 に 紐 付 い て い る 。さ ら に 諏 訪 は 、
こ と ば が 連 想 や 状 況 や 知 識 に よって 互 い に 関 連 性
を 持って 増 え て い く と 、そ れ に 伴 う 体 感 も 増 殖 す
ると考える。
さ て こ の 考 え を 参 考 に 、こ と ば と 身 体 だ け で な
く、世 界 と の 関 連 性 を 表 し た も の が 図 12 で あ る 。
教示で与えられた言葉はどれも相互に関連してい
る。
「 体 側 ま で 抜 い て 」と い う の は プッシュで あ る
し、
「指先を滑り込ませる」は「キャッチ」である。
そ し て 、そ れ ぞ れ の 言 葉 は 身 体 運 動 に 連 結 し て い
る。
「 キャッチ・プ ル・プッシュ」
「体側まで掻いて」
は「 水 を 押 す 」「 水 に 乗 る 」と い う 身 体 運 動 に な
る 。そ し て 、身 体 運 動 は 世 界 の 中 で 身 体 を 物 理 的

脳(ことば)

「体側まで
「キャッチ
掻いて」
「指先を ・プル・
滑り
プッシュ」
「もっと
込ませる」
上を
「後頭部を
向いて」
手に乗せて」

身体

「水を押す」
「グライド」

「肩を
回して」

「水に乗る」
「肩関節
の回転」
「ローリング」

世界

「揚力」

慣性の法則

水の抵抗

「上下にかかる
浮力の均衡化」

図 12

ことば―身体―世界の相生モデル

法 則 に 乗っ取 ら せ る こ と に つ な が る 。た と え ば 、
「 水 を 押 す 」と「 水 の 抵 抗 」を 利 用 し て 身 体 を 前
に 押 し 出 す こ と に な り「 慣 性 の 法 則 」に 乗 る こ と
に な る 。こ の モ デ ル を 用 い れ ば 、最 初 に 教 え て も
らって い る 間 に 言 わ れ た 言 葉「 後 頭 部 を 手 に 乗 せ
て」
「もっと上を向いて」で息継ぎに失敗していた
の に 、「 肩 を 回 す 」と い う 言 葉 で す べ て が 一 気 に
で き る よ う に なった こ と を 説 明 で き る 。肩 関 節 の
回転は、すべてのストローク動作に繋がっており、
そ れ は 体 軸 の ロ ー リ ン グ に も 繋 がって い る 。連 動
した動きへの入り口としてどの言葉を契機にする
か が 問 題 に な る だ け で あ り、一 度 入 り 口 さ え 見 つ
か れ ば 、す べ て の 言 葉 が 遡 及 的 に 連 関 す る 。さ ら
に 言 え ば 、単 に こ と ば に 紐 付 け ら れ た 体 感 が 増 え
る と い う だ け で な く、す べ て の 体 感 と こ と ば の 結
び つ き に 覚 醒 す る の で あ る 。ま た 、水 を 押 し た り
ロ ー リ ン グ を し た り す る こ と は 、水 の 抵 抗 や 慣 性
の 法 則 と いった 物 理 的 世 界 の 中 に 身 体 を 落 し 込 む
こ と に な る 。そ の 結 果 大 き な 推 進 力 が 得 ら れ た と
い う 手 応 え を 生 む 。こ れ が 翻って 、今 経 験 し た 身
体運動の有効性を知覚させるのである。
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Abstract

ると、実際の購買場面で展開されるひとびとのことば

This article presents the analysis of the interaction between
a ceramic artist and a customer regarding the ceramics made
by the artist herself, and attempts to discuss the interactional
phenomenon from the behavioral economic perspective. In
particular, it will shed light on the conversational practices
by which the ceramic artist explains the “value” of the
ceramics. It is suggested that the accounts based on the
interactional analyses can be further grounded on the existing
theory of behavioral economics. In this way, the article will
explore the ways in which two distinctive research
methodological frameworks can be introduced to describe
the practices of ordinary people with regard to the economic
concept of “value”.

や身体によるやり取りを観察することも意思決定プロ
セスの解明に欠かせない。行動経済学において、会話
のデータを具体的に利用した既存研究は筆者らの知る
限り存在しないが、会話の内容も、生理学的データと
比べてユニークなかたちで、意思決定の具体的プロセ
スを明らかにすることに寄与すると思われる。
売り手が訴える価値には、商品が備えている実用
性・デザインといった客観的な価値と、制作過程にか
けた労力という、売り手の主観的な価値がある。伝統
的な経済学の観点からは、後者は sunk cost（準備等の

Keywords ― Conversation analysis, Behavioral
economics, Value, Concept, Interaction

1.

ために事前に請け負ったコスト）であり、その結果と
して商品に反映された特性以上に、買い手が sunk cost
を価値として評価することは非合理であると考えられ

はじめに

ているが、行動経済学においては、そうした sunk cost

製品の購入にあたり、顧客はその製品に対して期

が実際に交渉の場面において、sunk cost を負担した側

待する経済的、機能的、心理的ベネフィットと、入手

に有利になるよう評価されていることが明らかにされ

から廃棄に伴う様々なコストを意識的に、そして無意

ている（例えば、Ellingsen and Johannesson (2005)）。

識的に見積もる。その製品に対して知覚されたベネフ

本研究では、そのような価値が交渉の中で具体的にど

ィットから、その製品に対して知覚されたコストを差

のようなプロセスを通じて実現されているのかを明ら

し引いた際、ベネフィットが上回れば、そして、その

かにする。

差分が代替品に対する差分よりも上回れば、顧客はそ

さて知覚されるコストにおいて、価格はその代表的

の製品の購入に至る可能性がある（Kotler and Keller,

な指標であると言える。それ故、価格設定は製品を提

2014）。

供する側にとって重要な要因の１つである(上田,

ここで重要なのは、顧客はこうした過程を必ずし

1995 )。しかしながら市場には価格設定が比較的あい

も全て合理的に行っているわけではない点である。行

まいな製品も存在する。たとえば作品性のある陶芸や

動経済学の一つの潮流は、通常利用される商品等の選

絵画などは、スーパーマーケットや百貨店で売られて

択の意思決定データに加えて生理学的データを利用す

いるような製品と比較すると、一般的な顧客にとって

ることで、経済の意思決定が、どのような要因（注

どの程度の価格が適切なのか判断が難しいのではない

意、感情等）を踏まえて意思決定が行われるのか、そ

だろうか。製品を提供する側にとって高く販売するこ

の具体的なプロセスを明らかにすることである（例え

とが望ましいが、その反面、その価格が顧客にとって

ば、Knoepfle, Tao-yi Wang, and Camerer (2009),

ベネフィットに見合うものでないと知覚されてしまう

Reutskaja, Nagel, Camerer, Rangel (2011)）。一方、購買

可能性があるため、適切な価格設定を検討する必要に

活動が現実世界での「生」の営みであることを踏まえ

迫られる。
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本研究では、こうした価格設定のトレードオフにお

ることも可能になることがさらに期待される。つま

ける意思決定過程を調べるため、価格設定が困難な製

り、会話分析という既存の方法論による分析結果に対

品を対象に、売り手と買い手との間で取り交わされる

して、行動経済学の理論的裏付けを行なうことで、一

会話の相互行為に焦点を当てた。また本研究において

つの方法論だけでは議論しきれなかったような日常的

取り扱う製品として、作家性のある陶芸品を対象と

な現象をより多角的に捉えることを試みる。

し，作家のアトリエ兼ギャラリーでの展示販売の場面

2.

を分析対象に選んだ。この理由は以下の４点である。

データ・研究手法
本研究で使用するデータは 20 代から 60 代までの

1. 作家性のある陶芸品は、一般的に価格設定が曖昧

男女 15 名に客として陶芸作家のアトリエを訪問して

であると思われる点。

もらい気に入った作品があれば購入してもよいことを

2. 作家の創作行為は顧客における何かしらの問題解

条件に作家とやりとりをしているところを録音・録画

決を志向したものであると想定される点。すなわ

したものである。一件あたりの長さは約 30 分で全部

ち顧客に対して何かしらのベネフィットを提供す

で約 7.5 時間の会話データのうち、特に「価値」概念

ることを仮定している点。

に関連のあるやりとりについて，会話分析の転記方法

3. 陶芸作品は作家自身が実際に販売を行うことがあ

で記録してトランスクリプトを作成し、会話分析の手

る点。作家は展示即売会などで自身が作成した陶

法、方針によって断片を分析した（串田他，2017; 高

芸品を販売することがあり、その際、作家自身が

木他，2017）。その分析結果を、行動経済学の理論的

仮定している顧客へのベネフィットを来客に対し

枠組に照準することによって、ひとびとの実践におけ

て直接訴求することができる。

る「価値」概念の使用を理論的立場からも裏付けるこ

4. 実際の販売環境において実験を行うことができる

とを試みた。

点。実験室など特殊な環境における相互行為より
も、より現実世界に近い状態でのデータを取得す

3.

ることが期待される。

展示販売での相互行為分析
本研究で具体的に扱う対象は、陶芸作家とその作

３に関して、作家自身は、販売に対して専門性があ

品に接した客との陶芸作品をめぐるやりとりである。

るわけではないことから、製品の訴求において、販売

客は予め、気に入ったら陶芸作品を購入してもよいと

の専門家よりも劣る点がある可能性があるが、作家自

いうことを条件に、陶芸作家とアトリエで出会い、こ

身を実験における対象とすることで、作家自身が想定

とばを交わす。そのやりとりの中では，たびたび、作

した顧客ベネフィットを第３者に伝達することなし

品についての、視覚や手に取った触覚だけでは分から

に、すなわち伝達における情報の欠損がないまま相互

ないような、意味付けが行われていた。このような意

行為を分析することができることから、本研究では作

味付けは、作家によって、客との相互行為において達

家自身と顧客との相互行為を対象とした。

成されるとき、その作品についての「価値」を付加す

会話分析の分野では、客と店員という素人―専門家

る行為として参加者らに認識される。その経験的事実

間のやりとりを扱った研究はこれまでにもいくつかあ

は、陶芸作品のような、一般の実用品とは異って，そ

り、その多くはサービスを授受するための、「注文」

の「価値」が一見して判断しにくい部類にカテゴリー

「支払い」「勧め」などの特定の活動がどのような構

される商品が，まさにその特性ゆえに、芸術作品とし

造をもち、どのようなことに志向することによって達

ても認識されていることの裏付けになるだろう。この

成されているのかなど、その組織を明らかにしてきて

ような芸術的価値も持つ商品の「価値」が、やりとり

いる（平本・山内，2017; Kuroshima, 2010; Merritt,

において、何らかのやり方で参与者によって志向され

1976; Sorjonen & Raevaara, 2014）。いっぽう、「価

る時、客と製作者である、陶芸作家の間では決定的に

値」といった経済的概念が実際のやりとりでどのよう

異なる陶芸作品についての様々な事実が、個別の作品

に扱われるのかというような分析的焦点からの記述

についての「知識」として、その「価値」を決定づけ

は、会話分析においてあまり試みて来られていない。

る基準となってやりとりを方向付けていく。たとえ

そのため、本研究では，記述される参加者の志向性に

ば，次の断片のようなやりとりである。

よって、その概念使用の実践を、理論的水準で議論す
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<作っ[て>：：，

この断片の直前では、50 代の男性客（CL）がある
小皿を指して、その用途は何かを尋ねていた。それに

58 CL:

[う：：：ん，

対して、作家（SP）はそれが「豆皿」という種類に分

59 SP:→ でここの：シルエットの部分を：，

類されることを述べ、醤油入れや箸休め、さらには壁

60 CL:

飾りやアクセサリー入れにもなることを説明してい

61 SP:→ 一段，こう掘- （．）なん- 一ミリぐらい

う：：ん，

た。つまり、小さい見た目にもとづいた分類とさらに

掘ってるんですよ．

視覚的に確認することが可能な使用方法を提示するこ

62 SP:→ .hh で[そこに白い土を埋め[て：：：，

とで、その用途が説明されていた。客はそれを受け止

63 CL:

めた後、42、44、47 行目で、値段の説明を求めてい

64 SP:→ で磨いてるので：，

く。この質問は、これまでになされてきた商品用途に

65 CL:

ついての説明が、客の知覚や経験に照らしあわせた時

66 SP:→

に、まさに、値段＝価値を裏付ける証拠がまだありえ

[は：：：：

[ああ：：：：

う[：：ん
[ちょっと触って- あの河原の小石
み[たいな感じ．

ること、言い換えれば、先の説明が不十分であったと

67 CL:

[あ，

いうことを示唆するだろう。その不十分さを説明する

68 CL:

あ，ほんとですね：：

ように，客の質問はデリケートな質問として組み立て

69 CL:

で両面やってるんですね？[それを(h)：

られてもいる。それはまず、「こういうの」というこ

70 SP:

[あ↑あ：：-

とで、質問の対象をいま説明のあった特定の皿ではな

71

く、広く豆皿一般にしていること、「どれぐらい」

72 SP:→ ので，[ちょ- <ちょっと>

（42 行目）という値段を直接聞く言い方から、「どう

73 CL:

なんですか」という説明を求める聞き方に言い換えて

74 SP:→ 単価が[˚高い˚，コストという[か，˚はい˚

いることなどに示されている．その質問のやり方が問

75 CL:

(.)
[そういうことですか．
[ああ：：：：：：

[あ，

題の対象であることが示唆されたのに応じて、客は 47
行目でより明確な言い方に言い換えている（Schegloff,

客からのこの端的な情報要求に対し、作家はま

Jefferson, & Sacks, 1979）。

ず、値段を特定の皿を指して 49 行目で答えている。

断片(1)

一般的な分類をした対象物（「こういうの」）の値段

42 CL:

こういうのって：，[どれぐｒ-

43 SP:

にたいする質問に、単体の値段で答えるやり方（「こ

[はい，

れ三千円」）は、ここで指示された対象があくまで

44 CL:

お値段て，ど- どうなんですか．

も、客の問いの対象の一例として示されていることが

45

(0.5)

認識可能となるだろう。その答え方には、ここでまた

46 SP:

ん- (.) どうって．

質問への応答が完了しないことを強く予期させる。じ

47 CL:

え？（お）：：いくらぐらい

っさい、それが客によって妥当なものとして受け止め

[なん’すかね．

られた（50 行目）後、51 行目以降、作家はその値段

48 SP:

[あ，

の根拠となる説明を展開していく。つまり、作家は，

49 SP:

これ三千円ですね．

先の客の質問を単に値段を知るためにしているもので

50 CL:

あ：：：：：，

はなく、この皿に分類される対象物が、どのような値

51 SP:→ というのは：，

段をつけられるものなのか、いわば、商品の価値の説

52 CL:

明を求めているといえるだろう。

う：：ん，

53 SP:→ これは：：，こっち：：らのタイプ，

そのような文脈で、語られているのは、一見して

書いてるんですね？[筆で．
54 CL:

分からない、つまり知覚しにくい制作過程についての

[う，う：：ん，

詳細である。特に、55 行目では「象嵌」という特殊な

55 SP:→ ですけど，これは，<象嵌> (.)
56 CL:

工程が説明され、61 行目で、「1 ミリ」という具体的

っていいまして：：，

で正確な単位を用いるなど、制作にどれだけの労働が

う：：：ん，

かけられているのか知っている者として相手に説明す

57 SP:→ あの：：，黒い土で最初お皿の形を

るやり方になっていることにも注目したい。そしてこ
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22

の説明は、75 行目で客に問題なく（根拠の妥当性を疑

(3.0) ((CLがカップを棚に戻す))

われることなく）受け止められている。本事例では、
10、12 行目で語られているのは、作家の「繋げな

一見して分からない、見た目以上の価値が客によって
志向された際に、その価値を製作者だから持っている

い」意匠への意図（「〜たい」）の説明として組み立

知識の提示によって説明することがなされていた。

てられている。つまり、断片 1 と同じように、作家自

次の事例でも、同様に、見た目や手に取った触覚

身にしか分からないことがらが提示されている。「想

など直接知覚出来る作品についての諸特徴が客によっ

像してもらいたい」は、客が動作主として組み立てら

て志向されたとき、作家がその作品についての説明を

れていることから、客が行えること（想像する）が見

その価値を記述することで行っている。断片(2)では，

た目では分からない「価値」として示されているので

30 代後半の男性客（CL）が、あるカップを棚から手

ある。「想像する」のように実際に行なうかどうか

にとるところからである。1 行目でカップを手に取り

が、その作品の使用に直接的にかかわらないことであ

ながら，客はその見た目のよさを、気づき（Schegloff,

ることからも、この説明が「価値」を付加することの

2007）として提示する。気づきを起点とするやりとり

達成になっているといえる。

が、いったん 7 行目で客が笑いこれ以上展開しないこ

続けて、客は 14 行目で別のカップを持ち、「軽

とが示唆された時点で、作家（SP）は 8 行目から客の

い」ことを肯定的に評価していく。この評価も、持っ

気づいたカップのデザイン（きつねの尻尾に当たる部

た直後に産出されていること、「あでも」といった気

分をあえて形にしていない）に説明を与えていく。

付きの標識が用いられていることなどから、持つこと

断片(2)

による触覚にもとづいて、「軽さ」に気づいたという

1 CL:
2 SP:

ああ，このカップいい，すごく．これ，

ことが示されている。それを受け止めた後（15 行

すごく良いですね：：．

目）、作家は，その気付きの対象であるカップについ

↑ああ：：ありがとうございます：：．

て、17 行目から、量が「割りと入る」ことを「意外」

ワオ[キツ-

なもの、つまり見た目や持った感触からは想像しない

3 CL:
4 CL:

[これちょうどしっぽがない（のが）=
=ここ[とここ．

5 SP:
6 SP:

程度であると説明を加えている。すなわち、客にとっ
ては分かり得ないことがらとして、そのカップに付い

[そう，

ての知識を提供しているといえる。また、「量が入

¥そうなんですよ：[：¥.hh

7 CL:

る」という言い方は、「量が〜しか入らない」という

[eh heh heh heh heh

言い方に比べて、肯定的にそのことを評価していると

[heh .hh

いえる。このように，客の触覚によって気づかれたこ

8 SP:

[¥そこはちょっと繋げないん：¥ hhh .hhh

とがらは、作家の自身が独自に持つ知識を相手に提示

9 CL:

¥そうですよね[：：¥

することで、その価値を付加されている。

10 SP:

[そう，想像して

このやりとりでは、すなわち、客による視覚、あ

＜もらう：：-＞[いたいな：
11 CL:

るいは触覚に基づく「気づき」のやりとりの後、作家

[ああ：：：：：

が気づきの対象に関して相手の知らないことがらを知

12 SP:

と思って．

識として提示していた。このやりとりを決定的に方向

13

(0.8)

付けていたのは、気付きの対象が、受け手である作家

14 CL:

あでもこれすごく軽くて[↓いいなあ：：，

の知識領域に属するものであったことにあるといえ

15 SP：
16

[う：ん，う：：ん．

る。客がそのような気づきを提示することによって、

(1.0)

作家にその対象についてさらに説明をさらにおこなっ

17 SP:→ 割りと入りますね，<意外と入ります．

ていくこと、それによって「価値」を付加していくこ

18 CL:

とを達成する、そのような機会が設けられていたとい

19 SP:→
20 CL:
21 SP: →

あ，[そうですか，
[それは量が．

える。

5.

へ[：：：：
[にひゃくごじゅう：˚三百ぐらい

行動経済学からの分析の裏付け

本研究では、商品の価値が買い手にとって必ずしも

入るかな．˚

明確でない、不確実性のある、陶器を対象に、売り手
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がどのように価値を訴えて、買い手に価値の「学習」

とびとがそれを決して合理的に経済的な利益獲得のた

を促す、その具体的なプロセスを会話分析の手法を用

めだけに行っているわけではないという先の主張は、

いて明らかにした。

このような作家と客がそれぞれの立場に期待される仕

そこでは、本来その財の評価されるべき側面である

方で振舞っていることの現われなのではないだろう

が、一見しただけでは理解に及びづらい側面（カップ

か。現に、cheap talk となりえた「象嵌」の過程の説明

が軽い、カップの容量が一見したよりも大きい、デザ

には、このような商品価値に関して知識がまったくな

インの工夫等）を、具体的に商品を用いて解説しなが

いことを主張した客に、単にどれだけの労力がかかっ

ら、客観的に訴える行動が見られた。商品の売り手と

ているのかを訴える（つまり cheap talk）のではなく、

買い手という、互いに利益相反の関係において、売り

そのような特殊な製作技術を用いることが出来ること

手の主張が真実であること、すなわち cheap talk

を具体的に示すことで、商品価値の説明をする者では

（Crawford and Sobel (1982)、ここでは、売り手の発言内

なく、作家としてその価値の説明を行っているといえ

容が利益相反な状況で一方的に自分の方に利益誘導す

るだろう。

ること）でないことを、その場で財を用いて客観的に

本研究では、またこれだけでなく、行動経済学の

訴えるプロセスが明らかになった。

分野にも貢献する知見が得られた。前述の通り、会話

より興味深いことは、制作過程の労力という sunk

分析は、行動経済学で利用されてきた生理学的データ

cost についても、上記と同様なプロセスで価値を訴え

とは異なる、ユニークなかたちで、購買の意思決定が

ていることである。伝統的な経済学においては、sunk

行われる具体的なプロセスを明らかにした。つまり、

cost 自体は、商品の価値に影響を与えないことが示さ

財の価値が不確実である場合に、その財の価値を訴

れている。「象嵌」という制作の結果がもたらす商品

え、買い手の価値の「学習」を促す具体的なプロセス

の特性が買い手の価値に反映されることはあっても、

を明らかにした。その際、その財が客観的にもつ価値

その制作過程の労力という sunk cost 自体が価値に反映

と、sunk cost である制作過程の労力が、同様のプロセ

されることは非合理的であるとされる。また、制作過

スで売り手によって訴えられていたこと、特に後者に

程の労力は、「象嵌」という制作の結果以上には、商

関しては、今回の設定では cheap talk になる状況であっ

品から客観的に理解できるものではなく、また、今回

たにも関わらず、同様であったことが明らかになっ

はその労力をその場で客観的に担保する証拠もないた

た。

め、この売り手の訴えは cheap talk となる状況である。

7.

それにも関わらず、売り手は「象嵌」の制作過程にお
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6.

まとめ
本研究では、会話分析と行動経済学という全く異
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Abstract

まったためであろうか，
（あくまで私見ではあるが）少

本稿では，身体技能の遂行・習得メカニズムを明らか
にする方法論として，随意運動制御の計算モデルに意
識の働きを組み込むことについて議論する．ヒトの運
動制御の本質的な難しさが身体の多自由度性にあるこ
とを指摘するとともに，意識に上る認知の働きと無意
識の下で働く運動計画・運動制御の働きがこの問題を
解決するうえでどのように機能するかを考察したうえ
で，意識の働きを計算モデルに組み込むうえでの課題
について論じる．

なくとも運動制御の問題に関しては，近年計算モデル
研究に手詰まり感を感じることは否定できない．後述
するように，ヒトの運動制御問題の本質的困難が身体
の多自由度性にあることや，運動遂行において意識上
と意識下のプロセスが相補的に働いていることを考え
れば，還元主義的アプローチの枠を乗り越えて，新し
い方法論を模索する時期が来ているといってよいので

Keywords ― 身体技能，感覚運動システム，身体の多
自由度性，注意，計算モデル，計測制御システム

1.

はないだろうか．
以下では，
「脳の計算モデル」という方法論について
概観したのち，ヒトの運動制御の本質的問題が身体の

はじめに

多自由度性にあることを指摘し，それが運動制御にお

ヒトの感覚運動メカニズムを解明するためのアプロ

ける意識の働きとどのような関係にあるかを議論する．

ーチの一つに計算モデルや計算理論がある．この方法

そのうえで，主観的な身体感覚の違いが運動の特性に

論は，身体運動の実行や学習にかかわる脳内計算過程
を数理モデルや制御モデルに基づいて説明するもので，
脳の知覚・運動制御やその学習の原理を理解するうえ

影響を与える例を取り上げて，その現象をもたらす意
識上と無意識下のプロセスの役割に関する計算モデル
を構築する試みについて議論したい．

で有用な視点を提供してきた[1]．このような計算理論
における中心的話題は，物理的・神経的実体としての

2.

身体運動メカニズムであり，身体を操る認知の働きが

脳の計算モデル

脳の計算モデルとは「脳の構成的研究」とも呼ばれ

議論の対象となることはまれであった．しかし，身体

るもので，脳内で行なわれていると想定される情報処

技能を習得する際に個体がさまざまな試行錯誤を繰り

理の内容を数理モデルやアルゴリズムとして記述し，

返すプロセスを思い起こせば，現実の運動，特に技能

その振舞いを現実の現象と対照することで，脳の情報

的動作の遂行・習得において認知や意識といった精神
的機能が果たす役割が大きいことはいうまでもない[2]．
本稿の目的は，身体技能の遂行・習得過程の理解を

処理メカニズムを間接的に理解しようとする方法論で
ある．認知科学における「情報処理モデル」も基本的
にはこれと同じものであるが，認知科学における多く

念頭において，このような認知プロセス（あるいは意

の情報処理モデルが系の構造をブロック線図で表した

識）の働きを，感覚運動制御の計算モデル・計算理論

概念モデルであるのに対し，脳の計算モデルでは，処

に組み込む方法論について議論することである．

理の内容が数式やアルゴリズムとして記述され，モデ

神経科学を背景として発展してきた脳の計算理論の

ルの振舞いが神経細胞の活動頻度や身体運動軌道など

流れを考えれば，計算モデル研究の多くが，問題をそ

の実験データと定性的・定量的に比較できる点で，よ

の要素問題に切り分けてそれらの意味を個別に検証す

り具体的なモデルであるといえる．運動制御の領域で

るアプローチをとっていることや，客観的に測定でき

例を挙げれば，上肢到達運動（手を目標に運ぶ運動）

ない認知の働きにかかわる問題を避けてきたことは理

において手先が描く軌道は，躍度最小化規範，トルク

解できることである．しかし，過去 30 年以上にわたる

変化最小化規範などの基づく計算モデルによりかなり

このような方法論によって主要な問題が解決されてし
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正確に再現できる[1]．

めるために自由度に制限を加えることは自然科学の方

ところで，随意運動の発現においては脳からその運

法論として当然のことではあるが，結果として身体の

動に関わる筋に対して運動指令が送られるが，運動指

多自由度性を封印した条件で議論が行なわれているも

令を生成・送出する過程が我々の意識に上ることはな

また事実である．

い（意識に上るのは「手を動かす」ことであって「○

身体の多自由度問題を取り扱う概念として，シナジ

○筋に対する運動指令を決めたり送ったりする」こと

ー（motor synergy）という考え方が提案されている[5]．

ではない）
．従来の計算モデルが説明しようとしていた

この概念の意味する内容は研究者ごとに違うが，基本

対象が，運動課題の内容が規定されたときにその実行

的には，複数の身体自由度を協調的に機能させる脳神

に必要な運動指令を計算・生成するメカニズムであっ

経系の仕組みを指す．シナジーの有力な考え方の一つ

たことを考えると，計算モデルは「無意識の情報処理

は，
「筋シナジー（muscle synergy）
」と呼ばれる複数

過程」を説明するモデルであったといえる．

の筋への指令を支配する中間変数という位置づけであ
る[6]．この考え方の下で，筋活動や脳神経活動の解析

3.

身体の多自由度性

を通じて中間変数の神経実体の解明が進んでいるほか，

ヒトの運動制御を難しくしている問題の一つが「冗

ネコの歩行時の四肢の協調関係を議論した計算モデル

長性問題」であることは，これまでの計算理論の中で

も提案されている[7]．ただし，随意運動制御において

明確に指摘されている[1]．
上肢到達運動を例にとれば，

どのようにして多自由度問題を解決・活用するかとい

手を目標に運ぶ際にとりうる手先軌道の可能性は無数

う観点での議論はあまり進んでいないようである．一

にあり，軌道計画における冗長性問題と呼ばれている．

方で，運動のパフォーマンスを左右する変数（性能変

先に述べた躍度最小化，トルク変化最小化といった規

数）の変動を抑えるように冗長自由度を相補的に変動

範はこの冗長性問題を解決するための規範であり，軌

させるなど身体自由度の大きさを積極的に活かす機能

道計画の計算モデルでは，躍度やトルク変化量といっ

をシナジーと呼ぶ研究者もいる[4]．シナジーのこのよ

た評価量を最小化する軌道を求めることによって，軌

うな捉え方は運動制御における身体多自由度性をポジ

道の解を一意に定めてきた．

ティブに捉えている点で，随意運動発現における多自

しかし，ヒトの運動制御において最も重要な冗長性

由度性の本質を捉えているように思えるが，このアプ

はその身体自由度の大きさにある．ヒトの身体には

ローチに基づく研究は身体運動軌道を解析するなど現

200 を超える関節，数百の骨格筋があり，身体技能の

象論的な研究が中心で，その計算過程や神経実体を議

遂行（特に，身体の微妙な調整が要求される高度な技

論するには至っていない．

能）ではこの多自由度性が活用されていると推測され

このように，身体の多自由度性を取り扱う運動制御

る．したがって，ヒトの運動制御メカニズムの解明に

方式の構築という問題はアプローチが困難な問題であ

は，身体の多自由度性が本質的な要素となる問題を対

る．この問題が運動制御の計算理論やアルゴリズムと

象とした計算モデルの構築が望まれるところであるが，

して難しい問題であるのであれば，現実に身体を操っ

現実にはこの問題を正面から取り扱った議論はあまり

ている人間（脳）自身にとってもそれが難しい問題で

見られない．上肢到達運動の例をみれば，この運動の

あることは明らかである．多くの身体技能がその習得

特徴としてしばしば参照される「手先はほぼ直線経路

に多大な時間を要するのは，大きな自由度が作る巨大

を描き，接線方向速度はベル型の時間波形を描く」と

な空間の中で，目的の動作を実現する適切な解を探索

いう性質は，肩を固定して上肢を肩と同じ高さの水平

する必要があるからである．そして，この巨大な探索

面内に制限した状況（つまり，上肢の動きを肩と肘の

問題の解決には意識の働きが大きく関与しているとい

2 関節の屈曲・伸展だけに制限した状況）での行なわ

える．というのも，我々は新たな身体技能を習得しよ

れた行動実験において得られたものであり[3]，また，

うとするときさまざまな試行錯誤（＝探索）を行なう

この現象を再現する計算モデルの数値シミュレーショ

が，この試行錯誤の担い手は意識の働きであるからで

ンも肩と肘の 2 関節から構成される冗長自由度のない

ある．

条件で行なわれている[1] （注：このような制約を与え

4.

ずに，到達運動中の全身の動きを計測した実験報告[4]
もある）
．測定条件を一定に保ち，データの再現性を高

運動制御における意識や注意の働き

前節までは，随意運動メカニズムについて身体とい

131

2018年度日本認知科学会第35回大会

OS03-4

う物理的実体とその制御を担う計算過程という観点か

ちの特定のものに焦点を絞りそれを選択的に処理する

ら議論してきた．一方で，随意運動において運動の内

機能として捉えられるが，運動制御においても「参照

容を決めるのは意識の働きである．個体は，
（随意運動

する感覚手がかりの選択」という意味で本質的な役割

であるならば）一つ一つの動作をする際に自分の身体

を果たす．随意運動の習得において注意の働きが重要

や外部環境の状態を知覚・認知して動作内容を決めて

である根本的理由は前節で述べた身体の多自由度性に

いるのであるから，このような意識の働きは知能の働

ある．自由度が少なければ注意を向けるべき先は限ら

きにおける中心的問題であると同時に，随意運動制御

れるので，情報源選択という注意の働きは意味がなく

の重要な要素である．

なる．身体の自由度が多いからこそ，注意の向け先（ど

動作内容に関する意識の働きとは，
「運動課題の内容

の感覚手がかりに注目するか）の候補が無数に存在し，

をどのように捉えるか」ということである．上肢到達

その選び方が問題になるのである．

運動の例をとれば，この運動は物理的・客観的には「手

実際，運動学習中の試行錯誤において，我々は，身

の位置を目標位置に一致させる運動」である．そして，

体や環境のさまざまな部分に注意を向けてパフォーマ

従来の計算モデルでは，手の位置と目標の位置とのず

ンスを向上させる上で有効な手がかりを探している．

れ（誤差）が零になるような運動指令の生成方法を議

例えば，
「腕に○○という感覚があった時に良い結果が

論してきた．そこには，個体がどのようにして手や目

得られた」といった経験をすれば，腕の感覚に注意を

標の位置情報を知覚するのか，どのようにして目標に

向けて，その感覚が再現できるように練習を繰り返す

到達したことを感じるのか，といった視点は含まれて

ことになるであろう．そのような意味で，身体技能習

いない．しかし，現実には，個体はこのような主観的

得における試行錯誤とは，身体の動かし方の探索であ

な感覚・知覚に基づいて運動を遂行しているのであり，

ると同時に，感覚手がかり（注意の向け方）の探索で

また，このような「運動の捉え方」はただ一つ決まる

もあるといえる．

ものでもない．すなわち，到達運動は「目で見た手先

さて，注意が運動パフォーマンスに与える影響につ

が目標と重なるように動かす運動」として捉えること

いては，注意を身体の外部に向ける条件（外的注意：

も，
「手先が目標に触れるまで動かす運動」として捉え

external focus）の方が，身体の内部に向ける条件（内

ることも可能である．どのような感覚手がかりに基づ

的注意：internal focus）と比較して一貫してパフォー

いて運動を実行するかは個体の任意性に委ねられてい

マンスが高くなることが Wulf らの一連の研究によっ

る．運動遂行時に参照する感覚手がかりを選択する機

て明らかにされている[8,9]．彼女は，内的注意が働く

能を「注意の働き」と呼ぶのであれば，これは「注意

と，無意識下で働く自動的プロセスに対して何らかの

の任意性」といってもよい．この任意性は異なる個体

制約が加わり，その本来の働きが阻害されるため，結

のあいだにも同じ個体の中にも存在し，これが，個体

果として運動パフォーマンスが低下するという仮説

間や試行間の運動の変動を生み出す要因となる．

（constrained action hypothesis）を提案している

また，
「運動の捉え方」にこのような主観性・任意性

[10,11]．これは，Gulway による二つのセルフの議論

があることは，外見上は他人が自分と同じ動作を実行

[12]，すなわち，意識上の自己であるセルフ１が過剰

しているように見えても，他人は自分とは異なる感覚

に働くと，無意識下の自己であるセルフ２の働きを阻

手がかりに基づいてその動作を実行している可能性が

害して自分の本来もっている力を発揮できないという

あることを意味している．相手がどのような感覚手が

議論と同等の内容であると考えられる．

かりに基づいてその運動を実行しているかを理解せず

このように，随意運動遂行に関わる脳内計算過程を

に同じ運動について議論すれば，両者のあいだに理解

意識上のプロセスと無意識下のプロセスに分けて，こ

の齟齬が生じうることは容易に想像できる．すなわち，

れら二つのプロセスをつなぐ窓口として注意の働きに

運動に対する主観的な捉え方の違いは，技能コミュニ

着目する枠組みは，すでに複数の研究者によって提案

ケーションを左右する重要な要素でもある．

されている．以下で述べるように，筆者の枠組みも基

このような注意の働きは，特に，前節の最後で述べ

本的にこれらの考えを踏襲するものである．一方で，

た技能習得過程（運動学習）における試行錯誤におい

Gulway や Wulf の主張・仮説はいずれも認知科学にお

て重要である．注意（選択的注意・焦点的注意）とい

ける情報処理モデル，すなわち，情報処理の仕組みを

う概念は，感覚情報処理において，多数の情報源のう

概念として表現することに留まっており，それがいか
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なる感覚運動制御メカニズムの下で生じる現象である

ここで，脳は身体のあらゆる感覚器官，運動器官と

かを具体的に議論するところまで進んでいない．また，

何らかの形でつながっていることを考えれば，感覚運

これらの議論には「身体性」
，すなわち，ヒトの身体が

動制御プロセスは全身のあらゆる感覚情報へのアクセ

もつ物理的特性や神経系に内在する情報処理上の制約

スが可能で，また，全身の筋をコントロールする役割

（例えば，信号伝達の遅れ）が含まれていない．ヒト

を担っていると考えてよいであろう．ただし，感覚情

の感覚運動制御の特性は，身体や環境のもつ物理的特

報へのアクセスや筋のコントロールが可能であること

性や神経系のもつ情報処理特性の下で発現するもので

と，実際にそれらを利用したり制御したりすることと

あり，これらの要因を考慮することで初めて理解でき

は別であることに注意が必要である．

ることがあるはずである．

一方，認知プロセスは，注意の働きによって意識下

このように考えると，意識や注意が関わる認知プロ

のプロセスが収集した情報の一部を選択的にアクセス

セスの働きを考慮したうえで，物理的実体として環境

して「知覚」を得るとともに，それに基づいて意思決

と相互作用する感覚運動制御プロセスの仕組みを検討

定して行動の方向付けを行なう．いかなる行動を起こ

するという方法論に行きつくことになる．これが，本

すか（＝行動の選択）
，行動をいかなる運動課題として

論のテーマである「意識の働きを組み込んだ計算モデ

定式化するか，運動課題の遂行状況をいかなる感覚手

ル」である．2 節で述べたように，いったん運動の内

がかりに基づいて評価するか（＝運動の捉え方と評価）
，

容が規定されればそれを実現する運動指令を計算・生

といったことを決めるのが認知プロセスの働きである．

成するのは無意識下の計算過程であり，それはまた従

感覚運動制御プロセスは，このような認知プロセス

来の計算モデルが解決してきた問題である．したがっ

によって定められた方向付けの下で実際に運動指令を

て，意識上の認知プロセスにおいて「運動の捉え方」

決定する．以下では，この運動指令を決定するメカニ

を定め，その下で，意識下の感覚運動制御プロセスが

ズムについて述べる．

運動実現に必要な運動指令が生成するという枠組みを

前述したように，運動制御の計算モデルにおいては，

設定すれば，意識上の働きと意識下の働きをつないだ

実現したい運動の中身を評価関数（例えば，手と目標

随意運動制御の計算モデルを構成することができる．

の位置誤差や軌道の躍度など）として表現し，それを
最適化するような運動指令を求める．また，運動制御

5.

意識の働きの計算モデルへの組み込み

システムには，身体や環境の状態や運動指令を表す変

前節までの考察に基づけば，意識の働きを計算モデ

数（信号）のほかに処理の特性を定めるパラメータ（例

ルに組み込むには，まず，前節で参照した Wulf や

えば，フィードバック制御のゲイン）があり，これら

Gulway らの提案，すなわち，
「意識上の情報処理過程」

のパラメータの値を変えれば運動の性質は変化するこ

（＝認知プロセス）が「無意識下の情報処理過程」
（＝

とから，運動指令を直接決定するのではなくて，シス

感覚運動制御プロセス）に干渉するという構造からス

テムのパラメータを決定することで間接的に運動指令

タートするのが妥当であろう．ここでは，筆者が以前

を定めることも可能である．いずれにしても，認知プ

に提案した枠組み（図１）に沿って，想定する計算モ

ロセスが定めた「運動の捉え方」の中身を評価関数の

デルの構成について説明する[13]．

形で感覚運動制御システムに伝えることができれば，
「意識の働き」を運動制御に反映させることができる．
到達運動を例にとれば，従来の計算モデルが，
（手先や
目標の位置情報を常に正確に入手できるという前提の
下で）手先と目標の誤差を小さくするような評価関数
を設定していたのに対し，ここでは，個体それぞれが
どのような手がかりに基づいて手や目標の位置を知覚
し，どのような手がかりに基づいて自分の運動をモニ
タしているかといった認知プロセスの中身を運動指令
生成の評価関数に組み込むことによって，個体の意識
の働きに沿った運動制御の働きを説明することをめざ

図 1 モデルの大まかな枠組み（文献[13]）

す（注：自動化の進んだ動作では，認知プロセスはも
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はやそのような内容を一つ一つ意識しなくなっている

同質の問題である．

と考えられるが，自動化する以前はそのような内容も

認知プロセスが，論理的推論やヒューリティクスな

意識に上っていたはずであり，自動化後はその中身が

ど，無意識下の感覚運動制御システム単体では生成す

「自動的に」想起・設定されるようになったものと考

ることが困難な新しい試みを発想し，新奇の動作や感

えればよい）
．

覚手がかりの下で運動を繰り返すように行動を方向づ

これにより，運動遂行において認知プロセスで行な

けすることができれば，その下で感覚運動制御プロセ

われる意思決定や試行錯誤の中身は，試行ごとの運動

スにおける内部モデルの学習を促進できる．いったん

指令生成プロセスに反映されることになる．このよう

内部モデルの学習が進めば，感覚運動制御システムは

な定式化を行なうことにより，個体ごと，試行ごとの

獲得した内部モデルを用いて運動指令を生成できるよ

運動の変動やばらつきを単なる確率的なゆらぎとして

うになる．

ではなく，因果性のある変動として扱うことができる

このように考えると，身体技能習得における練習と

ようになる．

は，さまざまな感覚手がかりに注意を向けながら試行

なお，このような個体ごと，試行ごとの変動は，外

錯誤を繰り返すことによって，感覚運動制御システム

形的な身体運動だけでなく，運動に際して個体が主観

がもつ内部モデルの拡充を進める過程であるとみなせ

的に感じる知覚内容にも現れる．前述したように，意

る．身体の多自由度性を考えれば，身体全体に関する

識に上る知覚内容は，感覚運動制御プロセスの中に表

内部モデルの獲得に莫大な回数の試行と経験が必要で

現されている何らかの変数に注意が向けられて選択さ

あり，ヒューリティクスを使っても優れた運動の獲得

れたものである．したがって，外見上は同じ動作であ

に長時間を要することは，我々の日常的経験が証明し

っても個体が感じ取る内容は多様であること，つまり，

ていることである．それでも，注意を向ける先や使う

物理的には同じ状態でも主観的な感じ方・捉え方が異

運動器官を適切に定めることによって，内部モデル獲

なることは，注意の働きの違いとして理解することが

得の向けた効率的なサンプリングが実現されれば，内

できる．そして，そのような注意の働きの違いが，そ

部モデルの学習が素早く進むものと考えられる．また，

の個体のその後の運動内容に影響を与えていくことに

複雑な内部モデルを獲得するうえで，単純な課題解決

なる．

から複雑な課題解決へと段階を踏んでいくといったサ

運動制御における認知プロセスのもう一つの重要な

ンプリングのコントロールも重要な問題であると考え

機能は，運動学習のためのサンプリングにバイアスを

られる．練習における指導者の役割の一つは，学習者

与えることである．

の状態に応じて適切なサンプリングを導くことである

感覚運動制御システムにおいて運動指令を計算する

といってよいであろう．

際には，過去の経験を通じて得られた身体や環境に関

6.

する内部モデルを参照する（評価関数に基づいて運動
指令の良し悪しを評価するには，その運動指令を生成

ケーススタディ：仮想的知覚の効果

前節では，意識の働きを感覚運動制御の計算モデル

した際に生じる運動を予測するモデルが必要である）
．

に組み込む枠組みの概略について説明した．しかし，

このことは，逆にいえば，過去に経験したことのない

このような枠組みを示すだけでは，技能遂行・習得に

動作については，それに関する内部モデルが構築され

関わる脳内メカニズムを具体的に議論するには不足し

ていないために，その動作が積極的に選択・生成され

ている．実質的な議論をするには，具体的な例題を設

る可能性が低いことを意味する．同様にして，それま

定して，この枠組みの下でその問題を解決してみせる

でに使ったことのない感覚手がかりは運動の良し悪し

必要がある．

を定める指標として採用される可能性も低いと考えら

いま，ある研究者の頭の中に，現実の身体技能に関

れる．このように，感覚運動制御システムが身体のす

して興味のある問題や仮説があったとする．その研究

べての感覚器官や運動器官にアクセスできたとしても，

者がその仮説を検証したいと思っても，現実の身体技

運動実行時に参照する感覚情報や生成する運動指令に

能に関わる問題をそのままの形でモデル化して議論す

おいては，その資源がすべて活用されているとは限ら

ることは多くの場合不可能である．例えば，モデル構

ない．この問題は強化学習における「探索と知識利用

築時に参照する行動実験データを得ることが困難であ

のジレンマ」（exploration-exploitation dilemma）と

る，関係する変数が多すぎて身体モデルの記述が困難
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であるといった理由で，計算モデルの形にすることが

ルを使ったシミュレーション実験を行なうことは難し

できないのが通常である．

い．そこで，
「○○のように感じながら」という要素を

したがって，計算モデルとして有意義な研究にする

含む，実験室内で実験できる運動課題を設定すること

には，関心をもった問題に含まれる重要な要素を抽出

を考える．筆者は，
「他者に導かれているように感じな

して本質的な問題意識に昇華し，それと同質の問題を

がら手を動かす」という課題を設定して行動実験を行

包含する単純な例題を設定して議論する必要がある．

った[14]．

「それでは従来の還元主義的方法論と同じではないか」

この実験で，被験者は椅子に座った状態で，垂直に

という批判があるかもしれないが，これはバランスの

立てられた円柱上の二点間（膝の高さから目の高さま

問題である．以上で述べてきたように，ヒトの感覚運

で）の到達運動を行なった．課題遂行中の被験者の身

動制御の特徴は身体の多自由度性とその解決に関わる

体運動は光学的モーションキャプチャ装置により測定

認知の働きにあると考えるのであれば，これらの要素

した．実験条件は「
（自然に）目標まで手を動かす」通

を包含したまま問題を単純化することは，
「意識の働き

常条件と「だれかに手を引かれているように感じなが

が感覚運動制御に影響を与えるメカニズム」を研究す

ら目標まで手を動かす」誘導条件の二つである．実験

るうえでは妥当な選択である．どのような例題を設定

では，通常条件，誘導条件，通常条件の順番でそれぞ

するかは研究者としてセンスが問われるポイントであ

れ 20,20,10 回ずつ試行を行なった．二つの条件での身

る．いずれにしても，本質的問題を浮き彫りにした例

体運動軌道を比較したところ，

題を設定し，その例題の中でヒトの多様な振舞いを説

①誘導条件では，手先軌道の湾曲が減少して直線性が

明できる計算モデルを構築することができれば，そこ

増すとともに，試行ごとの軌道のばらつきが減少する

で明らかになったことを一般化して現実の身体技能に

こと（図２）
，

投影し，その意味を考察することができる．

②誘導条件では，手首や肘の位置が相対的に高くなり，

以下では，このようなアプローチのケースステディ

運動中の前腕の仰角の変化分が小さくなること，

として「仮想的知覚の効果」という問題[14]を取り上

③一部の被験者では，誘導条件において体幹や頭部の

げて，この問題に関する筆者自身の試みについて説明

動揺が減少すること

する（文献[15]は注意を向ける先が身体運動の協調性

が明らかになった．

に与える効果を調べる単純化した実験例である）
．

この結果が明確に示していることは，
「手を引かれて

スポーツ，楽器演奏といった分野を問わずに，技能

いるように」と仮想的に感じながら運動することによ

指導の場面では，指導者が学習者に対して「○○のよ

って，
「手首や肘を高く保って運動する」という，仮想

うに感じながら△△しなさい」と教示する場面がしば

的知覚とは直接的には関係のない身体運動の変化が生

しばある．例えば，クラシックバレエでは「胸を天井

じることである．このような変化はいかなるメカニズ

からロープでつりさげられているような感じで」とい

ムによって生じるのであろうか？この仕組みを制御の

った指導が行なわれる．この指導はおそらく体幹部の

問題として考察する計算モデルの役割である．

姿勢を整えるためのものと推測される（あくまで推測
である）が，ここで重要なことは，指導者が「姿勢を
よくしなさい」という指示ではなく，あえて「ローブ
でつりさげられている感じで」という指示を出す理由
は何かという点である（注：この例は「外的注意」の
一種のようにも見えるが，
「ロープにつりさげられてい
る」ことは運動課題の成績に関係しているわけではな
いので，従来の研究が扱ってきた問題とは明らかに異
なる問題である）
．このような指示を受けた学習者は何
を感じようとし，その主観的感覚が学習者の運動制御
にどのような影響を与えるのであろうか？
このような疑問を解決しようとしたときに，実際に
図 2 「仮想的知覚」指示の効果

ダンサーを対象とした行動実験やダンサーの身体モデ
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まず考慮すべきことは「手を引かれているように感

よう」などと考えているわけではない．繰り返しにな

じる」という指示が運動中の認知プロセスに与える影

るが，このような方略は，「手を引かれているように」

響である．このような指示のない通常条件では，運動

感じようとしている意識の働きに伴って無意識下で働

者は手の身体感覚に特段の注意を向けることなく，目

くメカニズムが生み出したものであり，ここに，意識

標までほぼ一息で（弾道的に）手を運ぶであろう．こ

上の認知プロセスと意識下の感覚運動制御プロセスと

れに対し，このような指示のある誘導条件では，運動

の役割分担が見てとれるのである．

者は「誘導者が自分の手をどの方向にどれくらいの速

感覚運動制御プロセスにおいてこのような方略が生

さで引くのか」を感じながらそれに追随するように手

み出されるのは，過去の経験を通じて，手にかかる力

を動かす必要があるので，必然的に，自分の手に加わ

を感じ取りやすい体勢，また，手先にかかる力を一定

る力の大きさや向きなどの感覚に注意を向けながら，

に保つための制御方略に関する「知識」を獲得してい

手を漸次的に動かすことになるであろう．

るためであると考えられる．あるいは，過去の膨大な

このように考えると，
「手を引かれているように感じ

感覚運動体験を経て，種々の体勢をとったときの外力

ながら」という指示には，運動者の身体感覚に対する

の大きさと姿勢変化との関係性，運動指令に対して生

注意のあり方や運動の実行方式，つまり，運動遂行の

じる手の動きやそれに伴って生じる知覚の変化，とい

捉え方・規範を変容させる効果があると考えられる．

った種々の関係性に関する内部モデルを獲得している

そして，認知プロセスにおけるこのような規範の変化

ためと言い換えてもよいだろう．そのような内部モデ

が，感覚運動制御プロセスに対して，手にかかる力を

ルの中身やそれが形成された過程は非常に複雑で，極

感じとりやすい体勢を維持しながら，誘導に追随する

めて難しい問題である．後述するように，このような

（つまり，手にかかる力が一定に保つ）制御方式を選

内部モデルの複雑さが計算モデルを具体的に実装しよ

択するように「指示」を出すものと推測できる．実際，

うとするときの大きな障害となる．

行動実験で観察された「手首や肘を高い位置に保つ」

議論をもとにもどすと，以上では，
「仮想的知覚」と

という動作は，手関節を「手にかかる力を感受するセ

いう教示方法が意識上における身体感覚に対する注意

ンサ」として使い，また，手関節をセンサとして使い

のあり方を変容させ，それが無意識下の運動方略の変

やすい体勢を維持しながら手を動かすために，肘主導

更を誘導する，という原理的仮説を工学的な表現を用

で運動を実行するという方略が動員されたために生じ

いて述べてきた．計算モデル研究の次の段階は，この

たものと推測できる（体幹の安定性が増した現象も，

原理的仮説に従って具体的なモデルを組み立ててシミ

そのような体勢を維持するための副作用として解釈可

ュレーション実験を行ない，行動実験で観察された現

能である）
．

象が再現できるかどうかを検証することである．

以上では，行動実験で観察された現象の原因を「外

この作業は次の二つの段階を経て行なう．まず，上

力を検出するためのセンサ機構を作る」
「センサ機構を

記の原理を数式やアルゴリズムとして，また，対象と

安定して動作させる」
「検出される外力が一定に保たれ

なる運動に関連する身体や環境の特性を数理的なモデ

るように腕を動かす」といった計測制御工学の言葉を

ルとして記述し，両者を接続して全体を一つの制御シ

使って論理的に考察してきた．実験で得られた現象論

ステムとして組み立てる（以上は，Marr の唱えた計算

に対してこのような工学的考察を加えることも「脳の

モデルのレベルでいえば「表現レベル」に相当する）
．

構成的研究」として一定の意義はあると考えられるが，

次に，数値シミュレーションによってその振舞いを検

このような考察は，筆者が自身の工学的知識に基づい

証するため，制御モデル，身体モデル等をすべてプロ

て推論して得たものであって，実験に参加した被験者

グラムとして実装し，全体を一つのコンピュータプロ

の頭の中でこのような考察が行なわれているわけでは

グラムとして動作させなければならない（Marr のいう

ない．重要な点は，
（仮に脳内で現実にこのような制御

「実装レベル」
）
．多自由度性を有する身体を扱う上で

方略が取られているとして）このような制御方略が無

現実に一番難しいのはこの実装レベルでの作業である．

意識のうちに形成されていることである．つまり，運

実際，複雑な構造をもつ身体の特性を一つ一つ具体的

動者自身は，意識の上では「手を引かれているように

に記述し，プログラムの中に組み込んでいくことには

感じる」ことだけを思っているのであって，
「手首の姿

膨大な手間を要する．また，言葉としては一言で表さ

勢やスティフネスを一定に保ちながら肘主導で運動し

れる「内部モデル」についても，多次元の入出力関係
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をいかなる形式で表現し，学習させるかを解決しなけ

らの評価関数を最適化するような運動指令を内部モデ

ればプログラムとして実装することができない．

ルを参照しながら計算する．なお，
「仮想的知覚」の場

表現レベルの計算モデルとしては，
「手を引く力を感

面では，現実には誘導者は存在せず，誘導者の動きも

じとって相手の誘導についていく」ことは，
「手のかか

自分の「想像の中で」作り出すことになるが，ここで

る力の大きさや向きに関する感覚情報量を最大化する

は，そのような「想像」は認知システムの役割であり，

こと」
「相手から受け取る力の大きさを一定に保つこと」

想像した結果を運動目標として感覚運動システムに伝

という規範として書き下すことができる．したがって，

えるものと想定している．なお，ここに示したのは可

運動計画・制御のアルゴリズムは，これらの規範に対

能性のある候補モデルの一例であり，ここに示したも

応する評価関数を設定し，それを最適化する運動指令

の以外にも可能性のあるモデルは考えられる（このよ

や制御パラメータを求めることとして定式化される

うな複数の候補のうちいずれが脳のモデルとして妥当

（この作業は，従来の計算理論・計算モデル研究で行

であるかを検証するには，次の数値シミュレーション

なわれてきたことと同じである）
．前述したように，こ

が必要になる）
．

の計算によって適切な運動指令やパラメータが得られ

このようにして制御系全体の枠組みを客観的に記述

るのは，過去の経験を通じて身体や環境の内部モデル

できれば，次は，実装レベルのモデル化へと進むこと

を獲得していて，評価関数を最適化する体勢や運動指

になる．計算モデル研究の目的は単純化された問題で

令が計算できるからである．このほか，相手からの誘

の動作を確認することにあるから，モデルの実装にあ

導を受け取る手に注意を向ければ，手周辺の機構をセ

たって現実の問題に対して徒に忠実な設定（例えば，

ンサとして利用しようとする働きが生じることが事前

解剖学的構造に忠実な複雑な身体モデルを使うなど）

に組み込まれていると考えることもできる．

を使う必要はないが，少なくとも，行動実験データの

図３に示したものは，そのような表現レベルの計算

再現に必要な設定は必要である．例えば，上述の行動

モデルの一例である．ここに示したものはブロック図

実験では，通常条件では肩関節は主として屈曲方向に

にすぎず，認知科学における情報処理モデルの域を出

動くが，誘導条件ではむしろ外転の働きが大きくなる

るものではないが，この図のなかのボックス一つ一つ

（肘を高く維持する姿勢は，肩関節の屈曲では実現で

の中身を数式やアルゴリズムとして記述することで，

きず外転が必要になるため）
．また，肩関節の外転によ

計測制御システムとしてのモデルが構成されることに

って肘を上げたときに前腕の向きを一定に保つには前

なる．例えば，評価関数のボックスの中身としては，

腕の回外が必要である．このようなことを考えると，

手に加わる外力変化に対する情報量や，受け取る外力

この例題を取り扱うには，肩関節の屈曲・伸展，外転・

の方向や大きさを一定に保つと高評価となる評価関数

内転，外旋・内旋の自由度，肘関節の屈曲・伸展，前

を組み込むことになる．そして，運動計画器ではこれ

腕部の回内・回外の自由度，手関節の屈曲・伸展を考
慮する必要がありそうである．いずれにしても，
「主観
的な運動の捉え方に依存して運動が変化する」という
問題を扱う以上身体の多自由度性を取り扱うことは必
要であり，単純化した問題設定であっても，従来の計
算モデル研究ではあまり扱われたことのない大自由度
のモデルを組み込んだ実装が求められることになる．
大自由度の身体モデルの構築はそれ自体がたいへん
な作業であるが，筆者は現在，このような身体モデル
の実装方法として，身体力学シミュレータシステムの
一つである OpenSim[16]の活用を検討している．
OpenSim は，Stanford 大学の Delp が中心となって開
発しているオープンソフトウェアで，Matlab などの外
部ソフトウェアと連携して身体運動の制御系を構築す
る機能を有している．このシステムには標準的な全身

図 3 制御モデルの全体構成

身体モデルが用意されているほか，上肢についても 2
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関節 6 筋モデルのほか，MoBL-ARMS dynamic

方向づけているのであろう．優れた指導者がこのよう

musculoskeletal model などの多自由度モデルが提供

なことができるという事実は，逆にいえば，学習者の

されていて，これらを利用することが一つの解決策で

身体運動の中に学習者の主観的な感じ方が現れていて，

あると考えている．このようなオープンシステムを通

指導者は過去の経験からそのような主観的感覚と客観

じて同一のモデルを複数の研究者が共通して利用すれ

的動作の対応関係を学んでいることを示唆している．

ば，モデル動作の再現性や透明性確保，また，将来の

本論の試みは，このような主観的世界と客観的動作の

モデル拡張の可能性の点でも望ましい．このシステム

つながりを具体的な運動制御アルゴリズムとして記述

を用いた身体モデルの実装はまだ実現できておらず，

することである．この方法論が確立できれば，主観的

引き続き作業を進めていきたい．

感覚が身体動作に作用する過程をシミュレートするこ

なお，身体モデルの実装においては，このような筋

とで，学習者の試行錯誤過程を支援するツールが提供

骨格系の力学モデルだけではなく，筋紡錘などの感覚

できるのではないかと考えている．

受容器の特性のモデル化も必要である．上述の例題で
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どのように変化するかは重要な問題である．筋紡錘の
感度問題はγ運動ニューロンの働きも関与する複雑な
問題であるが，一定の仮定を置いて議論を進めていく
しかない．

7.

今後の展開とむすび

本論では，身体技能の遂行・習得過程の理解を念頭
において，意識の働きを組み込んだ感覚運動制御の計
算モデルという方法論について論じてきた．この方法
論は，意識上での認知プロセスと無意識下の感覚運動
制御プロセスの相互作用の仕組みを理解するための有
効なアプローチであると筆者は考えている．
しかし，上で述べてきたように，筆者自身，現在こ
の方法論の下で模索を続けている最中であり，まとま
った成果をあげているわけではない．これはまさに「言
うは易し行なうは難し」アプローチであり，時間をか
けても少しずつ前進していくしかないと考えている．
少なくとも，この方法論が市民権を得るためには，こ
のアプローチでの成功例を示さなければならない．
最後に，本研究の社会的な意義について述べておき
たい．この試みは，元来，身体技能の習得や指導・伝
承の支援を想定して取り組んでいるものである．スポ
ーツ，楽器演奏，演舞・演技，工芸などの身体技能の
習得には長期間の学習を要するが，その過程では無数
の試行錯誤が繰り返されている．上述したように，こ
の試行錯誤の過程で指導者の果たす役割は大きい．お
そらく，優れた指導者と呼ばれる者は，学習者の振舞
いから学習者の主観的感覚（何をしようとしているの
か，何を感じようとしているか）を読み取る能力を獲
得していて，そこに介入することで生徒の試行錯誤を
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Abstract

的・概括的に捉える思考の構成単位である概念

This article tries to presents the mechanism, which relates
the perception and recognition of things and their
representation for designing, underling the conflicts between
the style of a vernacular architecture and its reformed styles,
by focusing on the spatial schema that are embodied by the
structure of those architecture. A small village in an island in
Okinawa prefecture is the field of investigation. Photo Diary
method, observation of vernacular houses and the life in
those houses, and informal conversation are the core pillars
of our investigation.

（concept）を認識していることも自覚的経験であると
仮定している。
私たちは自覚的に経験しているものごとについて、
そのすべてではないが、ことばを用いて語ることがで
きる。そういう意味で、自覚的経験の一部は記号表現
が可能である。私たちは、また、ことばを用いて語る
ことができるものごとを式で表現し、そのようなもの
ごとについてことばを用いて行なう思考を式の操作に

Keywords ― Spatial Schema, Vernacular, Design
Science, Photo Diary, Architecture

置き換えることができる。すなわち、記号表現が可能
な自覚的経験の一部は形式表現が可能である。記号表
現（symbolic representation）は、自然言語や絵など

1. はじめに

の、ものごとを意味したり象徴したりする媒体を用い

本研究は地域の風土や文化に根ざした〈生きる〉た

る表現である。形式表現（formal representation）は、

めの工夫に利用される知と近代科学に基づく技術と相

数式や論理式のように、文法や意味を形式的に定義し

克しつつも共存する状況の背景にあるものごとを、人

た形式言語を媒体として用い、ものごとを指し示そう

間と環境との空間的な関係の理解の基本となる〈空間

とする記号表現である。

図式〉に注目し、
〈臨床の知〉[1][2]という概念を援用

2.2 近代科学的な説明

して、浮き彫りにすることを目的とする。

近代科学が語ることができる〈近代科学的に真な〉
世界は、
〈普遍性〉
、
〈論理性〉
、
〈客観性〉という近代科
学の三つの原理[1][2]に基づく命題の集合によって記

2. 世界について知ること
2.1 自覚的経験（subjective experience）

述することが可能な世界である。
〈普遍性〉は理論が例
外なく広く適用されるという性質である。普遍性を得

人間は環境からの作用を受けるとともに環境に作用

るためにものごとを抽象化することによって多くのも

する。身体を環境に曝し、環境からの働きかけを蒙る

のごとに共通する性質を取り出す。それ以外の性質は

（中村雄二郎）
。私たちは行為をしながら環境と自分を

捨象される。
〈論理性〉は主張がきわめて明快に首尾一

変えると同時に環境（外的環境）と自分（内的環境）

貫しており、理論の構成や用語に多義的な曖昧さを含

を観る。このような環境と自分の関係を自分の側から

まないという性質である。適切な形式体系の利用によ

観ることを自覚的経験（subjective experience）とよ

って担保される。一義的な記号や文法を定義（記号体

ぶことにする。ここで、
〈観る〉とは、関係を客体とし

系）し、その記号体系を用いて健全な公理群や推論規

て見ることに加えて、自分の身体を通して環境と作用

則を表現することによって、思考は記号の操作として

し合う世界の一部として見ることを指している。自覚

形式化される。この形式体系を適切に利用することに

的になされる記憶と想起、想像、思考も自覚的経験に

よって近代科学の原理のひとつである〈論理性〉が担

含んでいる。複数のものごとに共通する特徴を包括

保される。〈客観性〉はものごとが明白な事実として、

139

2018年度日本認知科学会第35回大会

OS03-5

個々人の感情や思いから独立して存在するという性質

いる[1]。伝統的な民家の形態や集落景観の姿は近代的

である。

な建築技術に凌駕されて変容しつつある。生活の快適

知覚したり認識したりしているがことばで直接的に

性や安全性、築造や運用の効率性や経済性に注目すれ

指示することができないものごとについて、日常生活

ば、これらの変容は自然な成り行きであり、生活の質

においては、必要に応じて、比喩や内包的表現や擬音

の向上のために変容されざるを得なかったある時代の

や文脈によって、間接的にではあるが、言語表現（記

〈伝統的〉な形態を現代の生活に適合させることは合

号表現）をしようとする。しかし、そのようなものご

理的ではないという主張には一理ある。一方、機能本

とを形式体系で扱うことができなければ、
〈近代科学的

位の観点によって、それらでは測れない生活空間の象

に真な〉世界では捨象されている。

徴的な意味や風土や文化に根ざした固有の質は消滅し
つつある。
「近代科学の発展によって、そのために見え
なくなってしまったもの[1]」
、
「人間の知恵として、人
間の能力として持っていながら、近代科学のあまりに
も見事な成果に目を奪われてしまい、見えなくなった
もの[1]」が、伝統的なものごとに潜在しているとすれ
ば、それらの〈臨床の知〉を顕在化し、現代の住意識
（注；住生活や住まいに関わる理念、欲求、意図など
の総称）と対応づけることによって、近代的な技術の
導入によって存亡の機に直面している伝統的民家や文
化的景観とそこに埋め込まれた知を継承する術を見い

図 1 自覚的経験、記号表現、形式表現の包含関係

だせるのではないかと考えている。

2.3 臨床の知

3. 研究方法

私たちの生活を成り立たせている具体的な世界（生

研究は知を創造する行為である。
〈生きる〉ための知

活世界）は〈近代科学的に真な〉世界よりも「豊か」

の研究は〈生きる〉ための知の創造である。創造した

な世界である。
〈生きる〉ための知には客観的に正しい

知が〈生きる〉ための知であることの実証を繰り返し、

とされる〈知識〉に加えて、主観的・非合理的な〈信

知を蓄積することが研究の進め方の基本である。その

念〉も含まれる。
〈臨床の知〉[1][2]は、近代科学における、
〈普遍性〉
、
〈論理性〉
、
〈客観性〉の三つの原理が捨象する、
〈コス

ために実践できることは成功事例に埋め込まれた知を
顕在化することや、創造した知の適用が成功事例の実
現に寄与することを示すことである。

モロジー〉
、〈シンボリズム〉、〈パフォーマンス〉に光

本研究は〈空間図式〉の探究に端を発している。人

をあてている。
〈コスモロジー〉は固有（個別）の「意

間と環境がつくるものごとの空間的な関係の知覚や認

味に充ちた空間」への眼差し、〈シンボリズム〉（象徴

識を方向づける心的な構造を〈空間図式（spatial

表現）は「機能本位ではなくて、もっと意味や固有の

schema）〉とよび、
〈空間図式〉を顕在化するために、

質を持った空間を生かそう」という多義性や多面性へ

2014 年 9 月より、いくつかの研究方法を並行し、気づ

の眼差し、
〈パフォーマンス〉は身体を環境に曝すとと

きを契機として改良しながら、FNS サイクル[4][5]を

もに環境からの働きかけを蒙るということへの眼差し

意識し、下記 1〜4 を構成的に繰り返している。
〈空間

である。

図式〉は〈臨床の知〉を人間と環境の空間的な関係と

私たちが探究している〈臨床の知〉は伝統的な民家
や集落の形態や生活様式に埋め込まれている知である。
伝統的な民家の様式はそこに住まう人と風土や社会と

して表現するものである。2014 年 9 月の最初の訪問か
ら直近の 2018 年 6 月の伊是名村での地域共創のため
の官民学共同事業についての提案と実行計画の打合せ

の良好な関係をつくる仕方が長い年月に渡る経験を通

までの 3 年 9 ヶ月の間に 22 回の臨地調査を行ってい

して形成され、試行錯誤を経て取捨選択されてきてい

る。探究は、個別の探究課題の探究と、通奏的な課題

るものである[3]。このような〈臨床の知〉は、私たち

発見や深化のための探究の同時進行による。前者（下

が生活空間を形成し、生きる上で重要な役割を担って
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記 1,2）は、例えば、集落民家の実体的な構造や空間構

日記〉の作成と構造化[13]、

成の整理から民家の変遷過程を推論するといった視点

6） 伝統的民家や文化的景観の保全と生活の質の持続

や方法を限定した探究であり、後者（下記 3）は写真

的な向上の両立を目指す官民学共同事業について

日記によるフィールドにおける発見的探究である。探

の村役場への提案と生活者たちとの懇談。

究が相互に影響し合うことにより、探究の視点や内容
が変化する。また、生活と空間構成についての議論の

本研究で留意していることは、探究を生活の文脈の

ために、民家の空間構成や家具の配置の実測調査と住

中で行うということである。

まい方についての住み手の語りの採集を継続している。

私たちは実践的研究を旨とする学究の徒であり、研

これらの調査によって得られた成果を 2016 年 3 月に

究的実践を旨とする建築士である。民家や集落は研究

伊是名村の教育委員会に報告したことから、伝統的な

の対象であると同時に創造の対象である。よく〈生き

民家や文化的景観が残る伊是名区後辺（くしひん）地

る〉ことに貢献する学理を追究するとともに、よく〈生

区の全民家（49 棟）を官学共同で調査する機会を得て

きる〉ことに貢献すると信じるものごとを実践してい

いる。この調査を遂行するための研究サテライトとし

る。観察するものごとは自分たちが変化させるものご

て、2017 年 4 月より、伊是名区前浜（めーひん）地区

とでもある。よく〈生きる〉ことに貢献すると信じる

の民家（空家）を伊是名リビング・ラボ（臨地研究室）

ものごとが実際にそうであるかどうかは「やって見な

として利用している。大学院生たちがほぼ常駐して生

ければわからない」
。本研究はこのような性質を持つ営

活し、伊是名村の祭祀や行事に参与し始めたことから、

みであるから、構成的方法を用いることは必然的であ

私たちと〈空間図式〉の探究に関する伊是名村の居住

る。

者や伊是名村役場の関心が高まっている。生活者や村
役場の方々との関わり方が深くなるにつれて、私たち
は村の居住者に近づいた視点を持つようになっている。

4. 〈臨床の知〉を継承・共創するための課題
ここでは前節で説明した方法を並行して繰り返す過

上記の調査を含むこれまでの探究の成果を2018年3

程で私たちが気づいた地域共創の課題を〈臨床の知〉

月に村に報告したことを契機として、後辺地区の伝統

に関連づけて説明する。

的民家と文化的景観の生きた生活の中にある継承と再

〈生きる〉ための知のひとつの原型は、生存にとっ

生、及び、地域共創を実現するための具体的な事業に

て好ましいものごと、もしくは、生存にとって好まし

ついての村役場や村民たちとの話し合いが始まってい

くないものごとを、それぞれ、そうではないものごと

る。

から区別することである。好ましいものごとに接近し、

〈空間図式〉の探究は学術的な関心に端を発する調

好ましくないものごとを忌避することによって生存の

査・研究であるが、フィールドである伊是名村の日常

可能性が高くなる。
〈内部〉
、
〈外部〉
、
〈境界〉を構成要

生活に参与する期間が長くなり、日常的な生活の経験

素とする〈囲い〉の空間図式と〈内部〉と〈全体〉と

を蓄積するにつれて、
〈空間図式〉や副次的な研究成果

いう空間図式に注目している。民家の構成要素には好

を、地域共創を推進する事業のデザインに活用しよう

ましいものごとをそうではないものごとから区別する

という意識が強くなっている。そのため、2018 年 2 月
以降、下記 5,6 を活動に加えている。

〈境界〉を具現化したものが多々ある。居住者は〈境

1） 家屋や敷地の構成、家具や道具の配置などの実測

ひとつひとつは〈生きる〉ための場所という〈全体〉

界〉の好ましい側に居ようとする。民家の構成要素の
を構成する〈部分〉である。

と分析[6]、

4.1 〈普遍性〉に駆逐された〈固有性〉に再
び意味を持たせる

2） 住まいを訪問しての、住まいや住まうことに関す
る居住者との談話[7][8]、

かつては利用されていた人工物が利用されずに放置

3） 住まう場所の経験とその経験についての〈写真日

されているのは、利用されていた当時にはその人工物

記〉の作成と構造化[9][10][11][12]、

に与えられていた意味が、現在は、ほぼ、失われてし

4） 生活者たちとの懇談、

まっているからであろう。

5） 伝統的民家や文化的景観の保全と生活の質の持続

石垣や繽紛やフクギなどの屋敷囲いには家屋を囲っ

的な向上を実現するための課題を発想する〈写真
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て強風から庇護するという役割を担うという意味があ

変化しつつある。例えば、木製の桟をもつ障子や木製

った。その役割の意味は、コンクリートブロックや鉄

の雨戸をアルミサッシュのガラス戸に変更したり、一

筋コンクリートによって外壁を補強し、アルミサッシ

番座の掃き出しの開口部を腰壁のある開口部に改造し

ュの建具をはめることによって、屋敷囲いがなくても

たり、一番座の前の雨端をコンクリート・ブロックの

強風に耐え得るようになっている今日の家屋にとって

壁で囲ったりというような改築の事例が典型的である。

は、必ずしも強くはない。家屋の軒の低い屋根は、屋

改築がなされても二番座の前は、アルミサッシュのガ

敷囲いを構成する石垣、繽紛（ひんぷん）
、フクギなど

ラス戸であっても、開放されており、旅人をもてなす

の〈部分〉と共に、家屋やそこで営まれる生活を庇護

ことに始まるというイヒャジューテーの習慣は続いて

する役割を担う〈全体〉をつくっている。家屋の低い

いる。一番座を寝室として用い、そのためのプライバ

軒、それよりも僅かに低い高さの石垣と繽紛、石垣よ

シーを確保しようとする住意識と二番座の前を訪問者

りも高い位置に枝葉を繁らせるフクギは、家屋にあた

に対して開放しようとする住意識が共存している。安

る風を遮り、外壁に吹き付けたり、屋内に吹き混んだ

全性や快適性などの住宅性能を向上させることは生活

りする風を和らげている。伝統的民家の形態は、家屋

の質を向上させるひとつの側面である。しかし、その

の構成要素と家屋の周辺にあって敷地を構成する要素

手段としてアルミサッシュやコンクリート・ブロック

が関係し合い、家屋や生活を護る役割を担うという一

のような風土に根ざして造られたわけではない普遍的

つの意味を持っている。これに対し、木製の雨戸を、

な建築部位を無批判に移入して適用することは、伊是

対風圧性、水密性、機密性の高いサッシュの窓に変更

名の生活様式や民家の形態として具現化されている琉

した家屋は、低い軒や敷地囲の構成要素と連携する必

球の文化の〈固有性〉を失わせるかもしれないという

要なく、それ自体で独立して、家屋や生活を強風や豪

危険性を孕んでいる。

雨から護る役割を担い得る。
〈部分〉的な構成要素が連

風土に根ざして造られたわけではない製品や建築部

携して一つの〈全体〉をつくるという関係性が薄れ、

位が伝統とは異なる住意識や感覚を生じさせることも

石垣や繽紛やフクギには、防風防雨とは別の意味が存

ある。木製の雨戸や木と紙でできた障子が開口部に嵌

在するようになっている。地下水を汲み上げる井戸の

められている状況では、これらを開放することがあた

意味も上水設備によって弱められている。

りまえであると感じ、必然的に開放的になる家屋で伝

しかし、それらが持つ全ての意味が消滅したわけで

統的な生活を営んでいたにもかかわらず、堅牢なアル

はない。琉球地方に固有の文化的な景観は琉球という

ミサッシュのガラス戸に変更することで、ガラス戸を

風土における人々の日常生活に根ざしているとともに、

閉め切っている状態が自然であると感じるという生活

琉球地方の人々の人と風土との関係についての自己了

者の証言がある。気密性の高いアルミサッシュのガラ

解が具現化されている。低い軒や石垣や繽紛やフクギ

ス戸は閉め切っていても光を通すが、換気や通風を困

や井戸は、琉球地方の伊是名の特徴的な固有の景観と

難にする。すなわち、建具の変更により、建具が選択

いう〈全体〉を構成する要素（
〈部分〉）であるという

して透過するものごとが変容し、家屋という、生活空

意味を持つし、それらが活躍していた時代から今日に

間を形成する〈境界〉の質が、伝統的な様式を継承す

至る〈生きる〉ための知の形成の軌跡を想起させると

る〈固有性〉のある形態が保持する開放的な質から、

いう意味を持つ。これらは集落を「意味に充ちた空間」

風土という文脈から切り離されてつくられた、耐風圧

にしている（
〈コスモロジー〉
）
。これらの意味にさらな

性、水密性、気密性、防虫性という〈普遍的〉な性能

る価値を見出し、安全性や利便性を実現する〈全体〉

を提供する形態が保持する閉鎖的な質に変化している。

を構成するという観点からは、現在は、役割をもたな

低い軒とフクギによる室内の熱取得の抑制、換気と通

いものとして放置されてしまっている〈部分〉的なも

気による排熱などは、蒸暑の気候において、風土に根

のごとを、他にもある〈全体〉を構成するという役割

ざした工夫が実現した仕組みであろう。家屋の外壁が

を失わないように利活用する方法を考えることが好ま

具現化する〈境界〉の質が、微視的にはある側面では

しい。

閉鎖的になりある側面では開放的になるという具合に、

4.2 〈固有〉の文化と〈普遍的〉な要求を共
存させる術を探す

巨視的には室内が外部と切り離されて人工環境化が進

琉球の伝統的な民家の外壁の開放性は改築によって

建築のある部位を改築することによって意図されて

んでいるという具合に変化しつつあるように思える。
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いること（例えば、〈境界〉がもつ特定の質の具現化）

知〉を創造する過渡期の状況であると解釈することも

を充足し、かつ、伊是名の生活や民家の好ましい固有

可能である。意図を充足する手法が、外来のものであ

性を継承し得る技術を開発することが課題である。軽

っても、風土や文化と適合するように姿を変え、伝統

微な改築においては、住民が確認申請を受けずに自分

的な〈臨床の知〉と融合したり、新しい伝統となりう

の裁量で材料や構法を選択することができる。この選

る〈全体〉を構成したりしていくことによって、違和

択が充足させたい住意識の観点、実現の簡便性、費用

感は次第に解消されていくのかもしれない。

対効果の観点などからなされることは想像に難くない。
このような選択をしたとしても、風土や文化に根ざし

4.4 〈固有性〉のある知と〈普遍性〉のある
知との好ましい重なり方を探る

た民家や景観が形成され続けるような材料や構法を考

家屋、石垣、屋敷林、電柱、電線などは生活に適し

案することが一つの方向である。

た環境を形成するために設置された人工物である。伝

4.3 〈普遍的〉な技術を加えて〈固有〉の知
を更新する

統的な様式の家屋や石垣や屋敷林は琉球地方や伊是名

伝統的なものごとの姿は琉球地方に固有の知の現わ

しいと感じられるのは、それが、長い時間をかけた試

れである。家屋や集落を現代の生活に適合させるため

行錯誤を経て獲得された、この風土で生活する環境を

に新たに導入された住宅設備や建築材料は、琉球地方

創出するための知の現れであることを無意識のうちに

の家屋や集落のために独自に開発されたものではなく、

感じ取っているからではないだろうか。このような景

日本全国のどこでも用いることができるように開発さ

観に電柱や電線という新たな〈部分〉が現れると、風

れたものである。これらが同じ空間に同時に存在する

土に根ざした文化的景観を、典型的な〈全体〉として、

ことが違和感を生んでいると考えられる。例えば、屋

愛でようとする眼には、違和感があるものに移る。慣

敷囲いの石垣やコンクリート・ブロックは家屋を強風

れ親しんできたものごとへの愛着と郷愁だけではない。

から護るために設置されている。かつては海から採取

景観を構成する伝統的な要素に籠められている意味を

してきた珊瑚石を積んで築造されていた石垣に籠めら

失うことへの焦燥もある。その理由は、電柱や電線は

れた家屋を風から護るという意図が工場で生産された

日本のいたるところで用いられている、日本国内にお

コンクリート・ブロックの塀を築造することによって

いては、
〈固有性〉のない人工物であり、それ以外の景

充足されるようになってきている。石垣の採取が禁止

観構成要素が形成した〈全体〉において目立つ存在で

されたこと、コンクリート・ブロックが登場した当時

あるからではないかと考えている。
〈固有性〉を有する

には近代を象徴するものであり、石垣よりも施工が容

〈部分〉が形成する〈全体〉と〈普遍的〉な〈部分〉

易で堅牢であると売り込まれたことなどが、関与して

が不適合を起こしているのである。地域の生活に根ざ

いると考えられる。一方では、石垣が形成する景観を

した〈固有性〉のある〈臨床の知〉の現われと地域を

継承しようという動きもある。今日の家屋の構造補強

限定しない〈普遍的〉な知の現われが、共存できる新

や新築の際のコンクリートブロックの適用は、材料調

しい〈全体〉としての意味を形成することなく、視覚

達の平易さや施工の簡便性、経済性も理由であると考

的に具象化された姿で重なっているからではないだろ

えられるが、熱や水分の移動といった蒸暑地域の風土

うか。

地域に固有の景観を生み出している。この景観が好ま

に適合する環境を形成するという側面からの工夫を要

新たな〈部分〉や既存の〈部分〉の意味、これらの

する。木造にしても他の構法を適用するにしても、建

〈部分〉の関係が生む新たな〈全体〉に意味を与える

築物の安全性や快適性を担保するために全国レベルで

方法を考案することが好ましい。家屋という〈全体〉

〈普遍的〉に適用することを前提として定められた法

と建築要素や設備機器などの〈部分〉の間関係、家屋

令が規定する構法や仕様と、風土に根ざして構成され

と屋敷囲いの構成要素などの〈部分〉やそれらがつく

て継承されてきた〈固有〉の伝統的な構法や仕様との

る民家という〈全体〉の間の関係、民家という〈部分〉

間を橋渡しする方法を考案することが好ましい。

とそれらの群がつくる集落という〈全体〉の間の関係

培ってきた伝統的な〈臨床の知〉が普遍的な技術に

など、様々なスケールでの〈部分〉-〈全体〉関係が大

よって駆逐されつつある状況であると解釈することも

きな〈全体〉をつくっている。

可能であるし、伝統的な〈臨床の知〉にこの地域にと
っては外来の普遍的な技術を付加して新しい〈臨床の
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[13] 藤井晴行, 篠崎健一, （2018）
“主観性と客観性を共存さ
せる方法による臨地探究に基づく地域創生デザイン課題
のデザイン”, 2018 年度人工知能学会全国大会（第 32
回）, 2B2-OS-19a-03, 3p.

5. まとめ
風土や文化に根ざした〈生きる〉ための工夫に利用
される知と近代科学に基づく技術と相克しつつも共存
する状況の背景にあるものごとを、
〈空間図式〉に注目
し、地域における〈臨床の知〉の共創と継承のための
課題を題材として、浮き彫りにした。浮き彫りにした
ものごとはいくつかの研究方法を並行して繰り返す過
程で生じた気づきを契機とする考察による仮定である。
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要約
風土や文化に根ざす生きるための知と科学技術が相克しつ
つも共存する背景にあるものごとを、空間図式に注目し、地
域にある臨床の知の共創と継承のための４つ課題を通して浮
き彫りにした。1)普遍性に駆逐された固有性に再び意味を持
たせ、2)固有の文化と普遍的な要求を共存させる術を探し、
3)普遍的な技術を加えて固有の知を更新し、4) 固有の知と普
遍的な知の折り合い方を探ることである。これらはいくつか
の研究方法を並行して繰り返して気づいた仮定である。
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Abstract
Uncertainty in agent’s actions is an inevitable fact. This
uncertainty arises from two aspects of externality. On the one
hand, meaning of an action by an agent must be constructed
on second person viewpoint relative to other’s understanding
and response. On the other, a bodily behavior must be
conducted in the not fully predictable material world. This
article is an attempt for laying out a direction in cognitive
science built on an agent’s experiences of “encountering
his/her own behaviors” triggered by the externality.
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認知ミラーリング：その背景にある障害の捉え方・設計原理・効果
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概要
自閉スペクトラム症などの発達障害に対する新た
な支援技術として，筆者らの研究グループは「認知ミ
ラーリング」を提案した．計算論的手法を用いて発達
障害者の認知機能を鏡のように映し出し，観測可能
にすることで，感覚・運動レベルの非定型性が社会性
の問題に与える影響を解明し，障害の自己理解や周囲
による困難さの共有を促進することが期待できる．本
(a) 従来の発達障害の捉え方

稿では，認知ミラーリングの設計原理とそれによる効
果，そして本課題に取り組む学際融合研究プロジェク
トを紹介する．
キーワード：自閉スペクトラム症，認知神経ロボティ
クス，予測符号化，当事者研究，障害者支援

1.

はじめに

近年の社会問題の一つとして，発達障害者数の急激
な増加とそれに対応しきれない環境整備の遅延が挙げ
られる [1]．全国の小中学校を対象にした文部科学省

(b) WHO が提唱する新たな発達障害の
捉え方

の調査（H24 年）では，通常の学級に在籍する生徒の
うち学習・行動面で著しい困難を示し，発達障害の可

図1

発達障害の捉え方．従来は，社会性の問題を全

能性があると判断される児童の割合が 6.5%に上るこ

て個人に帰属させていたのに対して (a)，新たな定義

とが明らかになった．このうち 38.6%の児童はまだ支

では，個人に帰属する機能障害と周囲の人や物が持つ

援を受けておらず，早急な支援策の検討が望まれる．

環境要因の相互作用として，社会的活動における能力

就労に関しては，発達障害者を含む知的・精神障害者

障害が生じると考える (b)．

の就労率が 6.2%と報告されており，身体障害者の就
労率 28.9%に比べて大きく下回ることが知られている

これらの社会問題に対処するため，内閣府は全ての

（H27 年内閣府，厚生労働省）．知的・精神障害と身

国民が障害の有無によって分け隔てられることなく，

体障害は診断の基準や社会生活での難しさが異なるた

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会

め，一概に比較はできないが，前者に特有の課題があ

の実現を目的に，障害者差別解消法を施行した（H28

ることが示唆される．一方で，障害者の社会参画を推

年 4 月）．障害を理由とする差別の解消を目指して，

進するため，事業主に一定の割合で障害者の雇用を義

個々の障害者の困りごとに合わせて合理的配慮を提供

務付ける法定雇用率も制定されているが（H30 年 4 月

することを義務付けた．例えば，会話で意思を伝え合

に 2.0%から 2.2%に引き上げ），それを達成している

うことが困難な人に対しては，絵や写真のカードや

企業の割合は 50.0%にとどまるのが現状である（H29

タブレット端末を利用することで，意思疎通を支援す

年厚生労働省）．

るよう提案し，大きな音に対して敏感な児童がいる学
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校では，机や椅子の引きずる音を減少させるため，全
ての机と椅子の脚に防音加工を施すよう提案した．し
かし，これらの配慮はそれぞれの状況に特化した事例
ベースによるもので，合理的配慮の一般的な設計指針
は示されていない．
このような課題が生じる理由として，大きく二つの
要因が考えられる．第一に，発達障害者の困りごとが
周囲に見えにくいことが挙げられる．身体障害に比べ
て，発達障害は当事者が何に困っているのかが周囲に
伝わりにくいため，当事者にとって真に役立つ配慮が
適切に選択されないという可能性がある．そして同時

図2

認知ミラーリング．定性的で直接には観測困難

に，見えにくさの問題は発達障害当事者側にも起きて

な人間の認知機能を，ロボットなどの人工システムが

いる．社会生活での困難さが，感覚から運動に至る認

相互作用を通して計算モデルの中に学習・推定するこ

知機能のどの段階で生じているのか，またどのような

とで，定量的に観測・評価可能にする．

内的・外的要因によって生じているのかが当事者にも
分かりにくいため，適切な配慮を求めることも困難と

2.

なる．第二の理由は，障害の帰属性の曖昧さである．
障害が個人の機能的な非定型性によるものなのか，環

認知ミラーリング

筆者らの研究グループは，人間の感覚から運動に至
る認知機能を鏡のように映し出し観測可能にする知的

境要因によって引き起こされるのかが区別されていな

情報処理技術として，
「認知ミラーリング」を提案し

いため，ときに過剰に個人の問題と認識されることが
ある．図 1 に，発達障害の捉え方を図示する．従来は，
社会性の問題が全て個人に帰属されることが多く，支

た（図 2）[2, 3]．人間が視覚や聴覚などの感覚器から
入力される信号を知覚し，身体運動や発話などの行動
を決定するまでの過程は，従来の認知心理実験では直

援に限界を生じていた (a)．これに対して，世界保健

接観測・評価することは困難である（図 2 左）．脳イ

機構（WHO）は困難さの原因を個人に帰属する機能

メージング研究との融合により，認知課題遂行中の神

障害と周囲の人や物が持つ環境要因に分け，その相互

経活動の計測を通して認知機能を司る神経基盤の解明

作用として社会的活動における能力障害が生じると提

も試みられているが，神経活動というミクロな現象と

案した (b)．

認知行動というマクロな現象をつなげることは容易で

本稿では，上記の考えに基づく新たな障害者支援

はない．また，近年では発達障害当事者研究 [4, 5] と

のアプローチとして，
「認知ミラーリング」を紹介す

いう新たなアプローチによって，当事者が内部観測者

る [2, 3]．認知ミラーリングとは，計算論的手法を用

視点から認知機能とその障害の原理を探求する試みも

いて発達障害者の認知機能を鏡のように映し出し，観

注目されているが，報告が定性的であるといった課題

測可能にすることで，これまで見えにくいとされてい

を残す．

た発達障害者が抱える困難さを，見える化する知的情

これに対して，認知ミラーリングは構成的・計算論

報処理技術である．困難さを発達障害当事者やその周

的アプローチから，上記の課題を解決する新たな手

囲の人々が共有し，さらに計算論的アプローチを生か

法を提供する．核となるアイディアは，直接には観測

して発達障害モデルを用いた仮説検証を繰り返すこと

が困難で定性的解釈にとどまっていた人間の認知機能

で，障害の帰属性を明らかにし，個人や状況の変化に

を，脳の機能を模した神経回路モデルや確率モデルを

対応した適切な合理的配慮の設計を提案する．以降の

用いて鏡のように映し出し，操作可能な形で具現化す

節では，認知ミラーリングの基本アイディアとその背

ることで，定量的に観測・評価することである（図 2

後にある認知（障害）原理仮説，そして，それを用い

右）．具体的には，

た発達障害者支援の方針を説明する．また，本目的を
達成するために構成した学際融合研究プロジェクト，
戦略的創造研究推進事業（CREST）「認知ミラーリン

(a) ロボットが人との相互作用を通して，人の認知機
能を計算モデル内に学習・推定する
(b) 認知心理実験により人が自己の認知過程（主に知
覚）を再現し，それを計算論的にモデル化する
の 2 通りの方法を提案する．これにより，人間の行動

グ：認知過程の自己理解と社会的共有による発達障害
者支援」（代表：長井志江，期間：2016 年 12 月-2022
年 3 月）の取り組みを紹介する．

特性を説明するモデルパラメータを推定し，定型発達
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図 3 予測符号化理論に基づく認知（障害）原理仮説．定型発達者と比べて，ASD 者では内部モデルにおける感
覚・運動信号への許容誤差が過小／過大となることで，非定型な感覚特性や社会的能力の困難さを生じると考え
られる．
から発達障害に至るスペクトラムを，パラメータ変動

容範囲を持つのに対して（図 3 左），ASD 者は予測誤

として定量的に評価することが可能になる．

差に対する感度が過小もしくは過大であると推測され
る（図 3 右）．同じ環境を共有している場合でも，定

予測符号化理論に基づく認知（障害）
原理仮説

型発達者は適度な許容誤差のおかげで環境の変化に対

認知ミラーリングの設計原理として，また人間の

しくは過大な許容誤差により，環境変化に対して過敏

認知発達および発達障害を統一的に説明する理論と

または鈍感になり，突発的な状況においてパニックな

3.

して柔軟に適応できるのに対して，ASD 者は過小も

して，筆者らは予測符号化理論 [6–10] に注目してい

どの過剰な反応を示したり，新しい環境に適応できな

る．発達障害の一種である自閉スペクトラム症（ASD:

いなどの困難さを抱えるのではないかと考えられる．

autism spectrum disorder）は，診断基準 DSM-5 によ
ると，社会的コミュニケーションや社会的相互作用に

4.

おける持続的な欠陥と，限定された反復行動・興味・

当事者視点からの発達障害の理解と支援

前節の原理に基づき認知ミラーリングシステムを開

活動といったさまざまな特徴で定義される．これに対

発することで，発達障害の正しい理解とそれに基づく

して，近年の認知神経科学研究や当事者研究は，社会

支援を実現する．ASD 者の認知特性を社会性の欠陥

性や高次の認知機能における多様な障害は，その背後

や限定された行動・興味といった表層的な指標だけで

にある共通した低次の感覚・運動レベルの非定型性に

測るのではなく，内部観測者視点から予測符号化理論

起因する可能性を指摘している [4, 5, 11, 12]．一般に，

に基づく神経基盤の変容として解析することで，当事

人間の脳では感覚器から入力された信号を時空間的に

者による自己理解とそれを通した自己肯定感の向上が

統合し，さらに統合した表象から感覚信号を予測する

期待される．さらに，これまでは当事者の困りごとが

ことで環境認識や行動決定を行うが，その過程で発達

周囲に見えにくく，困難さの共有が難しかった発達障

障害者は定型発達者と異なる情報処理を行なうこと

害を，認知ミラーリングによって見える化することで，

で，高次の認知機能である社会的能力に問題を生じた

当事者にとって真に役立つ支援と合理的配慮の設計を

り，知覚過敏や知覚鈍麻などの非定型な知覚症状を発

可能にする．
これは，従来の発達障害者支援とは一線を画すア

現するというものである．

プローチである．例えば，欧州では DREAM [15]，

筆者らは上記の考えを計算論的視点から考察するこ
を提案した（図 3）[13, 14]．人間の脳は環境からボト

BabyRobot [16]，DE-ENIGMA [17] など，複数の EU
プロジェクトがロボティクス技術を応用した発達障害

ムアップに入力される感覚信号と，脳の内部モデルに

者支援を推進している．しかし，これらは主に発達障

基づきトップダウンに予測する信号の誤差（予測誤差）

害者の社会性の問題に注目し，行動療法におけるコ

を最小化するように構成されており，自己の感覚・運

ミュニケーション相手としてヒューマノイドロボット

動経験を通した内部モデルの更新や，環境への働きか

を導入するなど，療育者視点での支援設計を目指して

けによって予測誤差最小化を実現している．筆者らの

いる．本稿で提案する認知ミラーリングは，発達障害

仮説では，定型発達者は予測誤差に対して中程度の許

者による内部観測者視点の重要性を主張するもので，

とで，予測符号化理論に基づく認知（障害）原理仮説
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図 4 認知ミラーリングによる発達障害の理解と支援を実現する学際融合研究チーム．発達障害者の内部観測者
視点から認知（障害）原理仮説を提案する当事者研究グループ（左下），神経回路モデルを用いて原理仮説を具
現化・検証する計算モデルグループ（右下），認知（障害）原理に基づき認知機能を観測可能にする知的情報処
理技術を開発・評価する認知ミラーリンググループ（中央），認知ミラーリングシステムを用いて発達障害者の
認知特性を評価・支援する障害者支援グループ（上）の 4 グループから構成される．
世界に類のない障害者支援を実現する．

5.

5.1

認知ミラーリンググループ

筆者を中心とした認知ミラーリンググループは，人

学際融合研究プロジェクト：
CREST「認知ミラーリング」

間の認知機能を観測可能にする認知ミラーリングシス
テムを開発し，実験室環境でシステムの有効性を検証

これまで説明してきた認知ミラーリングの理念を

することを目的とする（図 4 中央）．筆者らはこれま

具現化するため，筆者らの研究グループは，2016 年

でに，多様な認知機能の発達を統一的に説明する枠組

12 月に CREST「認知ミラーリング：認知過程の自己

みとして，予測符号化に基づく認知発達原理を提案し

理解と社会的共有による発達障害者支援」（代表：長

た [13, 14]．予測誤差の最小化を規範として，感覚・運

井志江，期間：2016 年 12 月-2022 年 3 月）を始動し

動経験を通した内部モデルの更新と内部モデルに基づ

た [2, 3]．図 4 に本プロジェクトの全体構成を示す．本

く他者への働きかけが，自己認知や自他識別 [18]，模

プロジェクトは異なる専門分野をもつ 4 グループか

倣 [19]，他者の意図推定 [20] や情動推定 [21]，利他的

ら構成されており，システム開発と評価を担う認知ミ

行動 [22] の発達につながることを，認知ロボット実験

ラーリンググループ，認知（障害）原理を探求する当

により示した．また，ASD 者の視覚過敏・鈍麻の発

事者研究グループと計算モデルグループ，そして社会

生過程を明らかにし，それを再現するヘッドマウント

実装を担う障害者支援グループが密に連携すること
で，学際融合かつ産学連携を両立した体制を実現する．

ディスプレイ型視覚体験シミュレータを開発した（図

5）[23]．本シミュレータは認知ミラーリングの設計案
(b)（2 節参照）を具現化したもので，感覚の非定型性
と社会性の問題の関係を解明する重要な一歩となる．
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(b) シミュレータが再現する ASD 者の視覚過敏・鈍麻の症状

図 5 ASD 者の視覚過敏・鈍麻を再現するヘッドマウントディスプレイ型 ASD 視覚体験シミュレータ
本プロジェクトではこれらの研究を拡張すること

や行動・臨床実験を通して得られるデータ，さらには

で，発達障害を客観的・定量的に評価可能にする認知

認知ミラーリンググループから提供される知覚・運動

ミラーリングシステムを開発する．人との相互作用を

データをもとに，多様な行動特性を予測符号化理論に

通して認知機能を学習・推定するロボットには，計算

基づいて統一的に説明することを試みる．そして，生

モデルグループが開発する神経回路モデルを応用し，

成した仮説を計算モデルグループに提供し，神経ロボ

モデルのパラメータ変動として認知特性を定量化でき

ティクス実験を通して仮説の検証と更新を繰り返すこ

ることを示す．知覚体験シミュレータに関する研究で

とで，統一的な認知（障害）原理を生成する．

は，当事者研究グループと協働で ASD 者を対象にし
た構成的認知心理実験を行い，多様な感覚様式におけ

5.3

る ASD 者の知覚特性を明らかにし，予測符号化理論

計算モデルグループ

に基づいた発生機序のモデルを提案する．そして，こ

国立精神・神経医療研究センターの山下を中心とし

れらの研究開発過程で得られる知見を，当事者研究グ

た計算モデルグループは，人間の認知機能を再現する

ループと計算モデルグループにフィードバックするこ

計算モデルを開発し，構成的アプローチから認知（障

とで，認知（障害）原理仮説の精緻化に貢献する．さ

害）原理を探求する（図 4 右下）．山下らは，人間の

らに，開発したシステムは障害者支援グループとの

脳の機能的階層性を模した多時間スケール回帰型神経

協働で学習・就労支援の現場に実装することで，認知

回路モデル（MTRNN）[25] や，信号の予測機能に加

（障害）原理の理解に基づく障害者支援を実現する．

えて予測精度の推定機能も有した統計的連続時間回帰
型神経回路モデル（S-CTRNN）[26] などを提案して

5.2

きた．これらのモデルは予測符号化仮説に基づくもの

当事者研究グループ

で，人間の適応的な運動生成機能を再現するだけでは

東京大学の熊谷を中心とした当事者研究グループ

なく，ノイズの付加により統合失調症などに観察され

は，発達障害者の内部観測者視点から認知（障害）原

る非定型な運動生成も説明することができる [27]．

理仮説の提案と行動実験による仮説検証を行う（図 4

本プロジェクトでは，当事者研究グループとの密な

左下）．熊谷と綾屋 [4, 5] は世界に先駆けて当事者研

連携により，認知（障害）原理を予測符号化モデルに

究を推進し，発達障害者の社会性の問題が，社会性以

基づき具現化し，定型発達から発達障害に至る多様な

前の感覚・運動レベルの非定型性や，それらの信号を

認知特性をモデルのパラメータ変動として説明するこ

まとめあげることの困難さに起因し得ることを指摘し

とを目指す．当事者研究グループにはモデル実験の結

た．また，予測符号化理論に着目し，ASD 者では内臓

果をフィードバックすることで認知（障害）原理仮説

感覚の誤差精度が亢進することで，内臓感覚と外受容

の精緻化を促進し，認知ミラーリンググループには認

感覚の統合不全が生じ，内部モデルの獲得や選択に困

知（障害）原理を具現化する神経回路モデルを提供す

難さを生むことを提案した [24]．

ることで認知ミラーリングシステムの開発を促す．そ

本プロジェクトではより大規模で長期的な当事者研

して，同グループから提供される認知・行動データを

究を実施することで，仮説の精緻化に取り組む．当事

もとに神経回路モデルを改良することで，相補的に認

者研究会で収集される発達障害者の主観的エピソード

知（障害）原理の解明に貢献する．
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障害者支援グループ

の設計などを達成した．また，聴覚過敏・鈍麻特性の
解明や，予測符号化仮説に基づく視聴覚過敏・鈍麻の

（株）LITALICO と熊谷を中心とした障害者支援グ

発生モデルの開発，そして，発達障害者の家族や支援

ループは，認知ミラーリングシステムを学習・就労支

者を対象とした ASD 視覚体験ワークショップの定期

援現場で運用し，発達障害者の認知特性を活かした支

的開催なども実現し，順調に成果をあげている．特に，

援を実現する（図 4 上）．
（株）LITALICO は，様々な

ASD 視覚体験シミュレータは，周囲による理解が困
難であった ASD 者の困りごとを見える化し，共有可

障害者のための就労支援を提供する LITALICO ワー
クス（59 拠点，登録者 1, 900 名）と学習支援を提供す

能にする全く新しい情報処理技術として，メディアか

る LITALICO ジュニア（76 拠点，登録者 8,314 名），

らも高い注目を集めている．世界に類のない当事者視

そしてポータルサイト LITALICO 発達ナビ（メール

点を重視したアプローチによって，発達障害の正しい

会員 25, 000 名）を中心に，障害のない社会づくりを

理解と当事者にとって真に役立つ支援設計の実現が期

目指している [28]．障害は人ではなく社会の側にある

待される．

という理念のもとに，当事者研究との協働により障害
の帰属性を明らかにし，当事者の視点に立った支援設
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計を提案している．
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感覚過敏の神経生理過程が明かす自閉スペクトラム症者の感覚経験
Sensory experiences of individuals with autism spectrum disorders
revealed by the neurophysiological processing of sensory
hypersensitivity
井手正和
Masakazu Ide
†

国立障害者リハビリテーションセンター研究所
Research Institute of National Rehabilitation Center for Persons with Disabilities
ide-masakazu@rehab.go.jp

Abstract
自閉スペクトラム症（ASD）者の多くは，外界の多種多
様な刺激に過剰に反応する感覚過敏をもつ．著者らは，
ASD 者が高い課題成績を示す感覚情報処理に着目し，
感覚過敏の神経生理機序を検討してきた．他者からの
共感が得にくい感覚の特性について，定量的データを
用いて説明することで，理解が深まる様を目の当たり
にしてきた．本稿では，当事者との対話から明らかにな
ってきた，感覚特性と共存するその内的世界を論じる．

験を，非当事者に伝えることも，これからの基礎科学
者には望まれている．当事者の感覚を事実に即して共
有できれば，具体的にどのような配慮が必要とされて
いるのかについて，周囲の者たちが考えるきっかけと
なる．

2.

感覚の“可視化”
：質問紙のスコア

ASD 者の感覚処理障害を何らかの方法で評価する

Keywords ― 自閉スペクトラム症，感覚処理障害，感
覚過敏，時間分解能，スティグマ

ことは，それを“可視化”することであり，当事者を
取り巻く周囲が，感覚を共有するための手段となり得

1.

ASD の感覚処理障害の理解の困難

る．こうした評価の中でも，代表的なものが，臨床で

自閉スペクトラム症（Autism spectrum disorder:

用いられてきた感覚プロファイル（Sensory profile:

ASD）の診断基準の中で，感覚過敏と感覚鈍麻（以

SP）である (Dunn & Westman， 1997; Dunn，

後，これらをまとめて表現する場合，感覚処理障害と

1999)．感覚プロファイルは，聴覚，視覚，触覚，口

呼ぶ）がその重要な位置を占めるようになったのは，

腔感覚などに関する質問項目から構成され，4 つの象

2013 年 5 月の精神障害／疾患の診断・統計マニュア

限（低登録，感覚探求，感覚過敏，感覚回避）に分類

ルの改訂（DSM-５）の影響が大きく，本稿が執筆さ

される．
「低登録」は，刺激に対して反応が低下（感

れた 2018 年 6 月まで，5 年以上が経過した．このお

覚鈍麻）した状態を指し，
「感覚回避」は，低登録と

よそ 5 年間で，感覚処理障害，とりわけ感覚過敏に関

表裏一体となって刺激を積極的に求める状態を指す．

して，社会における認知度は上がっていると感じられ

「感覚過敏」は，刺激が与えられた時の知覚的・情動

る．しかし，当事者を取り巻く周囲の人たちが，この

的に過剰な反応を指し，
「感覚回避」は，過敏さによ

問題について深く理解し，その理解に基づいた共生を

って刺激を避ける特徴を指す．SP は，3 歳～82 歳ま

図るための道のりはまだまだ長い．

でを対象とし，125 項目からなる（短縮版感覚プロフ

感覚処理障害に関して，周囲の人たちの理解を難し

ァイル [Short sensory profile: SSP] は 38 項目）
．乳

くさせている理由は，当事者が経験している感覚を他

幼児感覚プロファイル（Infant/Toddler sensory

者が共感することが難しく，時に本人でさえも，自分

profile: ITSP）は，0 ヵ月～36 ヵ月までを対象とし，

の感覚によって生じる生活上の負担や困難が，他者と

36 項目からなる．SP，SSP，ITSP は保護者記入式で

は異なる感覚に依るものだと自覚していないことであ

あるのに対し，青年・成人感覚プロファイル

ろう．それゆえに，感覚の問題が原因でとった行動

（Adolescent/Adult sensory profile: AASP）は自己記

が，周囲からは“わがまま”や“忍耐不足”だと捉え

入式で，11 歳～82 歳を対象とする．SSP を用いた

られる．基礎科学者は，この障害に関連して，当事者

228 名の ASD 児を対象としたオーストラリアにおけ

の知覚認知的処理の特徴と，それに関連する脳の解剖

る調査では，感覚の特性に基づいて，
“刺激への適応

学的・機能的な特徴について，データに基づいて，当

（Sensory adaptive）
”
，
“味覚・嗅覚への過敏（Taste

事者の感覚を客観的に記述することが期待される．加

smell sensitive）
”
，
“姿勢への不注意（Postural

えて，そこから読み取ることのできる当事者の感覚経

inattentive）
”
，
“一般化された感覚の変容
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（Generalized sensory difference）
”という 4 つの下

上の生理的反応の特徴によって理解しようとする立場

位グループに当事者を分類できると報告している

に大別できる．

(Lane et al.， 2014)．このことは，ASD の感覚処理

副交感神経系の特徴に着目した研究には，眼に光を

障害は，一続きの軸の片側の端を感覚過敏と捉え，そ

当てた際，瞳孔径が収縮するまでの速度の遅延や収縮

の反対を感覚鈍麻と捉える形で，連続した軸上のどこ

量の減少が，副交感神経の機能的な変容に関係するこ

かに一個人が位置すると考えるのではなく，いくつか

とに着目したものがある．Daluwatte et al. (2013)

の感覚の状態が組み合わさって，当事者の実像ができ

は，光を提示した際の瞳孔径を計測し，ASD 児で

ていることを示唆している．

は，収縮が生じるまでの潜時の遅延，収縮量の減

少，収縮時間の短縮を報告している．また，瞳孔径

3.

感覚の“可視化”
：知覚認知実験

の収縮量が減少しているほど，SP で評価した感覚
過敏の訴えが強いことも明らかにした (Daluwatte

ASD 者の感覚処理障害に背景にある知覚認知特性

et al.， 2015)．

を，実験的に可視化しようとする試みも行われてき
た．ここでは，感覚過敏に結びつく可能性のある

一方で，感覚処理経路自体の特徴に着目した研究で

ASD 者の精度の高い知覚認知処理を示唆している先

は，刺激を提示した際の脳活動を種々の脳機能計測を

行研究を主に取り挙げる．

用いて検討している．例えば，ASD 児の手首の正中

Cascio et al. (2008)らは，指先に振動を提示した

神経に微弱な電気刺激を提示した際の誘発電位の計測

際，どの程度の振動の強さ（変位量）で検出できるか

では，体性感覚刺激に由来する脳活動が生起するまで

（検出閾）を調べたところ，ASD 児では定型発達児

の潜時の遅延が見られた (Cascio et al.， 2015)．

に比べて，小さな振動でも検出が可能であったことを

Matsuzaki et al. (2014) は，脳磁図（Magneto-

報告した．この低い触覚の閾値に関しては，いくつか

encephalography: MEG）を用いて，1000 Hz

の研究グループからも同様の報告がなされた

（80dB）の純音を提示した際の脳活動を計測した．

(Blakemore et al.， 2006; Puts et al.， 2014) もの

その結果，聴覚過敏をもつ ASD 児では，聴覚過敏を

の，定型発達者と変わらないという報告もある

もたない ASD 児，定型発達児に比べ，音に対する反

(Guclu et al.， 2007) ．

応に関連した M50 成分の活動が増加し，その活動の

Bonnel et al. (2003) では，純音を提示し，その周

持続時間が長いほど，SP の聴覚過敏に関する評定値

波数とカテゴリーの弁別の課題を行った．その結果，

が高かった．

ASD 児は，周波数弁別とカテゴリー弁別の両課題と

以上のように，副交感神経系と中枢神経系の機能的

もに，定型発達児に比べ，高い弁別感度をもつことが

な特徴のそれぞれによって感覚過敏を説明しようとす

示された．Lin et al. (2015) らの研究では，ランダム

る立場がある．著者は，これらの特徴は 1 個人内で共

に変化する複数の周波帯域の音の中から，ターゲット

存し，当事者の感覚処理障害の全体像を形成している

の音を検出する課題において，ASD 者ではより小さ

と考えている．副交感神経系の特徴は，主に刺激に対

な音圧でもターゲットの検出が可能であることを報告

する覚醒や情動的に強い反応に関連し，刺激を忌避す

している．

ることにつながった先行する記憶の影響も受けている

触覚，聴覚に限らず，様々な感覚で ASD 者が高い

だろう．中枢神経系の特徴は，そうしたトップダウン

感覚情報処理の精度を示す例は，これまで多く報告さ

の処理を介さない，比較的，純粋に刺激によって駆動

れてきた．しかし，こうした知覚認知特性が，当事者

される生理的な反応によって規定されるだろう．

の日常における感覚過敏と関連しているかを検討した

5.

例は，極めて少ないのが現状である．

4.

感覚過敏と時間情報処理で共有する神
経基盤

感覚過敏に関わる神経生理学的特徴

以上のように，ASD 児・者の感覚過敏に関連する

感覚過敏に関わる神経生理学的特徴についての研究

知覚認知特性と，その神経生理機序に関する報告が，

を見ていきたい．これらの研究は，感覚過敏の原因

近年なされたきた．しかし，その知覚認知特性と，刺

を，副交感神経系の機能的な特徴によって理解しよう

激への生理的反応特性は，別々に検討されており，ど

とする立場と，刺激によって駆動される感覚処理経路

のような知覚認知特性とその背景にある神経生理機序

162

2018年度日本認知科学会第35回大会

OS04-2

が，感覚過敏を引き起こす共通した原因になっている

の脳活動を計測した．すると，腹側運動前野

のかについて明らかにした研究は見られていない．著

（Ventral remotor cortex: PMv）など，いくつの脳部

者らは，ASD 者で見られる過剰な刺激の時間分解能

位の神経活動が，定型発達者に比べて極めて高いこと

の基になる脳内の神経活動の抑制の低下が，感覚過敏

が分かった（図 2）
．PMv の神経活動の強さが，感覚

の一因となるという仮説の下，研究を行ってきた．

過敏の程度と関係する手掛かりも掴んでいる．

Ide et al. (in press) では，左右の指先に，わずかな時

6.

間差で振動を提示し，どちらが後であったかの解答を

知覚認知特性と当事者の日常体験

求め（Temporal order judgment: TOJ）
，ASD 者と定

我々の研究の結果から，感覚過敏の一端には，刺激

型発達者のそれぞれが，どの程度の時間差があれば正

の過剰な時間分解能が関係し，その背景には脳内の時

確に刺激の順序を判断できるか（時間分解能）を求め

間情報処理と感覚過敏に共通する領域における強い神

た．その結果，ASD 者と定型発達者の時間分解能の

経の興奮が関わる可能性が示唆されている．ASD 当

間に平均した時間分解能の差は見られなかったもの

事者は，蛍光灯を見た時，それがチカチカして鬱陶し

の，ASD 者では時間分解能が高いほど，AASP で評

く感じるとしばしば語り，それが常同行動を誘発する

価した感覚過敏の程度が強いことが明らかになった．

一因になっているという (Colman et al.， 1976)．蛍

また，この実験を通して，1 名の ASD の症例が，

光灯は毎秒 100～120 回，すなわち，およそ 10 ミリ

極めて高い時間分解能をもつことが分かった．この症

秒おきに点滅している．私たちが，これを点滅ではな

例は，実験当時は 19 歳（男性）の大学生だった．触

く，連続した点灯と感じるのは，蛍光灯が視覚の時間

覚に関して過敏の訴えがあり，AASP のスコアも，定

分解能を超えた速さで点滅していているためである．

型発達者，およびその他の ASD 者の平均と比べても

感覚刺激の過剰な時間分解能が感覚過敏に結びつくと

高かった．また，時間の感覚に関して，興味深い内観

いう我々の研究知見は，こうした当事者の感覚経験の

報告を得ている．普段，自宅で複数の時計の秒針の動

一端を解釈する材料を提供している (井手 他，

きを比較し，それが同期しているのを観察するのを好

2017)．

むという．また，外出時に時計販売店に立ち寄り，複

以上で見てきたように，ASD 者の感覚刺激に対す

数の時計の動きを観察していると語った．触覚の TOJ

る知覚認知処理様式と，神経生理に関する研究データ

を行ったところ，本症例は，わずか 6.5 ms の時間差

を，当事者が語る自身の感覚経験と照らし合わせるこ

があれば，正確に左右の振動の順序を解答できること

とで，それをある程度高い妥当性で可視化することは

が分かった．聴覚の時間分解能も 7.4 ms であった．

可能であるように思われる．ASD 者の内的世界を可

定型発達者の平均が触覚で 64.6 ms（SD = 28.1

視化する作業は，それを共有できない周囲の人々の理

ms）
，聴覚で 48.5 ms（SD = 19.3 ms）であることを

解を促し，自分と異なる感覚経験の中で生きる当事者

考えると，本症例の時間分解能が極めて高いものであ

との共生を思慮することにつながる．

ることが分かる．この高い時間分解能の基になる生理
過程を調べるため，fMRI を用いて，触覚 TOJ の最中

図 2. 触覚 TOJ 課題中に ASD の症例で強い活動が見られ
た脳部位
分析では，TOJ の課題中の脳活動に，触覚刺激の数を答え
る課題（Numerosity judgement: NJ）中の脳活動を引き，
定型発達者の脳活動の平均との差を求めた．

図 1. 定型発達者（左）と ASD の症例の触覚 TOJ におけ
る時間分解能（右）
横軸が左右の振動の提示の時間差を表し，右側ほど右が時
間的に遅れて振動したことを表す．縦軸は，右の振動が後
だと解答した割合を表す．

（ Crawford's modified T-test ， p < 0.001 ， uncorrected ，
extended threshold = 10 voxel）
with slice timing correction
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当事者の感覚を共有することの困難と
新たなスティグマ

ていく必要がある．そのために，ASD の感覚を扱う
研究者たちの，強い自律心に裏打ちされた，現象に対

これまで，ASD の感覚過敏について，学校や支援

する洞察力と，高い倫理観が求められている．

の現場では広く知られてきた問題であるのにも関わら
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新規なコミュニケーションシステムの形成に及ぼす自閉傾向の影響
The effect of autistic tendency on the formation of a new
communication system
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Abstract

たことが考えられる．その一方で，遺伝的な要因によ

In this research, we focus on the Autism Spectrum Quotient
(AQ) as individual characteristics affecting the formation of
a communication system. Although autistic spectrum is often
regarded as an obstacle to smooth social life, some
researchers have suggested that this characteristic has been
involved in important innovation leading to our modern
society. Following such discussions, this study examined the
relation between the AQ score and behaviors in a
communication game that generates a simple artificial
language. As described above, in this research, autistic
spectrum worked effectively in communication games. We
considered that patterned thinking is deeply involved in how
to advance communication games of people with autism
spectrum tendency.
Keywords ― Autism Spectrum, Communication

る実際の人口の増加の可能性も指摘されている．後者
の可能性と関連し，カリフォルニアのシリコンバレー
など，自閉症スペクトラム的な特徴が有効に機能する
産業が集積する地域において，より多くの診断がなさ
れていることなどが指摘されている [2]．
いずれの原因であるにせよ，自閉症スペクトラムが
近年に注目されていることは確かであり，教育現場や
就労の場面での支援が必要とされている [3]．よって，
この個人特性とコミュニケーションプロトコルの形成
に関わる行動データの関係性を分析することで，現実
場面における自己，対話相手の自閉症スペクトラム傾
向に応じたコミュニケーションの支援に有用な知見が

1. はじめに
1.1 背景

得られることが期待される．

現代社会において，人々のコミュニケーションの様

1.2 目的

式（プロトコル）は急速な変化を続けている．情報社
会の今後の変化を予測し，適切に介入するためには，

本研究では，自閉症スペクトラム傾向が新規な記号

コミュニケーションに関与する認知プロセスに関する

コミュニケーションにおいてどのような役割を果たす

基礎的な研究が必要である．本研究では，コミュニケ

のかを検討していく．その上で，自閉症スペクトラム

ーションプロトコルが個人間のインタラクションによ

傾向が新規な記号コミュニケーションの成立を促進な

ってどのように形成されるのか，また，どのような個

いし，抑制するか，さらに、コミュニケーションの形

人の特性がプロトコルの形成や変化に影響するのかな

成に及ぼすメカニズムを検討する．

どを検討する．

2. 関連研究
2.1 コミュニケーションに関する実験

コミュニケーションに影響する個人特性として，本
研究は自閉症スペクトラム傾向に焦点をあてる．この

コミュニケーションに関わる研究は言語学や心理学，

特性はコミュニケーションの困難さと関連づけられる
ことが多い．一方で，この傾向は遺伝的な形質とみな

情報学など多岐にわたる分野において行われている．

されることがあり，なんらかの進化的な適応価をもつ

その中で，通常の言語的なコミュニケーションが制限

可能性もある．さらに，現代社会に繋がる過去のイノ

された状況において，コミュニケーションシステム（プ

ベーションの多くにおいて，この特性をもつ個人が関

ロトコル）がどのように成立するのかという問いに対

与してきたことも示唆されている [1].

する研究が複数のアプローチにより行われてきた．こ

また，近年では自閉症スペクトラムと診断を受ける

の流れによる新規なコミュニケーションシステムの形

人が増加していることがわかっている．この増加の背

成に関わる検討は，言語の起源，あるいは言語進化に

景の一つとして，自閉症の神経基盤に関わる研究が進

関わる問題 [4]とも繋がっている．
こういった研究の流れの中で，Galantucci は，コミ

展することで，従来は見逃されていた疾患が顕在化し
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ュニケーションシステムの創発を実験室内で観察・操

認知モデルを認知アーキテクチャのうえに構築し，金

作可能な実験課題を考案した [5]．この課題では，実験

野ら [7]の実験結果を再現するシミュレーションを実

参加者に相対での会話をさせず，あらかじめ意味も運

施した [10]．シミュレーションの結果，コミュニケー

用方法も決まっていないコミュニケーションメディア

ションシステムの成立に， 2 者間での相互の模倣過程

を別途用意し，それを用いてある種の協調ゲーム（協

が重要であることが示された．この結果を発展させ，

力によって各プレイヤーの利得を増加させるゲームの

Morita らの最近の研究では，模倣の成功に関与すると

類型）を解くことを求める．これによって，測定の難

仮定される認知機能を操作するモデルを構築し，コミ

しいコミュニケーションメディア（表情や視線，ある

ュニケーションシステムの形成過程に関わる検討を行

いは姿勢や相槌の打ち方など）の利用を制限した．ま

った [11]．その結果，暗黙的な記憶のエラーによって

た，セマンティクスやシンタックスの形成・共有過程

模倣を失敗する状況を構築できること，そのモデルに

を観察することで，コミュニケーションシステムが形

よるコミュニケーションシステムの成立仮定が，自閉

成される過程を観察し，そこで働く認知メカニズムを

症児の言語発達の過程と類似することを指摘した．

考察した．この実験枠組みの優れた点は，あらかじめ

上記一連の検討により，通常の記号以外のコミュニ

意味の決まっていないメディアにおいて，共通の課題

ケーションを排除し，どのようなコミュニケーション

を達成するためのコミュニケーションシステムが二者

システムが形成されるか分析されてきた．しかし，コ

間で創発する過程を観察できることにある．

ミュニケーションシステムの形成における個人特性の

Galantucci は，この研究枠組みを実験記号論と呼んだ

検討は極めて限定的である．自閉症に関わるモデルを

[6]．
先行研究では，
その創発過程において観察される，

構築した Morita の検討においても，シミュレーション

記号に明示的に表われないような暗黙的な共通基盤の

の結果のみが示され，実験との対応が取られていない．

存在とその重要性が指摘されてきた．

よって，本研究では個人特性として自閉症スペクトラ

Galantucci らの研究を受け，金野らは，コミュニケ

ムに焦点を当て，その特性がどのような役割を果たす

ーション方法をより明確に解析しやすくし，また，記

のか分析し，増加する自閉症スペクトラム傾向への支

号以外のコミュニケーションメディアの使用をさらに

援にどのような手法が有効かを検討する．

制限した．これにより，コミュニケーションを成立さ

2.2 自閉症スペクトラム

せる記号の使い方の形成・共有の過程，および，制限

自閉症スペクトラム（Autism Spectrum Disorder）

していても現れる可能性がある記号以外のコミュニケ
ーション手段を分析する実験を構築した [7] [8]．この

とは，古典的な自閉症とアスペルガー症候群と呼ばれ

実験では，記号のルールに何の取り決めもない状態か

ていた疾患を統合した診断名である．旧来の診断にお

ら，結果的にコミュニケーションシステムが形成され，

いて，自閉症と，アスペルガー症候群は次のような相

2 者間での協調ゲームが解決されるようになることが

違点があるとされていた．まず，自閉症においては知

観察された．この形成過程を分析した結果，コミュニ

能指数（IQ）がどの段階にも位置し得るが，言葉の遅

ケーションシステムは記号のルールには表れないプラ

れがあること．それに対して，アスペルガー症候群に

グマティクスと記号のルールとの相互循環的なプロセ

おいては，IQ は少なくとも平均以上であり，言葉の遅

スを経て形成されていることが示唆された．さらに，

れはないとされてきた．自閉症スペクトラムの診断は，

金野らは，ことばによるコミュニケーションがどのよ

旧来の 2 つの疾患の相違を捨象し，両者に共通した“著

うなシステムによって成り立っているのかを探求する

しい社会性の障害”，“コミュニケーション障害”
，“限

手法として，実験記号論に基づく実験室実験の手法を

局された，異常な，強い興味・関心や反復行動”を基

紹介し，その有効性を検討している [9]．その上で，こ

準とするものである [12]．

の手法が言語教育に果たす役割についての可能性を述

自閉症的特性に関わる自己診断やスクリーニングの

べている．

方法として，自閉症スペクトラム指数（AQ：Autism

実験記号論の枠組みに即した実験研究は，エージェ

Spectrum Quotient）がある [2]．AQ は 4 歳から成人

ントの認知機能を操作するシミュレーション研究とも

までを対象にしたスクリーニング尺度であり，50 の質

相性がよい．Morita らは，コミュニケーションシステ

問項目からなる．Baron-Cohen ら，若林らから AQ 尺

ムの成立に寄与すると考えられる認知機能を操作した

度上の自閉症傾向の目安は 32 ないし 33 点以上とされ
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ている．AQ は社会的スキル，注意の切り替え，細部

その一方で，AQ の高い個人はパターン化に優れるた

への関心，コミュニケーション，想像力を下位尺度と

め，新規なコミュニケーションシステムの形成に寄与

する 50 項目からなる質問紙であり，個人の自閉症傾向

するという仮説を立てることもできる．これら 2 つの

を測定する目的で，研究と臨床の場面において幅広く

仮説のいずれが成り立つのかを検討するため，本研究

用いられている．日本語化は若林らにより行われ，大

では，コミュニケーションプロトコルの形成過程と個

規模な調査を通した信頼性の検討がなされている

人の AQ を対応づける実験を実施した．

[13]．

3.

AQ スコアに関して，低い（0-10 点）平均（11-22

方法

以下に示す実験の方法は静岡大学「ヒトを対象とす

点）
，平均以上（23-31 点）
，とても高い（32-50 点）な

る研究倫理委員会」にて承認されたものである．

どの解釈の水準が設けられている．また，このスコア
における性差も指摘されており，女性の平均は 15 点前

3.1 実験参加者

後，男性の平均は 17 点前後などの分布が報告されてい

本研究の実験では，コミュニケーションプロトコル

る．さらに，アスペルガー症候群，あるいは高機能自

の生成に関わる個人特性を検討するために，AQ とゲ

閉症として診断を受けた人の多くが 35 点前後に分布

ーム課題を連結するデータセットを構築した．特に本

するとも言われている．ただし，留意しなければなら

研究では 127 名（女性 14 名）が履修する授業内で集

ない点として，AQ 得点が高いからといって，それだ

団実験を実施した．本授業は静岡大学浜松キャンパス

けで診断を下すための根拠とはならない．診断には，

における教養科目「心理学」であり，工学部と情報学

その個人がいくつかの面で「社会生活における困難が

部の学生が参加した．本研究の参加者は当該授業に出

生じている」という事実が必要になる．

席し，実験の実施における回に参加した者である．88

自閉症スペクトラム，あるいは自閉症傾向の人に生

名が実験を実施した授業内に実施した出席確認アンケ

じる上記のような社会性の困難さの一因は，
「心の理論」

ートに回答した．

の欠如にあると言われている [14]．心の理論とは，他

3.2 材料
3.2.1 AQ の測定

者の心を類推し，理解する能力のことである．心の理
論が欠如していることで，自閉症スペクトラムを持つ
人は，他者と視線を共有すること（共同注視）に困難

AQ を測定する質問紙を，PHP と SQLite を利用し

を抱き，また他者と自分の役割を入れ替える模倣を不

た Web アプリケーションとして実装し，サーバ上に対

得手とすることになる.

象者から得られた回答を記録した．このアプリケーシ

一方で，一部の人には，ある分野での才能を生じさ

ョンにおいて，回答後，対象者は得点の計算と分布上

せることもある．自閉症の当事者研究で知られる

の位置がフィードバックされる．

Grandin は，自閉症スペクトラムの人の脳機能の特性
を，視覚型，パターン型，言語型の 3 種の思考型に分

3.2.2 メッセージ付き協調ゲーム

類した [1]．例えば，
「パターン化」とは，あらゆる物

2.1 節で述べた金野ら [9]と同様の実験課題を用い

事（プログラミングや数字など）に対し，パターンを

た．この実験課題（以降，「ゲーム課題」と表記）は，

見つけることで物事を遂行する．
『ぼくには数字が風景

Web を介したメッセージ付き協調ゲームである．サー

に見える』の著者であるダニエル・タメットは数字一

バサイドの開発には PHP を利用し，
ゲームにおけるペ

つひとつに独自の個性を持つ，独特のものと考えてい

ア内の情報の共有はサーバ内のデータベース

るという [15]．数字を，形や色，質感，動きとして見

(MySQL) を介して行われる．また，クライアントサ

る．大きな数字の掛け算に対して，計算するのではな

イドの画面設計には，JavaScript (Ajax) を活用し，非

く，二つの数字の形が融合して新しい形になるのが見

同期でのサーバクライアント通信を実現している．授

えてパターン化される．

業内で多人数が参加する実験を実現するため，実験参

ここまでの関連研究を参考にすれば，AQ の高い個

加者の自動でのペアリングの機能も備えている．

人は模倣を不得手とし，先行研究のシミュレーション

図 3 はゲーム課題の状況を示している．当初は意味

によって示されたようなコミュニケーションシステム

の定まっていない記号をパートナーとやり取りしつつ，

の成立を困難とするという仮説を立てることができる．

共通のゴールに向けたインタラクションを繰り返す．
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それにより，短時間での人工言語の創造を実験的に生

一致した場合に 2 点が加えられ，不一致であった場合

起させる．このときの行動データ（サーバログ）を分

に 1 点が減らされた（0 点より減ることはない）
．

析することで，メッセージにのせられた情報量の時系

このゲーム課題における重要な要素としては以下が

列変化やコミュニケーションの生起と関連する様々な

挙げられる． まず，部屋の選択肢が 3 つであるため，

認知プロセスを検討できる [10]．

両者の移動先が偶然一致するというケースも存在する
が，両者の移動先が偶然一致するケースだけではスコ
アを伸ばすことはできない．そのため，4 つの図形を
左右に2つ組み合わせた16パターンへの意味付けを行
うことで、移動先に対する合意を形成する必要がある
（16 パターン全てに意味付けが必要というわけでは
ない）
．特に，両者が対角に配置された場合はゲームに
参加する 2 名が必ず移動しなければ，得点を得られな
い．その場合は，
“メッセージ交換”フェーズにおける
送信順序（先手・後手）を利用することで，自身の現
在位置を送信する参加者と，その行き先を踏まえた行
き先を送信する参加者の役割分担を形成する必要があ
る．

図 3 ゲームフローのイメージ図

ゲームのシステムとして，
“部屋の割り当て”
，
“メッ
セージ交換”
，
“移動”の 3 フェーズ設け，この 3 フェ
ーズを１つのラウンドとしている．2 名の参加者が扱
うエージェントは 2 x 2 の部屋に割り当てられる．お互
いにパートナーの位置を直接見ることはできない．こ
の状況で，両者が同時に移動し，同じ部屋で落ち合う
ことを求められる．実験参加者は，自身の PC 画面に
“部屋の割り当て“フェーズが表示される．その後，
”
メッセージ交換“フェーズ”に移行し，実験参加者は
メッセージ交換をする．メッセージは「自分のメッセ
図 4 記号の意味付け

ージ」下の枠をクリックすることで図形の選択，
「メッ
セージを送信」ボタンで決定することができる．図形
は左右に 2 つ組み合わせたメッセージを送信でき，図

3.3 手続き

形は●や■などの 4 つの図形が用意されている．また，

本研究の実験において収集する AQ は秘匿性の高い

メッセージの送信には時間差を設けることができた．

個人情報である．よって，本研究における実験手続き

すなわち，ペアのうちの一方はパートナーからのメッ

では，個人情報の流出のリスクを避けるため，データ

セージを受け取ったのちに，自分のメッセージを決定

収集の時点で実験参加者が匿名化された．

することができた．次に“移動”フェーズに入り，自

実験の準備として，まず 4 台の無線 LAN アクセス

分の移動先を決める．移動先は部屋をクリックするこ

ポイント ，それと同数のサーバが教室に運搬され，授

とで選択，
「移動場所を送信」ボタンで決定する．なお，

業時間内で限定したローカルネットが構築された．実

部屋の対角には移動することができない．移動後，両

験参加者には，自身の PC を持ち込むよう事前に伝え

者がどの部屋からどの部屋に移動したかが表示され，

た．

得点が決定する．ゲームにおいて，参加者は上記のラ

ゲーム課題，および実験の流れについて教示ののち，

ウンドを決められた時間内で繰り返し，できるだけ高

教室において各自がアクセスする SSID を知らされた．

い得点を得ることを求められた．得点は両者の位置が

一つの SSID に 30 名程度の参加者が割り当てられた．
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アクセスポイントを介してサーバにアクセスすると，

リセットされたデータである（ゲーム 1：7 件，ゲーム

参加者は，自分自身が任意に設定した仮名 ID をフォー

2：6 件，ゲーム 3：8 件）
．

ムに入力することを求められた．その後，サーバ内で

また，対象者には，ゲーム課題及び，AQ 測定を行

他の対象者とのペアリングが自動でなされた．参加者

うにあたり，自身で用意した仮名 ID を使用させた．こ

は誰とペアになったか知らされないままゲームを行っ

の時，ゲーム課題及び，AQ 測定を別日に行なったた

た．本実験において，パートナーのペアリングは，20

め，仮名 ID を忘れるなどして，ゲーム課題と AQ の

分程度の間隔で 3 回行われた．ペアリングのタイミン

データを結びつけることができない事態が生じた．そ

グは，実験者の時計をもとに，実験参加者に伝えられ

の結果，ゲーム課題と AQ に関する分析において，上

た．以降，3 回のペアリングにおいてなされたゲーム

記のデータ（14 件）は除外して分析を行なった．

を時間順にゲーム 1，ゲーム 2，ゲーム 3 と呼ぶことに

4.2 AQ 測定結果

する．
各ゲームにおいて送信されたラウンド，左右の図形，

図 5 は対象者に実施した AQ の測定結果である．横

初期位置，移動先，メッセージ送信時間，移動時間，

軸に AQ（点）
，縦軸に割合（％）が示される．青線が

スコアの情報がタイムスタンプとともにログとしてサ

自閉症ないし，アスペルガー症候群と診断を受けた

ーバに記録された．実験後，Web フォームにアクセス

AS/HFA 群の得点分布、2 種の点線はそれぞれ一般男

し，ゲームで利用した仮名 ID を入力させ，アンケート

性，一般女性の得点分布，赤線が本実験の対象者の得

に回答させた．

点分布である．また，それぞれの AQ 平均得点は

なお，ゲーム課題におけるバイアスとなることを避

AS/HFA 群が 37.9 点，一般男性が 21.5 点，一般女性

けること，また AQ は個人特性であり，時間や文脈に

が 19.9 点，対象者が 22.7 点となっている．対象者の

大きく影響されないと判断し，AQ の測定はゲーム課

平均得点は，一般男性・女性よりも少し高い，得点分

題の翌週に実施した．ゲームデータと連結するため，

布においても一般男性・女性の得点分布には見られな

AQ 測定の Web フォームに，ゲームで利用したものと

い 10 点から 15 点の間の割合増加が対象者には見られ

同じ仮名 ID を入力させた．また，AQ やゲーム課題の

る．また，対象者には 35 点から 45 点の間で少し起伏

説明変数として有効と考えられる個人の属性データ

が見られる．

（学科や性別）についても入力を求めた．ただし，連
結によって個人が識別される可能性のあるデータは取
得しなかった．たとえば具体的な年齢などの情報は，
連結によって特定の対象者に結びつく可能性があるた
め記入を求めなかった．

4. 結果
4.1 対象データとデータクレンジング
サーバに記録されたゲームのログをもとに，課題中
図 5 教室内の得点分布

のコミュニケーションの分析を行う．サーバ上のデー
タベースには，各ラウンドにおける各参加者の，
「仮名
ID，ラウンド番号，送信図形，初期位置，移動先，ス

4.3 ゲーム課題結果

コア，図形送信時間，移動時間」の情報が記録される．

図 6 は 3 回のゲームにおけるスコアの推移を示して

これらの情報に基づき，システムの不具合，および通

いる．各図は横軸にラウンド，縦軸に各ラウンドにお

信エラーによって生じたデータを削除した．具体的に

けるスコアが示される．赤線は AQ32 以上のスコアを

は同じ仮名 ID が同一のゲーム内で複数のパートナー

持つ個人が参加したペアである．以降，これらのペア

とペアを形成したデータ（ゲーム 1：6 件，ゲーム 2：

を AQ 高ペアと呼ぶ．若林らによる AQ スコアの解釈

2 件，ゲーム 3：4 件）
，ゲームの途中でラウンドが停

において，32-50 点はとても高いと表記されているた

止したデータ（ゲーム 1：14 件，ゲーム 2：4 件，ゲ

め，本実験において AQ 32 以上を高 AQ の基準として

ーム 3：4 件）
，ゲーム終了時にスコアが途中で 0 点に

いる．
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図 6 の 3 つのグラフを比較することで，AQ に関わら

表 1 各ゲームのスコア，ラウンドと AQ の相関

ずゲームの繰り返しによって，獲得されたスコアと遂

Game1

r (44) = 0.10,

スコア

行されたラウンドが増加したことがわかる．AQ 高ペ

p < .10

アに注目すれば，高いスコアで最終ラウンドを迎えた
ペアも存在すれば，スコアが低いままであったペアも

Game2

ラウンド

r (44) = -0.03, n.s

スコア

r (53) = 0.26,

存在した．注目すべきは，ゲーム 2 とゲーム 3 におい

p < .10

て，最高得点をとったペアがともに高 AQ だったこと

r (53) = 0.29,

ラウンド

である．

p < .05

また表 1 は，各ゲームにおけるスコアの平均，標準

Game3

偏差である．各ゲームにおいて AQ32 以上を持つ個人

r (65) = 0.22,

スコア

p < .05

が参加したペアの平均は，それ以外のペアを上回った．

r (65) = 0.33,

ラウンド

AQ32 未満のペアはゲームを行う毎にスコアを伸ばし

p < .05

ているが，AQ 32 以上に比べ，低い値にとどまってい
る．

4.4 ゲーム課題と AQ 下位尺度との相関分析
表 3 は各ゲームのスコアと AQ 下位尺度との相関分析
の結果である．ゲーム 1 のスコアでは注意の切り替え
に低い相関が見られた．ゲーム 2 のスコアではコミュ
ニケーション，想像力に低い相関が見られた．ゲーム
3 では注意の切り替えに低い相関が見られた．ゲーム 2
において注意の切り替えは有意な相関ではない．
．
図 6 スコアの推移

表 3 各ゲームのスコアと AQ 下位尺度との相関

表 1 各ゲームにおけるスコア

Game1

Game2

Game3

社会的スキル

Game1

Game2

Game3

r (44) = 0.02

r (53) = 0.19

r (51) = 0.03

n.s

n.s

n.s

r (44) = 0.32

r (53) = 0.21

r (51) = 0.25

p < .05

n.s

p < .10

r (44) = -0.06

r (53) = -0.15

r (51) = 0.11

n.s

n.s

n.s

N(pairs)

Mean

SD

Total

26

11.21

1.10

AQ>=32

3

32

3

AQ<32

23

8.72

10.82

Total

32

45.26

34.94

AQ>=32

7

62.85

32.37

コミュニケーシ

r (44) = 0.05

r (53) = 0.28

r (51) = 0.21

AQ<32

25

40.34

34.04

ョン

n.s

p < .05

n.s

Total

30

72.96

44.66

想像力

r (44) = 0.002

r (53) = 0.27

r (51) = 0.07

AQ>=32

7

109.57

32.37

n.s

p < .05

n.s

AQ<32

23

61.82

41.87

注意の切り替え

細部への注意

表 2 は各ゲームのスコアと AQ，およびラウンドと

4.5 ゲーム課題のプロセス

AQ の相関分析の結果である．ゲーム 1 ではスコア，

前節までの結果は，AQ の高さは新規なコミュニケー

ラウンド共に有意な相関は見られなかった．一方で，

ションの成立を阻害するというよりも，促進する方向

ゲーム 2，ゲーム 3 ではスコア、ラウンドともに低い

に働くことを示している．この結果の背後にあるメカ

相関が見られた．ゲームを繰り返すことにより，ゲー

ニズムを検討するために，本節では，AQ 高ペアにおけ

ムと AQ の間に何らかの関連が生じたと推測される．

るコミュニケーションシステム形成過程を検討するケ
ーススタディを行う．その後に，ケーススタディで見
出された特徴を指標化し，AQ やゲーム課題との関連を
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係のペア内での差異は，図 7 におけるメッセージ送信

検討する．

の時間差と整合的である．すなわちメッセージ送信が
先手であった AQ20 が左図形によって初期位置を送信

4.5.1 ケーススタディ
ゲーム 3 において最も高得点を獲得した AQ 高ペアに

し，それを受けた AQ39 が右図形によって行き先を送

注目し，どのようなプロセスでコミュニケーションが

信する形でコミュニケーションが成立していたと解釈

行われたのかを分析した．
このペアの AQ は一方が 39，

できる．

他方が 20 であった．それぞれの参加者を AQ39，AQ20

上記の解釈は，ゲーム課題後に行ったアンケートに

と表記していく．図 7 はペアに参加した個人間のメッ

よっても裏付けられる．アンケートでは，
「パートナー

セージの送信時間差，および位置移動の時間差 (AQ39

が作成するメッセージの理解度」
，「あなたが作成する

– AQ20) を示している．2 ラウンド以降は，青線が全

メッセージのパートナーの理解度」
，「最終的な協調の

て正の値となっていることから，AQ39 が一貫して後手

程度」を尋ねたが，これらに対して，このペアの参加

でメッセージを送っていることがわかる．一方，黄線

者は最高点である 5 を回答した．さらに，
「それぞれの

に注目すれば，全てではないものの多くの場合で負の

図形にどのような意味を持たせて使用していたか教え

値を示しており，AQ39 はパートナーよりも早く移動先

てください．
」という質問に対し，AQ39 は，

「左上を四角，右上を十字，左下を丸，右下

の位置を決定したことがわかる．

を六角と相手に刷り込ませ，相手の位置を同じ
記号 2 つで答えさせ，こちらは自分の位置，移
動位置をその後に送信．同じ位置か隣り合わせ
なら自分が迎えに行き，対角の位置にいた場合
はこちらの指定地点へ相手にも動いてもらう，
という方針で進めた」
と回答した．これは，表 4 から表 7 と整合する．そし
て，
「リーダーシップをとれていた/とれていなかった
原因は何があると考えられますか．
」という質問に対し
図 7 ペア内での送信時間／位置移動の時間差

ては，

「こちらが合わせに行ったため，相手はこちら
表 4 から表 7 は各参加者の送信した左右の図形を初

より単純な作業であり，協調性に乱れがなく，
こちらの思い通りに進められたから」

期位置と行き先別にカウントしたものである．全ての
表において，表側に位置（左上，右上，左下，右下）
，

と回答している．上記の回答から，AQ39 は自身が他

表頭に図形（四角，十字，六角形，丸）が並ぶ．しか

者に合わせにいったことがゲーム課題を成功させた要

し，表によってそれらの意味は異なっている．表 4 と

因となっていたと考えていることがわかる．また，
「単

表 6 では表側が初期位置，表頭が左側の図形を示して

純な作業」という単語からは，ゲーム課題をパターン

いる．それに対して，表 5 と表 7 は，表側が移動先，

化することを志向したことが示唆されており，そのパ

表頭が右側の図形を示している．つまり，これらの表

ターン化により相手の思考量が減らされたことがコミ

は，初期位置と左側の図形，移動先と右側の図形の対

ュニケーション成立の要因となったと考えていること

応関係を仮定するものになっている．

が示唆される．

表中の数値から，AQ39 は一貫して左側の図形を初

一方で，AQ20 は「リーダーシップをとれていた/とれ

期位置，右側の図形を行き先に割り当てたことがわか

ていなかった原因は何があると考えられますか.」とい

る（表 4 と表 5 において，四角と左上，十字と右上，

う質問に対し，

して，AQ20 は左図形と初期位置の対応関係を確認で

「あの制約の中ではリーダーシップとも言えな
いと思うが，必ず最初に自分の位置を伝えたの

きるものの，右図形と行き先の対応を確認できない（表

で，そういう意味ではリーダーシップなのかも

4，表 5 と同様の対応関係が表 6 において観察され，表

しれない」

六角形と左下，丸と右下が対応づけられる）
．それに対

7 では対応が観察されない）
．この図形と位置の対応関

と回答している．AQ39 への同質問に対する回答と
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AQ20 との間で自身がリーダーシップを取ってゲーム

スコアについては，ゲーム 2 におけるラウンドを除い

を進めたという認識のズレが生じている．

て，負の相関が観察される．すなわち，多くのゲーム
において，送信時間差の分散が小さくなることが，ゲ

表 2 左側の送信図形と初期位置の対応（AQ39）

ームの成功と関連していたことが示される．この指標

四角

十字

六角形

丸

計

と AQ との相関については，ゲーム 1 とゲーム 2 では観

左上

21

0

0

0

21

察されず，ゲーム 3 においてのみ弱い相関が観察され

右上

0

21

0

0

21

た．この結果より，AQ の高いペアはゲームの進展に従

左下

0

0

0

20

20

って，パターン化を形成していき，そのことがゲーム

右下
計

0
21

0
21

21
21

0
20

21
83

の成功と結びついたことが推察される．
表 4 - 3 ペア間のメッセージ送信時間差の分散と

表 5 右側の送信図形と移動先の対応（AQ39）
左上
右上
左下
右下
計

四角
27
0
0
0
27

十字
0
29
0
0
29

六角形
0
0
0
14
14

丸
0
0
13
0
13

AQ，ラウンド，スコアとの相関

計
27
29
13
14
83

Game1
Game2

表 6 左側の送信図形と初期位置の対応（AQ20）
左上
右上
左下
右下
計

四角
20
0
0
0
20

十字
0
21
0
0
21

六角形
0
0
0
21
21

丸
0
0
21
0
21

Game3

計
20
21
21
21
83

5.

AQ

ラウンド

スコア

r (44) =-0.20

r (54) = -0.58

r (54) =-0.27

n.s

p < .01

p < .05

r (52) = -0.13

r (61) = -0.09

r (61) = -0.22

n.s

n.s

p < .10

r (51) =-0.25

r (58) = -0.58

r (58) = -0.46

p < .10

p < .01

p < .01

考察

ここまでの結果をまとめ，自閉症スペクトラム傾向
が新規な記号コミュニケーションにおいてどのような

表 7 右側の送信図形と移動先の対応（AQ20）
左上
右上
左下
右下
計

四角
14
7
0
0
21

十字
7
14
0
0
21

六角形
0
7
0
14
21

丸
7
0
13
0
20

役割を果たすのか，またこの個人特性がコミュニケー
計
28
28
13
14
83

ションの形成に及ぼすメカニズムを考察する．
まず，図 7 および表 1 より，記号以外のコミュニケ
ーションの手段を制限したメッセージ付き協調ゲーム
は，繰り返す毎にゲームパフォーマンスが向上したこ
とがわかった．ゲームを繰り返すたびにパートナーは
変わり，ゲーム終えた後，もう一度記号に意味付けを

4.5.2 役割のパターン化の指標

する必要がある中でスコアはゲームを行うのちに大き

上で示したケーススタディより，本研究におけるコ

く伸びた．このことから，本研究の実験においては，

ミュニケーションシステムの成立は，ペア内でメッセ

本来意味を持たない記号に，意味付けがなされ，集団

ージの送信順序を固定化したことが要因となっていた

の中でコミュニケーションシステムが共有されていっ

ことが推察される．この固定化の傾向を指標化するた

たと解釈できる．

めに，各ゲーム内におけるペア間のメッセージ送信時

こういった全体の流れの中で，AQ32 以上を持つ個

間差の分散を計算した．この分散は図 7 における青線

人が参加したペアのスコアが全体および AQ32 未満の

の上下方向の振れの大きさを示している．よって，送

ペアの平均よりも高く，各ゲームにおける全体のスコ

信時間差の分散が小さければ（振れが小さければ）
，メ

ア平均を底上げした．つまり，1.2 節に記載した「自閉

ッセージの送受信のパターンが固定化されたことが意

症スペクトラム傾向が新規な記号コミュニケーション

味される．

の成立を促進ないし，抑制するか」という問いに対し，

表 8 は各ゲームにおけるペア間のメッセージ送信時

本研究の結果は，前者の答えを示唆する．

間差の分散と AQ，ラウンド，スコアの相関分析の結果

この原因を検討するために，AQ の下位尺度である

である．ゲームの成績に関わる指標であるラウンドと
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6.2 今後の課題

社会的スキル，注意の切り替え，細部への注意，コミ
ュニケーション，想像力 [2] と各ゲームのスコアとの

本研究において，個人特性として AQ を取り上げた．

相関分析を行った．得られた相関係数のなかで，注意

留意しなければならない点として，AQ 得点が高いか

の切り替えが複数のゲーム課題の成績と相関し，コミ

らといって，自閉症スペクトラムと診断が確定するわ

ュニケーションシステムの成立において，何らかの影

けではない．本研究の結果を，医療的な場面に応用す

響を果たした可能性がある．注意の切り替えは自閉症

るのであれば，自閉症スペクトラムと診断を受けた人

スペクトラムの中核症状である反復性と関わる項目で

がコミュニケーションシステムをどのようにして成立

あり，
「同じやり方を何度もくりかえし用いることが好

させるかを検討する必要がある．

きだ」などの質問を含んでいる．これらから，自閉症

さらに，本研究における実験は，対話などのコミュニ

スペクトラム傾向のある人は，ゲームをパターン化す

ケーションとは異なり，テキスト的な記号を介したコ

ることで，パートナーとのコミュニケーションを成立

ミュニケーションを扱った．そのことが，自閉症スペ

させていたと考察する．

クトラム傾向の特徴の一つであるコミュニケーション

AQ 高ペアに対するケーススタディから示されたパ

障害とは矛盾する結果を導いた可能性がある．上記を

ターン化の一つの効用が，役割固定化である．ケース

踏まえた上で，本研究で得られた知見を現実場面で活

スタディにおいて示したように，AQ20 がメッセージ

用するための検討，および自閉症スペクトラムの特性

を先手で送り，左図形で初期位置を伝え，それを受け

を活かす環境をデザインすることが必要なのではない

た AQ39 が右図形によって移動先を後手で送るといっ

かと考える．

た形で役割を明確にする．記号と部屋を対応させたパ

また，本研究の実験において対象データを抽出する

ターン化，メッセージ送信における先手・後手の役割

際にデータクレンジングを行なった．その原因には，

固定化がこのゲーム課題で高いスコアを獲得するため

システムのエラー，通信の不具合が挙げられる．今後

には有効であり，自閉症的なパターン化の傾向が固定

の研究において，それらを無くすことで，自閉症スペ

化に有効に寄与した可能性がある．

クトラム傾向がコミュニケーションシステムの形成に
及ぼすメカニズムをさらに解き明かすことができるだ
ろう．それに加え，ゲーム課題と AQ のデータの連結

6. 結論
6.1 本研究のまとめ

を確実にすることで，データ数が増え，より信頼ので

本研究は，コミュニケーションプロトコルの形成に

きる結果が得られると考える．最後に，本研究の実験

おける個人特性として，自閉症スペクトラム傾向を示

は集団実験で行っており，データの信頼性という点で

す AQ に注目し，人工言語の構築が要求されるゲーム

疑問が残る．

の成績との関連を検討した．結果，ゲームを繰り返す
ごとに，ゲームパフォーマンスは向上した．また，AQ

謝辞：本研究は JSPS 科研費 26240037, 16K16113 の

32 以上を持つ個人が参加したペアが全てのゲームに

助成を受けた．また、本研究において用いた実験装置

おいて，AQ32 未満を持つ個人を大きく上回った．そ

は金沢工業大学の金野武司氏より提供を受けた．ここ

の中で，ゲーム 3 においてもっとも高スコアを獲得し

に記し感謝の意を表す．

たペアに，高い AQ をもつ参加者（AQ39）が含まれた
ことが示された．このペアのゲーム課題のプロセスを
分析したところ，AQ39 が図形と部屋を割り当てるこ
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心身マルチタスクトレーニングが
高齢者の認知能力に与える影響の検証
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Abstract

する。本研究が焦点を当てるのは、認知機能に関わる

In this research, we examined the effect of
cognitive and physical multitask training on
cognitive performance of the older adults. Our
multitask training consists of a walking task with
Walking Assist Robot and a signal recognition task.
On the test items similar to the cognitive task used of
the intervention, the performance was improved by
multitask training, but those items not directly
related to the task of intervention did not show
improvement. We conclude a near transfer was
observed, while a far transfer was not.

課題と、身体機能、とりわけ歩行に関わる課題を同時
に課す心身マルチタスクトレーニングである。その長
期的な目標は歩行支援と一体化した安全で効率的な認
知能力と身体能力のトレーニング・プログラムの開発
にある。

2.

関連研究

先述のように Anguera らは、ドライビングゲーム
と単純な信号反応課題を同時に行わせるマルチタスク

Keyword ― Dementia, Walking, Multitask, Training

トレーニングを開発した。高齢者を対象とした実験を

1.

実施した結果、マルチタスクトレーニングを受けた群

はじめに

は、統制群に比べ、特定のプレ-ポストテストにおいて、

近年、高齢社会が取り沙汰され、とりわけ健康寿命
の延伸に関心が集まるようになってきた。健康寿命は

スコアの向上が見られたと報告している[1]。ただし、

健康上の問題なく日常生活を送ることのできる期間を

Anguera の研究におけるマルチタスクトレーニングは、

表し、我が国の現状において、平均寿命との間に 10

類似した複数の認知的課題を組み合わせるものであり、

年程度の隔たりがある。その原因の一端を占めるのが

認知機能と身体機能を組み合わせるものではない．
これに対して、山田らは、バランストレーニングと同

認知症等による認知機能低下である。

時に計算や文章音読といった認知課題を課したマルチ

認知症を完治する手段は現状では存在せず、その発
症は生活行動を大きく制限するものである。その中

タスクを考案し、それらを個別に行う シングルタスク

で、注目が集まるのはマルチタスクトレーニングによ

によるトレーニングとの差異を検討した。結果、DT 条

る認知機能低下の予防・抑制である。たとえば、

件下での歩行成績、および転倒発生状況の調査におい

Anguera らは、ドライビングゲームと単純な信号反

て改善がみられることを示している[2]。ただし、山田

応課題を同時に行わせるトレーニングを開発し、加齢

らの研究においては、マルチタスクトレーニングによ

による認知機能の低下に対する効果を示した[1]。

る認知機能の維持に与える効果は示されていない。
マルチタスクではないものの、認知症患者に対 する

この研究を参考にしつつ、本研究では、より日常的

身体トレーニングの効果に関する研究も行われている。

な場面に適用しうるトレーニング・プログラムを開発

Sarah らは、筋力トレーニングなど単純な身体 トレー
ニングを課したことの影響は、6 分間歩行試験 などの

1 現所属：東京大学

身体機能評価の向上にとどまり、認知機能への転移は
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の 3 か月後に認知機能の各種テスト(トレーニング前後

見られないことを示している[3]。
このように、これまでの研究は身体機能と認知機能

それぞれを、Pre-test、Post-test と呼称する)を行い、

を別々に訓練することが主流であり、それぞれの機能

その差分によって、身体機能訓練を取り入れたマルチ

を訓練することに対する一定の効果は見られている。

タスクトレーニングが認知機能に与える影響について

しかし、身体機能と認知機能を組み合わせるトレーニ

評価した。

ングを課した介入研究は少ない。両者を組み合わせた

実施した認知機能テストは、認知症スクリーニング

山田らの研究においても、認知機能の向上に対する効

と し て 利 用 さ れ る MMSE (Mini Mental State

果を示すものはなかった。よって、本研究では、認知能

Examination)、身体能力の向上を対象者の活動的な地

力向上のためのトレーニングの開発に向け、心身マル

域生活の営みという社会的なアプローチから判断する

チタスクの認知能力向上効果の有無、波及範囲を把握

指標である E-SAS、刺激提示への反応時間・注意力を

することを目指す。

計測する TOVA (Task of Variables Attention)課題、顔

また、当研究で行われた実験では、同時に心身マルチ

画像を用いてその変化を検出する DWM(Delayed

タスクトレーニングによる身体機能向上効果の検証も

Working Memory)課題、一瞬だけ表示される画像を用

行われており、岡田らがその内容を発表している[4]。

いた変化検出課題によってアイコニック・メモリの許
容量を推察する Filter 課題、CD(Change Detection)課
題から構成されている。後者 4 つの課題群は、Anguera

3. 実験手法
3.1. 実験参加者

らを踏襲して設定した。彼らの先行研究においては、
TOVA 課題と DWM 課題において、マルチタスクトレ

認知症の診断が無く、歩行補助器具なしでの歩行が
可能な 75 歳から 85 歳を条件として募集した。結果、

ーニングの効果が得られている。

18 名(年齢：79.8 ± 2.6 歳、男女比：男 6 女 12)が本

各課題の詳細を以下に示す。

研究に参加した。実験の全体 (のべ 4 か月) に参加する
ことで、参加者は 30,000 円の謝金を受けた。

・MMSE (Mini Mental State Examination)

参加者は、マルチタスク群(以下、MT 群)の 9 名と、

30 点満点の 11 カテゴリの質問からなり、点数の基

対照群であるシングルタスク群(以下、ST 群)の 9 名に

準は 24 点未満を軽度な認知機能低下、20 点未満を中

分けられた。各群の詳細は表 1 に示す。

程度の認知機能低下とする。

実験参加者の各群への振り分けは年齢および男女比

今回の実験ではプレテスト時における認知能力指標

に有意な差が発生しないように行われた。その後、プレ

としても使用し、中程度以上の認知低下の認められる

テスト時点での ST 群、MT 群間に MMSE スコアの有

実験参加者がいないこと、および ST 群 – MT 群間で

意差がない (p > .10) ことを確認した。

実験開始時点での認知能力差が無い事を確認している。
(表 1)

表 1 実験参加者
シングルタスク

マルチタスク群

群

(MT 群) (n = 9)

・E-SAS [4]
「生活のひろがり」
「ころばない自信」
「入浴動作」
「歩くチカラ」
「休まず歩ける距離」
「人とのつながり」

(ST 群) (n = 9)
男女比

3:6

3:6

の 6 項目からなり、それぞれ 100 点満点に換算され、

年齢

80.11 (2.42)

79.44 (2.71)

計 600 点満点で評価される。各項目について 80 点が

MMSE

28.0 (1.49)

26.8 (2.08)

一般高齢者の目安とされる。介護予防における「運動器

E-SAS

491.1 (89.93)

521.11 (38.43)

の機能向上」効果を運動機能のみによって評価するの

※１ 数値は各群実験参加者内の平均値、括弧内は S.D.値。

ではなく、参加者が活動的な生活の営みを獲得できた

※２ 数値はいずれもプレテスト実施時点のもの。

か、という視点からも評価する。
「歩くチカラ」以外の
5 項目はアンケートによって評定され、
「歩くチカラ」
の項目は Timed up & go テストと呼ばれる、着座状態

3.2. 実験課題
3.2.1. プレテスト・ポストテスト

から指定距離の位置に置かれたポールを周回し再び着
座するまでの時間を計測するテストを行って測定する。

1 か月間のトレーニングの前後およびトレーニング

185

2018年度日本認知科学会第35回大会

OS04-5

き顔と異なる確率は 50％、Distracter は必ず覚えるべ
・TOVA (Task of Variables Attention) 課題

き顔とも比較するべき顔とも異なるものが選択される。
1 セットにおける問題数は 10 問である。

画面による刺激提示時点からボタンによる反応を受

図２ DWM 課題模式図

理するまでの時間を計測した。
課題開始時点において、画面内の黒色の正方形は画
面下部に配置され、10~15 秒の範囲でランダムに設定
される待機時間を経て、画面上部に移動する。参加者に
は、画面上部に正方形が移動したことを確認した後に、
可能な限り速くボタンを押すように指示し、正方形の
移動からボタンの押下までの反応時間を計測した。ボ
タンが押下されると正方形は再び画面下部に戻り、待
機時間が再設定される。これらの動作模式図を図 1 に
図示した。

・Filter 課題

1 セットにおける問題数は 10 問であり、当実験では

短い時間(100ms)表示される複数の長方形で構成さ

プレテスト・ポストテストごとに 2 セット行った。分

れる画像を認識し、何も表示されないインターバル時

析時には、各セットのうち 1 問目、10 問目を除外し、

間の後に表示される画像と差異があるかを回答する。

τ = 3 を有意点としたスミルノフ・グラブス検定で外

課題が開始されると、待機時間の後、100ms の間、

れ値を除外して用いた。

赤色と青色の長方形で構成される図形が表示される。
その後、900ms のインターバル時間を挟んで、次の
2000ms の間、先に表示された図形と同一、もしくはい
ずれかの長方形の角度が変化した画像を表示する。参
加者は提示された 2 枚の画像を比較し、差異があるか
否かを回答する。この時の画面例を図 3 に示す。
画面内の長方形の内、赤色のものはターゲットであ
り、青色のものはディストラクタである。変化が発生し
うるのは赤色の長方形の身であり、青色の長方形は絶
対に変化しない。この旨は事前に参加者に説明された。
課題は 10 問を 1 セットとし、2 セット行われた。1 セ
ット目は 2 つのターゲットと 2 つのディストラクタ、
2 セット目は 2 つのターゲットと 4 つのディストラク

図 1 TOVA 課題模式図

タを使用した。
図３ Filter 課題画面例

・DWM (Delayed Working Memory) 課題
インターバル時間を挟んで提示される 2 枚の顔画像
を用いて、その顔画像が異なるものであったか否かを
回答させ、その正解数を記録した。
課題が開始されると、800ms の間、覚えるべき画像
が表示され、その 6,800ms 後に 1,000ms の間、比較す
るべき画像が表示され、その提示終了後、回答をボタン
により入力する。覚えるべき画像と比較すべき画像の
それぞれが提示される間に、No Distracter 条件ならば
何も表示されず、Distracter 条件ならば、800ms の間、
課題とは関係のない顔画像が表示される。
回答の制限時間は無く、比較するべき顔が覚えるべ
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また、無回答が 10 問中 3 問以上あった回について

れる信号への応答時間を計測した。

は、分析時に除外された。
・歩行支援ロボットによる歩行
・CD (Change Detection) 課題

実験に用いた歩行支援ロボットは、歩行者から加え

短い時間(100ms)表示される複数色の小正方形で構

られる荷重をセンシングすることで、歩行者の歩行状

成される画像を認識し、何も表示されないインターバ

況をモニタリングし、安全な歩行のための支援を与え

ル時間の後に 1 つのみ小正方形が表示される。それを

るものである。これはロボットによる歩行状況の詳細

見て、後に表示される画像の小正方形が、前の画像の同

な分析、および将来的に歩行支援ロボットにマルチタ

色のものと同じ位置に表示されているかを回答するも

スクトレーニングのプログラムを搭載することで、適

のである。

度な負荷をかけつつ、転倒などの危険がケアされた安

課題が開始されると、待機時間の後、100ms の間、
複数の小正方形からなる図形が表示される。その後、

全な歩行を行いながらのトレーニングを実現すること
を企図している。

900ms のインターバル時間を挟んで、次の 2000ms の

当実験では、歩行路は室内に用意された幅 1m のラ

間、小正方形が 1 つの画像が表示される。先に表示さ

バータータン製のものを用いた。歩行路の外周 1 周は

れた図形において、2 枚目の図家で表示された小正方

約 24m である。歩行路図を図 5 に示す。

形と同一の色が同一の場所に表示されていたか否かを
回答する。画面例を図 4 に示す。
課題は 10 問を 1 セットとし、2 セット行われた。1
セット目は 1 枚目の画像に 4 つの小正方形、2 セット
目は 6 つの小正方形を使用した
また、無回答が 10 問中 3 問以上あった回について
は、分析時に除外された。

図 5 介入トレーニング用歩行路図
・信号認識課題
当研究で行った心身マルチタスク介入トレーニング
には認知機能課題として、歩行支援ロボットのハンド
ル部に搭載された画面上に表示される信号への認識反
応課題を課した。
トレーニング中、画面上にランダムな間隔で緑色の
図４ CD 課題画面例

信号が表示される。参加者にはこの信号を視認後、ロボ
ットのハンドルに備え付けられた接触センサ式のボタ

3.2.2. 介入トレーニング

ンに触れて反応するように指示をした。信号には表示

MT 群は身体機能と認知機能を同時に扱うマルチタ

時間が設定されており、表示時間内に応答がされたら

スクトレーニング、ST 群ではそれぞれを個別に行うシ

「OK」
、応答がないまま表示時間が経過したら「MISS」

ングルタスクトレーニングを週に 2 日、通算 1 か月間

と判定する。表示時間は成績に応じて変化し、初期状態

行った。身体機能課題としては、歩行支援ロボット

では 1 秒間であるが、3 問連続で「OK」と判定される

[6][7]を用いた室内歩行路の巡回を用意した。認知機能

と 0.8 倍に、3 問連続で「MISS」と判定されると 1.2

課題としては、Anguera らを踏襲し、画面上に提示さ
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倍に変化していく。これによって、その参加者の反応能
力に合わせて難易度が変化していくようにした。
また、認知機能課題の信号については単純に提示に
対して応答すべき信号のみ用いるものと、無視すべき
赤色の信号を混在させて応答すべきか否かを判断させ
るものの 2 通りを行った。

3.3. 実験手続き
この実験は名古屋大学未来社会創造機構において、
倫理審査委員会の承認を受けて行われた。実験は以下
の手続きでプレテスト、トレーニング、ポストテストの
図 6 実験風景

順に実施された。

表 2 介入トレーニングスケジュール

3.3.1. プレテスト

歩行タスク

実験の初日はプレテストに充てられた。参加者は実

１周内の

験に関する説明を受け、MMSE および、3.2.1.項に示

信号認識課題

分岐

転回回数

した認知能力課題に取り組んだ。また、この実験では同
1 日目

1 セット目

4

無し

緑信号のみ

*1

2 セット目

4

無し

緑信号のみ

*2

1 セット目

4

無し

緑信号のみ

*3

2 セット目

4

無し

緑信号のみ

*4

3 セット目

6

無し

赤信号混在

*5

1 セット目

6

無し

赤信号混在

*6

って、参加者ごとにそれらの実施順は異なるが、認知能

2 セット目

8

有り

緑信号のみ

*7

力課題の実施順序はいずれの参加者も TOVA 課題の 1

3 セット目

8

有り

赤信号混在

1 セット目

10

有り

赤信号混在

課題、CD 課題の順で行った。1 つの時間枠の所要時間

2 セット目

10

有り

赤信号混在

はおよそ 2 時間であった。

3 セット目

8

有り

緑信号のみ

1 セット目

8

有り

赤信号混在

2 セット目

14

有り

緑信号のみ

3 セット目

14

有り

赤信号混在

1 セット目

4

無し

緑信号のみ

*1

の参加者は、3.2.2.項に示した課題を 3 分間ずつ行うこ

2 セット目

4

無し

緑信号のみ

*2

とを 1 セットとし、MT 群の参加者は同時に行うこと

3 セット目

4

無し

緑信号のみ

*3

1 セット目

4

無し

緑信号のみ

*4

また、歩行課題の前後で参加者の血圧、心拍数、血中酸

2 セット目

6

無し

赤信号混在

*5

素飽和度を測定し、異常値、急激な変化が見られた場合

3 セット目

6

無し

赤信号混在

*6

1 セット目

8

有り

緑信号のみ

*7

1 つの時間枠に対し、3 名までの参加者が同時にトレ

2 セット目

10

有り

赤信号混在

*8

ーニングを行い、交代でトレーニングを行うことで、他

3 セット目

8

有り

緑信号のみ

*9

時に心身マルチタスクトレーニングによる身体機能向
上効果の検証も行われており、そのための身体能力測

2 日目

定も行われた。[4]
プレテストは 1 つの時間枠に対し 3 名までの参加者
が同時に参加し、参加者ごとに身体能力測定、MMSE、

3 日目

認知能力課題をローテーションして実施した。したが

4 日目

セット目、
DWM 課題、
TOVA 課題の 2 セット目、
Filter

5 日目

3.3.2. トレーニング
実験の 2 日目(トレーニング 1 日目)から 9 日目(トレ
6 日目

ーニング 8 日目)はトレーニングに充てられた。ST 群

7 日目

で 1 セットとした。
トレーニングの様子を図 6 に示す。

8 日目

は休憩を挟んだ。

※１ 1 日目は 1 セット分をプレテストの E-SAS を

の参加者のトレーニング中をインターバルの時間とし

行う時間として使用した。

た。1 日のトレーニングでは 3 セットを行い、1 つの時

※２ 「*n」の表記は同一の数字の箇所は同一の課題を行った

間枠の所要時間はおよそ 2 時間であった。

事を示している。

歩行タスクと信号認識課題を併せて、介入トレーニ
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ングのスケジュールを表 2 に示す。歩行経路の複雑さ

プレテスト時スコア」で表される向上度合いは、ST 群

の指標として、1 周内の転回 (曲がり角、丁字路におけ

‐MT 群間に有意な差は見られなかった [t = 0.95,

る 90 度の方向転換) の回数と分岐 (カラーコーンによ

n.s.]。

って示されるルートが同一セット中に変化する) の有
無を示した。

・E-SAS
E-SAS の得点について、ST 群がプレテスト時に

3.3.3. ポストテスト

491.1 点であったものがポストテストに置いて 506.7

実験の 10 日目はポストテストに充てられた。参加者

点まで向上していたのに対し、MT 群では 521.1 点で

はプレテスト時と同様に MMSE および認知能力課題

あったスコアが 501.7 点まで減少していた。
「ポストテ

に取り組んだ。また、これもプレテストと同様に、同

スト時スコア－プレテスト時スコア」で表される向上

時に心身マルチタスクトレーニングによる身体機能向

度合いは、ST 群に比べ、MT 群の方が高かった [t =

上効果の検証も行われており、そのための身体能力測

2.59, p < .05]。

定も行われた。
・TOVA
TOVA 課題の結果については、平均反応時間を指標

4. 実験結果
4.1. 向上効果

として表されるため、数値が小さいほど良い評価とな

3.2.1.項に示したプレテスト、ポストテストの結果に

る。ST 群ではプレテスト時点で平均 316.64ms の反応

ついて、表 3 に示す。この結果について、2 条件間の差

時間であり、ポストテストでは 328.21ms まで反応速

異については、等分散を仮定しない 2 群の t 検定 (ウ

度が延長した。一方の MT 群では、プレテスト時に

ェルチ検定) を行った。

350.09ms であった反応速度が 340.46ms まで向上し
ており、
「ポストテスト時スコア－プレテスト時スコア」
の差分値を指標とした向上度合いは、ST 群に比べ、MT

・MMSE

群において向上の傾向が観察された [t = 1.96, p < .10]。

MMSE の得点について、
「ポストテスト時スコア－

表 3 Pre-Post Test 結果
シングルタスク群 (ST 群) (n = 9)

マルチタスク群 (MT 群) (n = 9)

Pre Test

Post Test

Pre Test

Post Test

28.0 (1.49)

29.0 (1.33)

26.9 (2.08)

26.7 (3.53)

Total

491.1 (89.9)

506.7 (83.0)

521.1 (38.4)

501.7 (28.9)

1 生活のひろがり

81.1 (14.1)

85.0 (16.3)

90.6 (6.43)

81.7 (11.1)

2 ころばない自信

77.8 (25.7)

83.9 (25.7)

86.7 (16.3)

76.7 (24.4)

3 入浴動作

100.0 (0.0)

100.0 (0.0)

100.0 (0.0)

100.0 (0.0)

4 歩くチカラ

81.1 (6.7)

82.2 (5.3)

76.1 (13.1)

76.7 (6.7)

5 休まず歩ける距離

84.4 (24.6)

91.1 (13.7)

93.3 (13.3)

93.3 (13.3)

6 人とのつながり

66.7 (28.9)

64.4 (30.0)

74.4 (22.7)

73.3 (20.9)

CT

TOVA

316.64 (56.20)

328.21 (61.36)

350.09 (85.19)

340.46 (65.52)

(Cognitive Task)

Delayed WM (No Distracter)

8.11 (2.13)

9.11 (0.57)

8.78 (1.47)

9.11 (0.87)

Delayed WM (Distracter)

8.78 (1.55)

9.00 (0.67)

8.67 (2.11)

8.56 (2.17)

Filter

6.81 (1.09)

6.14 (1.79)

6.50 (1.41)

6.56 (1.61)

CD

6.69 (1.22)

6.83 (1.18)

6.13 (2.03)

6.00 (2.12)

MMSE
E-SAS

※１ 数値は各群実験参加者内の平均値、括弧内は S.D.値。
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表 4 指標間相関係数
Pre
TOVA

Pre

Post-Pre
DWM

Filter

CD

TOVA

Other
DWM

Filter

CD

Age

TOVA
DWM

+0.51**

Filter

+0.30

-0.10

CD

+0.75***

+0.51**

+0.30

Post-Pre

TOVA

-0.86***

-0.23

-0.30

-0.60**

(向上度合い)

DWM

-0.37

-0.89***

+0.12

-0.36

+0.04

Filter

-0.13

+0.01

-0.23

+0.18

+0.21

+0.04

CD

-0.28

-0.25

+0.21

-0.51*

+0.23

+0.11

-0.10

Age

-0.35

-0.24

+0.11

-0.25

+0.26

+0.02

-0.18

+0.34

MMSE

+0.60***

+0.70***

-0.27

+0.27

-0.47**

-0.70***

-0.28

-0.02

-0.05

E-SAS

+0.04

+0.15

-0.20

+0.10

+0.15

-0.15

+0.42

+0.01

-0.31

Other

E-SAS

-0.06

※１ Significance Level (* <.10 , **<.05 , ***<.01)
※２ Pre,Other の項目は各指標のプレテスト時点の値。Post-Pre の項目はポストテスト時点の値からプレテスト時点の値を減算したもの。
※３ TOVA の項目は数値が小さいほど良スコアであるので、(-１)を乗算した。

2 課題のスコアも高くなっている。

・DWM 課題
DWM 課題の結果については正解数を指標として表
した。正解数は ST 群、MT 群ともにプレテストに比し

4.3. トレーニングの経過
表 2 に示した通り、トレーニングの前半と後半で同

てポストテストで向上したが、ST 群‐MT 群間の有意
な差は見られなかった [t = 0.01, n.s]。

一の内容で課題を行っている箇所がある。これについ

また、Distracter 条件と No Distracter 条件のスコア

て、前半の成績に比して後半で同様の課題を行った回

間に有意な差は見られなかった [t = 0.00, n.s]。

の成績が向上していること箇所があることを確認した
(p < .10)。

・Filter 課題、CD 課題
Filter 課題、CD 課題の結果については、正解数を指

5.

考察

標として表した。これら 2 つの課題については、ST 群

今回の実験で採用されたトレーニングにおける認知

‐MT 群間およびプレテスト‐ポストテスト間に、介

課題は、画面中の変化に素早く反応するものであり、実

入トレーニングの効果を示す結果は特に見られなかっ

験前後テストにおける TOVA 課題と類似するものとい

た [Filter: t = 0.57, n.s] [CD: t = 0.39, n.s]。

える。よって、トレーニングにおいて直接扱った分野の
認知機能については、トレーニング効果が見られたと

4.2. 指標間相関

いえる。一方で、Filter 課題、CD 課題ではトレーニン

表 4 にこの実験で取得した各認知課題のスコアおよ

グ効果は見られず、特定内容の認知機能トレーニング

び、プレテストからポストテストに向けての向上度合

において、他分野の認知機能に及ぼす好影響は見られ

いの相関関係を示す。この表から言えることは、まず、

なかった。

TOVA 課題、DWM 課題、CD 課題についてはそれぞれ

1 か月のトレーニングにおいては、各トレーニング

のスコアに高い相関関係がある。また、これらの課題に

日において、認知機能課題と身体機能課題の難易度を

ついて、同一の課題におけるプレテスト時点のスコア

調整した。トレーニングの前半と後半で同一の難易度

と「ポストテストのスコア－プレテストのスコア」で表

で課題を行った結果を比較したところ、後半において

される向上度合いとの間に負の相関関係が見られた。

成績が向上していることを確認した(p < .10)。これもま

MMSE は TOVA 課題、DWM 課題のスコアと強く関

た、トレーニング課題との類似がトレーニング効果の

連しており、MMSE スコアの高い参加者ほど、これら

獲得に影響するという前述の解釈を補強するものであ
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る。
指標間の相関関係を見ると、プレテスト時点のスコ
アの低かった参加者ほど向上効果が顕著に表れている
ことを示している。一方、プレテスト時点でスコアの高
かった参加者は、天井効果に達し、ポストテストでの向
上効果が見られなかった可能性も考えられ、この結果
には慎重な検討を要する。他に強い相関関係が見られ
た箇所は MMSE と TOVA、DWM のスコアであり、
MMSE スコアで測定される認知能力と連動するスコ
ア指標として TOVA、DWM は妥当だと思われる。一
方、Filter、CD のスコアとは相関しておらず、この 2
タスクについては認知能力指標としての妥当性に疑問
が残る。

6.

結論

当研究では、歩行支援ロボットを用いた歩行と信号
検出課題を用いた心身マルチタスク介入実験を行った。
この実験により、介入課題である信号検出課題と類似
した認知能力課題 (TOVA 課題) について、対照群であ
る ST 群に比して MT 群で向上効果が高いことを検証
し、心身マルチタスクが認知能力の向上に有効である
可能性を示した。
これは、今回用いられたトレーニング内容をトレー
ニング・プログラムの開発と言う面で、実世界で使用し
ていく裏付けとなるだろう。
一方で、今回の実験では、Pre-test、Post-test にあま
りに多くの項目を含めすぎるとテストが長時間にわた
り練習効果や疲労効果の影響が大きくなってしまうと
いう事情を鑑み、テスト項目を絞り込んで行った。すな
わち、向上効果の有無が検証されていない認知機能項
目も存在し、また今回採用した Filter 課題、CD 課題
については向上効果が認められなかった。こうした項
目を入れ替えて介入実験を行うことで、さらなるトレ
ーニングの有意義性の検証を目指している。
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ナッジされる私たち
We, as an existence to be “nudged”
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Abstract

まくいくだろう。逆に、人間の意思決定能力に疑問を

セイラーとサンスティーンが 2008 年に提唱した「ナ
ッジ（nudge）
」は、人々がよりよい選択をするように
誘導するような仕組みを考えることを目指している。
ナッジは選択の自由を禁じたり、経済的なインセンテ
ィブを大きく変えたりするものであってはならない。
人間の意思決定のクセを利用して「誘導」することが
望ましいとされている。本講演では様々なナッジの事
例を紹介しながら、主にナッジの持続性について議論
したい。

持っていれば、全てを外的に決定してしまおうとする
パターナリズムを採用するのは自然である。様々な研
究で明らかにされた人間の意思決定や行動の特性は、
確かに非合理な振る舞いを示している。しかし我々は
自分がよりよくなるための判断を全く行えないわけで
はない。つまり実際の人間にとって、リバタリアニズ
ムは放置しすぎだが、パターナリズムはお節介すぎる

Keywords ― Nudge, Libertarian Paternalism

といえる。
人間の合理性を再考してきた行動経済学が推奨する

1.

ナッジするということ

のは、
「リバタリアン・パターナリズム」という両者の

人の選択は、どこまで外的にコントロールされるべ

折衷案的な立場である。これはリチャード・セイラー

きだろうか。個人が何かを選択しようとしているとき、
好きなものを自由に選ばせるか、それとも代わりに最

とキャス・サンスティーンによって提唱された考え方
で、
「選択の余地を残しながらも、よりよい方向に誘導

良なものを選んであげるべきなのだろうか。個人の選

する」ことを目指す [1]。日本語では「緩やかな介入

択の自由を保証することが何よりも重要であるという

主義」と訳される。リバタリアン・パターナリズムは、

考え方もあるだろうが、自分にとって最適な選択がで

人々の選択の自由を妨げたり、選択肢を制限したりし

きず、後悔する人が多いことも様々な研究で明らかに

ない。自身にとって最適な選択ができていない人だけ

なっている。個人に選択をゆだね、本人の自由に選ば

を、正しい方向に「誘導する」ことを目指す。この誘

せるべきであるとする立場を自由主義（リバタリアニ

導は決して強制的なものではなく、あくまでもよりよ

ズム）という。反対に、本人の意思は無視して選択を

い選択への「ナッジ（軽い一突き）
」である。我々は人

押し付けるような立場を家長主義（パターナリズム）

間の認知や意思決定の癖を利用することで、より効果

という。

的なナッジを行うことができる。ナッジは選択の自由

政府がどのような政策を取るべきかにコメントする

を禁じたり、経済的なインセンティブを大きく変えた

ことは、少なくとも経済学には重要な問題であり、そ

りするものであってはならず、人間の意思決定のクセ

の際にどちらの立場を採用するかで大きく方針が異な

を利用して「誘導」することが望ましいとされている

っていく。リバタリアニズムは個人の自由意思を尊重

[1]。リバタリアン・パターナリズムとナッジの考え方

し、市場に任せようとする。2000 年代初頭に小泉政権

は、2017 年にリチャード・セイラーがノーベル経済学

が行った「小さな政府」はリバタリアニズム的な政策

賞を受賞したことでさらに注目を集め、広く知られる

であるといえる。一方でパターナリズムは積極的に市

ようになった。日本の環境省も 2017 年に、低炭素型

場に干渉する主義であり、最低賃金規制や解雇規制の

の行動変容を目的とし、日本版ナッジ・ユニットを発

ような規制強化への賛成に繋がる。

足させている。

リバタニアリズムとパターナリズムのどちらを採用
するかという問題は、単純に好みの問題ではなく、人

2.

間の合理性をどこまで認めるかという問題である。人

ナッジの例

実際に導入され、成功を修めたという点で最も有名

間は自身で正しい判断をし、それを実行することがで

なナッジは、アメリカの貯蓄プログラム SMarT だろ

きると考えているのであれば、リバタリアリズムでう
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う。SMarT（Save More Tomorrow）プログラムはリ

また、サンドイッチ店でもデフォルトは動いている。

チャード・セイラーがシェロモ・ベナルチと共に発案

メニューの掲載順序を入れ替えて、最初のページに低

したもので、給料が上昇すると拠出率も同時に引き上

カロリー商品があるもの、高カロリー商品があるもの、

げられるという貯蓄システムである。このシステムは、

どちらも均等にあるもの という 3 種類のメニューを

「デフォルト」に従ってしまうという人間の性質を利

用意し、それぞれの売り上げをみた研究がある[3]。明

用したものである。通常、このデフォルトの力は貯蓄

らかになったのは、低カロリー商品が最初にあれば低

を妨げる。例えば貯蓄プランに加入しないままになっ

カロリー商品を、高カロリー商品が最初にあれば高カ

ているとか、入社時に設定した低い拠出率のままにな

ロリー商品が選ばれるということだった。この場合の

っているなどである。SMarT プログラムはその性質を

デフォルトは「最初のページ」であり、多くの人は現

逆手に取ることで「ナッジ」する。実際にこのプログ

状を変化させる「ページをめくること」を好まない。

ラムを行ってみたところ、SMarT プログラムを採用し
た人々は、拠出率を自由に設定したグループや一律に

3.

設定したグループよりも多くの貯蓄を行えたことが明

身近なナッジ

Nudge Database[4]はナッジを用いた研究を、
「健

らかになった。そして現在、アメリカでは多くの退職
貯蓄プランが SMarT 方式を採用している。

康・幸福」
「食事」
「貯蓄」
「税金」
「教育」
「エネルギー

デフォルトの力を示す別の例は、臓器移植である。

問題」
「雇用・職場」
「投票行動」
「寄付」
「法令順守」

臓器提供希望者を国別にみると、30%にも満たない国

という 10 個のカテゴリに分類して紹介している。日常

がある一方で、90%近い国もある。この大きな差は実

の様々な側面で、ナッジが用いられ得ることがわかる

は、臓器提供意思表示カードの文面から生じたものだ

だろう。

った。臓器提供希望者が少ない国の意思表示カードに

日本の教育現場ではパターナリズム的解決が用いら

は、
「移植の為に臓器を提供してよい場合はチェックを

れることが多いように思う。主にそれはペナルティの

入れてください。
」と書いてある。臓器提供を希望する

付与であり、学生の選択肢は奪われるばかりである。

人は、わざわざチェックを入れなければならない。人

我々は大学における問題を解決するために、いくつか

間は基本的に「何も行動しないこと」を好む。つまり、

のナッジを行った。初めに行ったのは、エレベーター

チェックを入れない。その結果として、臓器提供しな

の混雑緩和である[4]。近畿大学経済学部は 10 階建て

い人が多数になる。反対に、臓器提供率が高い国の意

の建物で、ほぼ全ての授業がこの建物内で行われる。

思決定カードには「移植の為に臓器を提供したくない

3000 人近い学生に対してエレベーターは5 機しかない

場合はチェックを入れてください。
」と書いてある。こ

ため、休み時間は非常に混雑する。その中にあって、3

の場合でも人間は現状維持を好むので、チェックを入

階にエレベーターを使って行く人が一定数存在する。3

れない。ただし、チェックを入れなかった場合に起こ

階への階段利用を推奨するために、図 1 のようなポス

ることが違っている。承諾したい場合に意志表示する

ターを用いてナッジした。
「3 階でエレベーターを使用

設計を「オプト・イン」
、拒否したい場合に意志表示す

してはいけない」という文言は一切なく、新しい情報

る設計を「オプト・アウト」と呼ぶ。オプト・インで

が提示されているが選択の自由はあくまで残っている。

は拒否がデフォルト、オプト・アウトでは承諾がデフ

なおパターナリズム解決法は、3 階にエレベーターが

ォルトになっている。

止まらないようにしてしまうことである。

デフォルトによるナッジは非常に大きな効果をもち、

このようなポスター掲示前後において、同曜日、同

様々な場面で使用されている。例えばボツワナでは、

時間帯で計測したところ、3 階へのエレベーター利用

それまでは妊娠検査にオプト・インだった HIV 検査を、

者はポスターなし条件では 51.67 人(SD=1.15）
、ポス

希望した場合に除外するオプト・アウト方式に変更し

ター掲示条件では 36.00 人(SD = 5.57)であった。ポス

た。これによりわずか 1 年で HIV 検査受診率が 64%

ター掲示によって 3 階のエレベーター利用者数は減少

から 83%に増加した。同様にジンバブエでは 65%から

している。

99%に増加し、国連合同エイズ計画(UNAIDS）と
WHO は 2004 年に、AIDs が蔓延している国における
オプト・アウト方式を推奨した[2]。
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は疑問が残る。しかし先に紹介した大阪市の放置自転
車の事例では、約 11 ヶ月後にもまだ効果が持続してい
たといわれる。持続するナッジの特徴を理解すること
で、さらなる発展につながると思われる。

16

絵なし条件

絵あり条件

14
12
人数

10
8
6
4
2
0

2階

3階

図 2 各条件の喫煙者数

参考文献
図 1 ポスター
また、大学の指定喫煙区域ではないにもかかわらず、
外階段で喫煙をする学生が存在する。この場所には、
子供の絵を貼ることでナッジを試みた。先行研究とな
ったのは大阪市が放置自転車対策として行った取り組
みである。大阪市が児童の描いた絵を路面に貼ったと
ころ、自転車等の放置が激減したというものである。
この取組は JR 弁天町駅周辺の歩道の放置自転車は 68
台から 9 台、地下鉄朝潮橋駅周辺歩道は 71 台から 34
台と、劇的な効果をみせた。
外階段は 2 階部分と 3 階部分の両方に存在している
が、ナッジの効果をみるために 2 階にのみ絵を設置し
た。調査は授業日 7 日間の休み時間に行われた。絵の
いない条件は 2016 年 12 月 13 日～12 月 21 日、絵を
設置する条件は 2017 年 1 月 11 日～1 月 19 日に行っ
た。それぞれの条件で喫煙者数をカウントしたところ、
図 2 のような結果が得られた。2 階部分に絵を設置す
ると、明らかに 2 階の喫煙者が減少している。一方で
3 階の喫煙者数は増加しており、絵を避け、移動して
いったことがわかる。
このようなフィールドにおける「ナッジ」は一時的
には効果が認められるが、その効果の持続性について
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Abstract
日本の水道において、スマートメータの将来的な導入
が検討され始めており、それに伴い各家庭に対して使
用量の見える化サービスを行うことが想定されている。
しかし、どのように見える化するのか、また見える化
により使用量がどのように変化する可能性があるのか、
という検討は全く行われていない。そこで、本稿では、
社会的規範を用いて水使用量を見える化するフィール
ド実験を 6 か月にわたって行った結果を紹介する

ると資源の節約に寄与するのか、という研究は日本で
はほとんど行われていない。特に水道においては、ス
マートメータが導入されていないため、各家庭の水使
用量のデータを取得すること自体も困難であることが
その一因である。一方、水資源のひっ迫が深刻な、オ
ーストラリアやアメリカの一部地域では、既にスマー
トメータが導入されており、需要量予測、ピーク料金
設定、見える化、用途別水使用量への分解など、さま

Keywords ― Residential Water Use, Smart Meter,
Emoticon, Social Norm

ざまな研究が行われてきた。
本稿が対象とする見える化の研究には、大きく分け

1.

スマートメータ時代の到来

て 2 つの潮流がある。一つは、スマートメータによる

使用量をデジタルデータとして計測、記録し、その

リアルタイムでの使用量把握という特徴を生かしたも

データを遠隔通信でほぼリアルタイムに収集できるも

ので、ほぼリアルタイムでの使用量通知や設定した上

のがスマートメータであり、電気に関しては需給バラ

限使用量を超過した場合にアラームを出すものである。

ンスをとる必要性が高いことから、2020 年代早期に全

しかし、これらが水使用量に与える影響はない、もし

世帯・全事業所に導入されることになっている。一方、

くはあっても短期的な減少である[1][3]。もう一つは

水道のスマートメータ化は、コストや電源供給がネッ

使用量のデジタルデータを加工してフィードバックす

クとなり実現していないが、将来的な導入を視野に実

ることが可能であることを生かし、社会的な使用量比

証実験や協議会が行われている。スマートメータ化は、
水道を供給する側に運転や料金徴収の効率化や高度化

較を行うものである。なかでも、限られた水資源量を
有効に使用するという趣旨から、節水手法として社会

等のメリットがあるだけでなく、そのデータを活用し

的規範を用いた研究が行われている。例えば、ダビュ

た見守りサービスや使用量の見える化により、使用者

ーク（アメリカ、アイオワ州）では、ポータルサイト

にとってもメリットがある。

を用いて、各家庭の水使用量を「近隣に住むあなたと

使用量の見える化は、現在でも、水道料金徴収票に、

同じような人」の水使用量と共にフィードバックし、

当月分と前年度当月分の使用量と使用料金の数値を記

15 週間にわたって観察したところ、水使用量は 6.6％

載することにより、頻度は低いが行われている。しか

減少した[1]。サンディエゴ（アメリカ、カリフォルニ

し、スマートメータ導入により、リアルタイムの使用

ア州）では、
「近隣に住むあなたと同じような家庭」と

量を反映させた形での見える化が可能になり、さらに

各家庭の水使用量を比較した結果を 2 種類の顔文字

家庭内モニターやウェブを活用することで、さまざま

（笑顔と泣き顔）で表現した結果を 1 週間フィードバ

な形での見える化が可能になる。既に電気使用量に関

ックした結果、特に高消費者の水使用量が減少した[4]。

しては、HEMS やウェブによりグラフ等を用いた使用

このように短い期間での研究例は多く、フィードバッ

量の見える化が実現されている。

クの効果が報告されているが、長い期間の研究例は少
ない。ゴールドコースト（オーストラリア、クイーン

2.

見える化の効果

ズランド州）では、
「同じような家族構成の家庭」で節

「見える化による節水」
「見える化による省エネ」

水行動をとっている割合を使用量と共にフィードバッ

と一般的によく謳われているが、見える化するだけで

クした結果、短期的には使用量が減少したが、12 か月

節水や省エネが実現するのか、どのように見える化す
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Vn = Cn/C1
Vn: 調査開始から n ヶ月後の変化率

後には効果がなくなり元の使用量に戻ったことが報告
されている[5]。

(n = 2,3,4,5,6)

3.

C1: 調査開始月の平均一人一日当水使用量
Cn: 調査開始から n ヶ月後の一人一日当水使用

東京通勤圏でのフィールド実験
先行研究は、渇水地域でしか行われてこなかった。

量 (n = 2,3,4,5,6)

しかし、社会的な使用量比較の効果は、地域によって
異なる影響があることが指摘されており[6]、水資源が
逼迫していない地域での知見を収集しなければ、日本

Vn が１より小さい場合、水使用量は調査開始時よ

での見える化が水使用量にどのように影響するのか、

り減少しており、値が小さいほど減少率が大きいこと

評価することはできない。

を表す。Vn が１より大きい場合は、その逆で、水使用

そこで、東京通勤圏の居住家庭を対象とし，自宅の

量は調査開始時より増加しており、値が小さいほど増

水使用量が他者と比較してどのようなレベルの量であ

加率が小さいことを表す。

るのか、顔文字を用いてフィードバックを行い、その

また、東京都水道局が公表している家族人数別の平

効果を検証した。

均一人一日当水使用量より水使用量が多い家庭を高消
費家庭、それ以下の家庭を低消費家庭とした。

3.1 方法

調査終了後、フィードバックの効果に関する実験の

調査協力家庭は、調査会社に登録している調査モニ

参加者全員に、
「調査の前後で、水の使い方は変わりま

ターである東京通勤圏居住者より募り、ランダムに選

したか？」というアンケート調査を行い、7 段階（と

定した。水使用量を把握するため、調査対象家庭には、

ても変わった、変わった、やや変わった、どちらとも

2 週間に 1 回、水道メータ値を読取り報告してもらっ

言えない、あまり変わらなかった、変わらなかった、

た。顔文字のフィードバックをする群に加え、メータ

全然変わらなかった）で回答をしてもらった。さらに、

値の読取り報告のみを行うコントロール群を設けた。

顔文字を受け取ってどのように感じたのか、アンケー

フィードバック群には、報告されたメータ値から算出

ト結果の考察を補足するために、高消費家庭 4 軒、低

した水使用量に応じて、2 週間に 1 回の頻度で 12 回、

消費家庭 4 軒を対象に、半構造化インタビューを行っ

合計 24 週間のフィードバックを行った。フィードバッ

た。

クは、調査協力家庭の中で比較した水使用量の多寡を、
4 段階の顔文字＋文字情報（図１）を用いて行った。

3.2 結果
調査協力家庭数を、表 1 に示す。

例えば、使用量が非常に多い家庭の場合、
「あなたのご
家族の一人一日当たり水使用量は、調査に参加してい
る東京通勤圏の居住者と比べて ( T д T ) 多い」と

表 1 調査協力家庭数

なる。フィードバック情報は、家族内で情報共有する

高消費

低消費

家庭

家庭

顔文字フィードバック群

20

41

コントロール群

18

35

ことを依頼した。

高消費家庭と低消費家庭に分け、それぞれ、調査開
始から n か月後の変化率（Vn）を、フィードバック群
とコントロール群の間で比較した。変化率の分布は、
正規分布に従わなかったため、マンホイットニーの U

図１ フィードバックした顔文字

検定により分析した。その結果、高消費家庭では、情
水使用量は月毎にまとめ、調査開始前月からの変化

報フィードバックから 5 ヶ月経過後から、フィードバ

率各家庭の一人一日当たり水使用量について、調査開

ック群とコントロール群の変化率に有意な差異が生じ

始時からの変化率 Vn を下記のように求めた。

た。一方、低消費家庭では、有意な差異は生じなかっ
た。図 2 に、6 ヶ月経過後の各群の水使用量変化率の
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平均値と標準偏差を、高消費家庭と低消費家庭に分け

i) 高消費家庭

て示した。

フィードバック群
コントロール群
0%

20%

40%

変わった
あまり変わらなかった

60%

やや変わった
変わらなかった

80%

100%

どちらとも言えない
全然変わらなかった

ii) 低消費家庭
フィードバック群
コントロール群
0%

20%

変わった
あまり変わらなかった

40%

60%

やや変わった
変わらなかった

80%

100%

どちらとも言えない
全然変わらなかった

図 3 アンケート調査結果

また、調査終了後のインタビューで、高消費者は顔

**

p<0.1

文字を受け取った際の感情について下記のように述べ
ていた。
「通知される顔文字が、いつも泣き顏だったので、
少し悲しい気持ちになった。水使用量がどのくらい減
ったら顔文字が変わるのか知りたいと思った」
「いつも泣き顔の顔文字を受け取ったので、残念な
気持ちだった」
「顔文字を受け取ると、いつもショックに感じ、し
ばらく頭について離れなかった」
「顔文字を受け取ると、水使用量を減らさなくては
いけないな、と感じた」
「この 2 週間で、一体どのくらいの水を使ったんだ

図 2 6 ヶ月経過後の水使用量の変化率

ろう、と少し後悔した」
アンケートにより、調査前後で水の使い方が変わっ
たかどうかを質問した結果を、高消費家庭、低消費家

高消費者は、顔文字フィードバックにより、残念に

庭に分けてクロス集計したものを図 3 に示す。

思う気持ちを抱き、水使用量を減らそうと考えたこと

高消費家庭のフィードバック群は、コントロール群

がわかる。一方、低消費者は下記のように述べていた。

と比べて、水の使い方は変わらなかったと回答する割
合が多かった（p = 0.101）
。残差分析の結果、
「やや変

「顔文字如何に関わらず、常に節水を心がけている」

わった」と回答した家庭が、フィードバック群よりも

「笑顔の顔文字を受け取ることにより、自分の水の

コントロール群に多かった。これは、実際の使用量の

使い方は適切だったと確認することができた」

傾向はフィードバック群の方が節水傾向にあったこと
と相反する結果となっており、彼らの水使用行動は、

低消費者は、自分の使用量が相対的に少ないことに

無意識的に変化していることを示唆している。低消費

満足をしており、だからといってより使用量を増やそ

家庭のアンケート結果には、統計的に有意な差はなか

うとは思っていないことがわかる。

った（p = 0.934）
。
3.3 考察
高消費家庭と低消費家庭では、フィードバックによ
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る水使用量の変化が異なることが明らかになった。

に顔文字を用いたフィードバックの有効性を確認する

高消費家庭は、顔文字を用いて他者と比較した使用

ことができた。全ての人に同じアプローチをすること

量をフィードバックすることにより、水使用量が減少

は有効でないことは、既に指摘されている[8]。スマー

した。それは 1-2 か月という短期間ではなく、5 ヶ月

トメータにより電子的にデータが蓄積できるようにな

が経過してから水使用量の減少が確認できた。このこ

ると、データ加工は容易となり、さまざまな形でのフ

とから、視覚的な情報により、ゆっくりと使用行動に

ィードバックの可能性が広がるため、個人の特性に合

変化が生じたと考えられる。

わせたフィードバックの方法を見つけていくことが今

サンディエゴで行われた実験でも、顔文字を用いて

後必要になると考える。

他者と比較した使用量をフィードバックすることによ

フィードバックの頻度やその方法に関しては、まだ

り水使用量が減少し、特に高消費家庭ほど水使用量の

まだ検討の余地があり、実用化に向けた検討を今後も

変化が大きかったという報告がある[4]。顔文字の種類

進め、スマートメータ導入に備えていきたいと考えて

は 2 種類（平均より使用量が少ない場合は笑顔、多い

いる。

場合は泣き顔）で、使用量のフィードバックは 1 回、
水使用量の変化を観察する期間は 1 週間であった。顔
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前傾姿勢は意思決定に影響を与えるか?
～前傾椅子を用いた実験的検討～
Does the forward body posture affect making decisions?
~An experimental examination using a forward-lean chair~
白砂 大†，本田 秀仁‡，植田 一博†
Masaru Shirasuna, Hidehito Honda, Kazuhiro Ueda
†

‡

東京大学， 安田女子大学
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Abstract

は逆に，ある身体状態が，ある心理的状態を生じさせた

Many previous studies have discussed relationships between
a psychological status and a body status. Some studies have
demonstrated that a certain psychological status such as emotion, mood, or preference is generated after a body status
changed. In the present study, we investigated relationships
between these two statuses in making decisions. We predicted
that when a decision maker’s body posture leaned forward,
s/he would make positive decisions. Then, we conducted a behavioral experiment using a forward-learned chair and a normal chair in order to examine the effects of body posture on
decision making. Although we could not find any significant
differences of decisions when focusing only on the chair types,
we found that participants who sat forward (their center of
gravity was on the front of the seat) tended to make positive
decisions, especially a decision related to willingness. Relationships between a body posture and decision making, and
further perspectives of embodied cognition are discussed.

り，その心理的状態に先行して生じたりするという知

Keywords ― Body posture, Decision making, Embodied
cognition

出した可能性もある。すなわち，意思決定者が前傾の体

1.

見も報告されている(e.g., Ackerman, Nocera, & Bargh,
2010; Shimojo, Simion, Shimojo, & Schier, 2003;
Stepper & Strack, 1993)。
意思決定場面，特に物事を行う意思や相手の意見に
対する賛否を問われる場面でも，両状態は密接に関連
していると考えられる。例えば，店員がサービスを顧客
に提案するという対面販売場面において，顧客は店員
の提案に興味を持ったとき，前傾の体勢になりやすい
(Honda, Hisamatsu, Ohmoto, & Ueda, 2016)。しかし
このような場面において，
「興味」という心理的状態が
「前傾」という身体状態を作り出したのではなく，
「前
傾」という身体状態が「興味」という心理的状態を作り
勢になることで，より肯定的・積極的な心理が促される
可能性が考えられる。

背景 ～身体状態と心理的状態との関連

本研究では，体勢という身体状態に注目し，前傾の体

認知科学において，身体状態と心理的状態との関連

勢が意思決定に与える影響について，行動実験から検

については長年，議論されている(e.g., Cannon, 1927;
James, 1884; Schachter & Singer, 1962)。直感的には，
ある心理的状態(e.g., 悲しい)になることで，ある身体

証した。具体的には，実験参加者の体勢を前傾にさせる
ことを意図し，座面が前方に 10 度傾いた1「前傾椅子
(図 1 の左 2 枚)」を用いた。そのうえで，
「前傾椅子」

状態(e.g., 泣く)が生じると考えられる。しかし近年で

図 1 左 2 枚: 正面および横から見た前傾椅子(座面の傾き 10 度)。右 2 枚: 正面および横から見た通常椅子(座
面の傾き 0 度)。
正面から見た写真は http://www.kokuyo-furniture.co.jp/manabi/product/campus_up/より。
1

通常の着座位置を 0 度とする。
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表 1 実験課題の概要および仮説
課題

仮説 (通常群と比較した

課題の概要

際の，前傾群の結果)
①臓器提供意思

「死後に臓器を提供する意思」について，
「0 絶対に提供し

より提供する意思が高い

課題

たくない―100 非常に提供したい」で回答する

②寄付金額課題

絶滅危惧動物(ハワイアンモンクアザラシ)の説明文を読み， より寄付金額が高い
その保護のための寄付金額を「0 円―1 万円」で回答する

③読書感想課題

5 分程度で読める文章(題材は「滋賀県の名称変更」)につい

より「賛成」の態度を示す

て，賛成/反対の程度(0 非常に反対―50 どちらでもない―
100 非常に賛成)およびその理由(自由記述)を，それぞれ回答
する
④最後通牒課題

「5000 円を自分と相手にどう分配するか」という状況にお

より低い金額でも受け入

(e.g., Güth,

いて，提案された分配額を受け入れるか否かを回答する。分

れる

Schmittberger, &

配額は「相手 2500 円―自分 2500 円」から「相手 4000 円

Schwarze, 1982)

―自分 1000 円」まで，250 円刻みで 10 段階であった
1

椅子に座る「通常群(N = 14)」のいずれかに，ランダム

「通常椅子(図 1 の右 2 枚)」に座った参加者の意思決

に割り当てられた。いずれの椅子(コクヨ株式会社製2)

定と比べて，どのように異なるかを検討した。仮説とし

においても，座面にシートセンサー(株式会社シロク製)

ては，前傾椅子に座った参加者は，よりポジティブな意

を敷くことで，座面の圧力分布を測定した。参加者は，

思決定(e.g., 物事を行おうとする意思が強い; 賛成的

4 つの意思決定課題を iPad 上で回答した(課題①，②，

な態度をとる)を行うことを予想した。

および③の賛否評定には，いずれも Visual Analog

に座った参加者の意思決定が，座面の傾きが 0 度の

Scale を用いた)。表 1 に，各課題の概要と仮説を示す。

2.

方法 ～実験参加者，実験条件，課題

東京大学の学生 35 名が実験に参加した(データを測

3.

結果と考察

定できなかった 4 名を除外した。31 名中，女性は 12

いずれの意思決定課題においても，前傾群・通常群と

名であり，Mage = 20.45，SDage = 1.179 であった)。参

の間で，回答値に有意な差は見られなかった(図 2 上:

加者は，前傾椅子に座る「前傾群(N = 17)」または通常

マン・ホイットニーの U 検定の結果，①~④の順に p

図 2 意思決定課題の結果。縦軸は各課題の評定値を示す。左: 椅子の形状による群分け(赤: 前傾群，青: 通常
群)。右: 重心の位置による群分け(赤: 自発的前傾群，青: 通常体勢群)。左と比べて p 値が減少した課題(①②
③)を下線で，p < .05 水準で有意となった課題(①)を赤字で，それぞれ示した。
2

アジャスター仕様に変更する特注品を使用した。

本実験用に，通常椅子についてはアジャスター仕様
に変更し，前傾椅子については前傾位置で固定しかつ
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= .810, p = .726, p = .471, p = .290)。椅子の形状によ

5.

る体勢の変化は意思決定態度に大きな影響を及ぼすも
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本研究は，東京大学とコクヨ株式会社との共同研究

のではなかったことが，この結果から示唆された。

として実施された。ここに謝意を記す。

ただし参加者は，椅子の形状によらず，座面の前方ま
たは後方に腰かけていた可能性が考えられた。そこで，

6.

「参加者が座面のどこに重心を置いていたか」という

Ackerman, J. M., Nocera, C. C., & Bargh, J. A. (2010).
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Too much 0.300, too scarce 0.299:
Round number effect in Japanese professional baseball record
Kuninori Nakamura, Shota Imagawa
Faculty of Social Innovation, Seijo University
knaka@seijo.ac.jp

Abstract
A purpose of this study is to present new evidences for
round number effect (Pope et al, 2011) in data of Japanese
professional baseball. To accomplish this, this study counted
number of batters whose seasons’ batting average were just
below and just above round number (0.300) in Japanese
professional baseball from 2005 to 2017. Results indicate
that round number effect was also found in Japanese baseball
data.
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意味理解とオブジェクト認知：ホモクオリタスとしての人間理解に
向けて
Semantic cognition and object recognition: Toward understanding of
human nature as homo qualitas
日髙

昇平1，高橋

康介2

Shohei Hidaka, Kohske Takahashi
1北陸先端科技術大学院大学，2中京大学

Japan Advanced Institute of Science and Technology, Chukyo University

Abstract

(意識を要しないが、手段として不可欠な)経由点と

我々は自動車を運転をするとき、ハンドルを持つ

して偶々そこにあるに過ぎない。

手を意識することなく、
“自分を拡張した自動車”全

こうした立場では、身体性や身体イメージの拡張

体の操縦に専念できる。これはハンドル操の高い予

などの付随的な現象ではなく、いかに一体性が成し

測性により自動車全体と一体として感じられる最た

遂げられるか、あるいは仮に我々が“目的”
、
“目標”

る例である。広範な認知過程の鍵となる、こうした

と呼んでいる意味の単位としてのオブジェクト(対

統合的な情報処理の単位（オブジェクト）をテーマ

象)を以下に定義すべきか、と言った点が主要な問題

に、本 OS では、オブジェクトの知覚、その障害で

として浮かび上がる。

ある幻覚、または知覚を誘導する技術、そして情報

本オーガナイズドセッション(OS)では、こうした

処理について議論を行う。

問題意識を念頭に、気鋭の論客を招待し、計算論的

Keywords ― Object recognition, Semantic cognition,
Illusion, Hallucination, Virtual reality, Category theory

な立場、心理学的な知見からの示唆、あるいはバー

1.

チャルリアリティ(VR)等の技術発展などを踏まえ、
テーマを絞ったオープンディスカッションを行う。

企画趣旨

我々が自動車を運転をするとき、ハンドルを持つ

2.

手やブレーキを踏む足を意識することなく、
“自分を

ホモクオリタス：意味の発見

本企画は、日本認知科学会第 34 回大会にて開催され

拡張した自動車”全体を導くことに専念できる。こ

た OS「過剰に意味を創り出す認知：ホモ・クオリタス

れはハンドルを持つ手やブレーキを踏む足と、自動

としての人間理解に向けて」の意図を継いだ企画であ

車の動きが統合され、高精度の予測可能性を持つこ

る。ホモ・クオリタスとは“意味(Quale)を見出す人”

とで生じる一体性を反映していると考えられる。つ

の意図で創られた造語である。その名が表すとおり、

まり、
“自分の体のよう”に道具を操ることで、身体

人はあらゆるものに意味を見出す。それがたとえ“無

を拡張するとも言える。

意味な”ランダム図形や壁のシミであったとしても、

一方で、
こうも考えられる：我々の身体そのもの、

何かしらの意味を見出そうとする。そうした意味を見

あるいはそう捉える認識そのものも、ある場面で遂

出す能力が過剰に発揮されるとき、錯視や幻覚といっ

行しようとする目的の一通過点であり手段にすぎず、 た現象が生じる。前大会の OS では、こうした過剰に意
その目的達成のために高度に一体として機能するは
味を見出す、あるいは創り出す現象を俯瞰し、その中
ずである。言い換えれば、いわゆる身体性は、物理

に共通する性質、あるいは各事例の違いを議論するこ

的・生物的な筋骨格構造などの性質ではなく、
「一体

とで、人の意味認知能力に迫る事を目的としていた。

として機能する意味的なまとまり」として再解釈で
きるだろう。つまり、我々の認識や意識の座と目さ
れる脳を取り囲み、
神経系からの指令によって動く、

3.

意味の発見とオブジェクト性

こうした議論の中で、論者の間で生じてきた、しか

という物理的・生物的な制約ゆえに身体が特別なの

し未だ漠たる共通認識の一つは、我々が取り上げてき

ではなく、我々が達成しようとする目的・目標への

た“意味”を見出す事例に共通する性質の一つとして、
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オブジェクト性とも言える、意味のまとまりあるいは

者と同じく、あるいはもっと徹底的に、あなたの感じ

意味の単位があるのではないかということである。例

ている“世界”そのものがすべて幻覚である、あるい

えば、西尾 [1]が発表したレビー小体型認知症の事例

は創られた世界である可能性を否定できるのだろうか。

では、存在しない“人”がありありとした存在感をも

「水槽の脳」では、ある現実を感じるのと全く同じ入

って見えるという患者のエピソードがあった。これは

力を完全に再現したバーチャルリアリティを創り出す

単なる一過性の見間違えなどではありえず、その幻覚

装置につながった脳が、基本的な活動が保たれるよう

が見える当人の視点では、幻覚ではない他者と同じく、

に細工のされた培養液の閉じ込められている。この脳

おそらく一貫した視覚的な姿、あるいは動きをしてい

の入出力は徹底的に“現実”と同じになるように管理

る“存在しない人”が知覚できていると思われる。一

されているので、その脳に任意の“世界”を創り出す

方、単なる不注意による見間違いや、錯視であれば、

ことができるが、その世界は現実には存在しない。さ

その見間違いに当人が事後的に気づく、あるいはその

て、あなた自身は「水槽の脳」であることを否定でき

現象を目の当たりにしながら、それが錯視であること

るだろうか。

をメタ認知できる、という違いがある。

「水槽の脳」を、幻覚で創り出される世界を極大化

見間違い、錯視、幻視の違いは何だろうか。一つは、

したものであると考えれば、現実に否定できない幻覚

すでに挙げた、幻視を体験している当人には、それが

を見る者がいる以上、
「水槽の脳」は必ずしも荒唐無稽

幻視であるという検証をする材料が乏しく、それが存

なシナリオであるとは言い難い。実際、近年のバーチ

在しない対象であることをメタ認知することが難しい

ャルリアリティ(ＶＲ)の技術は目覚ましい。まだ“世

点である。一方、両眼視野闘争など錯視にもそれが現

界”すべてを再現するようなことはできていないが、

実に見えているものか、区別ができないものもある。

その「水槽の脳」が可能な世界に一歩ずつ近づいて行

こうした錯視と幻視を切り分ける第二の違いは、おそ

っていると言えるだろう。本企画の論者の一人である

らく対象のオブジェクト性にあるのではないだろうか。

鳴海には、近年のＶＲ技術の発展、それによって得ら

つまり、錯視によって引き起こされる現実と区別でき

れた知見などに関して話題提供および議論をお願いし

ない知覚は、知覚の部分的な性質に限られ、人のよう

た。

な複雑である種の一貫性が求められるオブジェクト全

5.

体が錯視として出現するのは難しいと思われる。
こうした錯視・幻視の類似性と相違点を総合すれば、

喩えと世界の理解

我々はいかに世界を理解するのか。目の前にあるも

幻覚によって創り出される世界(あるいは世界の一部)

のがなにものかわからないとき、それがある部分的な

は、それ自体が高い整合性、現前性、全体性を持つと

不明瞭さであれば、無視したり、あるいは好奇心をそ

考えられる。従って、この整合性、現前性、全体性の

そられるかもしれない。しかし、世界全体がどうにも

性質、あるいは端的に「意味の単位」としてのオブジ

理解不能であれば、我々はひどく混乱するに違いない。

ェクト性を理解することで、我々ホモ・クオリタスが

逆に言えば、我々は自身の周りの環境の一つ一つを、

見出そうとしている意味の本質を明らかにすることが

既に知っている何物であると同一視し、あるいはすで

できる。本企画の論者である西尾 慶之氏には、錯覚、

に経験したものと類型化することで、それらを理解し

幻覚、その他の現象に関する話題提供および議論を

たつもりになる。新しい対象をすでに知っている何物

お願いした。

かに対応付けて捉えることを、喩えるという。認知科
学分野の研究としては、言語的な比喩が喩えの研究と

4.

現実は幻覚かバーチャルリアリティか

して大きな比重を占めているが、しかし喩えは必ずし

哲学者のパトナムの「水槽の脳(brain in a vat)」

も言語的な意味理解の枠にはとどめて考える必要はな

という思考実験がある。これは、我々が世界の何を知

い。

り得るのか、という認識論の問いに対して、
「我々は何

より広義には、喩えとは模型、モデルを構築する事

一つ世界の事を知りえない」という懐疑論の立場を象

であると言えるだろう。
例えば(これも喩えの喩え(メタ

徴する思考実験である。あなたが現実に感じている“世

喩え)である)、現実の場所の喩えとして、我々は地図を

界”
、あなたが今話している人が存在していると思うに

つくる。あえて改めて考えれば、地図が現実の場所・

足りる根拠はあるだろうか。レビー小体型認知症の患

配置関係の喩えとなっているのは、例えば、地図の回
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転と現実における回転(ある街を回転させるのではな

はないが、ない場合には仮説を棄却することができる、

い、そこにいる人自身が向きを変える)の間に対応が付

という点で、オブジェクトの同一性の検証というより

けられるからである。あるいは、地図上で 1cm 分北上

は、
「非同一性の棄却可能性」と言ったほうが適切であ

するのが、現実で 1km 分北上する事に対応しているの

る。しかし、一方で、少なくともこうした意味で何ら

なら、地図上で 2cm 南下するのは、現実に 2km 分南

かの内在的な整合性を持つオブジェクトを水槽の脳が

下する事に対応がつくだろう。

知り得る可能性を示した事は大きい。

こうした、ある対象と対象の間だけでなく、その対

翻って、ある種の部分的な「水槽の脳」ともみなせ

象に関する操作と、また別な対象に関する操作の間に

る幻覚におけるオブジェクトの認識にも何らかの理論

も対応が付けられるとき、”射”1によって数学的構造を

的な示唆を与えられる可能性はある。本 OS では、各

統一的に理解しようとする圏論の言葉では、
「関手が存

論者の専門的な立場からの話題提供を基に、オブジェ

在する」という(あるいは、上記の例は、地図と現実の

クト性と意味理解、そして意味を見出す者としてのホ

空間の回転や並進のなす群の間の準同型(同型)のこと

モ・クオリタスの模型化を論じる。

である)。地図の喩え2を圏論の言葉で言い直せば、喩

参考文献

えとは地図の圏と現実の場所の圏の間に関手を構成す
る事になる。

[1] 西尾 慶之, （2017）
“幻視体験と偽知覚の現実感”, 日
本認知科学会第 34 回大会 (OS「過剰に意味を創り出す認
知：ホモ・クオリタスとしての人間理解へ向けて」). .
[2] Fuyama, M., & Saigo, H. (2018). Meanings, Metaphors,

喩えを関手(という関手を我々が認める)とみなすと
き、世界の中から意味のまとまり＝オブジェクトを見
出す関手とはどのようなものだろうか。あるいは関手

and Morphisms: Theory of Indeterminate Natural
Transformation
(TINT).
arXiv
preprint
arXiv:1801.10542.

を見出すと捉え直すことが、オブジェクトなるものに
要請する条件とはどのようなものだろうか。本企画の
論者の一人である西郷

甲矢人氏は、共著者の布山

美慕氏と共に、圏論を基礎とした比喩の理論を提案さ
れている [2]。この立場から、オブジェクト性の理論
構築に向けた話題提供および議論をお願いした。

6.

オブジェクトの同一性の計算理論

本 OS のオーガナイザーの一人である日髙は、すで
に述べた「水槽の脳」に近い状況を想定した前提条件
において、存在が推定される“現実世界”にもし整合
的な性質を持つオブジェクトが存在するならば、成り
立ちうる性質を数理モデルとして構築している。この
モデルでは、存在が推定される物体が整合的な性質を
もつならば、それは存在が推定される現実世界と、観
測者が直接観測しうる何らかの感覚データの圏の間に
関手が存在しうることが示される。つまり、
「もしこん
な性質を持つ物体があるならば」という仮説を立て、
それを“現実世界”を直接観測することなく、(その仮
説が成り立っていない場合)棄却することが可能であ
る。これは、そういう整合的な性質をもつ物体がある
場合には、それがあるということを証明できるわけで

1

ここでは関数の抽象化と思ってもらえば十分だろう。
しつこいが、これも我々の喩えと地図-場所間で成り
立つ喩えのメタ喩え＝関手である。
2
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病的知覚体験と他者の表象
Pathological perceptual experiences and representations of others
西尾 慶之
Yoshiyuki Nishio
東京都立松沢病院
Tokyo Metropolitan Matsuzawa Hospital
nishiokov@gmail.com

Abstract
A variety of pathological perceptual symptoms, including
visual hallucinations of persons, a sense of presence and
kinetopsia, are observed in patients with dementia with Lewy
bodies and Parkinson’s disease. I propose that these symptoms
may develop with a series of psychological steps, in which
aberrant spatial processes leads to presence feelings of
illusory/hallucinatory
objects,
and
then
activate
representations of others. I will present phenomenological and
neurological evidence that supports this idea.
Keywords ― noisy perception, abnormal cortical state,
delusional accepatance
レビー小体型認知症やパーキンソン病では、人の幻
視、実体意識性（
「近くに誰かがいる」という幻覚）
、
キネトプシア（動きの錯視）などの病的知覚体験が観
察される。演者は「逸脱した空間知覚→幻の対象の存
在感→他者にまつわる意味表象の賦活」という心理的
流れに基づいてこれらの病的知覚体験を理解できるの
ではないかと考えている。本発表では、この仮説の根
拠となる現象的、神経学的知見について紹介する。

参考文献
[1] Nishio Y, Yokoi K, Hirayama K, Ishioka T, Hosokai Y,
Gang M, Uchiyama M, Baba T, Suzuki K, Takeda A,
Mori E. Defining visual illusions in Parkinson's disease:
Kinetopsia and object misidentification illusions.
Parkinsonism Relat Disord.2018. doi:
10.1016/j.parkreldis.2018.05.023. [Epub ahead of print]
[2] Watanabe H, Nishio Y, Mamiya Y, Narita W, Iizuka O,
Baba T, Takeda A, Shimomura T, Mori E. Negative mood
invites psychotic false perception in dementia. PLoS One.
2018;13(6):e0197968. doi: 10.1371/journal.pone.0197968.
[3] Nishio Y, Yokoi K, Uchiyama M, Mamiya Y, Watanabe
H, Gang M, Baba T, Takeda A, Hirayama K, Mori E.
Deconstructing psychosis and misperception symptoms in
Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry.
2017;88(9):722-729. doi: 10.1136/jnnp-2017-315741.
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意味の圏論的理解：不定自然変換理論の試み

Category Theoretic Understanding for Meanings:
Toward the Theory of Indeterminate Natural
Transformation (TINT)
西郷 甲矢人 †
Hayato Saigo
†

長浜バイオ大学

Nagahama Institute of Bio-Science and Technology
h saigoh@nagahama-i-bio.ac.jp

概要
In the present presentation, the new theory of
meaning and metaphor named “Theory of Indeterminate Natural Transformations (TINTs)” will be proposed.
キーワード：意味 (meaning), 比喩 (metaphor), 圏
論 (category theory), 不定自然変換 (indetermi-

nate natural transformation)
意味は関係的である。ひとつの形象の意味ですら、
他の無数の形象との関係を離れては存立し得ない。本
講演においては、こうした構造を記述し理解するため
に格好の数学的枠組み＝「圏論」を用いた意味の理論
として、布山美慕氏と演者が提唱した「不定自然変換
理論」の試み [1] について述べる。重要な応用である
新規比喩の意味生成の問題を焦点としつつ、「意識」
の圏論的理解との関連も論ずる。

文献
[1] Fuyama,M.
and
Saigo,H.
(2018).
Meanings,
Metaphors, and Morphisms: Theory of Indeterminate Natural Transformation (TINT). arXiv
preprint arXiv:1801.10542.
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バーチャルリアリティに見る都合の良い自分
“Convenient” Self Revealed through Virtual Reality
鳴海

拓志

Takuji Narumi
東京大学大学院情報理工学系研究科
The Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo

Abstract

gustatory display based on edible marker and
cross-modal interaction. In Proceedings of the SIGCHI
conference on human factors in computing systems (pp.
93-102). ACM.
[3] Kilteni, K., Bergstrom, I., & Slater, M. (2013).
Drumming in immersive virtual reality: the body shapes
the way we play. IEEE transactions on visualization
and computer graphics, 19(4), 597-605.

Recent developments and popularization of
virtual reality (VR) reveals hidden human nature.
For example, the players can feel the sound of a
breath that is not actually presented when the
girl's character approaches in VR [1]. Change in
the appearance and scent with VR leads to
change in percieved taste [2]. The characteristics
of the avatar in VR changes our behavior [3]. In
VR, inconsistent sensory stimuli are integrated as
an understandable experience. Moreover how we
percieve, think and act are affected by the
charecteristics of the virtual body. I would like to
introduce the examples of excessive "sense
making" in VR, and discuss how we understand
its mechanism.
Keywords ― Virtual Reality, Cross-modal integration,
Embodiment

女の子のキャラクタが近づいてくるだけで実際に
は提示されていない吐息の音を感じる[1]，見た目と
香りが変わると味まで変わって感じてしまう[2]，ア
フロのアバタを使うだけで太鼓の叩き方が変わる
[3]．バーチャルリアリティ(VR)では，矛盾する感覚
刺激は理解可能な体験として統合され，自分とは異
なる体を使うだけで振る舞いや心理が変わってしま
う．VR を通して垣間見えるこうした過剰なまでの
意味の辻褄合わせの事例を紹介し，
「意味」の認知の
理解に迫りたい．

参考文献
[1] NHK クローズアップ現代 「脳がだまされる!? 究極の
映像体験 VR」
，2016 年 5 月 31 日放送．
[2] Narumi, T., Nishizaka, S., Kajinami, T., Tanikawa, T.,

& Hirose, M. (2011). Augmented reality flavors:
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意味理解とオブジェクト認知
Semantic cognition and object recognition
日髙

昇平1，高橋

康介2, 鳴海

拓志3，西郷

甲矢人4，西尾

慶之5

Shohei Hidaka, Kohske Takahashi, Takuji Narumi, Hayato Saigo, Yoshiyuki Nishio
1北陸先端科技術大学院大学，2中京大学, 3東京大学, 4長浜バイオ大学, 5東京都立松沢病院

Japan Advanced Institute of Science and Technology, Chukyo University, The University of Tokyo, Nagahama Institute
of Bio-Science and Technology, Tokyo Metropolitan Matsuzawa Hospital

Abstract
計算論的認知科学者(日高昇平)、知覚心理学者(高
橋康介)、VR 研究者(鳴海拓志)、精神医学者(西尾慶
之)、比喩の理論化に挑む数学者(西郷甲矢人)などの
関連分野の異なる視点を持つ気鋭の論者を招待し、
オブジェクトあるいは意味の単位をいかに理論的に
扱うべきか、という点を主要なテーマとして議論を
深める。これに先立って、この企画の趣旨説明、ま
た各論者の研究概要の紹介、ＶＲ技術の体験セッシ
ョンなどを事例に議論を深める。
Keywords ― Object recognition, Semantic cognition,
Illusion, Hallucination, Virtual reality, Category theory
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バーチャルリアリティを通した「意味」の理解
Understanding of “meaning” through Virtual Reality
高橋

康介1, 鳴海

拓志2

Kohske Takahashi, Takuji Narumi
1中京大学, 2東京大学大学院情報理工学系研究科

Chukyo University, The Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo

Abstract
昨今、Virtual Reality（以下 VR）の隆盛が著しい。
VR の本質は「意味」の現前といえるかもしれない。そ
の世界を一人称的に体験する者にとってのみ、その世
界およびその世界における意味が現れる。ではその「意
味」は一体どこから、どこに、どのような時に現れる
のだろうか？本企画では、VR を用いた体験を通して、
「意味」の認知現象と意味の圏論的理解や病的感覚体
験との接続を試みたい。
Keywords ― Virtual Reality, Cross-modal integration,
Embodiment

本 OS では，VR 技術を実際にその場で体験する
セッションを企画する．VR 体験を通じて、VR 技術
の物体認知や身体拡張などの実験への応用を議論す
る。また、招待論者の研究紹介とＶＲ体験、そして
フロア参加者からの議論・質疑を交えながら、ダイ
ナミックに/インタラクティブに議論を展開するこ
とを想定する．

217

2018年度日本認知科学会第35回大会

OS07-1

この論文は大会ホームページ上での公開が許可されていません。

218

2018年度日本認知科学会第35回大会

OS07-1

この論文は大会ホームページ上での公開が許可されていません。

219

2018年度日本認知科学会第35回大会

OS07-1

この論文は大会ホームページ上での公開が許可されていません。

220

2018年度日本認知科学会第35回大会

OS07-1

この論文は大会ホームページ上での公開が許可されていません。

221

2018年度日本認知科学会第35回大会

OS07-2

この論文は大会ホームページ上での公開が許可されていません。

222

2018年度日本認知科学会第35回大会

OS07-2

この論文は大会ホームページ上での公開が許可されていません。

223

2018年度日本認知科学会第35回大会

OS08-1

Renovation of Assessment of Collaborative Learning:
In Search of Appropriate Measures
†

‡

Hajime Shirouzu, Hiroyuki Masukawa
†

‡

The University of Tokyo, University of the Sacred of Heart
shirouzu@coref.u-tokyo.ac.jp, masukawa@u-sacred-heart.ac.jp

Abstract
This article gives an introduction to our organized session
“Renovation of assessment of collaborative learning: In
search of appropriate measures.” The overall session aims at
answering two questions: “Are there any generalizable
measures of collaborative learning across situations?” and
“Who should and could take responsibility for searching and
defining those measures in particular situations?” In order to
answer these questions, we focus on process data of student
learning in specific lessons using a collaborative learning
method, with its multi-vocal analyses. As an introduction, this
article briefly lays out background of assessment of
collaborative learning in cognitive science and learning
sciences.
Keywords
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知識構成型ジグソー法の授業デザイン：中学校理科「運動の仕組」
Lesson Study Practice of Knowledge-Constructive-Jigsaw in Junior
High School Science Classroom “Mechanism of Body Movement”
堀 公彦
Kimihiko Hori
東京大学
The University of Tokyo
k.hori@coref.u-tokyo.ac.jp

Abstract

よい答えを出すためのヒントになる「部品」をそれぞ

本稿は
「知識構成型ジグソー法」
による中学校理科
「運

れ担当して確認する（エキスパート活動）3）それぞれ

動の仕組」の 2 度の実践について報告する．2014 年度

異なる「部品」を担当したメンバーが集まって別のグ

は，課題を「ボールを打つ動きのストーリーを語ろう」

ループを作って問いに対する答えを考える（ジグソー

とし，神経・骨格・筋肉の 3 資料を用いたが，理解の

活動）4）出てきた答えを教室全体で共有，比較吟味す

深まりが不十分な授業となった．そこで 2016 年度に

る（クロストーク）5）個々人が問いに対する自分の納

「落ちてくる定規を指先でつかむ」運動を題材とした

得の行く答えを書いてみる．

課題に単純化した結果，十分な理解の深まりを確認で

こうした枠組みに，
学習者の実態と授業のねらいに応

きた．これは，題材の単純化によって，より焦点化され

じた「問い」や「部品」を入れ込むことにより，主体的，

た対話が活発に行われたためと考えられる．
Keywords ―知識構成型ジグソー法，科学教育，理科教
育

対話的で深い学びが起きやすい環境をデザインできる．

1.

はじめに

筆者は，2010 年より
「知識構成型ジグソー法」
（KCJ：
2 節参照）を用いた授業開発を行ってきた [1]．これま
で，中学 1 年～3 年まで各学年 10 程度の教材を作成
し，実践してきた．
本稿では中学校 2 年生「運動の仕組」の単元で行っ
た 2 度の実践について報告する．最初のものは，2014
年に作成・実践した教材で，感覚器官から得られた刺
激を中枢に伝え，刺激に対して反応するしくみを理解
させることをねらった実践である．この授業では，メ

図1 知識構成型ジグソー法（KCJ）

インの課題を「ボールを打つこと」とし，神経・骨格・
筋肉の 3 つの資料を用いた．しかし，複雑な運動のた
め，話し合いが焦点化されず理解の深まりにかけた．

3.

単元について

そこで，2016 年に資料を変えず課題を単純で全員が経

(1) 学習指導要領から

更し，2 度目の実践を行った．その結果，より焦点化さ

「運動の仕組」
は中学校 2 年生で学習する
「動物」
の単元に含まれる．文部科学省の学習指導要領解説

れた話し合いが活発に行われ，理解も深まった．

によれば，

験できる「落ちてくる定規を指先でつかむ」ことに変

2.

イ 動物の体のつくりと働き
(ｱ) 生命を維持する働き

知識構成型ジグソー法

KCJ による授業は，以下の 5 つのステップをひとま

消化や呼吸，血液の循環についての観察，実験

とまりとして構成される（図 1）
．1）教師から提示され
た今日の授業で「答えを出したい問い」に最初の考え

を行い，動物の体が必要な物質を取り入れ運搬
している仕組みを観察，実験の結果と関連付け

を書き出す 2）グループに分かれて，その問いにより

てとらえること．また，不要となった物質を排
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出する仕組みがあることについて理解すること．
(ｲ) 刺激と反応
動物が外界の刺激に適切に反応している様子の
観察を行い，その仕組みを感覚器官，神経系及
び運動器官のつくりと関連付けてとらえること．
となっており，
（ｲ）にあたる学習内容となる．
(2) 単元構成
「動物」単元内容と授業時数は，
1 章. 細胞のしくみとはたらき 4 時間
2 章. 生命維持するはたらき 12 時間
3 章. 行動のしくみ 8 時間
4 章. 動物の分類 8 時間
5 章. 生物の進化 3 時間
6 章. まとめ等 5 時間
計 40 時間としている．
「運動の仕組」は，3 章. 行動のしくみで扱う．
この 3 章では，
①感覚器官
②骨格と筋肉
③動物の反応のしかた

表 1 「運動の仕組み」（２０１４年度）の授業デザイン
課題
「ボールを打つ動きのストーリーを語ろ
う。～運動のしくみをわかりやすく説明し
てみよう～」
エ キ ス ＜神経＞
パ ー ト ○感覚器官 → 感覚神経 → せきずい
資料 A → 脳 ：情報の流れ
○脳 → せきずい → 運動神経 → 筋
肉 ：命令の流れ
エ キ ス ＜骨格＞
パ ー ト ○骨格のつくり（内骨格）と関節のつくり
資料 B
エ キ ス ＜筋肉＞
パ ー ト ○筋肉のつくりとはたらき ○筋肉と骨のつ
資料 C き方（腱）
期待
○受けた刺激と器官，それが脳に伝わるま
する
でのルートを図や言葉で表現すること（感覚
解答の 神経系についての理解）
要素
○脳で考えていることと命令を言葉で表現
すること（脳の命令内容についての理解）
○脳から筋肉に伝わるまでのルートと，筋肉
や関節の動きを言葉や図で表現すること
（運動神経系についての理解）

④神経系のつくりとはたらき

上記 2 点に加えて，
「部活動や普段の生活の中で無意識

の順で学習する．
「運動の仕組」の授業は，2014 年，2016 年とも

に行っているからだの運動を，よりよいものに改善す

に①感覚器官と受け取る刺激の種類の関係について

運動部活動顧問として生徒に指導してきた経緯から，

学習をしたのちに実施した．

生徒の運動体験の少なさから自分自身のからだの動き

ることに役立てる．」ことをねらいに加えた．それは，

が分析できないことや目的を意識したからだの動きを

4.

考えて実行できないもどかしさを感じていたからであ

「運動の仕組」授業デザイン

(1) 「運動の仕組」のねらい

る．同じ運動をする仲間とともに，普段何気なく行っ

次の 2 点がねらいである．

ている自分自身のからだの動きを考えることにより，

・刺激に対するヒトの反応時間を調べる実験を通し

より実感を伴って対話しながらねらいにせまること，

て，刺激と反応までの結果を感覚器官，運動器官，中枢

また，得た知識を部活動に役立てようとする意欲や態

神経，感覚神経，運動神経などのしくみやはたらきと

度を育てることができると考えた．

関連づけて考えることができる．
（思考・表現）
②問いと期待する解答，グループ編成

・刺激と反応のしくみを理解し，各器官などについ

問いを「ボールを打つ動きのストーリーを語ろう．

ての知識を身につけている．
（知識・理解）

～運動のしくみをわかりやすく説明してみよう～」と

(2) 2014 年度の授業デザイン
2014 年度の授業デザインは，表 1 のとおりである．

し，運動部の生徒がボールを打つ直前の映像（1 秒程
度）を提示した．
（図 2）
そのため，
ジグソー活動のグループを部活動ごとに編

①授業のねらい

成し，運動部に所属していない生徒には，体育で授業

・感覚器官から得られた刺激を中枢に伝え，刺激に

を行っているバレーボールを取り上げ，バレーボール

対して反応するしくみを理解する．

部と同じ映像を用いた．

・刺激から反応まで，具体的な例を示して，自分なり
の言葉や図で説明することができる．
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エキスパート資料 A

神

経

系

「運動神経がいい」という言葉を聞いたことがありますか？理科でいう「運動神経」とは何で
しょう？
ヒトのからだには、神経細胞が網の目のように張り巡らされています。これを神経系と呼んで
います。この神経系には、脳やせきずいからできている中枢神経と細かく枝分かれした末しょう
神経で構成されています。
末しょう神経は、感覚器官から刺激を中枢神経に伝える感覚神経と中枢から出された命令を
筋肉に伝える運動神経に分けられています。

末しょう

中枢神経

神経
刺激

図 2 バレーボールを打つ直前の映像

刺激に
対する
反応

感覚器官

筋

感覚神経

肉

感覚神経

せ
き
ず
い

脳

授業後問いに対して生徒が記述する要素として
・刺激を分析すること．

中枢神経の脳は、感覚器官から送られ
てきた信号を選び分けて、その内容を分
析・判断し、最適と思われる命令を決定

・脳で考えていることを言葉で表現すること．

します。その後、命令が筋肉に伝えられ、
刺激に対する反応行動をとります。

・脳から出される命令を具体的に表現し，筋肉や関
節の動きを言葉や図で表現すること．
が達成されることを期待した．
③資料
エキスパート資料として資料 A～C の 3 種類を用意

「 筆箱を 持ち 上げて く ださ い。」
さ て、 脳ではど のよ う な刺激を 受けて、 ど のよ う に分析・ 判断し 、 ど のよ う な命令を 下し たので

した（図 3－1，2，3，
）
．

し ょ う 。 ひと つひと つゆっ く り と 言葉に出し ながら 、 行動し てみま し ょ う 。

＜資料 A＞「神経」
図 3－1 エキスパート資料 A

・感覚器官→感覚神経→せきずい→脳：情報の流れ
・脳で情報の分析→筋肉に対する命令

エキスパート資料 B

脳→せきずい→運動神経→筋肉：命令の流れ

骨

＜資料 B＞「骨格」

格

4 月に身体計測をしました。今年はどれくらい身長が伸びましたか？背が伸びる時期や大きさ
は、個人差があります。でも、身長が伸びるとき、

・骨格のつくり（内骨格）

骨が成長していることに変わりはありません。

・関節のはたらき

ヒトは体の中には、およそ 200 個の骨がありま
す。この骨のつくりを骨格といいます。さらに、ヒ
トの骨格は体の内部にあるため、内骨格とよんでい

＜資料 C＞「筋肉」

ます。

・筋肉のつくりとはたらき

骨格には、大きく 3 つの役割があります。
① からだを支える。

・筋肉と骨のつき方（腱）

（足や腰の骨、背骨など）
② からだを動かす。
③ からだの内部を守る。
（頭の骨、ろっ骨など）
この骨は、からだを動かすために関節とよばれる
しくみでつながっています。からだの動く方向や範
囲によって、さまざまな種類の関節があります。

「 筆
箱 を
持 ち
上 げ
て く
ださ い。」
さ て、動いている 関節の場所と 動き を 、ひと つひと
つゆっ く り と 言葉に出し な がら 、 行動し て みま し
ょう。

図 3－2 エキスパート資料 B
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⑤授業中の対話，授業前後の生徒の記述に基づく授業

エキスパート資料 C

筋

の振り返り

肉

感覚器官から筋肉まで，信号の受け渡しをイメージ

サッカーワールドカップも大詰めになってきました。優勝はどの国になるのでしょう？

することは，大まかではあるができているように感じ

さて、サッカー選手は前後半あわせて 90 分間試合をします。その間、ずっと動き続けていま
す。多い人は、1 試合で 12 ㎞ぐらい走るそうです。全力で蹴ったシュートは、時速 100 ㎞を超
えています。すごい身体能力です。そのパフォーマンスを支えているのが全身にある筋肉です。

た．しかし，見た画像が写真ではなくビデオだったの

筋肉は、けんとよばれるかたいもので骨と骨にくっついています。筋肉は力を入れるとぎゅっ
と縮みます。力をぬくとゆるみます。こうして動かしたいところにある筋肉を縮めたり、ゆるめ

で，一連の動きに対して，細かく考えることができて

たりすることによって、関節が曲がったり伸ばしたりして骨を動かしています。

いなかった．たとえば，手を動かす場合，腕の内側の筋

では、腕を曲げるとき、筋肉はどのようにはたらいているのでしょうか？

肉が縮んで腕を曲げ，肩の筋肉が縮んで腕を前に持っ
ていき，縮んだ筋肉の反対の筋肉が伸びながら・・・な

腕を曲げるとき、内側の筋肉 A が縮み、外側の筋肉
B がゆるんでひじの関節が曲がります。

ど，実際の筋肉を意識して考える場面が少なかった．
これは，授業者がどこまでイメージをさせようという

けん

腕を伸ばすときは、内側の筋肉 A がゆるみ、外側の
筋肉 B が縮み、ひじの関節が伸びます。

ことをはっきりと考えていなかったため，かなり難し

実際に筋肉を触りながらやってみましょう。

い要求だと気が付かず，生徒の表現があいまいになっ
てしまった原因だと考えられる．もっと，解答の要素

関節

をはっきりさせておく必要がある．
グループを部活動で分けたが，そのスポーツ特有の
動きのとらえ方があり，運動に注目する視点に生徒
個々人でばらつきがみられた．部活動にこだわらず，

「 筆箱を 持ち 上げてく ださ い。」
さ て、 ど こ の筋肉が、 ど のよ う にはたら いたのでし ょ う 。 ひと つひと つゆっ く り と 言葉に出し な

全員に同じ動きを見せて，考えさせた方がよかった．

がら 、 行動し てみま し ょ う 。

そこから，部活動の動きに注目させるといった，段階
図 3－3 エキスパート資料 C

を踏んでレベルアップしていくことが必要だと感じた．
課題の設定の難しさを改めて感じた．また，同じ資

④授業後の生徒の解答

料でも，問いの仕方で大きく変わることも痛感した．

表 2 に，生徒の授業前と授業後の記述したものを 2

たとえば，①「刺激を受けて，筋肉が動く反応までの信

点示す．授業前後の解答の変化から，授業をとおして

号の流れを，わかりやすくまとめてみよう．
」という問

刺激に対する反応に関与する器官の名称と，反応経路

いに対して，
「感覚器官から感覚神経を通ってせきずい，

の概要をとらえつつあるものの，体の内部で起こって

脳へと信号が送られる．脳では，刺激に対する命令を

いることを具体的に詳細にイメージすることまではで

考え，その命令がせきずいから運動神経をとおって筋

きていなかったことがわかる．

肉に伝わり，関節が動く．
」②「ランプが光ったら，右

卓球部女子は，授業前には，ボールの刺激をとらえ

手を上げる．この運動を刺激から反応まで，説明して

た後，どうなるか表現することができなかった．授業

みよう．
」という問いに対して「光を目が受け取り，そ

後には，感覚神経やせきずい，脳のはたらきから関節

の刺激が感覚神経をとおってせきずい，脳に送られる．

や筋肉といったところまで，表現できた．しかし，イ

脳は，右手を上げる信号をせきずいから運動神経を通

ラストで外から見た反応のイメージのみを表している

って右の肩の筋肉に伝わり肩の筋肉が縮む．肩の筋肉

点，
「手などが・・・」という表現で運動のようすを

が縮むと，右腕が上がる．
」のように，刺激を受けた信

表しており，筋肉や関節の具体的な様子までは記述で

号の伝達から脳による分析・命令，そして動きまでが

きていない点に課題が残る．

はっきりするような問いの方が良かった．ワンステッ

他方，野球部男子は，授業前には体を動かす感覚的

プでいきなり，部活動や普段の生活で活かせるような

な表現にとどまっている．授業後は，刺激に対する反

知識の獲得を求めすぎていた．

応経路をおおまかにとらえているものの，反応までの

このような振り返りをもとに，授業改善を行った．

イメージを外からとらえたイラストで表現している．
打つ動作について，筋肉や関節の動きで表現できてい
ない点に課題が残った．

237

2018年度日本認知科学会第35回大会

OS08-2

表 2 2014 年度の授業前後の生徒の解答の例（原文ママ）
授業前
卓

まず，目でボ

球

ールをとら

部

える。

授業後

女
子

野

ボールが来

球

る瞬間にあ

部

わせて体を

男

動かす。

子

ボールの距
離

(3) 2016 年授業デザイン

げかけた．2014 年と違ってグループ編成を意図的に行

2016 年度の授業デザインは表 3 のとおりである．

う必要がないため，普段の知識構成型ジグソー法の授
業と同じようにランダムに編成した．

①授業のねらい

授業後に期待する解答の要素は，

・感覚器官から得られた刺激を中枢に伝え，刺激に

・ 受けた刺激と器官，それが脳に伝わるまでのルー

対して反応するしくみを理解する．

トを図や言葉で表現すること．例「目から定規が動

・刺激から反応まで，具体的な例を示して，自分なり

き始める刺激を受ける．その刺激が視神経から感

の言葉や図で説明することができる．

覚神経を通ってせきずいに伝わり，さらにせきず

この 2 点に絞り，2014 年に取り入れた部活動に絡め

いから脳に伝わる．
」

たねらいを削除した．

・ 脳で考えていることと命令を言葉で表現すること．
例「定規が動き出したので，親指と人差し指の内側

②問いと期待する解答，グループ編成

の筋肉に縮めと命令する．
」

教科書にある導入の実験を題材にして問いを設定し

・ 脳から筋肉に伝わるまでのルートと，筋肉や関節

た．この実験は，2 人組で一人が定規を落とすと，それ

の動きを言葉や図で表現すること．例「脳からせき

を見た別の一人が親指と人差し指で定規を受け止めそ

ずいを通って，運動神経により指の内側の筋肉に

の時の長さを読み取るというものである．今回は，長

伝わり，親指と人差し指の内側の筋肉が縮み，定規

さを測定せず，定規が落ち始めてつかむまでの運動を

をキャッチ．
」

意識させて 3 回程度行い，
「落ちてくる定規を指先でキ

のように，感覚器官から脳，脳で考えていること，脳か

ャッチ．～自分のからだの中で起きていることを細か

ら筋肉の 3 点を具体的な例をあげて指標とした．

く，わかりやすく説明してみよう～」という問いを投
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③資料

待する解答に照らして不十分な解答を書いているのに

2014 年の資料を活用した．ただし，資料 B「骨格」の

対し，授業後には，3 つの要素を統合して一連の運動の

中で取り上げた「関節」の名前と動作の図は，2014 年

仕組みを説明できるようになっており，２人とも，授

の授業の際，生徒がどのように活用していいのかわか

業をとおして理解が深まっていると言える．

らず混乱をまねいていたように感じたので，削除した．

生徒 1 は，授業前には，刺激を受け取るところから，
脳に伝わる部分が書けている．「
『今！』と思った時」

表 3 「運動の仕組み」（２０１６年度）の授業デザイン
課題

は，脳が命令を出しているときと思われるが，それが

「落ちてくる定規を指先でキャッチ～自

無意識の反射に近い反応ととらえているようである．

分のからだの中で起きていることを細か

授業には，感覚器官があいまいだが，信号の伝達とと

く，わかりやすく説明してみよう～」

もに，脳での分析や判断，命令などにふれ，運動のしく

エキス ＜神経＞

みを理解しているとみなすことができる生徒 2 は，授

パート ○感覚器官 → 感覚神経 → せきず

業前から運動のしくみをある程度イメージしているが，

資料 A

い → 脳 ：情報の流れ

具体的に表現はできていない．授業後は，それがより

○脳 → せきずい → 運動神経 →

具体的な理解となり，資料中の図を活かしながら自分

筋肉 ：命令の流れ

なりの言葉や図を加えて表すことができるようになっ
た．

エキス ＜骨格＞
パート ○骨格のつくり（内骨格）と関節のつくり
資料 B

⑤授業中の対話，授業前後の生徒の記述に基づく授業

エキス ＜筋肉＞

の振り返り
2014 年の授業と比較すると，エキスパート，ジグソ

パート ○筋肉のつくりとはたらき ○筋肉と骨
資料 C

のつき方（腱）

ーともに，意欲的に活動できていた．特にジグソーで

期待

○受けた刺激と器官，
それが脳に伝わるま

は，どんな刺激をどこで受け取るのかを議論している

する

でのルートを図や言葉で表現すること
（感

グループや，脳からの命令が先なのか，刺激を受け取

解答の

覚神経系についての理解）

ることが先なのか，自分のこだわっているところを共

要素

有して対話しているグループがみられた．

例：
「目から定規が動き始める刺激を受
ける。
その刺激が視神経から感覚神経を通

また，定規をキャッチする一連の動作のスタートがど

ってせきずいに伝わり，さらにせきずいか

こなのかを議論しながら考えていると，最後のキャッ

ら脳に伝わる。
」

チをする場面（指の筋肉や関節の動きなど）までたど

○脳で考えていることと命令を言葉で表

り着けないグループがあった．しかし，それだけ多く

現すること（脳の命令内容についての理

の対話をしながら丁寧に考えている様子が見られ，運

解）

動のしくみについては大まかにとらえられていると感

例：
「定規が動き出したので，親指と人差

じた．

し指の内側の筋肉に縮めと命令する」

今回の授業改善で，部活動の複雑な運動から定規をつ

○脳から筋肉に伝わるまでのルートと，筋

かむ単純な運動に問いを変えることで，生徒の対話や

肉や関節の動きを言葉や図で表現するこ

思考が焦点化でき，より細部にこだわった納得のでき

と（運動神経系についての理解）

る答えを作ろうとしている姿が多くみられ，そのため

例：
「脳からせきずいを通って，運動神経

授業のねらいに迫ることができた．

により指の内側の筋肉に伝わり，
親指と人
差し指の内側の筋肉が縮み，
定規をキャッ

参考文献

チ。
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次ページの表４では，生徒の授業前と授業後の記述
したものを 2 点示した．生徒はいずれも授業前には期
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授業前

授業後

生

：
「今！」と思ったときに，指

「落ちる！」と思うと，皮膚に伝わり，感覚神経を通り，せきずいに伝わり，

徒

が動いてくれた。無意識のう

脳で取り方を分析し，取れると判断し，それを命令する。それがまたせきず

１

ちに「パッ！」と。

いに伝わり，運動神経を通り，筋肉に伝わり取れる！

生
徒
2

表4 2016 年度の授業前後の生徒の解答の例（原文ママ）
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学びのモデルに基づく指標を複数重ねることから見える対話の質
Qualitative Analysis of Small Group Dialogue using Multiple Indices
based on Collaborative Learning Models
益川 弘如†， 河崎 美保‡
Hiroyuki Masukawa, Miho Kawasaki
†

‡

聖心女子大学, 静岡大学
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Abstract

の児童が小学３〜６年生の間の複数の授業等の発話を

本報告は学びのモデルに依拠した指標を複数組み合

分析し，学習環境の改善と対応する形で協調的問題解

わせ授業改善に資する対話の質の評価を試みる．２授

決能力がより発揮されやすくなる傾向を示してきた．

業は「チーム構築調整」の発話が少なく，科学的概念を

そこでは、(1)チーム構築調整に費やす発話の割合が

理解するために身近な経験を参照し説明を構成する

減り、(2)分かっている状態の発話と分かっていない状

「知識と理解の社会的構成」が図られる等，協調による

態の発話とを行き来するようなプロセスが増え、(3)期

理解深化の起きやすい特徴をもつ．だからこそ課題の

待する解答を作り上げる過程で、自分の知識や経験を

変更が経験の参照範囲を適切に制約し，対話が焦点化

持ち出しながら、各自なりに説明モデルを構成する活

される様が見えてくる等，複数指標により対話の質の

動が起きていた．

評価を検討する．
Keywords ―
Constructive Interaction, Learning
Models, Qualitative Analysis

1.

この３つの指標を用いて堀[1]の授業実践で記録され
ていたデータを対象に分析を行った．

2.

はじめに

分析対象

分析対象は各年度，より多くのメンバーの授業前後の

本報告では，企画者が準備した堀[1]の 2014 年度と
2016 年度の授業実践の教室場面における協調学習の

ワークシートが個人特定できる 3 グループずつ，計 6

発話の書き起こしデータを，益川ら[2]の論文で用いた

グループを対象とした．2014 年度のグループは#76，

分析指標を用いて対話の質の評価を行った．この分析

#77，#78，2016 年度のグループは#115，#116，#117

活動を通して，以下の 2 点について検証する．

と以降呼ぶ
（番号は本OS 齊藤ら[3]の表2と対応する）
．

・益川ら[2]の論文の分析指標が，授業場面における対

通り，メインの課題を変更した点である．2014 年度は

話の質を評価していく上で，汎用性，活用可能性を持

「ボールを打つこと」としたが，複雑な運動のため，話

つか

し合いが焦点化されず理解の深まりにかけたとのこと

2014 年度と 2016 年度の大きな違いは堀[1]にもある

・授業を実際に観察していない研究者２名という立場

であった．一方 2016 年度は「落ちてくる定規を指先で

から，テキスト化された音声という限られたデータを

つかむ」とし，その場で全員が経験できるものとしたと

学びのモデルに依拠した指標で分析できるか

のことである．これらメインの課題に対して，神経・骨
格・筋肉の 3 つの資料を基に，感覚器官から得られた

益川ら[2]の論文では，協調的問題解決能力を発揮し

刺激を中枢に伝え，刺激に対して反応するしくみを構

た対話場面を捉えるために，学びのモデルに依拠する

成させることを目標にしていた．その結果，2016 年度

形で，

の実践のほうが理解が深まったグループが多かったと
報告している．

(1)チーム構築調整に費やす発話の割合

3.

(2)建設的相互作用の分かると分からないの行き来

分析方法

企画者より各年度の授業案，教材として用いられたエ

(3)知識と理解の社会的構成で生起する説明モデル

キスパート資料，授業前後の個人のワークシートの記
述と採点結果，テキスト化されたグループの発話デー

の３つの指標を用いて，これらの組み合わせから４人
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タが提供された．対話時に作成したミニホワイトボー

表１ 分かる分からないの行き来の回数

ドの内容は記録に残っていなかった．発話データに対
して 3 つの指標を用いて発話１行単位で分類を行い，
#

2014 年度と 2016 年度を比較した．
最初に課題の内容から明らかに外れた発話を除外し

#

#

#

た上で，チーム構築調整に関わる発話を同定した．
次に，残りの発話に関して，建設的相互作用の指標を

##

参考に，分かっている状態の発話となる同定・提案・確
認，分かっていない状態の発話となる探索・批判・質問

話をしていたため個人単位の抽出が難しく，そのため，

とに分類した上で，課題から明らかに脱線する発話で

グループ単位で分析した．
2014 年度は 13〜24 回の行き来があった．2016 年度

はないが断片的であったりして判定し難い発話をその

は#111，#115 については 2014 年度のどのグループよ

他とした．
最後に，知識と理解の社会的構成を同定するために，
分かっている状態の発話と分かっていない状態の発話

りも多く 30，48 回の行き来があったが，#116 では 12
回と比較的少なかった．

に対して，資料内容そのものを説明しているレベルを

この結果より，2016 年度は，#111，#115 のように

レベル３，自分自身の体験や既有知識を言語化してい

行き来の数が多かったため，理解の深まりがより進ん

るレベルをレベル１，生徒なりに解答を構成している

でいる可能性が示唆される．しかし 2016 年度の#116

レベルをレベル２とした．

は他のグループと比べ，理解の深まりが進んでいない
可能性がある．

4.

チーム構築調整の発話割合
6.

グループ全員による全発話から課題外の発話を除外

説明モデルの構成事例

した上で，チーム構築調整の発話の比率（%）を算出し

各グループについて課題への解答を生徒なりに構成

た．2014 年度の＃76 は 10.4， #77 は 22.2，#78 は

しているレベル２の発話からそこで構成されている運

14.4 だった．2016 年度の#111 は 13.8，#115 は 12.9，

動の仕組みについての説明モデルを同定し，その修正，

#116 は 19.5 だった．2014 年度の 22.2，2016 年度の

更新を引き起こす要因を分析した．特に，レベル 1 の

#116 で比較的多かったが，どのグループも 8〜9 割は

自分自身の体験や既有知識の言語化がモデルの修正，

課題内容に関する発話で構成されていた．

更新につながっているかに着目した．本報告では 2014

益川ら[2]の分析では，話型指導に基づいた対話場面

年度の#76 と#111 を取り上げる．

ではチーム構築調整の発話比率が高くなっていた．堀

#76 の説明モデルの変化を図１に示した．この図は

（2018）の授業実践の 2014 年度と 2016 年度の授業で

説明すべき「感覚器官から脳」「脳で考えていること」

は両者とも知識構成型ジグソー法の対話場面であった

「脳から筋肉」の構成要素を垂直方向に上下へと並べ，

ため，両年度ともチーム構築調整に費やそうとする割

該当する発話を取り出したものである．また水平方向

合は低かったと考えられる．

に時間軸を取り，説明が更新されていく過程を示した．
３桁の数字は発話行を示し，特に初出の内容に示した．

5.

#76 は，終盤にのみ「感覚器官から脳」への言及が見

分かる分からないの行き来の回数

表１に分かっている状態の発話，分かっていない状

られたが，ほとんどの時間を「脳」以降の過程の説明に

態の発話，その他の発話の比率を示した．また，分かっ

費やした．(1)に対して「骨が動くから筋肉が動くのか」

ている状態から分かっていない状態になり再び分かっ

という質問が出され，(2)で筋肉が先に動くという説明

ている状態（もしくは，分かっていない状態から分かっ

へと更新された．(2)の終盤からバレーボールに置き換

ている状態になり再び分かっていない状態）になる，行

えた表現（レベル 1）が入り，以降，
「ボール」
「レシー

き来を 1 回として数えて示した．なお，益川ら[2]の論

ブ」など部活の運動に関する語彙を使って説明されて

文では特定の４人の児童を対象としていたため，この

いった．

行き来を個人単位で分析したが，ミニホワイトボード

(3)では「ボールを取れ」という脳の命令が言語化さ

にモデルを作成する際，他者のことばをつなげながら

れたが，腕ではなくまず足が動くという修正がなされ，
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図 1 説明モデルの更新の概要（2014 年度 #76）

図 2 説明モデルの更新の概要（2016 年度 #111）
(4)で再度，
「レシーブ」
「足を動かす」ということが強

らず，
「足を動かしてボールを目前に手を持ってくるっ

調された．(5)で(3)(4)を統合した説明が再度なされた．

てこと？」
「ボールの下に足を動かせー」と観察可能な

(5)の終わりに，教師から「ボールっちどうやったら

粗大運動の水準で答えるにとどまった．そこで教師は

とれるん」
「足をどうやって動かすん」
「どんな風に？筋

「どういう筋肉使えば足が動く」
「筋肉いっぱいあるや

肉いっぱいあるやろ」と細部の説明を促された．これを

ん」「自分で足動かして確かめてみて」とさらに促し，

受け(6)ではせきずいの位置づけが議論され，運動神経

(7)の「関節」の動きに関する説明の付加に至った．

もモデルに加わった．一方でまず足が動く，足を地から

(8)は時間が迫ってくる中で急いで説明をまとめよう

離すという外から観察可能な動きのレベルで再考する

とする中で脳以前のプロセスに初めて言及され，
「感覚

にとどまった．

器官」
「感覚神経」
「運動神経」が位置づけられた．しか

(6)の終わりから(7)にかけて教師は「ボールを取るっ

し脳での命令と筋肉の間での神経の役割が論点となっ

て具体的にどういうこと」
「最後のあの体勢どう動きよ

たり，筋肉から刺激への反応の間の関節，骨の動きが議

ん？」
「どんな命令出すと思う」と促した．教師はから

論されたりすることはなかった．

だの内部の仕組みを問いかけているが，生徒には伝わ
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以上のように，このグループでは，生徒同士の建設的

発話が頻繁に出されることで説明，再説明がなされる

相互作用，バレーボールという日常経験（レベル 1）の

という形で生徒同士の建設的相互作用が起こった．始

知識を持ち込んだ推論，教師の促しという要因から説

めから定規を落として掴むという再現が繰り返しなさ

明モデルの更新が行われていった．しかし，
「ボールを

れ，その経験（レベル 1）から理解できることを持ち込

打つ動きのストーリーを語ろう」という 2014 年度の課

んだ推論がなされたことで説明モデルの更新が行われ

題は，レベル 1 の知識を持ち込んで精緻化しようとす

た．同時に，教師の促しという要因も見られた．これら

ると足，腕，手といった体の部位のどれをどう動かすか

は 2014 年度と共通している．しかし，教師の問いかけ

が論点となり，授業者のねらう議論の焦点化がなされ

はどこの筋肉か？どこの骨か？指はどうやったら動

にくかったことがうかがえた．

く？という細部を具体化する問いかけであるとともに，

次に，#111 の説明モデルの変化を図２に示した．ま

それが教師の意図する通り細部，内的過程を問われて

ず(1)のプロセスを一人の生徒が言語化すると，他の 1

いると生徒にも受け止められることで精緻化を促す効

名が「どういうこと？」と質問し，(2)の「脳」以降の

果を持ったと考えられる．

流れの再説明と精緻化につながった．

このように，
「落ちてくる定規を指先でキャッチ．自

(2)では定規で他の生徒の腕を叩いて「刺激」と言っ

分のからだの中で起きていることを細かく，わかりや

たり，落ちて来る定規を掴む様子をゆっくりと再現し

すく説明してみよう」という 2016 年度の課題は，レベ

効果音を添えたりするなど，身近な事例（レベル 1）を

ル 1 の知識を持ち込んで精緻化しようとする際に，刺

説明構成に持ち込むやりとりがみられた．同時に，ある

激とは何か，何からスタートするか，感覚器官は何か，

生徒は他の生徒の発話について頻繁に意味を問う質問

どこの筋肉・骨かという探索を行う際の範囲が絞られ

を発し，再説明を引き出していた．

やすく，自分たちのからだを使いながら目の前で何度

(2)の終盤で教師が「ここより前はないの？」と脳よ

も再現し検討できることで，授業者のねらいに沿った

り前の経路に対する説明や「例えば筋肉ってどこの筋

議論の焦点化がなされやすかったことがうかがえた．

肉？どこの骨？」と脳以降のプロセスの精緻化を促し
た．それが(3)の腕や指を実際に動かすというレベル 1

7.

の知識を使った推論と筋肉，骨の精緻化につながった．

他グループの説明モデル構成の傾向

2014 年度の#77，#78 も #76 と同様に内的過程より

(4)では続いて教師の先の促しの影響か「脳の前って

も身体の動きに焦点が集まり，教師の狙いに焦点化さ

何なん？」と生徒が問い，定規を落として掴む行為を何

れにくかった．また 2016 年度の#115 も#111 と同様

度もしながら「目」を使っている，それが感覚器官だと

に，内的過程に焦点化される形で対話が進むと同時に，

いう説明につながった．またある生徒の「脳はいるか」

その説明モデル構成時には，指の動きの経験を基にし

という問いから再度必要性が説明された．(5)はある生

た推論や，これまで学んできた器官の知識を持ち出し

徒の「どこから始まるって書いてない」という批判か

（レベル１）内的過程と対応付けることで説明モデル

ら，また定規を落とし掴む再現をしてレベル 1 の理解

の更新を行っていた．しかし 2016 年度の#116 は内的

に基づきながら，刺激から始まること，次に感覚器官，

過程に焦点は向いていたものの，定規を落として掴む

感覚神経の順であることが明らかになり，再説明する

活動（レベル１）から内的過程の細部を推測することを

中でせきずいが脳の前後に位置づくことが確認された．

していなかった．また教師の関わりも他２グループと

(5)の終わりから(6)の最初にかけて教師から「より細

は異なっており，たとえば脳の命令の言語化を促すこ

かく．より具体的に」
「どんな命令なん？」
「指はどうや

とはなかったのに対して，
「みんなで話し合う」ことを

ったら動く？」と促され，(6)ではどこからの命令かが

促すチーム構築調整レベルでの言葉かけが複数みられ

議論され，筋肉の命令，運動神経の命令という意見が探

た。これらの特徴が，分かる分からないの行き来の回数

索された後，運動神経は信号の通り道であり，脳が命令

が少なかったこと，説明モデルの更新の回数も少なく，

を出すという説明が生徒よりなされた．

詳細が述べられていない説明モデルに留まっていたこ

(7)では，骨を動かすで終わりかという問いが生徒か

とと関連している可能性がある．

ら出されたが，他の 2 名が課題外の話を始めてしまい

8.

時間切れとなった．

まとめ

今回の分析の結果をまとめると，2014 年度と 2016

以上のように，このグループでも，分からない状態の
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年度の授業はどちらも知識構成型ジグソー法の授業実

ソー法においてもさらに対話の質を深めていくことが

践であり，違いはメインの課題のみであったため，チー

できていたかどうかを見極めるために，益川ら[2]の論

ム構築調整の発話割合に大きな差は見られなかった．

文と同じ分析指標を用いた．

分かる分からないの行き来の数は，2014 年度の 3 グル

学校現場へのフィードバックの視点から考えると，

ープと 2016 年度の 1 グループと比べ，2016 年度の残

同じ指標を用いるにしても，前者の益川ら[2]論文の分

りの 2 グループは多かった．これらより，行き来の数

析は，
「こちらの方がいいですよ」と，結果の証拠を示

は，各グループの理解の深まりが異なっている可能性

す役割を果たしたのに対し，後者の今回の分析は，
「こ

を知る手がかりになりえるかもしれない．

のような差異があるので次はどうすればより良くなる

実際に質的側面を見るために，各グループの知識と

だろうか？」という問いや改善を促すためにも指標が

理解の社会的構成の様子を分析し，どのような説明モ

機能しうると言えるだろう．

デルを構成・更新していったか（レベル２）と，メイン

ただし，どの時点で改善に示唆を与えうるかは指標

の課題の変更に関わる経験や既知知識を持ち出して

によって異なる面もあることが見えた．
たとえば，2014

（レベル１）説明モデルを精緻化できていたかを見て

年度の実践後には建設的相互作用（分かる分からない

みた結果，分かる分からないの行き来の多かった 2 グ

の行き来）だけをみると，成否を分ける指標として機能

ループは，レベル１の内容を活用して教師が期待して

しにくかったであろうが，2016 年度も含めると対話の

いた内的過程に着目した説明モデルについて対話を通

質を評価しうる指標として捉えることができた．これ

して構成・更新していたことが見えた．メインの課題の

に対して知識と理解の社会的構成（レベル１への言及）

見直しによって，教師の対話中の問いかけも焦点化さ

は説明モデルの更新と共起しているか，教師が期待す

れており，メインの課題の見直しは，生徒が期待する解

る方向へと更新につながらないとするとなぜかを検討

答を構成するプロセスの想定が教師側でより明確にな

する視点を提供し，2014 年度の実践後の時点でメイン

っていた成果でもあるかもしれない．

の課題と教師の期待する説明モデルとを再考するフィ

この分析結果を踏まえて考察すると，３つの分析指

ードバックができた可能性があるだろう。

標の中では，２つの指標が活用可能だった．ひとつは，
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Abstract

してガイドとして活用できるような，システムを介し

協調学習の分析ツールは教員が検索した表現をハイ

た螺旋的協力体制を作ることができれば，人間と機械

ライトする「ミラーシステム」と特定表現を自動分析

の相互作用はより建設的なものになるのではないか．

する「ガイドシステム」に大別できる．教員のエンパワ

そこで下記では，益川ら[3]と齊藤ら[4]の報告に含ま

ーにはその両方が必要だろう．ガイドを参考に教員が

れた分析や，それらの分析の前提となる基礎分析とし

検索を行い，結果を後人のガイドにフィードバックす

てどのような工程が必要か，その機械的な手順の書き

る体制を作ることができれば，人間と機械の相互作用

出しや，実際に既存分析システムを使った分析を行う

をより建設的にできるのではないか．その可能性を検

ことで，上記の可能性を検討する．

討するため，まずは本 OS の人手による分類が機械化で
きないかを検証した．
Keywords ― Constructive Interaction, Learning
Models, Quantitative Analysis, Mirroring System

2.

1.

科「運動の仕組」の授業）2 事例である．そのための訓

データと分析概要

本稿で，主に評価の対象としたデータ（機械による
テストデータ）は，堀[5]の授業実践（中学校 2 年生理

はじめに

本稿では，イントロの白水ら[1]に記したとおり，質

練データ（機械による適応データ）には，東京大学

的評価の名のもとに研究者自身がやっていることの仕

CoREF と自治体学校等との連携による「協調学習の授

様をはっきりさせることと，研究者や教員の質的評価

業づくりプロジェクト」の他の授業実践や益川ら[6]を

を蓄積し将来的に分析の自動化や機械化をどう図って

用いた．
以下，益川ら[3]の「チーム構築調整発話」の自動分

いくかという二点を検討する．
協調学習の分析ツールを Soller ら[2]に従って，
「ミ

類のやり方，及びその実施結果をまず検討する．チー

ラーシステム」と「ガイドシステム」に分けるとすれ

ム構築調整発話とは，協調学習中の内容の学びとは関

ば，益川ら[3]の分析は対話の質が一定程度自動的に可

係ない，作業の進め方の相談や指示に関する「マネジ

視化されるガイドシステム，齊藤ら[4]の分析は教員が

メントトーク」のことであり，この多さは，発話が活発

対話に見とりたい言葉や表現（指標）を検索するとハ

でも内容についての児童生徒の学びが進まない要因と

イライトするミラーシステムへと展開するものと大別

してよく知られている．益川らはこの発話を同定し，

できる．やりたいことは教員のエンパワーメントだと

それ以外の「コンテンツトーク」を分析するという論

考えると，教員の検索・分析の自由裁量と研究者が質

文展開をしている．

保証した検索ガイドはどちらも必要であり，どちらも

もう一つは，齊藤ら[4]の「問いの共同探究」の自動

単体で十分ということはない．研究者やシステムによ

分析のやり方案である．齊藤らの分析では，
「問い」自

る検索・分析の例示を（正解ではなく例示と取って）参

体の同定やその仲間による共同探究を，文脈を読み込

考に，教員が本人にとって意味のある自由な検索を行

みながら行っているが，
「共同」探究であるということ

って，その検索結果を後人の例示へとフィードバック

は，発話前後の話者関係でそれらを機械的に分析し得

するような相互強化体制，あるいは実践を行った教員

る可能性を示唆する．それがどう可能かを検討する．
以下，分析方法と結果を合わせて報告する．

の分析履歴を取って，後に同じ，あるいは同種の実践
を行う教員に対してその履歴を直接，あるいは抽象化

1
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分析方法と結果

表１ 「チーム構築調整」発話の分類器結果
分類行数

3.1 「チーム構築調整」の自動抽出
(1) 分析方法
過去の CoREF の実践で収集された知識構成型ジグ
ソー法の対話データ（88 授業，1271 グループ，534,951

精度

再現率

f1-

precision

recall

score

Subset

281

0.25

0.13

0.17

SVM

1427

0.23

0.62

0.34

RF

518

0.22

0.21

0.22

行，2,389,909 単語）から機械学習 word2vec[7]を用い
て，ジグソー対話における単語の多次元ベクトル値を

しかし，決して高い精度・再現率ではなかった．単語

作るモデルを作成した．このモデルを利用し，各行の

の単純パターンマッチである Subset は教師データそ

テキストを Mecab で分かち書きし，各行に含まれてい

のものパターンに強く縛られてしまい，再現率が 0.13

る単語のベクトル平均値出し，文のベクトル値とした．

であった．対して，SVM，RF は Subset と比較すれば

この文のベクトル値を説明変数とし，教師あり学習の

高い再現率であった．
SVM の再現率は0.62 であるが，

分類器，サポートベクターマシン（SVM: [8]）とラン

チーム構築調整に多くを分類しており，精度が 0.2 程

ダムフォレスト（RF: [9]）を用いて，チーム構築調整

度であった．RF は精度・再現率共に 0.22 程度であっ

とそれ以外の二項分類を行った．

た．

教師データとして，益川ら[6]や上記 CoREF 授業に

今回は１行ずつを分類器に掛けたが，データが１ブ

ついて第二著者が「チーム構築調整」かどうかを判断

レスで改行されており非常に短い行もあった．本来分

した分類結果を用いた．教師データ 2037 行の内訳は，

析者が人手で分類するときは，短い文は前後の流れを

チーム構築調整が 498 行，それ以外が 1529 行であっ

参考に分類しており，同じ構成の文でも分類結果が変

た．

わっていた（
「はい」とか「で」とか）
．このように分析

比較対象として，機械学習を用いない，文にある単

者が複数行を見て分類しているのであれば，分類器の

語の部分集合で包含関係を作り，その有無で分類する

説明変数に複数行を追加すれば，より精度が上がる可

単純パターンマッチ（Subset）も行った．

能性がある．

対象は，運動の仕組み「2014 授業」と「2016 授業」

さらに，自然な対話をそのまま機械学習に利用した

の対話 3799 行で，正解分類結果は，本 OS の益川ら[3]

が，より精度を上げるには，口語体に対応した辞書や

の分類結果を利用した．その内訳は，チーム構築調整

表記揺れや方言への対応などが必要と考えられる．

が 531 行，それ以外が 3268 行であった（益川ら[3]が

ただし，チーム構築調整，すなわちマネジメントト

記すとおり，元々チーム構築調整の割合が低い授業で

ークで使われる単語は，前後関係があまりなく（表 1-

あった）
．

1,1-2）突如として出てくることが多く，そうすると前
後を見る“word2vec”はベクトル化する方法としては

(2) 分析結果

不適切である可能性もあり，今後の検討を要する．

分類器が「チーム構築調整」に分類した結果は，表 1
の通りである．左から「チーム構築調整」に分類した行

3.2 「問いと共同探求」の自動抽出

数，精度（precision）
：正と予測したデータのうち，実

まず齊藤論文[4]の分析方法を囲いに再掲する．

際に正であるものの割合，再現率（recall）
：実際に正で

以下が問いの同定方法である．

あるもののうち正であると予測されたものの割合，f1-

手順 1）対話中の「問」の同定

score：精度と再現率の調和平均である．分類結果の例

まず，各班の対話の内容と流れを確認し，班員から

は，後続の頁に掲載した表 1-1 及び 1-2 に示した．な

自発した「問」と判別できる発話を同定した．分析は本

お，チーム構築調整が「1」
，その他が「0」である．

稿の筆者を含む 2 名で行い，疑問，質問，問いかけ，

表 1 に見るように，トレーニングとテストデータと

確認等，日本語でテキスト化したときに「？」が付きう

が，全く違うコンテンツの授業であっても，分類器で

る発話を「問」と同定した．

の分類は可能であった．

2
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次が問いの共同探究についてである．

将来の対話のビッグデータに対する機械的分析に備

手順 2）
「問」の後に生まれた学習活動のコーディング

え，今回，試験的な分析を行った．機械学習分類器の利

次に，
「問」の後に生まれた学習活動に注目し，班員

点としては，当然，教師データが用意できれば機械が

から自発した「問」が共同的に探究されたかを判別し

何らかの結果を出すことができる．その一方で，

た．「問」後の学習活動のコーディングは，「大カテゴ

word2vec などディープラーニング系の分類器では，結

リ」と「小カテゴリ」の 2 段階で行った．

果が予想外なものだったときに，なぜそうなったのか
を解釈できず，引いてはデータの振り返りや授業にお

「大カテゴリ」は，
「問」に対し，班の他のメンバー

ける学びに対する気づきに繋がらない欠点がある．

から何らかの反応があったかに着目し，
「問」が「共有」
されたかどうかを判別するためのカテゴリである．

ルールベース分類器の利点は，ルールを書き出す労

「問」の後に，解の提案，疑問の言いなおし，問い返し

力は要るが，ルールができれば結果が自明であること

など，班員から自発した「問」に対する発話であること

である．結果が意図に反したときも，ルールの不備か

が確認できる発話があった場合に，問が「共有」された

想定外のデータが出力されるために，データに対する

と判断した．対して「問」の後に，
「問」に対する発話

新たな気づきに繋がりやすい．対話において，ルール

以外の関係ない発話のみしか見られない場合は「非共

化できない例外ケースが増え続けるかどうかを今後検

有」とした．更に，発話の内容ができないなど，
「問」

討することで，質的評価の仕様をはっきりさせたい．

に対する発話であるかないかが判別できない場合は

今後の分析においては，少数ケースは実際に読んで
目視・意味判断，中程度のケースはルール化して分類，

「同定できず」とした．
「小カテゴリ」は，
「大カテゴリ」で確認された「反

大量ケースは「ルールベースの結果＋例外ケース」を

応」の内容に着目し，
「共有」された問が共同的に探究

教師データにして機械学習分類器で処理するという組

されたかを判別するためのカテゴリである．
「問」の後，

み合わせが考えられる．
中程度のケースからビッグデータに展開する際，ル

他のメンバーから一度応答があり，その後はその「問」
の解を探究する発言や動作が確認できない場合を「応

ール化した分析結果を教員が簡易に使える分析ツール

答完結」
，一度の応答で完結せずに，問の提出後，問の

に反映し，例えば問いの候補のハイライトや，マネジ

提出者を含む複数のメンバーが，解を探究する発言や

メントトークとコンテンツトーク，あるいはわかる／

動作を行っていることを確認できる場合を「共同探究」

わからないの色分け，エキスパート資料とのマッチし

とした．

た単語，各時点での新規出現単語，児童生徒の使うホ
ットワードのハイライトなど，ある程度の「ガイド」を

囲いに見るように，問いから次に他者がどういった

設けてツールを使ってもらい，その使用履歴を「実用

振る舞いや発話をしたかを質的に解釈して分類してい

的なルール」と見なして反映し，分類器を賢くしてい

る．この分析を機械に再現させるには，まず問いの同

くという方法も考えられる．当日報告する．

定が必要である．問いの同定には，過去の対話データ
表２ 共同探求の分類ルール

に疑問符をつけ，それを教師データとして，先の機械
学習の分類器を使って分類することが考えられる．次

カテゴリ

定義（優先順位は上位から）

に，問いから次の他者の振る舞いへの移行については，

共有

他者から，問いと同じ「名詞／動詞」

表 2 のルールセットを用いれば分類可能だと考える

共同探求

がある

共有

他者，問いへの応答「うん／はい／い

すれば，このルールが単純に過ぎるということになる．

応答完結

いえ／そう」がある

逆にそうであれば，人がこれ以上の判断をしていると

非共有

自分から，問いと同じ「名詞／動詞」

いうことになる．セッション当日までに機械による分

自己探求

がある

析を行い，結果を報告する．

非共有

上記以外

もしこの機械的分類で取り逃す人手の分類があると

探求なし

4.

結論
3
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表 1－1 チーム構築調整自動抽出例（運動の仕組み 2016 開始直後）
話者 A

話者 B

話者 C

分析者

SVM

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

え？

1

0

0

0

ここから．

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

だから、

1

0

0

0

ここにおった人から．

1

1

0

0

1

0

0

0

ああ．

1

0

0

0

雑だねえ．

1

1

0

0

ヒトの体には、神経細胞が

0

0

0

0

網

0

0

1

0

目 の よう に 張り巡らさ

0

0

0

0

はい、どうぞ．
誰から．
どこから．

誰から？
そう意味じゃなくて．
え？
誰かって．
ここからや．
え？ どこから．
だから．

ああ、そういうこと．

れ ていて、

4
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表 1－2 チーム構築調整自動抽出例（運動の仕組み 2016 資料説明の切り替え時）
話者 A

話者 B

話者 C

分析者

SVM

骨を動かしています．

0

1

0

0

はい．

1

1

1

1

はい．

1

1

1

1

終わり？

1

1

0

0

1

0

0

0

はい．

1

1

1

1

どうぞ．

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

全てをどうぞ、

1

1

0

1

まとめてください．

1

1

1

1

1

1

1

1

だけんってどういうこと？

0

0

0

0

ていうことやろ．

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

何を書けばいいん？

1

1

0

0

全部？

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

筋肉を

0

0

0

0

動かすのは、

0

0

0

0

うん．

あ？
どうぞ．
何を．
まとめてください．
無理です．

あなたがまとめてください．

刺激を受けて感覚器官

RF

Sub

で、感覚神経、せきずい、
脳、せきずい、運動神経、
筋肉を
使ってこんなふうに動か
す．
ほんで？
いいよ．
じゃあ、言って．はい．ど
うぞ．

こうやって．
え、もうね、何かまとめて
よ．
これはまとめられてんね
んな．
でも、それって何か神経と
かだけやん．

5
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食感のオノマトペ・ワークショップ
---食文化の固有性・共通性から考える翻訳可能性--Workshop on Gustatory Onomatopoeia
--- Linguistic Relativity and Effability in Expressions of Eating --原田 康也1，森下 美和2，平松 裕子3，福留 奈美4，佐良木 昌5
Yasunari HARADA, Miwa MORISHITA, Yuko HIRAMATSU, Nami FUKUTOME, Masashi SARAKI,
1

早稲田大学， 2 神戸学院大学， 3 中央大学，4 早稲田大学，5 明治大学・NPO法人言語研究アソシエーション
Waseda University, Kobe Gakuin University, Chuo University, Waseda University, Meiji University / ALR
harada@waseda.jp, miwa@gc.kobegakuin.ac.jp, susana_y@tamacc.chuo-u.ac.jp, namifukutome@akane.waseda.jp, saraki@st.rim.or.jp

Abstract

1.

Use of language is universal, although languages
around the world are not alike in many respects. Eating and
drinking are universal, although people eat and drink
different materials in different ways, depending on religious
beliefs, ethnicity and culture, counties and regions and so
forth. For a person mostly confined in a particular culinary
tradition and customs, it is often not easy to understand fully
a detailed description of a dish in a foreign country only by
linguistic expositions, especially when such description is
given in a foreign language, but pictures and video clips can
help and if it is OK for the person to try it, eating it is the
most straightforward and easiest way for understanding how
it feels and tastes, although we do not really know whether
how it tastes to us is or is not the same as how it tastes to
others, especially to people who lives in that particular
foreign country.
In this workshop for exchanging gustatory experiences,
we provide the participants with relatively easy-to-handle
snacks with various different feels: some fluffy, some
crunchy and some crispy, for instance. By trying to exchange
in verbal expressions our palatal sensations, visual imagery
and acoustic experiences of eating this and that piece of
snack, we may be able to come to a better understanding of
how we experience eating and how others experience eating
and also how we try to express those experiences in words
and others would try to express the same or similar
experiences with the same or different expressions.
Languages differ, especially at the lexical level of how
sound and meaning are connected, but recent studies on
sound symbolism, naming conventions and ideophones are
making it more and more conceivable that other languages
can be made more readily accessible through such
connections.

本 Organized Session の進行予定

本 organized session はおおむね以下のタイムテー
ブルを目安として進める。本稿執筆時点で開始時刻が
不明であるため、開始時刻を T としてスケジュールの
目安を以下に示す。
T + 0:00-0:05

企画者からの趣旨説明

T + 0:05-0:35

食感のワークショップ

T + 0:35-0:55

招待講演：平松裕子
日光の沿道における言語景観の調査
研究から見える文化交流の可能性と
課題

T + 0:55-1:15

招待講演：森下美和・原田康也
日本人英語学習者は未知の英語の食
感形容詞を理解できるか？

T + 1:15-1:35

一般講演：傅翔・康茗淞・張昭誼・伊
藤篤・平松裕子・原田康也・佐々木陽・
羽多野裕之

観光地における中国語表記の課題
T + 1:35-1:55

一般講演：徳永弘子
家族の食事場面における子供の発話
開始・保持の技法に関する事例分析

T + 1:55-2:15

招待講演：福留奈美
食べ物と食感を表すオノマトペ：食文
化の感覚的共有における役割

T + 2:15-2:30

総合討議：佐良木昌
個別言語間の翻訳ギャップは如何に

Keywords ― Gustatory Experiences / Onomatopoeia
Culinary Linguistics / Language Landscape / Effability /
Linguistic Relativity

克服されるべきか
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1.1. 食感のオノマトペ・ワークショップ
本 organized session の中核となる食感のオノマト

1.5. 全体討論：個別言語間の翻訳ギャップは
如何に克服されるべきか

ペ・ワークショップでは、参加者が「食べて感じて表

招待講演・食感のオノマトペ・ワークショップ・公

現する体験」を共有して言語表現と食文化理解の接点

募発表を踏まえて、個別言語間の翻訳ギャップは如何

を探る。準備と食材の用意のため、事前申し込みを必

に克服されるべきかという観点からコメントと全体討

要とする。定員 30 名として、一般申し込み枠 20 名程

論を行う。ここでは、翻訳に求められるべきこととし

度、オーガナイザ+公募発表関係者 10 名程度で締切予

て、科学的真理と主体的真実・論理的思考と修辞的思

定である。
参加希望の方は event@decode.waseda.ac.jp

考・語るロゴスと訴えるパトスの三軸を基点として検

宛に件名：OS 食感ワークショップ問合せとして氏名・

討を加える。

連絡先等と合わせて連絡されたい。

2.

食文化と言語の固有性・共通性

1.2. 日光の沿道における言語景観の調査研
究から見える文化交流の可能性と課題

食を標榜する飲食店は、その内容と質はひとまず置く

言語景観にはその地域の人々からの訪問者へのメ

として、世界中で話題となっている。一方、2017 年訪

寿司・天ぷら・ラーメンにとどまらず、和食・日本

ッセージが現れる。世界遺産日光の社寺に向かう駅

日外国人観光客累計 2800 万人超え（推計値）が示す

からの道筋にビーコンを設置しアプリを作成する過

ようにインバウンド観光客が増加していることは明ら

程で、コンテンツとして載せる情報の吟味のために

かだが、その興味・関心の中心に食に関する好奇心が

地域からの要望や沿道の英語表示調査を実施した。

あることも明らかである。しかし、日本語を知らない

それらに対する外国人の反応を通して、地元と観光

インバウンド観光客や日本語に十分熟達していない国

客の接点としての言語、文化の伝達に関して、実際

内定住外国人に日本固有の食文化をいかに伝えるかは、

に日光に展開された英語表記の中から考察を行う。

一筋縄ではいかない課題である。
「刺身」を "raw fish"
と英訳していた 1970 年代には raw を uncooked

1.3. 日本人英語学習者は未知の英語の食感
形容詞を理解できるか？

ととらえると調理としての刺身を理解できないという

日本で英語を学んできた大学生は 30 分で 400～500

で伝えるか、伊勢海老を英語でどう表すか、具足煮と

語ほどの作文をまとめる fluency を獲得し、CEFR

いう表現の持つ華やかさをどのように伝えるかなど、

で A2 から B1 レベル相当の習熟度となっても、文脈

一つ一つの料理名の訳出方法にも多くの課題がある。

に応じて適切な名詞・動詞・形容詞・副詞を選択し、

また、素材となっている野菜・肉類・魚介類について

使用することができない。食感に関わる英語の形容詞

は、生物種としてかなり離れていても、食感・食味が

に対する親密度は低くても、文脈の中で適切な形容詞

近いものもあり、科学的・生物学的に厳密に訳すこと

を選ぶことができるかもしれない。ここでは簡単な実

が目的を果たすとは限らない。料理についての補足的

験の結果を紹介する。

な説明の中で、オムレツが「ふわとろ」
、お菓子が「サ

問題があった。
「伊勢海老の具足煮」をどのように英語

クサク・もちもち・ふるふる」
、海老春巻きが「プリプ

1.4. 食べ物と食感を表すオノマトペ：食文化
の感覚的共有における役割

リ」など、食感に関わるオノマトペをどのように伝え

食べ物のおいしさや好みを伝えようとする時、五感

本稿の著者たちは、国内在住外国人・インバウンド

るかも重要な課題である。

でとらえる食べ物の特性を日本語でどう表現するのか。

観光客に観光・防災・生活情報を提供する上で、単に

匂いや風味では比喩表現が多いが、食感では「ふわと

わかりやすいというだけでなく、日本固有の歴史・習

ろ」
「サクサク」等のオノマトペがよく使われる。口触

俗・風習・価値観などの文化的な側面に対する深い理

りや歯ごたえ、咀嚼音等を言語化した食感オノマトペ

解と共感を促すような伝達方法を探求することが、日

は、特定の食べ物と結びつき、体験を通して共有され、

本に対する安心感・信頼感に繋がると考えている。防

他者の感覚を理解する上で重要な役割を持つ。食べ物

災・減災情報の適切な伝達方法を考える上でも、言語

の話題における感覚表現、特にオノマトペの使用に焦

文化背景ならびに個人ごとに異なる感覚をどのように

点を当てる。

言語的に共有するかは重要な検討課題である。
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知科学の原理的な問題意識を踏まえつつ、言語学の分

2.2. 日光の観光開発と食文化の翻訳・通訳可
能性

野で成立しつつある culinary linguistics （料理の言

日光の観光開発と食文化の翻訳・通訳可能性につい

語学）の知見も参照しつつ、認知科学・理論言語学・

ては、口頭発表と合わせてポスター展示とオンライン

語用論・観光情報学・調理学・自然言語処理・日本語

アンケートを実施し、インタラクティブな情報交換の

教育・英語教育の知見を持ち寄りつつ、食文化の固有

きっかけとする。日光の現地調査によると牛丼が "rice

性と共通性からこのような食にまつわる言語表現の翻

on the beef" のように英語としては怪しい表現となっ

訳可能性について議論をすることで、食文化の固有

ていても横に写真があり観光客は気にしている様子は

性・共通性に対する考察を深め、今後の研究交流のき

なく、メニュー翻訳に妙なところがあっても、そこか

っかけとしたい。

ら何かわかれば、それも含め観光を楽しむというとこ

言語による思考の相対性と相互翻訳可能性という認

ろがあった。一方、写真でカバーできない、直接見え

2.1. 食感ワークショップ

ない部分を伝える際にはどう伝えるのかを考える必要

食感のオノマトペ・ワークショップでは食感の異

も感じた。

なる複数の食材（準備の簡素化のため、個別包装の菓

3.

子等）を用意し、参加者を出身地域・研究分野の異な
るメンバーからなる少人数のグループにわけ、実際に

謝辞

本稿の執筆ならびに本 organized session と本ワー

用意した食材を食べながらその食感を言語的に表現し、

クショップの企画と開催に当たって、著者たちは以下

その表現についての意見交換を行う。参加者各自がス

の研究経費等の支援を受けている。

マホ・ノート PC 等を持参の上、リアルタイムでこの

-

科研費基盤研究(C)：課題番号 18K11849『ネット社

やり取りをオンライン入力する。データの利用と公開

会におけるインバウンド観光客・定住者を意識し

にあらかじめ了解を得、学会開催中に部分的な公開を

た文化伝達の言語表現』
（研究代表者：平松裕子）

行い、さらなる意見交換のもととする。

-

食感ワークショップは 2 人以上集まればどこでも実

科研費基盤研究(C)：課題番号 17K02987『高度翻訳
知識に基づく高品質言語サービスの研究』
（研究代

施可能である。3・4 種のせんべいやクッキーを食べ、
その食感にふさわしい表現を探し、隣同士で意見交換

表者：佐良木昌）
-

科研費基盤研究(B)：課題番号 17H02249『ICT によ

する。同じものを食べ、その食感を自分の言葉で表現

る観光資源開発支援：心理学的効果を応用した期

し、他者と交流する中で、他者の感じ方と表現法の違

待感向上』
（研究代表者：伊藤篤）

いを知り、自分の感覚を正確に伝えるために駆使する

-

表現の数々に多くの気づきを得るきっかけとなる。

科研費基盤研究(C)：課題番号 16K02946『英語コミ
ュニケーションにおける統語的プライミングを利

方言や言語や研究背景を異にする参加者であれば誰

用した統語処理の自動化促進』
（研究代表者：森下

でも、言語の研究に携わっていればなおさら、言語の

美和）

構造的な違いや語彙の多少など、多くの気づきが得ら

-

科研費基盤研究(B)：課題番号 15H03226『日本人英

れると予想される。食べ物の食感をきっかけに「感じ

語学習者のインタラクション（相互行為）を通じ

たことを表現する」という行為は、自分の体や心の状

た自律的相互学習プロセス解明』
（研究代表者：原

態（痛みや調子のよさ）
、考えや感想、刺激に対する印

田康也）

象や評価等、
「自分の中にあることを認知し、言語によ
る表現」に意識を向けることにつながるだろう。
本ワークショップはまた、いく種類かの菓子を食べ、
その食感について意見交換をするという作業自体が、
研究背景の異なる参加者が意見交換・情報交換を行う
上でのアイスブレーカーとして極めて有効に機能する
という点も特筆に値する。
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日光の沿道における言語景観の調査研究から見える
文化交流の可能性と課題
Surveys of the Linguistic Landscape in Nikko Main Street for CrossCultural Communication
平松 裕子
Yuko Hiramatsu
中央大学
susana_y@tamacc.chuo-u.ac.jp

Abstract

指す．道路標識，地名標識などの公的表示と，店舗

Nikko, a world heritage site, is a touristic area not very far
from downtown Tokyo and is easy for foreign tourists to visit
from Tokyo. Our research group first developed a smartphone
application for tourists offering touristic information along the
main street from Nikko Station to Shinkyo, the entrance
bridge of the main shrine area. Then we started to customize
those materials into English, Chinese and Thai for foreign
tourists. In the process we learned that it is difficult to explain
Japanese traditional or regional things into English. We thus
initiated a series of surveys on linguistics landscapes in the
area. We discuss the results and additional problems found for
cross-cultural communication.

名，広告などの私的表示に分けられる（バックハウス
2005 [2]）
言語景観は現地の人々から観光客に提示された内容で
ある．実地調査に基づき，観光客がそれらをどう受け
取るか，実際の観光客でなく学内の留学生調査ではあ
るが，日光の沿道に表示された表記への評価を実施
し，外国人観光客と地元のコミュニケーションに関し
て考察を行う．翻訳の精度自体も課題であるが，取り
上げる内容は，観光客の受容する要素，また観光翻訳
における個別性と共通性などを含み，コミュニケーシ

Keywords ― Linguistic Landscape ， cross-cultural
communication， Application， Inbound， Tourist Phobia

ョンの一種として沿道の表記を考察する．以下，2 章
では先行文献，3 章では日光における調査概要及び結

1.

はじめに

果，4 章では結論及び展望に関して述べる．

日本政府観光局（JNTO）の推計によると，4 月の
訪日外客数は前年同月比 12.5%増の 290 万 1 千人で，

2.

4 月として過去最高を記録した．4 月までの累積値は

先行文献

言語景観を考える上で，案内板表示に関しては，2014

前年同期を 140 万人上回る 1，051 万 9 千人（同

年 3 月に国土交通省・環境庁による「観光立国実現に

15.4%増）となった[1]．増加する外国人観光客対応が

向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン

求められる状況下，総務省と観光庁が 2016 年 1 月に

[3]」が公開された．他にも国土交通省による「観光地

発表した「訪日外国人旅行者の国内における受入環境

に関する案内標識の現状と課題[4]」
，
「地名の英語表記

整備に関する現状調査[2]」によれば，
「旅行中困った

方法及び外国人にわかりやすい地図記号について：外

こと」
（複数回答）は「無料公衆無線 LAN 環境」

国人にわかりやすい地図表現検討会報告書[5]」など，

（46.6％）
，
「施設等のスタッフとコミュニケーション

調査及び指針が存在する．上記報告書[5]では具体的に

がとれない（英語が通じない等）
」
（35.7％）
，
「多言語

はローマ字表記に地形・種別 を表す英語(Mt.，River

表示（観光案内板等）
」
（20.2％）
，
「多言語地図，パン

など)を追加する置換方式が基本として示されている．

フレットの入手場所が少ない」
（18.8％）となってお

ただし，日本人が置換方式の英語から元の日本語の地

り，複数項目で翻訳関連が課題とされている．

名を認識することが困難な場合，たとえば荒川

翻訳が課題とされる場面は多岐に及ぶが，本講演で

(Arakawa)は “Ara River”でなく， “Arakawa River”

は，外国人観光客が観光地を訪問して歩く際に目にす

とするとなっている．しかし，どこまでが置き換え可能

る外国語表記の現状について、世界遺産日光の社寺に

か．その判断は実際は難しく，統一されているとは言い

至る JR 日光駅から神橋までの１km の沿道の言語景

難い．自治体によるガイドラインもあるが，自治体レベ

観を一例として検討していく．
「言語景観」とは，道

ルでも地域の実情や変化する人の感覚に対応した統一

路標識，広告看板，店舗名などにみられる書き言葉を

は難しい．
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名詞中心の案内板のみでなく広く観光英語に関して

在する．前出の報告書にあるガイドライン [5]でも地域

は「観光英語についての一考察 : 観光英語とは[6]」
（金

性に配慮する余地に言及があり，一律に決めにくい部

川， 2008 年）があり，観光英語を「
『衣・食・住』と

分を含む．

いった生活習慣の違いに現れる文化の違いに着目し，

・日本的な食べ物または店固有の商品の記載

それぞれの独自性を尊重しながら差異を伝え合うこと

沿道には和食や和菓子など日本の食材を扱う店舗が

を目標として使う英語」と定義している．
「衣・食・住」

多い．一般的な名称の翻訳にも複数ある上に，その店舗

を観光客に当てはめた場合，特に「食」は観光先で必ず

独特の商品名が存在する．名前と内容の関係をどう記

触れるもので，日帰りでさえ無視できない要素である．

載するのか．地域固有のものをどう翻訳するかという

この部分に関して，本稿でも調査時に積極的に取り上

点に加え，日々新しいネーミングで消費者に新しい商

げたい．
「観光と異文化間コミュニケーション : 創造的

品を展開する店舗では翻訳に手が回らない場合もある．

翻訳への理論[7]」(竹鼻， 戸塚 2009 年)では，
「言語を

材料を料理名にするのではなく，それがどのように見

構成するすべての領域において変数，すなわち調整を

えるのか，
「見立て」の名付けを行う日本流のネーミン

必要とする異質性が作用する」とし，言語の多次元的構

グも課題となる．直訳では外国人に理解し難い場合も

造を念頭において実際の異文化間コミュニケーション

ある．例えば，和菓子の練り切りには形状によって様々

の現場で創造的翻訳を行うことの重要性に言及してい

な名前がつく．見立てによる和菓子の命名を一般化す

る．

るだけでよいのかという課題もある．

以上のように，先行文献では，固有名詞の扱いか

・文化的な事物，建物の説明文

ら，文化的な対象の翻訳の際の創造的システムまで，

正確な翻訳だけで外国人観光客の理解を促せるとは

幅広い実証的な研究が行われている．しかし，前出の

限らない．たとえば「1600 年に」と言った時に日本人

外国人観光客の困りごとにみられるように未だに課題

が想起する背景を外国人が想起するとは考えにくい．

は多い．その原因としてはさまざまな要素が考えられ

今後ますます機械翻訳の精度が向上すると予想され

る．表示設置者は国，自治体，法人，個人と多岐に渡

るが，正しいというだけで外国人観光客に役に立つ翻

り，ガイドラインの周知が難しいこと，一旦表示した

訳となるかという点は疑問が残る．我々の調査動機は

掲示物に関しては，管理が行き届かない場合もあり，

スマートフォンアプリへの実装とであった．コンテン

誤表記を含むものであっても所有者に無断での対応は

ツに合わせてこのような固有名詞の扱いから文化財の

し難いなど実際的な部分も大きい．

翻訳までを扱わざるを得ない．これは困難を伴う一方
で，統一した表記を実施するプラットフォームを持て

3.

日光における調査概要及び調査結果

る機会でもある．外国人と地元の人々のコミュニケー

3.1 日光における調査に至る経緯

ションに役立つコンテンツとするためにガイドライン

2014 年から 2017 年にかけての総務省戦略的情報通

に基づいた基本的な英語表現の統一に加え，地域の事

信研究開発推進事業(SCOPE)における研究の中で，宇

情などに配慮した調整を加える調整を行うために現状

都宮大学と中央大学の研究者は「日光仮面ナビ」という

調査を実施した．なお，以下の 2017 年の調査およびそ

アプリケーション（以下，アプリ）を作成した[8-14]．

の結果に関しては，電子情報通信学会(2018.3)における

2017 年 12 月には 33 カ国の観光客のインストールが

発表[15]を元に改稿した．

り，全体の約半数が外国人観光客の使用であった．アプ
リは日本語の他，英語，中国語（繁体）
，タイ語に対応

3.2 2017 年度日光言語景観調査

しているが，この翻訳過程で幾つかの課題が見つかっ

3.2.1 調査概要

た．

調査目的：世界遺産日光の社寺に向かう沿道に展開さ

•地名

れている観光客向け英語表記を調査し，現状及び課題

固有名詞の英語表記に関しては日本語の発音そのも

を把握する．

のをアルファベットで表記する，英語に翻訳する，部分

調査期間：2017 年 12 月 3，4 日

的に英語翻訳する場合がある．加えて語順も関わり，た

調査員人数：4 名

とえば「中禅寺湖」には，Lake Chuzenji， Chuzeniji

調査内容：2 人１組で以下の事項を調査する．

Lake， Lake Chuzenjiko. Chuzenjiko という表記が存

(1) 沿道に展開されている英語表記及びそれに対応す
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る日本語表記を記録用紙に転記，写真撮影する．絵や記
号なども写真を撮る．部分的な英語表示の場合，日本語
に対応している部分のみでなく，英語に翻訳されてい
ない部分も転記する．
(2) 沿道の店舗においてヒアリングを実施する．
（外国
人観光客の増加における課題及びそれに対する対応）
調査範囲：JR 日光駅から神橋に至る道（約 1km）
，ま
た沿道の店舗入り口（図 1 参照）
図 3 避難案内図のそばにある避難経路案内図
沿道に図 2 のような看板が設置されている．
「Evacuation Area MAP 避難場所案内/ Shelter 避難
所/ Nikko Gymnasium 日光体育館/ Flood 洪水・内水
氾濫/ Debris flow 土石流」など併記記載がある．他
に韓国語，中国語表記があった．また避難場所以外のマ
ナーに関する注意事項なども書き込まれており，記載
は細かく，避難時に見ただけで把握できるか疑問が残
図 1 調査範囲（国道 119 号沿線，JR 日光駅から神橋

る．図 2 の避難場所案内の隣には，図 3 のような避難

間 黄色部分の沿道）Google map より

経路案内の掲示もあった．避難経路が示されているが，
地図には目印となる店舗などの記載はない．

3.2.2 調査結果

実際に地図にある避難場所に向かったところ，曲が

(1)内容による分類

り角に表示はなく， たどり着くのが困難であった．加

部分重複を含む 115 枚写真を撮影し，その結果を国

えて体育館には，
「日光 体育館」という日本語表記しか

土交通省・観光庁「多言語対応の改善・強化のためのガ

なかった．

イドライン[16]」の分類を参考に以下のように整理し



た．

臨時の変更
沿道のバス停にかかっていた案内のプレート「日光

（タイプＡ）禁止注意・緊急対応を促す

消防団通常点検（分列行進パレード）交通規制時路線バ

立入禁止，危険/禁煙，飲食禁止/非常時等の情報提供

ス迂回経路略図」の掲示は，迂回運行該当便の日時，停



車しない停留場の情報はすべて日本語であった．

避難経路



工事中
調査実施時に１箇所道路工事があったが，
「工事中」

と記載された大きな日本語表記の看板があるが，英語
表記はなかった．


禁止事項表示
図 2 の右下の四角内は日本語のみマナー表示．また

バスに関しては，複雑な路線に対応できるよう，どちら
方面行きという表示など英訳を実施し，ナンバーと併
記するなど整理がなされているが，バスターミナルに
大きく記載してある「二千円札，五千円札，一万円札は
車内で両替できません．
」の看板には英訳はなかった．
図 2 沿道に掲示された避難所案内図

（タイプＢ）名称・案内・誘導・位置・金額
バス路線図，停車駅案内/施設名称表示/店舗による
おすすめ商品情報/開店（閉店）情報
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路線図など英語表記の図があった．周遊券に関して

た 3 店舗の店主からは，外国人観光客の購入増加に言

も英語の看板が設置されている．しかし，表記の固有名

及があった．

詞の表記は長音の扱い，温泉/ ＊＊ Onsen， ＊＊

（タイプＣ）展示物等の理解のための文章解説

Hot spring など英語に翻訳するかという部分は日本語

展示物の作品・テーマ解説

発音を生かす表記がメインであったものの一部に不統



一が見られた．


展示物
公衆トイレの隣に展示のある町内の神輿に関する展

施設名称

示，沿道に１箇所立て札とともにあった私設の昔の通

施設，店舗の名称に関しては，6 代 7 代続く老舗の場

りの情報に関しては，墨の筆書きで日本語表示のみで

合，名称自体が英語表記になっているところはなかっ

あった．

た．新しい店舗では英語表記を入れた店舗もある．ただ



寺院

し，何を販売しているのかは観光客が目視でわかるの

寺の由来などの説明文に関しては英語での説明の寺

で，700m 圏内に 6 店舗が存在する羊羹中心の和菓子店

院がある一方，全く英語表示のない寺院もあった．これ

など同じ商品販売を行っている店舗以外は名称がなく

は，外国人観光客の受け入れの姿勢の相違を反映する

とも目的の１店にたどり着けるだろう．一方，老舗の場

部分もある．全く英語表記のない寺院にヒアリングし

合，店名は漢字記載の場合ふりがなはなく，外国人はも

たところ，地域の日本人のための寺院であって，外国人

ちろん若年層も読めない可能性がある．なお，開店時間

観光客にはむしろ訪問して欲しくないとのことであっ

の明示記載がある店舗は少なかった．ただし，
「営業中」

た．一方，英語表記のある寺院からは，外国人でも日本

という札による表示， または全てではないが， “We

人でも皆に訪れて欲しいとの話があった．

are opened.”
， “ We are closed.”という表記で，
今営業中か否かという表示が多くあった．日本流に暖

(2)調査結果より:課題があると思われる表記例

簾が外にかけられているイコール営業中というだけの



店舗もあった．


スペルミス
red been（小豆）
，aria（地域）
，fruts juice（フル

ATM

ーツジュース）他


「ATM」という表示はあるが，すべての ATM に英語表

ローマ字表記の不統一

記があるわけではない．駅に設置された

•長音の処理：BOKUJOU， SENJOGAHARA， OKUHOSOO，

“International”と記載された ATM は，英語で最後ま

Nikkō (下線は筆者.大文字小文字の使用は表示通り)

で操作可能であったが，コンビニエンスストアの ATM

•華厳の滝:Kegon falls， Kegon Waterfall， Kegon no

は「開始」というのが画面上の最初のボタンで英語未対

taki

応であった．





•（単語）牛丼/ Rice on beef meat

自動販売機
日本語表示のみ．ただし，実物の展示に加え，暖かな

誤訳

•（文）＊＊バスの乗車券ではご乗車できませんので，

ものは炎の背景になっている．

ご注意ください．/ Because I cannot take it with a



ticket of ＊＊ bus， please be careful.（ ＊＊に

店頭の案内及びメニュー・商品表示
店頭の案内及びメニュー・商品表示に関しては，日本

は固有名詞，長文からの抜きだしでなく上記が全文：筆

語のみ，英語がある店舗，日本語が中心となっているが

者）

部分的に英語表記の店舗があった．一部のみ英語とい



う場合は，英語に訳しやすい商品は英語に直してある

•ビール（中瓶）/ Beer ￥690，プレミアム生（小瓶）

が，日本語の食材や料理名に関しては，英訳なしで通

不完全な英訳
/ Premium beer ￥500

す，または，ビールには “Beer”と記載があるが，和

→英語には「小瓶」にあたる単語が欠如している．

食膳に関しては，写真を掲載し，本来英訳がある部分に

•焼きそば（普通盛り）￥500， 焼きそば（大盛り）

は， “à la carte”と記載したものもあった．自動翻

￥600/ Yakisoba ￥600

訳にかけたと思われる意味がとれない掲示，誤訳やス

→英語表示は大盛りの金額のみ

ペルミスも含んだ商品説明も複数あった．酒の具体的

•駐車場：＊＊ 駐車場 P24h 2 時間/100 円， 入場 30

名称の張り出しは日本語であった．なお，調査に協力し

分以内は無料/ ＊＊ parking lots

267

2018年度日本認知科学会第35回大会

OS09-2

→P24h ＊＊ parking lots 以外の情報は日本語のみ
以上のように，日光の沿道に展開された英語表記に
関しては，
1km の表通りの沿道には，
改善の余地がある．

Tosyogu
東照宮
shrine
Shinkyo
神橋
bridge

ただし，外国人観光客から苦情を受けたという話はヒ
アリング中にはなかった．

酒屋・・英語表記なし・明治からの古い看板あり
英語による店頭の商品説明
は
⽤
リ
15 ⽺
⽺羹 sweet bean jellyではない
⾖
24
を
14
⼩⼩⾖
使⽤したゼー状の新商品
18
13
（命名は地名）
19
22

12
16

11
23

10

20 9

17

(3)翻訳アプリの翻訳
店舗ヒアリングの際に，外国人観光客が使用し，店主
が勧められたアプリ“Shoo Trans”の紹介があった．46
ヶ国語対応でカメラ撮影から自動翻訳する. その翻訳

25

8

酒屋・・英語表記
7
6
英語による店頭の商品説明誤訳
語
5
東武日光駅
Nikko
21 4
そばちょこ誤訳
1
2 併記
英語メニュー英語⽇
け 3 ⽇本
称station
外国⼈⼈向パイ菓⼦⼦（名なし）
駅の構内の英語表⽰
け
⽰
外国⼈⼈向の宿泊施設（ ※）

図 4 沿道商店の英語記載状況比較図

例を以下に示す．これはリアルに展開される沿道の言
語景観ではないが，実際に外国人観光客が沿道で使用
していた翻訳ということで取り上げる．

神橋近くの伝統的店舗では，増加する外国人観光客に
無関心であるのではなく，その対応に苦心している．

店舗に掲示のされた手書き文字：天使のスイーツセ

2017 年に図 4 のようなポスターを作成し，店頭に掲示

ット・・特別なお芋，紅天使を冷やし，濃厚でクリーミ

を始めた．その結果，今まで外を通り過ぎていった外国

ーなスイーツの様なヨーグルトにくだものを添えまし

人が店に入ってくれることが多くなったと商店会会長

た．（ドリンクはコーヒーまたは紅茶が付くセットで

からのコメントがあった．

す．
）★1 日限定 20 セット
→アプリ読み取りの日本語： ：使のスイートセッ
ト，特別なお芋，紅天使 冷やし濃厚でクリーミな ス
イーツの様な 3-711 トに くだものをそえした
→アプリ英訳：：Used sweets set，special potato，
red angel Chilled 3~711 like fresh creamy sweets
(Drinks are served) 7 sets of tea is limited with
one day) 20 sets CLOVE
手書きの文章の読み取りは不十分で，英語への翻訳
にも，意味がわからない部分があるだけでなく，限定セ
ット数に誤りがみられた．ただし，それはこの店舗では
図 5 商店店頭に掲示されたポスター（鉢石会）

問題とされず，外国人観光客はこのアプリを使用し内
容を想像して注文をしたということであった．

3.2.3 調査結果から見られる課題
2017 年の調査の結果をまとめる中で，特に現地の関

(4)地域による対応の相違
JR 日光駅から神橋に至る道の中では，図 4 左側の神

係者へのヒアリングから得られた情報はいくつかの課

橋に近い商店の方が，駅周辺より歴史的には古い．明治

題，そして疑問を我々に投げかけた．

時代以前からの店もあり，したがって店名も日本語の

禁止注意・緊急対応を促すタイプ A においては，特

筆による文字表記など外国人には馴染みのないものが

に改善の余地がある．英語表記のないものや誘導情報

多い．商品に対するこだわりもあり，多言語表記はこれ

が不十分なものがあり，すぐに対応が必要であると考

まであまりなかった．一方駅周辺の新しい店舗では酒

えられる．

屋/ Liquor shop と英語の表記が付されている店舗，
また店舗名自体をアルファベット記載した店もある．

タイプＢの名称・案内・誘導・位置・金額の中では公
共交通機関の英語表記（特にバス）に関しては正確な翻
訳に課題がある．その一方で食堂や店舗の表示に関し
ては，不完全・誤訳であっても観光客は必ずしも不満と
は限らないという店主からの話があった（誤訳がある
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こと自体に店主は気づいておらず，その商品を外国人

可能性がある．対象へ反復接触することで流暢性が高

は購入している）
．この状況をどう捉えるべきなのか．

まり，その対象を好意的に捉えるようになる(Zajonc，

改善の優先順位として，タイプ A が第１に来ることは

1968[17]) 効果である．留学生は日常生活の中で鉄道

いうまでもないが，店舗の表示に関しては外国人観光

の駅の切符購入機を使用し，都内でも共有の画面であ

客はどのような捉え方をしているのだろうか．

り，この表示に馴染みが深い．したがって，この結果は

また，文化的相違を持つものの名称として「蕎麦猪

他の日光にある表示とは区別して考えるべきかと考え

口」が「Green tea Cup」という記載とともに店頭に置

られる．一方で，バスの経路に関してアルファベットの

かれていたが，どう表現するのが良いかという点も引

地名表記，英語の記載のある案内図に関しては，40 人

き続き検討課題である．店主や現地の人へのヒアリン

中 39 人が「役に立つ」と回答しているのに，
「わかり

グだけでなく，外国人への調査の必要性を再確認した．

やすい」は 28 人にとどまった．英語表記自体には間違
いはないが，現在地点の表記はなく，ナンバーの記載が

3.3 2018 年度 留学生による評価調査

多くあるがその意味がわからない．したがって満足度

3.3.1 調査概要

は 3 段階中平均で 2.45 と高くはなかった．同じように

2017 年の調査結果を踏まえ，外国人観光客に対する

歩行者に主要地への距離を掲示した看板に関しても誤

調査を行いたいと考えたが，日光で実際の店舗や路上

りはないものの，ここから何キロと言われてもよく分

で，そこの記載されたものに対する評価を求めること

からないというコメントもあり，評価は高くなかった．

は難しい．特に店舗前での評価は店舗への配慮が必要

その一方で，誤訳が多く，自由記載の中で誤訳を指摘

である．したがって，まず学内の留学生を対象に英語表

し，英文への修正を行っている回答者もあるのに，全体

記に関して評価を依頼した．

的な満足度は 2.63 とバスの経路表示等を上回る評価を

調査期間：2018 年 5 月 23〜29 日 調査員：4 名

得た看板もあった． “been” (bean)， “aria” (area)をは

調査方法：中央大学内留学生交流スペースにおいて，１

じめスペルミス，不自然な区切りや文法的な誤りが１

調査 30 分程度で 2017 年調査時撮影の写真より抜粋し

つの掲示に多数含まれているにもかかわらず，満足度

た 30 枚の写真の評価を促した．日光観光を想定し，沿

が高いだけでなく「わかりやすい」とされた．わかりや

道の地図やイラストを見せたのち，この地域に観光で

すくはないが満足という回答ではなく，この満足度と

来訪した際の表示としてそれぞれの写真を満足度

わかりやすさ評価は r=0.675 と，相関が認められた．

（satisfied ）
・役立つか(useful)・理解しやすいか(easy

わかりやすさとはなんだろうか．この掲示物は絵（写

to understand)・興味をもったか(interest)の 4 点で評

真）やともに中身の説明のある食物の翻訳であった．ま

価した．

た図 5 にある商店会の８ヶ国語の「ようこそ」掲示は

調査対象者：中央大学留学生

全体で２位の評価（満足度２.78）であり，商店主の言
葉を裏付ける結果となった．

3.2.2 調査結果

なお，
「フロント 2 階/Front 2nd Floor」に関しては

回答者数 : 40

自国ではそう言わないというコメントが１人（フラン

回答者国籍 :15 カ国 (韓国 10，アメリカ 5，フランス

ス人），また自由記載としては，「In restaurant，

5，中国 4，ミャンマー3，オーストラリア 2，マレーシ

sometimes it has English words like "drink" or

ア 2，シンガポール 2，ベルギー，台湾，スウェーデン，

"dessert" but the main content is all in Japanese.

ドイツ，インドネシア，スイス各 1)

Would love to see some change! 」という記載もあり，

全体的な満足度に関する評価上位は大きく２種に分

和食の英訳をはじめ，食事の英語翻訳に関しては不十

かれる．１つは誤訳を含まない正確な翻訳，もう一方は

分であるという指摘があった．正確な英語ではなくと

誤訳やスペルミスがあっても写真や絵,あるいはピクト

も推測できるものでも欲しいという内容の指摘があり，

グラムを交えた複数手段で１つのことを説明している

絵文字，イラスト入りを歓迎するコメントもあった．他

表示である．なお，駅の構内の切符購入画面，案内所な

には「英語が読めない外国人もいる．
」という自由記載

ど駅の構内の表示は，全員が役にたつ，わかりやすいと

（日本語）もあり，留学生には，英語表記の他，わかり

回答し，満足度が最も高かった．ただし，JR 日光駅内

やすい日本語使用に関して検討の余地がある．

のキッブ購入画面に関しては，単純接触効果が働いた
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結論及び展望

結果かと推測される．では，蕎麦猪口のような日本固有

4.1 標準化と新奇性

のものをどう訳せばよいのか．認知度向上による和名

観光旅行という場では日常と非日常が交差する．旅

の表記の一般化もある．松川誠二氏によると，オックス

行をしたいという欲求自体は新奇性欲求（佐々木，

フォード英語辞典（The Oxford English Dictionary オ

2000[18]）と言われ，非日常体験を目指す人の行動とさ

ンライン版）に Adzuki， tofu， sushi， tempura，

れる．しかし，実際に地域に身を置く場合，その地域で

teriyaki ， yakitori ，soba，udon ，ramen に続き

一般的に展開される情報の取得も必要となる．禁止事

“yakisoba”が掲載されたとのことである[19]．和食が世

項，また日常とは言えないがいつでも備えとして必要

界遺産に登録され外国人観光客も増加する中，日本語

な避難情報，これらは正確にしておく必要がある．3 章

本来の発音を残す名称表記は拡大が予想される．しか

の分類で言えばタイプ A に多くこの情報がある．調査

し，現状は，蕎麦猪口はこの範疇にはいたっていない．

結果を見てもこの情報の中の特に自治体や公共機関の

それでも，たとえば，以下のような理解への１歩を作る

情報は不足があり，正確かつわかりやすい内容か再点

ことも考えられる．蕎麦猪口と同じようなサイズで同

検の必要がある．タイプ B に関しても，規定する内容

じような形の食器は西洋にもある．具体的には北欧の

の場合，直訳として正しいということだけでなく，文化

HELBAK フリーカップが直径 7cm で形も蕎麦猪口と

的相違にも考慮した正確な翻訳の必要な部分もある．

同じである．他にもこの直径のコップは世界中にある

今回の沿道の調査では出てこなかったが，たとえば，乗

と言われている（NHK 美の壺 file154 [20]）. 用

り物などで「◯歳以上は乗車可能」
，
「◯歳以下は無料」

途は異なるが，手に取るもののサイズとして日本以外

というような表記の場合，そこに記載された数値を含

でも製作されるものである．コップとしてみた場合，

むのか，以下と未満を英語で正しく表現しているのか

Green tea を入れることもあり得るし，bowl なら，そ

なども再考が必要である．他には，国によっては階数の

ばつゆ以外を入れて小鉢としての使用もあり得る．そ

表記など日本語とは異なる場合もあるが，この場合は，

の中で日本的なそばつゆを入れる蕎麦猪口の使用方法

たとえばエレベータの表示は日本では日本流に地上階

もある．言葉による規定からではなく，実物からそれぞ

は１階から始まっているため，また英語圏で日本と同

れの言語表現を，そしてそこからコミュニケーション

じ数え方をする国もあり，日本流の表記に関する説明

ができる環境を提供できないだろうか．

という扱いが適当である．

新奇性の追求というが，未知のものに遭遇した場合，

次に，新奇性を楽しむ旅行においては，我々の調査結

人は必ずしも良い印象を持たない．不安を抱くことも

果では，料理のように文字情報に加えて，写真による説

ある．今までに全く体験したことがない知らないこと

明，実際に食べてみることができる状況下では，観光客

であるよりむしろ，今までの体験から推し量れる部分

は英語の誤訳には寛容に見える．少しわかること，現地

があり，その部分と実際に Gap が生じた場合に，その

の人が観光客に向けて理解してほしいと写真や矢印，

違いを楽しむということがある．今回の調査研究以前

文字を使って説明を試みていることを現状では評価す

のクイズアプリ作成時にも被験者の反応は全くの新し

る傾向が見える．これは今後ベジタリアン，特にビーガ

い事柄より，自分が知っていると思っている部分があ

ンの場合，またハラールなど食事に関して正確な情報

り，それと比較して意外に思った点への評価が高かっ

を必要とする場合には変わってくる可能性もある．食

た[14]. 自らの体験内にある事物と観光地での体験の

物アレルギーを持つ人に対応したアレルゲン表示も同

Gap を楽しむという形での，その土地の独自性の体験

様に正確に記載することが必要である．また，食べると

がある．たとえば，それをよく表すものにベルリン使節

いう行為から一歩進んでそれを作るレシピとなると正

団が文京区に贈った「アンペルマンの信号」が挙げられ

確性を求められるようになる．

るだろう[21]．旧東ドイツの歩行者用信号で，今はベル

その土地固有のものの翻訳に関しては今後の考慮点

リンの歩行者信号機に使用されるだけでなく，女性バ

である．たとえば，前出のように日本語の「そばちょこ」

ージョンが出来たり，ショップで土産品になったりし

という表記に 「Green tea cup」という訳語をつけて

ている．この歩行者のデザインは一般的に使用される

店頭においた店舗があった．これは一種の誤訳である

赤と緑で人間が止まる姿と歩く姿を表したピクトグラ

が，
「そば」
，
「ちょこ」
，そしてそばつゆを入れ，それに

ムに近いものだが，帽子を被った姿はユニークであり

そばをつけて食べるというのを説明する手間を厭うた

可愛らしいと言われる．独自性を感じるためには，観光
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客側にもそれと比較できる程度の共通する土台は必要

このような旅行の際の情報の流れの変化は，言語景

なのではないだろうか．
「新奇性」と「親近性」に関し

観にも及んでいる．写真撮影から翻訳ができる機能を

ては，観光ではないが，子どもに関して「
『新奇性』と

持つアプリの登場によって，外国人観光客用に多言語

『親近性』の軸から–子どもとロボットの関係性を捉え

とされていない場合でも，自動的に自国語翻訳するこ

る–」(高橋ら，2012)[22]の中で新奇性は接触後短期的

とが可能になった．現地からの意思表示としての言語

に減衰するが，接触を重ねると親近性が高まり，それが

景観はここに崩れる．現地の人が観光客に向けて発信

長期的に持続していくという実証結果が示されている．

していない言葉も翻訳ができるようになる．英語で説

Fantz R (1958)[23]，Hunter M ら (1988)[24]にあるよ

明のある寺院だけでなく英語のない寺院でもアプリで

うに新奇性にもとづく興味は， その対象と繰り返し接

写真撮影を行えば情報は自国語に変換される．現状で

触することで減衰していく. それに対して親近性にも

はその変換は正確とは言えない点も誤解を生む可能性

とづく興味は，対象と繰り返し接触することで逆に強

を孕む．
観光情報は旅に出る前の web 情報収集にとどまらず，

まる傾向がある．繰り返し接触するというのとは同義
ではないが，自国において，既知である部分への親近性

現地に着いた後もスマートフォンを媒介とした観光客

と他国らしい応用から知る新奇性は関係性を構築する

主体の情報収集が続く．以前は地元で実際に尋ねた事

のに役に立つ可能性はある．

項も今は場合によってはスマートフォンからの情報で

外国人観光客に日本固有のもの，文化的要素を含む

事足りる．また質問できる人を探す外国人に対応でき

ものを表示する場合，言語対応に加え，このような心理

る現地の人もスマートフォンを覗き込む外国人観光客

面を考慮した要素をどう盛り込むことができるかを言

には話しかけづらい．このような観光客中心の観光は

語景観を我々の当初の具体的手段であるスマートフォ

場合によっては，実際的な文化や交通渋滞に加え

ンアプリにどう反映させるかも検討したい．

Tourist Phobia の一因ともなり得る．スマートフォン
使用による新たな観光の際のコミュニケーションの課

4.2 言語景観の質的転換とコミュニケーションにお

題ともなり得る．

ける課題
4.3 展望

スマホトラベラーが増加している．2015 年トリップ
アドバイザー調査によると旅行者の 4 割が旅先でスマ

実際に沿道に掲示された表記にはそれぞれの作者，

ートフォンなどモバイル端末を使う[25]．使用場面に

所有者の意図があり，一方的な表記の統一は難しい．英

ついて聞いたところ，
「レストランを探す」
（72％）
，
「旅

語の表記が未だ充分でない現時点では，雛形を示すこ

行中にやりたいことを探す」
（67％）
，
「他の旅行者の口

とで，英語の表記方法に一定の方法を示すことは可能

コミを読む」
（64％）
，
「ホテルを探す」
（50％）
，
「レスト

である部分もあるが，統一は難しい．観光においてもス

ランを予約する」
（46％）と回答した．旅をより充実さ

マートフォンには功罪あるが，開発展開関係者として

せるための情報収集にスマートフォンを駆使している

は利点も生かしたい．スマートフォンアプリの中にお

人々の姿がうかがえる．

いて同じ形式の補足情報を加えることは可能である．

従来は，ガイドブックを見る，あるいは，現地の人に

店頭に張り出されたメニューに関しては，和名に加え

実際に尋ねるという行為によって得られた情報を今は

材料への言及，ハラール対応などはスマートフォンで

スマートフォンの旅行系 SNS から得る．これはどのよ

は可能である．季節の和菓子の名前はそのままでそこ

うなことを意味するだろうか．

に短く主材料を記載する．よりわかりやすい情報提供

一部の識者の著作による本から，あるいは現地の

をスマートフォンを使用することで提供することが可

人々から観光客に示された情報の多くが観光客同士の

能である．また，特に緊急情報に関しては避難所の情報

情報交換に変わっていく．現地で絵葉書から自撮りの

を地図や方向とともに表せる．言語景観の補完ができ

写真による観光地からの便り，アプリによる道案内は

る可能性は高い．また，バス情報に関しては現状の掲示

観光客には便利であるが，従来の現地優位の情報展開

はわかりにくいという評価があるが，位置情報に合わ

ではない．観光地でも訪問客自身が中心となって動く

せた掲示することで情報の整理が可能になる．実際の

ことが可能になった．現地の人が訪れて欲しいと思っ

言語景観から得られる情報をスマートフォンアプリ使

たところに観光客が行くとは限らない．

用により，精度を上げることができる．
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一方で，これだけでは現地の人々と観光客のコミュ
ニケーションには役立たない．その点においては非日
常としての魅力や現地の人と触れ合う第１歩としての
スマートフォン利用を考えたい．全てをスマートフォ
ンの中に完結させるのでない観光としての魅力をスマ
ートフォンアプリから発信する可能性を探る．観光旅
行者に情報を多岐にわたって流すのでなく，現地の人，
その地の文化をどう伝えるかわからないあるいは不思
議だと思えるような要素を考えたい．言語景観それ自
体に関する調査研究を進めることに加え，スムーズな
情報伝達だけを目的にせず，時にはわからない点を作
る，具体的には注目点を作るまでにする部分を現地の
協力のもとでアプリに入れ込みたいと考えている．
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日本人英語学習者は未知の英語の食感形容詞を理解できるか？
Can Japanese Learners of English as a Foreign Language
Guess Which Unknown Ideophones to Choose?
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Abstract

論的・社会言語学的な理解を持つことももちろん重要

Learning a foreign language consists surprisingly a lot
of learning new words. It is often argued that you have to
have acquired something like 8,000 words to be fluent in
English, but most Japanese learners of English have learned
at most 2,000 or 3,000 words when they enter college, most
of which are forgotten rather quickly. Part of this difficulty is
due in part that in English, spelling and pronunciation do not
correspond one to one and at least at the initial stages of
learning, correspondence between sound and meaning is
“arbitrary.” Or is it?
In this study, we are interested to see if certain
“universal” connection between sound and meaning studied
under such terms as “sound symbolisms” might help learners
of language acquire new vocabulary. In the pilot study we
conducted, 25 fourth-year students at a private university in
Hyogo Prefecture, who had spent a semester outside Japan,
were asked about 10 adjectives such as chewy, sticky, gooey
and so on if they (1) know and understand the meaning of
the words or (2) recognize the words but are not sure of their
meanings or (3) vaguely recognize the words but do not
know their meanings or (4) do not recognize the words at all.
Then they were asked to choose one out of two adjectives
that they think goes better with a noun, such as { sticky /
mushy } and soup. 18 out of 25 students surveyed, or 72%
which is much greater than chance, responded that brittle
goes better than gooey with French fries, which is interesting
as all had responded that they had never seen nor knew the
meaning of those two adjectives, with the average familiarity
score of 1.5.
A slightly different survey was conducted with 67
students studying at the same university, who were asked to
tell their familiarity with 22 ideophonic verbs and choose
one out of three items that goes best in the given context.
The results suggest that the students are not simply making
random choices, even when they do not know the words that
they are asked to choose from.

であるが、多くの語彙を覚えることが外国語学習の基

Keywords ― Onomatopoeia, Ideophone, Japanese
Learners of English as a Foreign Language

文字でつづられる単音節の単語について、本来的な用

本となることもまた避けがたい事実である。英語で母
語話者や熟達した英語学習者と支障なくコミュニケー
ションできるためには、ざっくりと 8,000 語の語彙の
獲得が必要であるとさまざまな研究者・団体等が提言
している。
英語の単語では発音と綴りの関係が 1 対 1 とは程遠
く、多くの例外も含めて極めて複雑な関係となってい
ることが語彙学習上の障害となる。ソシュール言語学
以来の科学的な言語学のアプローチで当然の前提とし
てきた言語記号の恣意性、つまりある言語における単
語に伴う音と意味との間には何ら必然的・有縁的関係
が存在しないとすれば、英語の語彙の学習は無意味つ
づりの記銘よりもさらに高度な記憶課題となることが
明らかである。実際には、ある程度の基本的な語彙を
身に付けると、反対語・類義語・同義語・派生語など
意味的な関係のある語彙の記憶には合理化の余地があ
り、発音と綴りの関係についても、さまざまな例外は
あるものの一定の関係性を見出すことも不可能ではな
いため、すべての単語について無意味つづりの記銘と
同様の負荷があるわけではないが、学習の初期の段階
において知らない単語の意味を予測することは原理的
に不可能であり、したがってそもそも知らない単語の
意味は分からなくて当然ということになる。
単語の派生と品詞の転用によって、英語の基本語彙
を出発点として関連する語彙に対する理解を深めるこ
とが可能である。例えば act というアルファベット 3
法での品詞と意味は「動作する」という動詞であって
も「立法」や「行為」を意味する名詞としての使用も

1.

はじめに

見られる。act  active  activate という動詞から形

外国語を学習し運用できるようになるためには、正

容詞を経てさらに動詞に至るという派生の過程も見ら

確な発音と抑揚を覚え、文法に従って外国語を理解・

れる。active からは inactive という反対語を得るこ

産出する技能を身に付け、適切な表現を選択する語用

とができる。あるいは act  enact  enactment と
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いう名詞から動詞を経て名詞に至るという派生過程も

とができるかもしれない。

見られる。act という動詞から action という名詞を得

ここでは、簡単なパイロット調査の結果を紹介する。

てこれを動詞に転用するのも英語の特徴の一つの表れ

2.

である。しかし、基本的な名詞・動詞からこのように

食感オノマトペ調査（調査 1）

多様な派生語が直ちに得られ、あるいは様々な転用が

さまざまな食品の食感を表す形容詞について、大学

見られるということは、基本的な名詞・動詞にさまざ

4 年生 25 名を対象に次の調査を行った。調査は 2 段階

まな意味・用法がからまり、その多様な意味をもれな

に分かれ、前半の 10 問では、食品の食感を表す形容詞

く理解し、適切に使用できるようになるためには、単

について、どの程度知っているかを 4 段階（4：知って

音節の発音とアルファベット 3 文字の綴りを覚えるこ

いて意味が分かる、3：見たことがあるが意味は自信が

とに比して多大な学習時間と英語の使用経験が必要と

ない、2：見たことがあるが意味は全く分からない、1：

なることも含意している。英語では基本動詞と（副詞

見たこともなくて全然知らない）で回答してもらった。

的用法の）前置詞の組み合わせによって幅広い意味が

表 1 に、各形容詞の代表的な意味（調査では提示して

表されることはよく知られているが、外国人英語学習

いない）および親密度の平均スコアを示す。

者にとっては、より「難しい」とされる長い綴りの動
表 1 食感を表す形容詞の親密度（4 段階）

詞の方が汎用的な単音節の動詞より意味が確定的で使
いやすくなじみやすいというのもよく知られたところ

形容詞

意味

親密度

である。reiterate などの「難しげな」単語の方が意味

brittle

サクサクの

1.5

の多義性が少なく、覚えるのも簡単であるという側面

chewy

噛みごたえのある

3.2

もある。

chunky

具だくさんの

3.4

一方、認知科学と関連分野において近年関心を集め

crispy

カリッとした

3.8

ている研究課題の一つに音象徴がある。これは、言語

crunchy

パリパリした

3.6

の発音とその意味になんらかの関係性があるという観

gooey

ねっとりした

1.5

点から単語の学習について新たな知見を与える可能性

gummy

ゴム状の

2.8

がある。日本語に比較し、英語に様相や様態を表す形

juicy

みずみずしい

4.0

容詞や副詞としてのオノマトペが乏しいという印象が

mushy

トロトロの

2.0

しばしば語られるが、そのような形容詞や副詞の比較

sticky

ネバネバした

3.3

に注目するあまり、英語の比較的基本的な動詞や名詞
にオノマトペなど感覚の惹起に由来・関連するものが

これらの結果によれば、なじみのある語となじみの

あることが忘れ去られていることがある。bang / cling

ない語との間には比較的はっきりとした違いが見られ

/ ping など、ideophonic な表現がその基本的な意味か

る。後半の 10 問では、食品を表す英語（名詞）を提示

ら多様な用法を持つにいたった点も英語語彙学習の観

し、その食感を表すのにふさわしいと思う形容詞を 2

点から改めて注目に値する。

つの中から 1 つ選択させた。各食品の食感を表す形容

日本で英語を学んできた大学生は 30 分で 400～500

詞（正解・不正解）とその解答率を、表 2 に示す。

語ほどの作文をまとめる fluency を獲得し、writing
について CEFR で A2 から B1 レベル相当の習熟度

表 2 食品の食感を表す形容詞とその解答率 (%)

となっても、文脈に応じて適切な名詞・動詞・形容詞・

解答

副詞を選択し、使用することができない。一般に、使

食品

用できる形容詞は乏しく、多様な形容詞を理解する語
彙力も備えていない。また、副詞についてはほとんど
使用語彙になく、very much 以外の副詞的表現は自発
的発話や作文に使用が見られない。したがって、食感
に関わる英語の形容詞に対する親密度は低く、使用経
験はほとんどないと思われるが、その綴りから想像で
きる限りにおいて、文脈の中で適切な形容詞を選ぶこ
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正解

解答率

不正解

率

biscuit

crunchy

96 chewy

4

cake

fluffy

88 chewy

12

candy

gummy

72 brittle

28

chocolate

crunchy

88 gummy

12

cracker

crispy

96 gummy

4

french

brittle

72 gooey

28
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fries

buzz

ざわつく、ブンブンいう

2.8

cling

くっつく

2.3

clink

チャリンと音を立てる

2.3

crackle

パチパチと音を立てる

1.7

crash

衝突する、墜落する

3.8

全体として、各食品の食感を表す形容詞について、7

dash

突進する

3.0

割以上が正答していることが分かる。クランチチョコ、

flash

ピカッと光る

3.8

クランチビスケット、グミキャンディなど、商品名に

gulp

ゴクリと飲み込む

1.7

も見られるような場合は、特に正答率が高い。一方で、

hum

ブンブンと音をたてる

2.5

hush

しっ！（間投詞）、黙る

2.3

jolt

ガタガタ揺れる

1.4

ice cream

gooey

72 chewy

28

meat

chewy

48 mushy

52

orange

juicy

96 gooey

4

soup

mushy

88 sticky

12

表 1 で比較的なじみ度が低いと思われる gooey や

brittle などの形容詞についても（セットになったもう
一方の形容詞のなじみ度にもよると思われるが）、正
しく選択（または非選択）されている。これらのこと

pop

から、食感を表すオノマトペは、その意味を正確に知

ポンと音を立てる、銃を発

3.3

射させる

ring

ベルが鳴る

3.6

rumble

ゴロゴロと鳴る

2.0

の関連が思い浮かばなかった可能性がある。本調査で

smash

強打する

3.3

扱った食感を表す形容詞はすべてポジティブな意味で

yelp

キャンキャン鳴く

1.6

使用することを前提にしていたが、chewy はある程度

zoom

ブーンという音を立てる

3.3

らなくても推測しやすい傾向にあることが示唆された。
正答率が 50%を切った chewy については meat と

の硬さ（噛み切りにくさ）を想像させ、それがネガテ
ィブな意味に捉えられたとも考えられる。語は、その

後半の 10 問では、問題文を完成させるのにもっとも

意味がポジティブかネガティブかという観点で理解し

ふさわしいと思う動詞を 3 つの選択肢から選ばせた。

たり使用したりするべきであるが、食感を表す形容詞

各問題文の選択肢および解答率を、表 4 に示す。

についてもあてはまると言える。

3.

表 4 問題文の選択肢および解答率 (%)

感覚表現動詞調査（調査 2）

問題文

食感を表す形容詞以外の ideophone （感覚表現）に
ついて、大学 2、4 年生 67 名を対象に調査を行った。
調査は 2 段階に分かれ、前半の 21 問では、感覚表現動

A baby was [

] in the next

seat.

詞について、どの程度知っているかを 4 段階（4：知っ
ていて意味が分かる、3：見たことがあるが意味は自信
がない、2：見たことがあるが意味は全く分からない、
1：見たこともなくて全然知らない）で回答してもらっ
た。表 3 に、各動詞の代表的な意味（調査では提示し

A deep voice [
the auditorium.
A gun [

ていない）および親密度の平均スコアを示す。

] through

] out in the

robber's hand.

表 3 感覚表現動詞の親密度（4 段階）

The airplane [

動詞

意味

親密度

babble

わめく、片言で話す

3.0

beep

ピーッと音を発する

2.7

The computer [

bloom

花が咲く

3.3

five seconds.

boom

とどろく、人気が出る

3.3

] onto the

runway.
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] every

選択肢

解 答

（*は正答）

率

*babbling

62.7

crackling

34.3

dashing

3.0

*boomed

43.3

rumbled

35.8

clang

20.9

zoomed

47.8

*popped

32.8

bloomed

19.4

*crashed

64.2

smashed

19.4

flashed

16.4

*beeps

53.7

clings

37.3

booms

9.0
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The door bell [

].

The earthquake [

*rang

] the

house.
The girl [

] down the

wine.
The glasses were [

The station [
excitement.

].

] with
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97.0

ローチが可能であることを示唆していることも認めざ

boomed

1.5

るを得ない。幅広くオノマトペ表現が使われる日本語

dashed

1.5

に対して、英語のオノマトペは限られていると感じる

*jolted

68.7

かもしれないが、動作動詞などオノマトペ的な側面が

boomed

17.9

基盤となっている場合も見られる。今後は食感に関わ

popped

13.4

る形容詞から形容詞一般、さらには名詞や動詞などに

yelped

40.3

対象を広げ、選択肢の選び方なども含めて細部にまで

*gulped

38.8

検討を加えた学習課題による調査を進めて行きたい。

popped

20.9

本調査の実施に当たって、著者たちは以下の研究経

crackling

49.3

費等の支援を受けている。

*clinking

32.8

-

clinging

17.9

知識に基づく高品質言語サービスの研究』
（研究代

hushed

44.8

表者：佐良木昌）

*buzzed

40.3

hummed

14.9

-

科研費基盤研究(C)：課題番号 17K02987『高度翻訳

科研費基盤研究(C)：課題番号 16K02946『英語コミ
ュニケーションにおける統語的プライミングを利
用した統語処理の自動化促進』
（研究代表者：森下
美和）

調査 1 は 2 択、調査 2 は 3 択であるため、直接比較
-

することはできないが、チャンスレベルの正答率（30

科研費基盤研究(B)：課題番号 15H03226『日本人英

～40%）が目立つ。そのうち、gulped と clinking な

語学習者のインタラクション（相互行為）を通じ

どは親密度も低いが、popped と buzzed などはなん

た自律的相互学習プロセス解明』
（研究代表者：原

となく知っているが、実際の使い方を知らないという

田康也）

ことが考えられる。一方で、jolted はなじみのない語
の割に正答率が高いが、その他の選択肢 boomed と
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popped があてはまらないという消去法で正答を導き
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出したかもしれない。

5.

まとめと今後の研究課題

本稿で紹介したパイロット調査の結果は当然のこと
ながらまだ予備的な段階のデータであり、今後本格的
な実験で確認する必要がある。特に、二肢選択・多肢
選択の設問において、選択肢間の親密度の差が大きい
と、選択が親密度の違いに影響される可能性が大きい
点を考慮すべきである。また、親密度の低い選択肢を
並べた際に、その綴りや綴りから想定される発音がミ
ニマルペアではなく、複数の要素について大きく異な
っている場合に、何を根拠に選択が行われたかはかな
らずしも明らかでない。日本語であれば、
「さらさら・
ざらざら」
、
「ぱくぱく・ばくばく」
、
「しとしと・じと
じと」などのミニマルペアに近い対立を比較的容易に
組み合わせることができるが、英語の場合はこうした
操作は語彙的な制約から容易ではない。
しかし、上記のような様々な不十分さにも関わらず、
本稿で紹介したパイロット調査の結果から、日本人の
英語学習について無意味つづりの記銘とは異なるアプ
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Abstract

いて、訪日外国人を 2020 年までに 4000 万人にすると

To improve the satisfaction of the tourists, we have been
developing tour guide application in Nikko since 2014.
There are many tourists visiting Nikko, among them many
travelers from Taiwan and Mainland China. For this reason,
the need to explain the tourism resources of Nikko in
Chinese is increasing more and more. However, there are
several problems in the signs and menus, etc. in Chinese.
Therefore, we investigated the problem in translating the
explanation from Japanese to Chinese and are planning to
create rules for translating into Chinese and creating a
database of translation information. In this paper, we discuss
the problems of Chinese notation in the tourist spot and
explain that the correctness of translation for signs is
important. Then we propose the points to consider for
translation procedure using machine translation to increase
the understandability of signs based on Functional
Translation Theory.

いう目標を定めて以来、近年日本に訪れる外国人観光

Keywords ― Chinese Notation, Translation, Functional
Translation Theory, Tourist Spot, Tourist Information,
Nikko

目標を目指して、東京オリンピック・パラリンピック

客の数が続々増えている[1]。
観光庁の統計によると、2018 年 4 月の訪日外客数は
前年同月比 12.5%増の 290 万 1 千人で、過去最速で累
計 1,000 万人を突破した。うち、訪日人数が上位 4 位
となった地域・国家は、
韓国(638,500 人)、
中国(683,400
人)、台湾(470,000 人)、香港(179,900 人)である[2]。
その中で、中華圏にある中国、台湾、香港では中国
語の簡体字、もしくは繁体字が使われている。栃木県
内に訪れる外国人観光客の数も増え続け、2014 年の
87,115 人から 2017 年の 92,768 人に伸びている。外国
人宿泊数の上位 3 位は、台湾(19.9%)、中国(10.2%)、
タイ(6.7%)である。栃木県内でも、観光客誘致などの
向けたとちぎビジョンを発表し、戦略的な海外誘客プ
ロモーションの展開、観光地づくりなどの方向性を示

1.

している[3]。こうした外国人観光客の増加は、地域経

はじめに

日本観光庁は訪日外国人旅行者の受入環境整備事業

済の活性化への貢献が期待されるだけではなく、言語

の一環として、観光の ICT 化を推進している。2016 年

景観の変化、言語能力を有する人材育成などの受け入

の「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」を開

れる地域の言語的な対応にも様々な変化をたらしてい
る（藤田他 2014）[4]。
平成 27 年に実施された「栃木県訪県外国人動向調査」

香港,

韓国,

[5]において、案内表示の表示言語ついて 12％の外国

179900,

638500,

人旅行者が不満足と回答しており、他より多い。各施

9%

32%

設における受け入れ環境に対する不満の理由として、

韓国

主に多言語表記不足という回答が挙げられる。

中国

多言語対応の重要性と中国人を使う観光客が多いと

台湾
台湾,

中国,

470000,

683400,

24%

35%

いう二つの点から見ると、観光資源を日本語だけでは

香港

なく、中国語で表記する需要があると見られる。しか
し、日光の観光資源をより観光客に楽しんでもらえる
ため、クリアな指示と表示が必要とされている。
さらに、この調査においては「観光施設の案内表示」、
「案内標識」、「飲食店、土産物店のメニュー」、「宿

図 1. 2018 年 4 月の訪日外国観光客数上位 4 位
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泊施設の案内」において多言語表示の満足度が低くな

観光情報の翻訳における課題の解決策を提案する。5

った。

章にまとめを示す。

観光施設の案内表示の内容は、一般的な単語と固有

2. 機能翻訳理論(Functional Translation Theory)

の地名が主であるため誤解が少ないが、これに対して
飲食店のメニューの場合、特殊な料理方法や具材など

「翻訳は切り捨ての技術」（胡功澤, 1994）[6]、と言

を示す漢字が原因で意味がうまく伝わらず、お客様の

われ、翻訳の理論は翻訳者に原文のどこを切り捨てる

期待に添えないことがある。案内標識言語と宿泊施設

か、どこを残すかという基準を示すことが多い。しか

の案内の場合は短文が多く、単語と文法の誤訳がよく

し、クリスティアーネ・ノード（Christiane Nord）は、

見かける。

彼女の著作《Text Analysis in Translation》の中[7][8]で、

そこで、本論文では翻訳課題を，以下の 3 パターン

翻訳者の役割は、責任を持って原文を訳し、原文が伝

に分類して考察することとする。

えようとしている意図を伝達することである、という

観光施設の案内表示言語

ことを述べている。

日本の観光地には、独特で魅力的な歴史的建造物は

これによれば、翻訳の策略は、二つに分けることが

多くある。そこには、日本語や英語の説明文はよく付

できる。一つは documentary translation（記録としての

いている。その魅力を中国語圏の外国観光客に理解し

翻訳）で、もう一つは instrumental translation（道具とし

てもらえるため、中国語に翻訳された説明文は当然必

ての翻訳）である。

要とされる。

(1) documentary translation（記録としての翻訳）：訳文

飲食店のメニュー

で著者にいる文化で、著者が原文を読む読者でコンミ

日本料理には、魚を使った料理が多い。それらに対

ュニケーションを取る。

応する漢字もあるが、メニュー上では、一般的にひら

(2) instrumental translation（道具としての翻訳）：原文

がなかカタカナで表記される。また、特殊な料理方法

をモデルとして、訳語をツールで、原文の著者と読者

が料理名になることがあり、理解してもらえないこと

の間にコミュニケーションの架け橋を作ること。一方、

がよくある。

道具としての翻訳は、その目的からさらに三つに分け

案内標識と宿泊施設の案内言語

ることができる：

外国人観光客の出身国によって、日本と違う環境で

(2-a) 同 じ 機 能 を 伝 え る 翻 訳 （ equifunctional

育てられたため、日本の文化を知らず、日本人にとっ

translation）：目的は訳文を読む読者に、原文と同じ機

ておかしい動きや言動を取る可能性もある。それを防

能を得る。つまり、読者がこの種類の訳文を読むとき、

ぐため、ただ目立つだけでは足りなく、わかりやすい

文が外国語から翻訳されたものを気にせず。実用性の

表示の掲示板を設置する必要がある。

あるものを翻訳する場合、よくこの方が選ばれる。例

日本では、地域創生、過疎化を食い止めるなどの目

えばマニュアル、旅行ガイドなど。

的で、観光客を積極的にアピールしている。訪日の観

(2-b) 異 機 能 を 伝 え る 翻 訳 （ herterofunctional

光客が、英語圏よりもアジア圏の来訪者数が多い現在、

translation）：時間と空間が遠ざかっていて、訳文を読

このような事情を踏まえるともはや英訳だけで不十分

む読者が原文の背景を理解しつらいとき、訳者が訳文

で、観光客の数が増えている以上、今後英語を介さな

を現在の読者が理解できるように編集すること。

く、直接日本語から各国の言語に訳す需要も高まって

(2-c) 対応する翻訳（homologous translation）：訳文の

いくので、翻訳業界も発展し続けると考えられる。

環境で原文の環境と似ている機能を表現して、原文の

本論文では、2 章でクリスティアーネ・ノードの機能

文学的な機能を発揮する。詩の翻訳でよく使われる。

翻訳理論（Functional Translation Theory）を紹介し、「翻

その他、ノードは「機能と忠誠(function plus royalty)」

訳の機能と種類」と「翻訳課題の分類」が、観光情報

という概念を提出した。忠誠というのは、原文の著者、

の翻訳に関連があることを示す。3 章では、現在観光

訳者、訳文を読む読者、起動者(initiator)の間の社会関

地で翻訳されている観光情報の問題点を示す。4 章で

係(social relationship)、訳文が忠実に原文作者の意図を

は、3 章における議論と 2 章で述べた機能翻訳理論に

伝えて、訳者が作者に忠実し、訳文の読者に責任を持

基づき、観光地における翻訳の基準とルールを示し、

って、訳者がさらに起動者と翻訳の依頼人の間にスム
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ーズに翻訳を進められるようの役割を担当する、とい
うことを示している。
上記の議論をあてはめると、観光地での翻訳：観光
施設、飲食店のメニュー、案内標識という 3 つの観

光情報は、「道具としての翻訳」であり、さらに「同
じ機能を伝える」ことと分類されることができる。そ
して、訳者が翻訳をするときには、忠実に翻訳をして、
読者が、その訳文が伝えたいこと理解できるよう、十
分な努力する必要があると言うことができる。

図 1. アリババ旅行サイトの日光旅行路線紹介[9]

3.1 観光施設
日本では、漢字も使われているので、中華圏の観光
客にとって、日本語がわからなくてもすこしわかる。
中国語の内容ですが、レストランのメニューを訳すと
き、幾つの注意点がある。注意書きの短文を中国語に
訳すとき、多くの場合は翻訳ソフトに頼んで誤訳がよ
く見られる。ここでは、インターネットで見た例を収
集し、その誤訳の原因をまとめてみた。
まずは、
訪日外客数１位の中国から用例を収集する。
漢字が使われている漢字中華圏の国向けの翻訳内容に
おいて、よく見られる点は二つある：
(1)地名が漢字で表記される場合：そのまま漢字を踏
襲することが多い。地名漢字文化圏中の国色々な漢字
が、読む方が違いこととして、意味が同じ。例えば、
「川」、「宮」（図１）、「山」、「泉」中国語中に

図 2. 日光社寺の紹介[10]

意味か同じです。漢字を使うことで、漢字文化圏中の
国の人にとって観光施設の名前が覚えやすくなる。
(2)地名がひらがなで表記される場合：多いに音訳を
使って翻訳する。例えば、日光のいろは坂を伊呂波坂
と翻訳し、いろは順も中国語で伊呂波順と翻訳されて
いる。他には、いろは坂が秋になると紅葉が赤くなる
ため「紅葉坂」という役名もある。
このような二つの点で、ノードの機能翻訳理論とし
て訳文は忠実に原文の意味を伝える手法に帰納するこ
とができる。

図 3. いろは坂[9]

3.2 飲食店のメニュー

表 1. 漢字圏の用語の違い

レストランのメニューを訳すとき、幾つの注意点があ
る。注意書きの短文を中国語に訳すとき、多くの場合
は翻訳ソフトに頼って、誤訳がよく見られる。ここで
は、インターネットで見た例を収集し、その誤訳の原
因をまとめてみた。同じ漢字圏の観光客であっても、
地域によって使う中国語も微妙に違う。ノードの機能
翻訳理論で、訳文は忠実に原文の意味を伝えるべきた
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図 6. 中国語→中文[12]
図 4. 親子丼[11]
推奨した訳文：親子丼（雞肉與雞蛋蓋飯）

図 7. 吸殻→菸蒂[13]

図 5. 他人丼[11]
推奨した訳文：他人丼（牛肉雞蛋蓋飯）
め、料理の名前を翻訳するときにも、できれば中国語
（繁体字）と中国語（簡体字）に分けて翻訳したほう
図 8. 経理を済ませる[14]

が良い（表 1）。
さらに、料理方法によっては、中国語に訳す際に配

料理の特色を説明すれば、外国観光客にもわかりやす

慮が必要である。変な訳文になる主な原因は、料理の

くなる。さらに、食材の写真や調理方法も含めて示す

名前そのままを踏襲することである。

ことで、さらなる意思疎通が可能となる。

例えば図 4 と図 5 のように、「親子丼」と「他人丼」
は同じく漢字で表記されるけれども、中国と台湾では

3.3 案内標識

このような料理がないため、訳文にはちゃんと意思疎

注意書きの様な短文を、中国語に訳したい場合、翻

通ができるように、説明文を付け加える必要があると

訳ソフトを頼って、誤訳していると思われる事例が多

考えられる。

く見られる。

日本料理では、芸術性のある比喩として、自然現象

ここでは、ネットで集めた事例を分析し、その誤訳

や動物と植物を使って、料理の色・香・味・形を、翡

が起こる原因を整理した結果を示す。

翠・雪・鴛鴦などに例えたものもある。それらについ

(1)母語の影響

ても、料理の方法に応じて、詳細な説明があるとわか

訳される単語を、母語（日本語）の概念で中国語化

りやすい。

したものである。これは自動翻訳ソフトだけで起こる

また、日本の特色がある料理、例えば天麩羅、天丼、

誤訳ではなく、第二言語学習者にも起こりうる間違い

寿司については、このまま漢字を翻訳するだけでなく

である。単語の表し方のほか、日本語の用語を直訳し

（漢字がない時は音訳）、簡単な紹介も入れて、日本

てしまうことで、違う意味になる可能性がある。図 6
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図 10. 追放[16]

図 9. この先のレベル差に
注意してください[15]

図 13. お客様憚るこ
とのない[12]
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図 14. 多機能便器
[12]

図 11. 清掃の裏（な
か） [17]

図 15. 代償を支払って
ください[14]

図 12.華麗に使用[16]

図 16. 言語の順序
間違った[16]

と図 7 は中国語にはない単語の表し方：「中国語」、

ない、に訳された (図 13) 。Toilet は便所ではなく、便

「吸殻」を使用した例となる。

器になった（図 14）。Charges は料金ではなく、代償

直接母語を使って、単語と動詞を直訳することも、

になった（図 15）。

不適切な結果となりがちである。この両方を含んだ例

(3)文法

を図 8 に示す。中国語の「會計」は経理を意味するが、

これまでに紹介した事例は、注意書き程度の短い文

図 8 を直訳した結果は、「経理を済ませる」という意

章における単語と多義語に起因する誤訳であった。し

味になる。中国語では、「会計を済ませる」という場

かし、少し長い内容の注意書きでは、文法の間違いも

合は二漢字の用語が存在するため、今の自動翻訳ソフ

含んだ場合が多い。

トでも、まだうまくその用語にたどり着けない。

中国語に関する知識がない場合、用語、多義語の誤

そして、そもそも直訳が難しい、或いは直訳では最

訳に対して、辞書を調べる事である程度の検証と修正

適な訳文にはならない場合がある。

は可能だが、文法の翻訳は自動翻訳ソフトだけを頼る

図 9 に書かれた日本語について、翻訳ソフトや辞書

ことになると思われる。

を利用しても、「段差」の意味を正確に表すものはな

人による文法の誤り原因は、日本語文法に起因する

かなか見つからない、更に図 9 の場合は逆に“段差”

ものと思われるが、自動翻訳ソフトによる文法の間違

を使わず、「階段」に注意してくださいと訳す方が、

いは一貫性が見られない場合が多い。(図 16,17,18,19)

より中国人にとってわかりやすい翻訳結果が得られる。

(4)訳文は社会性に欠けている

(2)多義語

訳文を読む側に十分な情報を伝えることが必要である。

翻訳ソフトを使った翻訳の際、間違った意味を取る

しかし、適切な訳文にはなっていない例がある。例え

ことがある。図 10 の「流す」は水を流すというよりは、

ば、図 20 では、「当店では中国語が話せる店員がいま

「罪人を流す」という意味となる。図 11 の清掃中は清

す」ということを伝えようとしているが、訳文では「当

掃しているより、「清掃の裏」（中国語では同じ発音）

店は中国語を喋ってもいいスタッフがいます」になり、

という意味不明な中国語になり、むしろ清掃中そのま

一般的に使われている中国語ではない。図 21 では、
「ま

まが正しい。図 12 の綺麗は、人や風景の美しさを形容

たいらしてください」ということを伝えたいが、「ま

する意味となる。

た必ずいらしてください」になってしまっている。図

英語からの翻訳もこういうミスが起こりうる。例え

22 では、
「便器に座って、排泄してください」になり、

ば、Unreserved は、未予約ではなく、はばかることの

一般的に使われている用語になっている。
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図 17. コンビニを
買える[15]

図21. 普段使わない表
現[16]
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図 19. お客様が
バス停を待って
ください[12]

図 18. 順序が間
違った[16]

図 23. ここは写真！
写真が自由に撮れま
す。[16]

図 22. 普段使わ
ない表現[16]

図 25.“Really you are selling!“[18]

図 26.“Do not yes to
buy?”[15]

図 28.“自動水を使っ 図 29. 千円札が使えます、この時
て、トイレを沿って 小銭（誤字）が出てくれました[16]
流れる”[15]

図 31. 「高さ」は犯罪
で、見つかったら警察
に「通」[14]

図 20. 当店は中国語
を喋ってもいいスタ
ッフがいます[16]

図 32. 悠（ユウ）の靴を脱
いで[14]

図 24. 私はカード
が使えます[12]

図 27.“until flash your
bullshit”[14]

図 30. 静ちゃんご覧ください[17]

図 33 このエレベーターは６階・地下１階だ
からで困ると感じる事はない [15]
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Google 翻訳と他の翻訳ソフトウェアで翻訳のスピー

(5)原文への理解が足りない
編集者が訳文と原文の間の関係への理解が足りない

ドが結構上がったけれども、翻訳の品質としては保証

ため、編集ミスが起こる（図 23）。元々は「写真スポ

できないため、第 3 章のような奇妙な翻訳結果が得ら

ット」、「ここで自由に記念写真を撮ってください」

れる。

とのことを伝えたいと思われるが、「ここは写真！」

(2)日本の文化背景を伝える

と「スポットはここで自由に写真を撮れます」とのこ

3 章の案内標識の翻訳では、直訳では外国人にはわ

とになっている。

からない翻訳になってしまう可能性があるため、さら

(6)必要のない主語を付けた

にノードの同じ機能を伝える翻訳という原則を応用し

自動翻訳ソフトは、欠けた主語を生成する事があり、

翻訳者が翻訳をするとき、適切な編集と変更が受け入

これが誤訳の原因となる可能性がある（図 24）。「こ

れられるようにする必要がある。

こは銀聯カードが使える」だけで良いけれど、「わた

(3)翻訳の対象に応じて翻訳のステップを変えること

し」をつけてしまった。

a. 観光施設を翻訳する際、漢字名の場合はそのまま

(7)用語と文法の誤訳について、英語の翻訳と関連性が

簡体字と繁体字に対応する漢字を使って表記する。

見られる

b. 飲食店のメニューを翻訳する際、ただ料理の名

英語を経由した翻訳はしばしば行われるが、そもそ

前だけではなく、メニューの機能（＝客に料理のこ

も英語の訳文が既に間違っている場合があり、間違い

とを知ってもらう）を発揮するため、説明文を付け

が重なって、あり得ないと思われるほどの訳文になる

加えること、もしくは直訳の訳文を変換しわかりや

可能性がある（図 25,26,27）。図 25 では、「Really you

すくする。

are selling!」との原文としては「売れていますよ！」と

c. 案内標識を翻訳する際、意味が伝わるという目的

推測できるが、正しい中国語の訳文図 26 では、正しい

を追求するので、編集が納得できる。

のは「Don’t forget to buy.」けれど、「Do not Yes forget to

4.2 提案手法

buy?」という奇妙な訳文になってしまったからこそ、
「忘れないで、買う？」という訳文になった。図 27 で

観光施設、飲食店のメニュー、案内標識という 3

は、英語のほうが「Continue to pull the lever until flash

つの観光情報は、2 章のクリスティアーネ・ノードの

your bullshit」になったため、中国語の訳文も奇妙にな

機能翻訳理論の「道具としての翻訳」で「同じ機能を

った。（「無駄話がフラッシュするまでレバーを押し

伝える」として分類されるため、我々は翻訳の精度を

続けること」）

改善するため、以下のように手法を提案した。
まず、観光施設において固有名詞を訳す事を考える

(8)その他
これらの誤訳した注意書きには、原文には含んでな

と、3.1 節の事例から、漢字の名称はそのまま踏襲する

いものも出ており、自動翻訳と原文だけで翻訳したよ

事が良いと考えられる（図 34 のフローチャートの 1-1

うには思えない。更に、原文を見ても誤訳される理屈

→1-2）。

が分からない訳文と、現在の比較的に高性能な自動翻

次に、飲食店のメニューの名称も固有名詞を訳す事

訳ではこういう誤訳になる可能性が低いと思われる注

となり、「同じ機能を伝える翻訳」を目指すべく、3.2

意書きも以下の図に示す（図 28,29,30,31,32,33）。

節の事例から、漢字の名称はそのまま踏襲する事が良
いと考えられる。しかし、メニューの意義は観光客に

4. 観光地における翻訳課題の解決策
4.1 分析結果

料理を選ぶための情報を提供するである。こう言った
課題から、ノードは「機能と忠誠(function plus royalty)」

我々は、第 2 章のノードの機能翻訳理論を翻訳の原

という概念を重視している。料理の場合、料理に関す

則として採用して、訳文が観光翻訳においては道具と

る基本情報、調理法と具材の訳文の提供が必要である

して使われるという結論が得られることを示した。さ

と考えられる（2-1→2-2→2-3）。

らに第 3 章の用例の誤り見ると、以下の分析結果が得

最後に、案内標識の翻訳では、3.3 節の実例の誤訳パ

られる。

ターンから、誤訳した用語と単語について検証を行う

(1)翻訳ソフトを頼り過ぎない

ことで、修正する可能性があると考えている。
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案内標識の翻訳では、情報を提供する案内標識の基

する。辞書を使用した場合、翻訳結果の詳しさ、単語

本構成 – 単語をより正しく翻訳するため、辞書などの

解釈の精確さと例文の豊富さが翻訳結果の精度に関わ

翻訳道具を使った翻訳と逆翻訳による検証が必要と考

る。

えている。（3-1→3-2→3-3）更に、文法について、使

4.3 提案手法を用いた翻訳例

用した辞書の用例で単語の使い方が見られ、訳したい
短文と近い文法構成の例文が、翻訳する際の良いヒン

以下に、自動翻訳（Google 翻訳）と図 34 の提案手法

トになる（3-4）。検証と文法調査が上手くいかない場

を運用した翻訳結果（オンライン辞書 Weblio を利用）

合、胡功澤の「翻訳は切り捨ての技術」の概念で、訳

を比較し、提案手法の有効性を評価する。

した内容にある不明点を切り捨て、「同じ機能を伝え

（例 1）清掃中

る翻訳」にするため、代用語と代用短文で差し替え

実際の表示例： 図 11.「清掃のなか/裏」

(3-5,3-7)、翻訳と検証を行う。（3-2→3-6）

自動翻訳の結果：「清掃の下に」在清洗下

この手法を実行した翻訳結果は、使用した辞書や翻

提案手法による結果：

訳ツールに含まれた情報量とその情報の精確さに依存

「清掃」の翻訳

0
観光言語
3つの翻訳課題

1-1

2-1
観光施設

3-1
案内標識

メニュー

固有名詞

情報が伝える短文

3-2

付加情報が必要な固有名詞

1-2

2-2

用語・単語を翻訳
情報の構成要素獲得

漢字の踏襲

漢字の踏襲

名称の表示

3-3

名称の表示

翻訳結果を

2-3

調査する
逆翻訳による検証

単語翻訳

3-4

調理法・具材
付加情報の提示

3-5

例文による
代用語を翻訳

単語運用調査
文法に関する情報を獲得

代用の情報を獲得

3-6
情報を伝う可能性が高い訳文

代用短文を用いて

3-7

不明点を解消
誤訳の可能性を軽減

正しい訳文になる保証はない

図 34. 翻訳のフローチャート
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3-2 を適用：「清洗」、「清除」、「清扫」、「内

3-2 を適用：「戒备」，「监视」，「防备」，「注

务处理」、「扫气」

意」，「小心」、「警告」，「提醒」 、

3-3 を適用：「清洗」きれいに洗う、「清除」すっ

3-3 を適用：「戒备」，「监视」，「防备」好まし

かり取り除く、「清扫」清掃する）

くない事態が起こらないように用心し備えること，
「注

結果：「清扫」

意」，「小心」物事に気をつける、「警告」，「提醒」

「中」の翻訳

気をつけるように人に言う）

3-2 を適用：「里边」、「当中」、「中」 、「中

結果：「注意」，「小心」

间」、「中」,
3-3 を適用：「里边」場所を示す（中）、「当中」
真ん中、「中」〔［‘在’＋］動詞＋‘中’〕の形で，動作・

文法の考察：
「段差」の考察

行為の過程を示し

3-4 を適用：（例文：「小心台阶」＝ 段差があり

結果：「中」

ますから、お気をつけください）
「注意」の考察

文法の考察：

3-4 を適用：（例文：「注意火车」＝列車に注意）

「中」の考察

「注意」＋名詞

3-4 を適用：（「中」の例文：「讨论中我们又发现

くださいの考察

了一些新问题。」＝討論中我々はまた新しい問題を幾

3-4 を適用：（例文：「请说」＝言ってください 、

つか見つけた．）動詞＋「中」

「请吃」＝食べてください）「请」＋動詞

翻訳結果：「清扫中」

翻訳結果：
「请注意断坡」
[断坡]に注意してください、
「小心台阶」階段に注意

結果比較：自動翻訳だと誤訳になるが、提案手法では
適切な結果になる

結果比較：すべての翻訳結果は「段差」を正しく翻訳
する事が出来なかった。提案手法に使用した辞書は段

（例 2）この先の段差に注意してください

差の翻訳に、中国人にも良く分からない単語が出てき
た[断坡]。翻訳者は他の辞書/ツールで再検証すること

実際の表示例： 図 19. 「この先のレベル差に注意し

で、誤訳に気づく可能性がある。段差の調査から出て

てください」

きた例文「小心台阶」は適切な結果になる

自動翻訳の結果：「隣の段取りに注意してください」

5. まとめ

请注意旁边的步骤
提案手法による結果：

本論文では、観光情報の中国語への翻訳の課題と、

「この先」の翻訳

より精度を高めるための手順の提案を行った。

3-2 を適用：「将来」，「今后」、「前边」,

宇都宮大学の地元である栃木県の観光においては、中

3-3 を適用：「将来」将来，「今后」今後、「前边」

華圏からの観光客が一番多いという調査結果がある。

この先）

さらに、中華圏からの観光客を呼び込むためには、中

結果：「前边」

華圏からの観光客の満足度を上げ、リピータの増加や

「段差」の翻訳

口コミによる集客を行う必要がある。

3-2 を適用：「级别差」，「段位差」、「断坡」,

我々は、これまでに、BLE ビーコンを利用した観光案

3-3 を適用：「级别差」，「段位差」碁や剣道など

内システムを開発し、その有効性を評価してきた

において,段位による能力差、「断坡」道路などの高低

[20][21]。しかし、観光客が実際に体験する、観光地に

差、

おける案内標識やお店のメニューの内容をわかりやす

結果：「断坡」

く伝える必要があり、そのためには、正確な翻訳が重

「注意する」の翻訳

要となる。
そこで、翻訳の原則と基準としてノードの機能翻訳理
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論の、訳文の種類と役割に着目し、現在観光地におけ
る主な翻訳の問題を、以下の３つの観点で分類できる
ことを示した。
(1)翻訳ソフトを頼り過ぎない
(2)日本の文化背景を伝える
(3)翻訳の対象に応じて翻訳のステップを変えること
そして、観光地における中国語翻訳の問題を解決する
ため、三つの項目（「観光施設」、「飲食店のメニュ
ー」、「案内標識」）に関連する様々な事例を収集し、
課題をリストアップした。次に、その課題の解決策と
して、例えば観光地の商店主や観光協会が、観光情報
を中国語に翻訳する際に参考となる手順をフローチャ
ートとしてまとめ、自動翻訳と比較して、正確性が高
まることを示した。
今後の課題として、より多くの事例を収集し、日光に
おける翻訳の支援とその効果検証の実証実験が必要と
考えている。
なお、手動翻訳を行う際、辞書等のツールに頼りき
りになると考えられるため、我々は辞書等を翻訳する
際の重要な情報源と見なし、翻訳ツールの分析と改善
点を調査する予定である。
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A Case Study of Starting and Holding Techniques of Talk
by Children in Family Co-eating
Hiroko Tokunaga
Tokyo Denki University
17jk007@ms.dendai.ac.jp

Abstract
This study aims to examine the communication techniques
produced by informal co-eating. For this purpose, a video of
the mealtime of a family of five was observed. Results
showed that if someone was speaking, the conversation was
often interrupted by the act of eating. This result was
different from the conclusion that “eating behaviors were
controlled for maintaining communication,” which has been
demonstrated in previous research. Thus, this research
demonstrated that family co-eating conversations are
informal and social rules are weakened. The conversations of
the children were described based on the mealtime video. To
participate in the conversation, the children “expressed the
intention of starting speech,” “clarified the receiver,” and
“controlled the power of their voice and gaze”. To continue
the conversation, the children used “using hands gesture,”
“inserting fillers,” and “Changing the speech destination”
methods. In this study, the characteristics of informal
co-eating engendering communication techniques suitable
for children were demonstrated.
Keywords
technique

[4, 5]
[6]

Family, Child, Co-eating, Communication
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食べ物と食感を表すオノマトペ：
食文化の感覚的共有における役割
Food and Onomatopoeia for texture expressions:
the role it plays in shared sensory appreciation in food culture
福留 奈美 Nami FUKUTOME
早稲田大学 Waseda University
namifukutome@akane.waseda.jp

Abstract

いの米にできるだけ近い米を探すために、さまざまな

When trying to convey information related to

言葉を使って奔走することになるだろう。

food flavors and preferences, how do you express

「この前食べた〇〇はとってもおいしかったよ。そ

(in Japanese) characteristics related to the five

れは、〇〇だったから」といった会話として、食べ物

senses?

metaphorical

の話題は日常生活の中で頻繁に取り上げられる。なぜ

expressions for aroma and flavor, but Japanese

好きなのか、どこが苦手なのか、おいしく感じる原因

expressions for texture more often include

は何なのかといった会話の中では、どれだけ具体的に

There

are

many

onomatopoeia, such as fuwa-toro for “fluffy” and

saku-saku

for

“crispy”.

Food

その食べ物を表現し、相手にわかってもらえるか、す

texture

なわち自分が感じた感覚をどう言語化し、相手と共有

onomatopoeia, which linguistically express the

できるのかということが課題となる。

feel of food in one’s mouth or on teeth and

自らのアイデンティティともいえる家庭の味や故郷

chewing sounds in the mouth, have become

の食べ物について語るとき、その表現力の豊かさは、

associated with specific foods, and because they

自分自身を開示し、他者に理解してもらうためのひと

enable a

つの手立てとなると考える。

shared

onomatopoeia

play

sensory
an

experience, such

important

role

in

本稿では、日本ならではの食文化的側面を意識しつ

understanding the feelings of others. We focus on

つ、日本の食べ物や料理の特徴と、その表現法につい

sensory expressions and especially onomatopoeia

て考える。とくに、日本語とその翻訳における諸問題

usage in topics related to food.

と、オノマトペによる表現の可能性についてである。
また、本企画の冒頭に行う食感のオノマトペ・ワーク

Keywords ― Onomatopoeia / Culinary Linguistics /
texture terms / sensory attributes

ショップにつながる内容として、ワークショップの振
り返りの導入に位置づけるものである。

1.

はじめに

人は五感（視覚・嗅覚・味覚・触覚・聴覚）を使っ

2

て食べ物の状態をとらえ、そのおいしさを評価する。
「おいしい/まずい、好き/嫌い」といった自らの嗜好

五感でとらえるおいしさと表現
言語学分野における食べ物とことばについては、瀬

戸（2003）に詳しい。
「味ことば分類表」(p.29）では、

を認識し、自分の好みを他者に伝えるためには、食べ

五感表現のなかに、素材表現、味覚表現、共感覚表現

るという行為を通して、食べ物からの情報を感覚器官

が分類され、食べ物に使われる表現が広範囲に示され

で感じとり、心地良い刺激かどうかを判断し、過去の

ている。共感覚表現とは、五感の間でのことばのやり

体験・経験と照らし合わせて知っている表現を駆使し

とりを意味し、たとえば「甘い色」という表現では、

て言語化するというプロセスが必要となる。より好き

色をとらえる視覚は原感覚で表現を借りる側で、味覚

なもの、おいしいと思うものを食べたいという欲求が

は「甘い」という表現を貸す側の共感覚だとされる

強い人は、自分が欲する食べ物を選択的に得るために

（pp.62-63）
。

も、その表現力を磨く必要があるだろう。

確かに、バニラやシナモンの香りを表す表現でよく

たとえば、日本の米を食べ慣れた人にとってタイ米

使われる「甘い匂い」は、甘さを連想させる匂いとい

は全く別物であり、海外で暮らすならば、好きな味わ

えるだろう。実際のバニラエッセンスやシナモンパウ
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ダーは全く甘くなく、これらを入れるプリンやアップ

りてり、てかてか」している気がする。光の反射が多

ルパイの甘さの記憶と結びつき、この表現がなされて

い感じで、見た目のてり・つやの違いをどのように表

いると考えられる。さらに、人間の感覚は騙されやす

現できるのか、もう少し言葉探しが必要である。

いもので、同じ配合のキャンディでも、赤い色をつけ

2.2 嗅覚と味覚の評価用語

ればイチゴのような甘い味に感じるが、黄色ではレモ
ン味の酸っぱさを感じるという。

食品の品質管理や商品開発の方向性を探るため、

ザラメ糖をたっぷりまぶしたせんべいは、見た目に

個々の食品ごとにおいしい状態を定義づけるための評

もザラザラ、手に持ってもザラザラ、食べてもザラザ

価用語の体系化が進められている。最も進んでいる分

ラ感があるのが持ち味である。食べ物の特徴を、複数

野は、ワインやコーヒーなどの嗜好飲料ではないだろ

の感覚が連動してとらえていることがわかる。

うか。ワインは、ソムリエがさまざまな専門用語を駆

本稿では、こうした感覚間のやりとりも考慮しつつ

使して、年代の違いや産地、品種の違いを言い当て、

ではあるが、主には、五感それぞれでとらえる食べ物

表現し、そこに価格も含めた価値の違いを見出してい

の状態に対して、どのような日本語がキーワードとし

く。日本でも、日本酒や焼酎、緑茶の評価用語があり、

て用いられるのか、具体的な例を示しオノマトペによ

果物や加工食品等、食べ物ごとに評価用語は異なるも

る修飾的な表現および他言語への翻訳について考える。

のである。
一例として、今村（2017）がまとめたしょうゆのフ

2.1

視覚でとらえるおいしさと表現

レーバーホイールを示す（図 1）
。日本語版とは別に開

視覚については、大谷（2010）が、てり・つや・光

発された英語版も先行して公開されている。大きく嗅

沢、色彩調和、色と形などに関する研究で「視覚情報

覚でとらえる香り（Aroma）
、味覚でとらえる味（Taste）
、

によるおいしさ」の研究を行っている。みりんによる

そして、嗅覚と味覚の両方でとらえる風味（Flavor）

つや出し効果の解明、米のでんぷんの一種であるアミ

に分類され、具体的にどのようなものかが示されてい

ロースの効果について、調理学的観点で行われた研究

る。用語を分類してみると、
「いちご（いちごのような

である。

香り）
」
、
「消毒薬」に代表されるような隠喩、直喩で表

日本料理の中には、
「照り焼き、つや煮、照り煮」と

現される香り、風味が 91 語の内 70 語以上と圧倒的に

いわれる調理法があり、米飯の食味評価では、飯に「つ

多い。たとえられるモノを知っていて、匂いを嗅いだ

やがある」ことがひとつの評価基準となる。日本料理

ことがあればわかるが、そのものを知らなければ想像

では、料理につや・てりを出すには、みりんや砂糖を

しようもない表現である。

使う。魚の照り焼きは、醤油、酒、みりんを１：１：

つまり、同じような食べ物を食べたことがある人同

１で合わせたタレに漬け込み、仕上げにもハケでタレ

士であれば、共有できる表現であるが、食習慣や食文

をぬってつやを出す。料理に砂糖やみりんをよく使う

化を異にする異文化交流の場面での話題を想定すると、

のは、日本料理のひとつの特徴でもある。

会話が成り立たないかもしれない。これは、世代間差

一方、日本語の「てり・つや」にあたるフランス語

という異文化の設定であっても同様で、伝統的なかつ

は glacer グラッセで、西洋料理でも料理や菓子につ

ての和食に慣れ親しんだ高齢の世代と、食体験が全く

や・てりをつける手法がある。
『調理用語辞典』
（1986）

ことなる若い世代では、同じ母語であっても「言葉が

では、グラッセ（仏.glacer）は、
「①つや出しするこ

通じない」ということが考えられる。

と ②冷やすこと、凍らせること ③・・・糖衣を着

2.3

せること」とあり、①の例としてバターを入れた濃縮
汁の中で煮たり、ゼリーをかけたりしてつやを出すと

「甘辛い」のはどんな味か

日本で「甘辛い」といえば、しょうゆと砂糖で味を

ある。ニンジンのグラッセが知られるところであるが、

つけたすき焼きや牛丼、肉じゃがなどの味を思い浮か

西洋では、砂糖よりも油脂やゼラチンでてりをつける

べる。しかし、最近の大学生に聞くと、
「甘辛い」の辛

ことの方が多い。日本料理と西洋料理では、食材も技

いはスパイシーな辛さのことで、しょうゆと砂糖なら

法も違い、できあがりで目に見える「てり・つや」の

「甘じょっぱい」という人もいる。
「辛い」という字か

質にも違いがでてくる。私見ではあるが、日本料理の

ら唐辛子のホットな辛さ、いわゆる「ぴり辛」を連想

てり・つやに比べ、西洋料理はもっと「つやつや、て

する人が増えているようだ。言葉の動態性を感じる。
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音を立ててみる体験をしてほしいと筆者は思う。その
体験を通して、非母語話者に極めてわかりにくいとさ
れる日本語のオノマトペの、少なくともツルツルとズ
ルズルの違いに、体験を通して気づいていただけるの
ではと考える。
夏目漱石は、
『吾輩は猫である 六』の中で、蕎麦の
ことを「噛んじゃ蕎麦の味がなくなる。つるつると咽
喉のどを滑すべり込むところがねうちだよ。
・・・・口
を箸の方へ持って行ったなと思う間まもなく、つるつ
るちゅうと音がして・・・」と書いている。蕎麦はあ
くまで「つるつる」であり、ズルズルとはすいあげな
いもののようである。

2.5 触覚でとらえるおいしさの要素
日本では、米はひとつの食料としてだけでなく、神
に供える神饌として、稲穂、白米、飯、餅、日本酒な
どの米と米の加工品が用いられてきた。神に供え、そ
図 1．しょうゆのフレーバーホイール

れをさげていただく神人共食の習慣からも、また、主
食としての位置づけからも、米は日本人にとって特別

英語の例文を探してみると、Sweet and salty、

な意味を持つ穀物である。

Salty-sweet と訳されて、甘辛いバーベキューソース

米の品種の評価のため、白飯の「外観・香り・味・

や甘辛いフライドチキンのソースの例がみつかる。対

粘り・硬さ・総合評価」の 6 項目について食味試験が

象となる食べ物が違うと、味そのものも違った印象に

行われる。触覚でとらえる要素として、食感（専門用

なってくる。

語ではテクスチャーと呼ばれる）があり、口ざわり、
歯ざわり等がある。白飯については、粘り、硬さが重

2.4 音でとらえるおいしさの要素

要な要素であることがわかる。

西洋の食事マナーでは、スープはすすってはならず、

硬さについては hard か soft かで区別がつきそうで

音をさせないようにスプーンを傾けて食べるように飲

あるが、粘りについては適切な英訳が存在するのか疑

むと習う。一方、日本では、蕎麦をはじめ麺類では、

問である。日本の米はジャポニカ米で、適切な水加減

音を立てるのはマナー違反ではないとされる。落語の

で炊き上げると、
「一粒一粒が立っているように」ふっ

演目「時そば」にあるように、そばをすする音と仕草

くらとして、かみしめると粒の中にかすかな粘りと弾

は、噺家の力量ひとつで、冷たいざるそばか温かいか

力を感じる、それが日本のごはんの粘りである。しか

けそばなのかがわかるという。当然ながら、細い蕎麦

し、タイ米等のインディカ米は、パラパラとして粘り

と太いうどんでは、すする音も違う。

気が少なく、やわらかく炊くと粒がくずれ、全体が糊

こうした音の違いは、耳で聴けば確かに違うとわか

状にペタペタとくっついて歯切れも悪い。これもまた

りやすいが、文字に表記しようとすると難しい。蕎麦

「粘り」といえなくもないが、コシヒカリの粘りとは

はツルツルでうどんはズルズルだとか、ズーズーでも

明らかに違う食感であるわけで、日本語であっても一

なく、ズズッとすするのか、いずれにしても音と音の

言で言い分けられないもどかしさがある。

周辺にある細かなニュアンスまでは書き分けられない。

そこで、オノマトペを使ってみると、
「パラパラのイ

それでも、噺家の仕草を見ながら音を聴けば、わかっ

ンディカ米は、軟らか過ぎるとベチャベチャのネトネ

た気になる。日本人は、麺をすする音もおいしさのひ

トした粘りがでるけれど、ジャポニカ米なら、ふっく

とつとして味わっていること、とくに江戸時代からの

ら粒はつぶれずに中はもちっと粘りがあって・・・」

食文化である蕎麦の食べ方には流儀があり、異文化体

とニュアンスの違いが伝わりやすくなる。これは、オ

験のためには不慣れな外国の方であってもツルツルと

ノマトペを感覚的に共有している母語話者同士の会話
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全体討論：個別言語間の翻訳ギャップは如何に克服されるべきか
Discussion: Translation Barriers and the Way towards the Solution
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明治大学・NPO法人言語研究アソシエーション
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Abstract
Languages differ, especially at the lexical level of how
sound and meaning are connected, but recent studies on
sound symbolism, naming conventions and ideophones are
making it more and more conceivable that other languages
can be made more readily accessible through such
connections.
This topic will be discussed at greater length from
diverse viewpoints: bridging gaps between different
particular languages and exploring the differences in
cognitive process between users of languages.

名古屋港水族館にて撮影 2017/11/02
異なる言語を話す人間同士でも意思疎通は可能であ
る。身振りや表情といった非言語的手段によって意思
疎通は可能であろうが、意味理解は相手言語の翻訳を
通して始めて可能であろう。意味の伝達と理解とが翻
訳の実践的目的となるだろう。

1.

Keywords ― Gustatory Experiences / Onomatopoeia
Culinary Linguistics / Language Landscape / Effability /
Linguistic Relativity

言語文化の固有性・共通性と翻訳可能性

「翻訳・通訳・言語相対性仮説」の領域における具
体的課題の一つとして「食文化の固有性・共通性と翻
訳可能性」を検討することには言語学・認知科学の観

はじめに

点からも大きな課題である。次の (1)-(2') に見るよう

個別言語間の翻訳ギャップは如何に克服されるべき

に、日本語には擬音語＝感性的と思われる側面がある

かについて、味覚の表現とオノマトペとを中心に、科

が、英語には概念的な規定性をつける傾向が見られる。

学的真理と主体的真実・論理的思考と修辞的思考・語

感情表現における日英の表現構造の違いを見ても

るロゴスと訴えるパトスの三軸を基点として検討を加

(3)-(3') に見るように日本語は擬音語＝感性的だが、英

える。

語は身体慣用句とも言える。
(1) ハツカダイコンは、
サラダやサンドイッチにちょ

この写真は水族館で筆者が撮影したものである。シ
ロイルカは餌をねだっているところで、飼育員の方は、

っとした彩りを添えるのみならず、
【パリパリ感とピリ

お腹がすいているのかどうかを尋ねている。ヒトとイ

ッとした辛み】を与えてくれる。

ルカとの、異なる種の間で、何等かの意志交換が成り

(1') Radishes add a splash of color as well as
【crunch and tang】to salads and sandwiches.

立っているのは確かである。相手の発話・発声の意味

* ビジネス技術実用英語大辞典

を言語的に分かっているわけではないにも拘わらず言
葉と鳴き声とで互いに意思の疎通をしていると考えら

(2) 中華料理は【こってり】としたものが多い

れる。ヒトは論理でもって意味を語り伝えようとして

(2') Many Chinese dishes are 【rich in taste】.
* 講談社和英辞典

いるが、イルカは情動でもって意志を訴えているとも
考えられる。

(3) drag one's feet [heels](indifference)
(3') 故意にぐずぐず[のろのろ]する、いやいやする、
躊躇する。
オノマトペは感性的な同一性が前提である。音楽は
人間の感性に直接的に伝わるが、オノマトペはそうで
はない。言語的理解を前提とした音感で形成される感
性（音韻）がオノマトペの修辞的特殊性を形成してい
ることから、この感性的同一性は言語が異なれば成立
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しない。「こってり」の音感は他言語の話者には、

ば、
「スペイン語には rico, bueno, exquisito などの[お

cutlery と感じられるかもしれないのである。音感類似

いしさ]を表す形容詞が存在し、それらはおいしさの度

の言葉を目標言語内に探し当てることでは翻訳の妥当

合いによって段階的に使われていることが分かった。

性を保証出来ないと思われる。

一方、日本語ではおいしさを表す形容詞は「おいし

他言語の話者がオノマトペを分かるためには、翻訳

い」
・
「うまい」などに限られるが、簡潔な表現で五感

が何等かの手がかりを与えなければならない。したが

に訴えることのできるオノマトペが多用されている」

って、翻訳においては、オノマトペの音感が表す感性

（[5]:138-139）こうした事例は食文化が認知や言語に

的な表象が意味するところを把握することが必要とな

反映していることを示すものだといえる。

る。その意味把握から適切な翻訳表現を創案すること

旨味に関する上の二言語の比較から、以下のことを

へ進むことができるだろう。

課題としたい。概念的に区分された旨味レベルとオノ
マトペとの対応関係を理解しつつ訳語を工夫すること

2. 食文化と味覚

と、文化的理解と対照言語学的な検討を深めること、

味覚の認知は、ある言語を使う民族や民俗集団の食文

である。

化により異なっている。

4. 味覚の意味拡張における言語間の異なり

欧米においては、甘味、酸味、塩味、苦味という四
つが基本味とされてきたが、グルタミン酸などのうま

Backhouse によれば、日本語においては、味覚形容

味（umami）に反応する受容体を備える味蕾が確認さ

詞の一つ、
「甘い sweet tastes」の意味が (a) 「いい

れた[1,2]ことから、味覚には umami を含む五つの基

匂い sweet smell」と (b)「辛味の不足」との二つの対

本味があると認定された。1908 年、日本でうま味成分

照的な方向に分岐して、原意が拡張されている[6]。後

であるグルタミン酸塩が発見されて以来、科学的にも

者 (b) の場合、 前者 (a) とは対照的に「辛味の不足」

認識できるようになったひとつの味覚ではあるものの、

に意味が転移するのは、不足感・欠如感による意味拡

だしに支えられた和食文化の存在抜きにはうま味とい

張によるという。Backhouse は、日本語では「甘い」

う味覚概念はなりたちえなかったといってよいだろう。

と「辛い」とが対義関係にあることを指摘し、この関

旨味という日本語母語者にとっての主体的真実は、科

係が、
「甘い」に（b）
「厳しさを欠く／締りがない／鈍

学的認識に媒介されてうま味という科学的真理に統合

いこと／感情に左右される」という、欧米諸言語には

された。

みられない意味拡張をもたらしたと述べている（[6]:

うま味成分は、世界中のさまざまな食品に含まれて

155）
。
（b）の意味での表現には、
「考えが甘い」
「甘く

いる。古代ローマの魚醤ガルムをはじめ、うま味成分

見る」などという現実や敵を厳しく見ないことの常套

を含む食べ物を通して、うま味を感じる感覚を人類は

句・慣用句の言い回しのほかに、
「この鮭は塩が甘い」

共有していたのであるが、科学的真理の裏付けを得て

（
「甘塩の鮭」ともいう）といった表現までもがある。

はじめて、普遍的な umami として世界に認知された
[3,4]のである。
なお、日本語には５つ目の基本味であるうま味（the
fifth taste umami）と、その同音異義語である「旨味/
旨み」がある。後者は、旨い味、おいしい味の総称と
して deliciousness、delicious tastes と訳されるもので
あるが、現状、この２つは混同されて表記や使い方に
ゆれが見られる。味覚生理学、調理学などの各方面か
らの働きかけにより『広辞苑 第七版』
（2018.1）で２
つの違いが明記されたことから、今後、使い分けが進

Moiseeva の研究では、日本語や印欧諸語を含む 75

んでいくものと考えられる。

の言語における甘味を表す形容詞を考察し、それらの
語の意味が pleasantness と flattery の二つの方向に拡

3. 味覚の言語表現

張することを示した[7]。例えば、英語では sweet と

言語表現においては、例えば、丸岡の研究[5]に拠れ
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るが、反意にまで意味が拡張・転義することはない。
ドイツ語などでは flattery（甘言）を意味するし、また甘味
の過剰摂取は健康被害をもたらしたり、飽満を招いたりする
ことから‘excessiveness（過度）’ という規定を Moiseeva
は付けた。そして、この ‘excessiveness’ の概念によって
sweet と flattery は繋がっているとした[5]:11-12）
。
しかし、
Moiseeva は個別言語の味覚表現には立ち入っておらず、日
本語の「甘い」の意味拡張については、Backhouse の指摘
を見逃していると思われる。

5. 翻訳ギャップの克服のために
異なる言語族に属する言語間では，統語構造や文法範
疇の相違により、等価な意味内容を伝える翻訳が困難
な場合も多い。さらに，異文化間での直接の対応関係
が存在しない事象もしばしば見られることにより、翻
訳がギャップを生じたりする。このような問題に対し、
認知科学と翻訳論との接点を探りながら、言語間にお
いての認知的機序の同一と差異との諸問題および翻訳
への影響を見極めつつ、翻訳ギャップを克服していく
ことになるだろう。
味覚の事例で観察した意味拡張における言語間の異
なりは、語彙レベルで説明がつくものではなく、言語
間での意味カテゴリーとその体系上の差異という視座
から究明していくことになるだろう。
「文化が異なれは言語が用いているカテゴリーの内
容もひどく違ってくる」
「相異なる言語は相異なるカテ
ゴリーの型を析出する」 ルリヤ 1974『認識の史的発
展』森岡修一訳
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記号接地問題における地とは何か：視覚的物体の同一性の分析
What is the “ground” of the symbol grounding problem?
日髙 昇平†
Shohei Hidaka
†

北陸先端科学技術大学院大学
Japan Advanced Institute of Science and Technology
shhidaka＠jaist.ac.jp

Abstract

では意味を表現しえないとする。Harnad (1990) [1]は、

記号接地問題において、最大の問題の一つは、地

こうした記号処理を「中国語を中国語-中国語辞書をも

(Ground)あるいは非地とは何かという問題である。

って学習する」ようなものだとし、記号と非記号的表

本研究では、Harnad のいう「中国語-中国語辞書に

象の間の結合(grounding)が必要だと論じた。

よる中国語の学習」という構造(メタ復号問題)が、
“地”の候補たる感覚情報にも存在するため、記号

2.

記号=離散, 地=連続でよいのか

と地(非記号)という二分法に意味がないことを論じ

こうした記号と非記号的な意味あるいは地の二分法

る。これに対し、本研究は、情報の伝達経路におけ

は、記号処理的 AI と並列分散処理的なコネクショニズ

る変換に拠らず推論が可能な性質を、メタ復号問題

ム(McClelland & Rumelhart, 1978 [2])を象徴として、

の解の候補として提案する。異なる２時点の複数の

1980 年代から 2000 年代初頭までは離散的・論理的な

点の同一性を論じることで、視覚的オブジェクトの

情報処理と、連続的・分散的な処理の違いとして理解

一種が変換群の可換性により特徴づけられることを

されてきた面がある。

示す。これにより“感覚器を通した情報を地”とす

しかし、近年の人工知能や統計的な情報処理モデル

る素朴な定式化を超えて、本質的な意味発生の定式

の発展では、こうした垣根はほとんど意味のないもの

化を論じる。

となってきている。つまり、古典的な論理的・離散的

Keywords ― Symbol grounding problem, Chinese
room
argument,
meta
decoding
problem,
homomorphism

な処理や、逆にすべてが連続的な関数であるコネクシ

1.

ョニズムという二項対立に代わり、離散的な確率変数
(典型的には多項分布に従う)と、連続的な確率変数を共
に共存させた、階層的な確率モデルなどが登場してい

記号接地問題

る。こうした柔軟な統計的モデリング手法は、確率論・

記号接地問題とは、記号がいかにそれによって意図

統計学の観点から統一的に定式化される。近年有用性

された意味に結び付けられるのかを問う問題である。

が顕著に認められる深い階層を持つニューラルネット

ここでの記号とは、狭義には音声的な言語単位(e.g., 発

ワークなども、その複雑性など数理的に解明すべき性

話や文字による単語、文など)を指す。一方、記号接地

質は残されているものの、やはり統計的なモデリング

問題における「地」である意味として何を指すのかは、

の一種であると言える。

論者によって大きく意見が分かれるところだろう。意

したがって、少なくともこうした技術的な観点から

味の定義については後ほど述べるとして、それが何で

言えば、離散的な変数を記号とよび、連続的な変数を

あろうと、
「接地」の比喩によって捉える意味の一つの

地・意味と呼ぶことにはほとんど意味がない。あるい

側面は、記号のように恣意的で不安定なものを、ゆる

は、ある変数が「感覚所与」
「意味」であり、また別な

ぎなく安定しているはずの大地(Ground)に結び付ける

変数が「記号」であるというラベルを設計者が与える

という含意があると思われる。

事では、記号接地問題の本質に迫ることにはならない

そうしたゆるぎない意味の源泉(～それを要素とし

（記号接地を問いとせず、特定課題を解く処理機械を

て意味が構成されるもの)として、多くの研究では感

作るのが目的なら、それでよいかもしれない）ことも

覚・知覚によって与えられるデータ(認識論の用語では

明らかである。

センスデータあるいは感覚所与)を前提として議論を
構成している。一方で、古典的な記号処理による人工

3.

知能(AI)研究を典型的には指して、これらの記号処理
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よって、我々は改めて記号接地問題における「記号」

の候補であったはずの感覚器・神経系自体も、
「中国語

とは何か、
「地」とは何かを問いなおす必要があるので

だけによる中国語学習」と同じメタ復号問題としての

はないだろうか。

構造をもつため、それは本質的な解になりえない。従

より具体的に言えば、例えば網膜に投影された視覚

って、本稿では、発想を全く変えて、メタ復号問題そ

像が、
「感覚情報」
（地）であるとはどういうことだろ

のものを解くことが可能であるか模索する．

うか。前述した通り、人間の“設計者”が、
「この神経

4.

細胞の活動は外界の視覚的なパタンを伝える情報であ

メタ復号問題としての視覚的物体同定

る」というラベルを生得的に与えているのであれば、

本稿では、メタ復号問題の一種として、
「視覚的な情

記号接地問題は本質的に既に解けている。つまり、こ

報要素の集まりで、なんらかの視覚的単位(オブジェク

うしたラベルの付与は、何を意味(あるいはその構成要

ト)を構成できるか」という問題を例にとって考えてい

素)とすべきか、その方針を明示的に与えることに他な

きたい。ここで考えるオブジェクト同定問題とは、あ

らない。逆説的に言えば、あえて記号接地問題におけ

る空間上の点群がデータとして与えられ、それ自体に

る記号と地とは何かを問う立場にいるということは、

はラベルを与えられず、またそのデータが生成された

こうした一切のラベルを前提とせずに、しかし、視覚

過程も不明な時に、点群のどの部分集合が“意味のあ

野の神経細胞が「視覚パタン」を伝達していることを

るまとまり”である視覚的オブジェクトを構成するか

いかに知るか、という問題である。これは、Harnad

を推定する問題である。

(1990) [1]が「中国語を中国語-中国語の辞書で学ぶ」と

既存の機械学習などによるオブジェクト認識モデル

した記号処理問題と全く同型である。つまり、離散的

と対比してこの問題の特徴を挙げよう。まず、多くの

な対象であろうと、連続的な対象であろうと、
「認知的

オブジェクト認識モデルは、認識器を構成するために、

に閉じた」主体(ラベルを付与されず、自ら意味を見つ

画像などのデータを準備し、それを学習する必要があ

け出す主体)からは、やはり「神経細胞の間のやりとり

る。また、教師あり学習と呼ばれる手法では、これに

(中国語-中国語の辞書)から、神経細胞が何を意味して

加えて、そうした画像のうち、少なくとも部分的には

いるか(中国語)を見出す」のは本質的に同型の問題とな

どの画像の部分領域が特定の物体に対応するか、とい

っている。

った教師信号(ラベル)を与えて、それに対応する特徴を

日髙 (2016) [3]は、これと本質的に同型の主張であ

学習によって特定するというプロセスを経る。本稿で

る Searle (1980) [4]の中国語の部屋論法への一つの解

考えるオブジェクト同定問題では、通常のオブジェク

答として、メタ復号による解を提案している。日髙

ト認識モデルと異なり、議論の単純化のため画像では

(2016)は、中国語の部屋の思考実験が、Shannon の通

なく疎らな点群でデータを表現するという違いはある

信モデル(Shannon, 1948) [5]と本質的に同型であるこ

が、これは本質的な違いではない。そうしたデータの

とを指摘した上で、通信モデルの拡張を試みた。この

形式・複雑性を除き、本質的な違いとして、オブジェ

試論において、メタ復号問題とは、「符号-符号の観察

クト同定問題では、一切の学習データを用いず、また

だけから、符号を信号に変換する復号規則を推定する

教師信号なども与えないことが顕著な特徴として挙げ

問題」である。標準的な通信モデルでは、信号に符号

られる。これは、オブジェクト同定問題の目的が、画

を割り当てる符号器が、受信者に与えられることを前

像からの物体認識そのものではなく、物体認識という

提として復号を行う。しかし、拡張したモデルでは、

事例を通じて、
「(画像あるいは点群という)符号だけか

この符号器を所与とせず、通信路を経て変換された符

ら復号器を復号する」というメタ復号可能性の問題を

号の観測だけでその復号規則を復号することを要求す

論じる点にあるからである。

るため、メタ復号問題と呼ぶ。すでに挙げた「中国語

具体的に、本稿ではオブジェクト同定問題を以下の

を中国語辞書で学ぶ」
、
「神経細胞を神経細胞の活動で

通り定義する（図１を参照）
。
（１）ある時点 0 において、3 次元ユークリッド空

ラベル付けする」の命題が、いずれも本質的にメタ復

間上に N 点があり、そのうち M 点が、ある変換 f で、

号問題の一種であると捉えることができる。
Harnad は「中国語だけによる中国語学習」から意

同空間上の別な配置へと移る。変換後の座標系に相当
する時点を 1 とする。

味が生まれる事はあり得ないとして、それとは異なる
非記号的な「地」を求めた．しかし，非記号的な「地」

（２）視覚的オブジェクトとは、ある変換で同時に
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Action
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図 1: オブジェクト同定問題の想定する状況．図ではオブジェクトを構成する 2 点(X0, X1)のみ表示．
本文の説明の(1), (3)に対応する部分を図示．
移される点の部分集合であると定義する。
（１）の例で

の体性感覚野や運動野などの他の領域の情報と連合し

は、変換 f で移される M 点と、同一変換で布置を変え

て問題を解くことができない、つまり、
「視覚情報だけ

ない残り N-M 点が、
二つの異なるオブジェクトである。

に閉じた認知主体」を想定する事を意味している。ま

（３）観測者はある時点 0 の N 点を、ある座標系(線

た、この問題におけるオブジェクトの定義は、
「なんら

形変換 P0)から観測し、また次の時点 1 の N 点を別な

かの変換によって同時に変換される点の部分集合」で

座標系(線形変換 P1)から観測する。観測結果は、いず

あることは問題の前提として与えられるが、それがど

れの時点でも 3 次元座標系から、網膜の 2 次元座標系

のような変換であるか、という何をもって意味とすべ

へと移る線形変換 v によって得られる 2 次元点群デー

きかという定義自体を推定する問題となっている。加

タとして与えられる。

えて、物体自体の変換のみならず、自分自身の姿勢変

（４）本問題において“観測者”に与えられるのは、

化によっても視覚像が変化するため、未知なる観測者

2 つの時点での視覚像である 2 次元点群データのみで、

の姿勢変換と、未知なる物体の変換を切り分ける必要

他の情報、すなわち、元の 3 次元点群、変換 f、観察者

もある。

中心座標系を与える変換 P0, P1 は、
未知であるとする。
（５）
“観測者”に与えられた 2 時点の 2 次元点群デ

5.

ータのみから、N 点のうちどの部分集合がオブジェク

準同型写像の存在による物体同定

こうした、通常で想定されている物体認識問題より

トを構成しているのか推定せよ。

も極めて限定された状況において、それでも視覚的物

この視覚的オブジェクト同定問題において、
“観測者”

体という「意味」を見つけ出すことは可能だろうか。

は 2 つの時点における網膜像という極めて限られた情

結論から言えば、可能である。現在、著者はこのオ

報源しか持ち合わせておらず、自分が各時点でどのよ

ブジェクト同定問題を中心として、メタ復号問題のプ

うな姿勢をとっていたか(観測者中心座標系の変化)す

ロトタイプの数理的な構造の解析を進めている。この

らも未知である。これは、視覚野の神経細胞の２時点

進行中の研究の現段階の成果として、オブジェクト同

での同一性だけが辛うじて与えられているものの、他

定問題において、各未知なる写像が構成する準同型写
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像の存在(図１では緑の破線矢印で示す写像の存在に

ムの変化を迫るものになる可能性がある。すなわち、

対応する)を検証する事で、与えられる２時点の視覚像

Harnad は「中国語だけによる中国語学習」から意味

だけで任意の部分点集合のオブジェクト性を判定可能

が生まれる事はあり得ないとし、それとは異なる確固

であることが分かっている。ただし、本来 3 次元空間

たる“実在”の代理としての「地」を求めた。しかし、

上の構造が 2 次元空間へと縮退しているため、判別の

すでに述べたとおり、非記号的な「地」の候補であっ

つかないような特異なケースも含まれているが(こう

たはずの感覚器・神経系自体も、同じメタ復号問題と

した同値類の構造も数理的には明らかになっている)、

しての構造をもつため、それは本質的な解になりえな

そのようなケースを同値とみなすような認識器である

い。

ということを認めれば、本質的にオブジェクト性を問

従って、本研究の採ったアプローチは、メタ復号問

うためには、符号(ここでは点集合の変換群)のパタンマ

題を避けて、記号なるものと非記号・地なるものを前

ッチをする必要がない。

提とし、それらの結合を問題にするのではなく、メタ

この結論は驚くべきものである。通常の機械学習の

復号問題を直接的に解くことが可能であるかを模索す

枠組みでは、特徴空間上の類似性(教師なし学習)か、あ

る道である。メタ復号問題としての性質を有する理想

るいは判別したい事例のラベル(教師あり学習)のいず

化された模型であるオブジェクト同定問題では、未知

れかを、認識器の設計が与える必要がある。そしてこ

なる「オブジェクト性＝未知なる変換の下で同一視で

うした情報を基礎に、オブジェクトを認識するのが一

きる点の部分集合」を意味とし、限定的で認知的に閉

般的であるが、上記のオブジェクト同定問題では、パ

じた主体の立場からこれを推定可能であるかを問う。

タンそのものの定義は、トップダウン的(モデルの設計)

7.

にもボトムアップ的(学習データの選択)にも与えられ

自律性と意味の単位

ておらず、それ自体を見つけ出す問題となっている。

第二に、メタ復号問題の解は、本質的に自律性、あ

一方で、オブジェクト同定問題の数理では何も前提が

るいは主体性という概念と意味の発生の関係を示唆し

ないかというと、そうではない。特定のパタンの類似

ている．自律性や主体性は、その概念を明確に定義す

性やラベルを明示的に与える代わりに、そうした関係

るのが容易ではない。例えば，一見似ている指標とし

が「存在する」ということを前提に推定の枠組みを構

て，確率的な独立性が挙げられる。例えば、外気温と、

築している。つまり、それがどのような変換であるか

それによらず体温を一定に保つ恒温動物の対応を二つ

は未知ではあるが、何らかの変換があり、それに関し

の変数としてとれば、２つの変数は確率的独立である

て、準同型写像(ここでは、線形力学系の間の準同型)

とみなせるかもしれない。逆に、無生物の温度は外気

が構成可能なものである、というある種の数学的な構

温に従属的に変わるだろう。従って、確率的独立な変

造の存在を、オブジェクト性推定器の構築の基礎に置

数を持つ何かを“自律的な主体”と言ってもよいのだ

いている。事例的に言えば、
「丸い形をしているのがり

ろうか。しかし，これは必ずしもその主体のすべてが，

んごだよ」などと教えるのではなく、
「どんな形をして

それ以外と確率的に独立であることを意味しない．む

いるか、どんな動きをしているかわからないが、複数

しろ，
「体温を保つ」などの機能(ホメオスタシス)は，

の可能な情報の経路で一貫した性質を持っているのが

積極的に外界との相互作用をすることによって実現さ

何らかの物体だ」といった、オブジェクトに内在する

れていると言える(e.g., 外界の温度が低いなら、発熱し

整合性を抽象化した命題を基礎において、オブジェク

なければ一定の体温を保てない)。つまり，確率的独立

トを推定していることに対応する。

性だけでは自律性を記述する事は難しい。
多くの生物の最小の“意味”を持つ構成単位である

6.

中-中辞書による中国語の学習可能性

細胞を定義する一つの手立ては、それを覆う膜の内と

このオブジェクト同定可能性は記号接地問題にとっ

外という区別によるものである。タンパク質や RNA,

てどのような意味を持つのだろうか。第一に、対象と

DNA などが単体、あるいはその特定の集合だけでは、

なる現象がいくつかの条件を満たす場合、
「中国語-中

機能を果たせず、生物としての“意味”を持つことが

国語辞書による中国語の学習」が可能であることを示

できない。一方で、細胞は、それらの基礎的な構成物

唆している。これは、Harnad (1990)の立場から見た

が有機的に関連し合い、互いの“意味”を積み出す単

記号接地問題の研究に対して、大きな立場をパラダイ

位として働いている。この意味で、細胞は生物として
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の最小の意味を持つ単位と言えるだろう。当然ながら、
その細胞意味論の機序の解明は容易ではないものの、
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少なくとも細胞生物学には、膜という比較的容易に定
義できる明らかな単位があり、細胞膜で覆われた細胞
は、ある種の自律性を持つと言ってよいだろう。
では、認知的な主体における「膜」とはどのような
ものか。すでに述べた通り、
“身体”や“感覚器”を外
界とのインターフェイスとしてラベルづけするのは本
質的な定義にはならない(一時的に、仮にそう定義する
という手法はあり得るが)。なぜなら、認知的な主体に
おいて、
“身体”の感覚は、
“身体でないもの”を含ん
で変化しうるし(ボディーイメージの変化の神経基盤
研究として入來らの研究がある)、また感覚モダリティ
もある程度の可塑性を持つことが知られているためで
ある。こうした、物体への名づけによってその「膜」
を定義することが難しい認知的な主体の自律性はいか
に論じるべきだろうか。
これに対する一つの答えは、本稿で論じたオブジェ
クト同定問題に含意されている。紙面の都合でオブジ
ェクト同定問題の数理についての詳しい説明は別の機
会に譲り、ここで端的に言うならば、オブジェクトを
構成する部分集合を検討する際に、点集合の満たすべ
き方程式が導出される。この方程式は、もし点集合が
同じオブジェクトであれば満たすべき内在的な制約を
反映したもので、どの点だけでも定義できず、互いが
互いを制約する形で表現できる。その方程式の表現す
る全体性に加えて、その方程式が“内なるデータ”(4
節の定式化では視覚平面上のパタン)だけから表現で
きるという点が、その範囲のものを「自己」として定
義しうる性質を表している。つまり、あるデータに閉
じて(e.g., 視覚平面上の点群)いながら、しかし、それ
らの内的な整合性によって、それを超えた“非自己”
を推論する事も可能である。こうした“自己”と“非
自己”の区別の発生、そして“自己”に閉じた情報だ
けから“非自己”の情報を得られる点(意味の発生)で、
自律性を本質的に捉えるための基盤となっている可能
性がある。
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Abstract

なる現象がある。Warrington ら[1]は生物の名前はわ

各種感覚情報は、従来、段階を追って処理され、最

かるが、人工物の名前はわからない、あるいはその

終的に概念（意味野）に到達し、言語や行為などの

逆で人工物の名前はわかるが生物の名前はわからな

反応が引き出されると推測されていた。しかし、昨

い症例を報告し、生物カテゴリーと人工物カテゴリ

今の知見では、感覚情報処理は、処理の初期段階か

ーで語の理解が二重乖離する可能性を報告した。そ

ら、既に、対象のカテゴリー化や意味野の賦活が開

の後多くの同様の報告が続き、この現象は機能画像

始されていることが推測されている。本発表では、

でも証明されている[2]。これは、意味カテゴリーによ

脳損傷によって、言語機能の‘壊れ方’にどのよう

る障害の乖離である。あるいは、動詞の想起・理解は良

なパターンがあり得るのかを検討し、記号接地問題

好なのに、名詞の想起・理解に問題がある場合やその逆

に関わる問題を考察する。

のパターン、あるいは、特定の部位の損傷で、固有名詞
にのみ障害が出る場合もある。これらは、品詞カテゴリ

Keywords ― Aphasia, Category Specific impairment,
Modality Specific impairment,
Brain lesion,
Neuropsycology

1.

ーによる乖離である。これらは、
‘カテゴリー特異性の
ある障害’と総称されている。これらの障害パターン
と、脳の損傷部位には一定の関係がある（図 1-A）
。

はじめに

ヒトが言語をどのように処理しているのかを知る手
立てには、大きく２つの視点がある。１つは、言語がど
のように構築あるいは獲得されるのかという視点であ
り、もう１つは、どのように障害されるあるいは壊れう
るのかという視点である。脳損傷による言語障害の研

A

究は、神経心理学の領域に含まれ、後者の視点で、言語
のしくみを考察してきた。脳損傷者が示す言語症状は、

B
図１

図 1-A は、脳のどの部位が損傷されると、どのカテ

記号接地問題に多くの示唆を与える。
通常、脳の特定の部位が損傷されると、言語

ゴリーの語が障害されるかの模式図である。図 1-B

（language）を扱うこと自体に問題が生じ、これは、

は、脳の主な機能システム：すなわち、対象の視覚

‘失語’と称される。失語では多くの場合、
「言葉が出

認知処理、空間認知処理、運動・動作の処理のシス

ない」あるいは「
（言われた）言葉がわからない」とい

テムの局在が示されている。図 1-B で、例えば、空

う訴えがある。このような、語の想起あるいは理解の障

間認知処理と記載されている部位は、頭頂葉と称さ

害を詳細に調べると、示唆に富む現象を見出すことが

れている部位で、空間的な位置・広がりの認知、あ

できる。今回、これらについて、神経心理学的視点と電

るいは身体の位置を認知し、外の対象との関係を位

気生理的な検討から、語と意味の関係について考察す

置付ける機能を担っている。この部位が損傷される

る。
。

と、図 1-A で示されているように、身体部位や家具・
道具のカテゴリーに関係する語が障害されうる。こ

2.

れは、家具や道具が身体を用いて使われるものであ

カテゴリー特異性とモダリティ特異性

言語のしくみを考える上で、示唆に富む現象の１つに、

ることと関係するためである可能性がある。また、

‘語’の想起や理解の障害が、時に語の種類によって異

対象の視覚認知処理を担っている部位（図 1-B）は、
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側頭葉下部と称されている部位である。視覚情報は

さらに詳細に検討すると、障害されていると考え

後頭葉の一次視覚野に入った後、側頭葉下部を前方

られたカテゴリーの中でも、正答できた対象と正答

に向いながら、対象の視知覚認知処理が進むのであ

できなかった対象があった。動物カテゴリーでは四

る。その処理の進む通り道にあたる側頭葉下部の中

足のもの、果物カテゴリーでは丸い形のものを誤答

央近傍の損傷で、特に動物や植物などの生物カテゴ

していたのである。果物の正答と誤答の例を図４に

リーの理解や語想起が障害される（図 1-A）
。これは、

示す。

動物や植物は、その識別や概念の上で、視覚的な特
徴が大きな意味を持つことが多いためかもしれない。
さらに、運動・動作の処理に関与する部位は、前頭
葉である（図 1-B）
。この部位の損傷では、動詞、あ
るいは、運動や動作に関連する語の障害が出やすい
（図 1-A）が、これは運動野との関連が推測されて
いる。このように、語の処理は、意味カテゴリー毎
図4

に異なる脳部位が関与し、その部位はその語に関連
した知覚処理や運動処理を担う部位と一致している

そこで、動物に関して、
「四足ではない動物」を対

可能性が指摘されている。これらの知見は、その単

象に、呼称課題を施行したところ、全てのモダリテ

語を獲得した状況、あるいはその単語を理解したり、

ィについて、良好な成績であった。この結果は、本

想起したりする状況あるいはその時に関与する身体

患者は、動物全般に障害があるというよりは、
「四足

の部位や入力に用いられる感覚情報の経路が重要で

の動物」に障害があると言える。また、果物に関し

あることを示唆している。

ても、果物全般に障害があるのではなく、
「丸い形を
した果物」に障害がある可能性が示唆された。ここ

3.

カテゴリー特異性：脳損傷者からの知見

で、このような乖離は、類似した形状なので、単に

患者[3]：71 才右利き女性で、MRI で、左下側頭回

混乱しやすかった可能性を排除できるか、対照課題

（一部中側頭回）中～後部に出血巣を認めた（図 2）
。

として、類似の形をしたものを 6 択の選択肢に並べ
ての呼称課題を施行した。しかし、特に成績の低下
は認めなかった。従って、動物における‘四つ足’
が不良で、
‘非四つ足’が良好であったという乖離、
あるいは、果物における‘丸いもの’は不良であっ
たが、
‘丸くないもの’は良好であったという乖離は、

図２

対象の形状が類似していることでは説明できないと
考えられた。

本患者は、単語の指示課題および呼称課題で低下を

4.

示し、これらを意味カテゴリーごとに検討したとこ
ろ、果物・野菜・動物のカテゴリーで特に低下して

カテゴリー特異性：脳内活動の知見から

脳損傷患者において、このような形状特異的と言

いた（図 3）
。

える症候がみられたが、これは普遍的に脳における
言語処理を示唆しているのか確認する必要がある。
そこで、事象関連電位の方法を用いて、脳内活動経
路の時間的推定を行った。
１） 対象・方法
対象は健常大学生 4 名（全員 22 歳、女性 1 名、
男性 3 名）
。方法は、被験者に対し四足動物および果
物のモノクロ線画を提示し，その名称を想起させ、
図３

その際の脳波（EEG）を計測した。計測した EEG は
ECDL 法[4]により解析した。具体的手順は、①画面
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中央に注視点を 4 秒間提示し，②その後，画面中央

形や柄のある果物で、脳内の活動部位が異なることが

に視覚刺激を 3 秒間提示した．視覚刺激は、果物 6

示された。

種類（サクランボ、苺、バナナ、西瓜、林檎、柿）

５．考察

を用いた。視覚刺激提示開始時から 3 秒間の EEG を
計測した．以上のサイクルを 40 回繰り返し，1 サイ

目の前の対象の名前を言う呼称課題を遂行するのに

クルとして，2 サイクルを 1 セットとした．なお，

必要なプロセスとして、視覚認知が段階をもってなさ

視覚刺激はランダムに提示した。

れ、最終的に対象を認知し（概念に達して）
、その上で

２）結果

語を引き出すという階層性のあるプロセスが従来、仮

‘概念’に達したところで、
‘わ
結果は、どの線描画を提示した場合も、一次視覚野（V1） 定されてきた。そして、
→ 下側頭葉皮質前部（TE）→ 右海馬傍回（R ParaHip）

かった’と認識すると考えられている。一方で、その

→ 右紡錘状回（R FuG）→ 右海馬傍回（R ParaHip）

‘語’の障害が、カテゴリーごとに乖離しえることは

→Broca 野（Broca）→ 左島皮質（L Insula）→ 右海

‘カテゴリー特異性のある障害’として広く知られ、語

馬傍回（R ParaHip）→ Broca 野（Broca） → 右紡錘

の獲得や使用の際に、活動するであろう脳部位と密接

状回（R FuG）→ Broca 野→ ＊→ 右紡錘状回（R FuG）

な関係がある可能性が示唆されてきた。すなわち、脳の

→ Wernicke 野 → 右 Broca 野（R Broca）の経路を

ある特定の部位が、概念の中枢として存在するのでは

たどった。この経路は、様々な場所の脳活動が、行きつ

なく、同時にあるいは関連して活動する脳部位が、それ

戻りつして、脳内を活性化してゆく様子が示されてい

ぞれの語の想起に関わっているという、現場主義的な

る。また、興味深いことに、上記の「＊」のところで、

側面があるということである。この考え方は、実は、階

線描画によって、右角回（R AnG）を経るものと経な

層性のあるプロセスを経て、
‘概念’に達するという考

いものがあった（図 5）。図 6 に代表的な、サクランボ

え方とは、異なる発想を持っている。今回の患者の反応

と柿の脳内活動経路を図示する。

を詳細にみると、一見、
‘意味’カテゴリー特異性があ
る障害に見えるが、それは、意味や概念という考え方に
立脚した人為的な見方ともいえる。本患者の症候や
ECDL の結果は、呼称するというプロセスは、①決し
て階層的に進んでゆく 1 本道ではなく、様々な部位の
脳活動が行きつ戻りつして惹起されるものであること、

図５

②また、
‘形状依存的’な脳内処理をしている可能性が
あることを示唆している。

参考文献
[1] Warrington EK, Shallice T. Category specific semantic
impairments. Brain 207: 829-953, 1984
[2] Damasio H, Grabowski TJm Tranel D, Hichwa RD, Damasio
AR. A neural basis for lexical retrieval. Nature 380: 499-505,
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[4] T. Yamazaki, K. Kamijo and A. Kenmochi: “Accuracy of

図６

Multiple Equivalent Current Dipole Source Localization
from EEG in Terms of Confidence Limits for Radial

角回の活動があったものは、図４で患者が正答して

Distances”，Bio Medical Engineering，37-4, pp.336-341,

いた対象と一致し、一方、角回の活動がなかったもの

1999.

は、患者が誤答していた対象と一致していた。すなわ
ち、丸い典型的な形・単色の果物と、その他の特異的な
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記号接地問題から記号創発問題への移行の必要性
～ダイナミクスとしての記号と認知～
Move from Symbol Grounding Problem
to Symbol Emergence
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立命館大学
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Abstract

ションするマルチエージェントシステムによって支

Symbol grounding problems is not well-defined problem
because it is accompanying a pre-existing amodal symbol
system and missing the social dynamics of symbol systems.
To overcome this problem, we need to change the problem
setting. In this talk, I will talk about symbol emergence
problem. I will also talk about symbol emergence in robotics,
which is tackling the problem.

えられた創発的実体である．記号系自体が人間のコ
ミュニケーションを下層に持ち，そのシステムにお
ける下層のエージェント，つまり人間活動のダイナ
ミクスの上で自己組織化した秩序なのである．そし
て，その存在は人間の意味解釈や活動を通して実世
界と接続する．このような記号を支えるシステム全

Keywords ― Symbol grounding problem, symbol
emergence in robotics, artificial intelligence, symbol
emergence problem

体を谷口は記号創発システムと呼んでいる[3,4]．
認知科学や人工知能における記号の議論は未だに
アモーダルな記号系の理解に囚われることが多いの

記号接地問題は Harnad により導入された概念で

と同時に，記号系を固定的なものと捉え，認知シス

あり，物理記号仮説に基づく人工知能や，それに影

テムによる接地の問題しか見ていない．記号接地問

響を受けた認知科学と実世界の認知を調和させるた

号系はアプリオリには存在しない．人間の自らの感

題という言葉が有名になりすぎているのも問題であ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
る．重要なのは記号創発問題であり，記号接地問題
．．．．．
．
．
ではない[5]．

覚運動に閉じた認知発達を前提に考えれば，これは

本講演では記号創発システム，及び，記号創発問

演繹的に明らかである．しかし，どこかで「りんご」

題について指摘し，認知と社会両方を包括する現実

や「歩く」などといった概念を表す言葉の意味を固

的な記号接地の方向について論じる．また，そのよ

定的に捉え，近似的にアモーダル記号系が存在する

うな問題に対する構成論的なアプローチとして，記

ことを仮定し，認知システムの表現に用いたことか

号創発ロボティクスの研究取り組みに関して概説す

ら間違いは始まった．近年，アモーダルな記号系を

る．

一切用いない深層学習の成功により，アモーダルな

参考文献

めの議論であった[1,2]．しかし，その問題設問自体
に問題がある．そもそも，固定的でアモーダルな記

記号系による現実的な意味での認知の表現の限界が

[1] Harnad, S.: The symbol grounding problem, Physica
D:, Nonlinear Phenomena, Vol. 42, No. 1, pp. 335–346
(1990)
[2] Newell, A.: Physical symbol systems, Cognitive
Science, Vol. 4, pp. 135–183 (1980)
[3] Taniguchi, T., Nagai, T., Nakamura, T., Iwahashi, N.,
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その影という対照によりくっきりと表れている．
アモーダルな記号系は思想的には，実世界の接地
を捨てた，数理論理学，記号論理学の記号概念を継
承したものであり，それに後付けで意味を付そうと
いう記号接地問題の考え方は立て付けとしてナイー
ブだ．そもそも，人間にとっての記号系とは記号論
理学におけるようなもの記号系ではなく，社会にお
いて保持され変化を続ける社会的な存在である．言
わば，多くの人間，動的に，適応的にコミュニケー
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意味の共有感覚と記号接地問題
Sharing the Same Sense of Symbols Provides the Scaffolding for
Symbol Grounding
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Abstract
本発表では，記号接地問題が言語習得研究に何をも
たらしたかを整理したうえで，その現代的な意義を再
考する．記号接地問題に代表される記号主義批判以降，
どのように言語習得研究が展開し，また現代的にどの
ような新しい問題を提起しているのかを，特に記号習
得・意味習得の関連から，意味の共有感覚の問題を中心
に議論する．

共有すべく他者の注意状態をコントロールする所作，
すなわち記号を使うことによって協力的な目的を達成
しようとする [2]．更にこのような記号を用いた推論
が模倣学習(imitative learning)を始めとする人間特有
の学習の形を生み，個別言語の意味体系をはじめとす
る種々の文化学習の端緒を開くことが明らかになって
きている[3]．

Keywords ― 意味習得, 記号習得，意味論

第二の経験のタイプは，我々の記号の意味を支える

1.

感覚運動的経験である．いわゆる身体論の立場をとる

記号接地問題が今までに何をもたらし
たか：感覚運動経験と社会的経験

認知科学研究は，身体を経て得られる感覚運動経験か

記号接地問題は，心のはたらきを所与の「記号」

ら記号がどのように生まれるかを問う．例えばバーサ

(同値類に同じラベルを貼り分節化した対象)のセット

ローは，我々が持つ表象が，実際に現実世界で経験す

を用いた演算処理として考える記号主義への批判とし

る感覚運動経験が脳内でシミュレートされた状態から

て提起された [1]．その後の認知科学全体における身

類推的に生み出される知覚記号として捉えることがで

体論の隆盛を見れば，記号接地問題の問題提起として

きることを提案し[4]，またレイコフは一見抽象的に見

の役割はひとまず成功したと言ってよいだろう．言語

えるような言語の意味がやはり身体経験を源泉領域と

学・言語習得分野においても，反記号主義的なアプロ

したやはり類推によって成立することを指摘している

―チは盛んに展開された．多くの研究に通底するの

[5]．関連して，経験から安定して生起するパターンを

は，計算にとっての「記号」ではない人間にとっての

発見することができる領域一般の統計学習のメカニズ

記号，すなわち人間が対自/対外的コミュニケーション

ムの発見も，経験からの学習可能性に関する議論を後

に用いる形式-意味の対応が「経験」からどのように

押ししている．統計学習は，アプリオリな「記号」表

ボトムアップに立ち現れてくるのかということに応え

現を想定せずして連続的性質を帯びた入力から離散的

ることであったように思える．

な出力を可能にするだけでなく，異なるモダリティを
跨いだ入力を統合する処理をも可能にする[6]．

経験といっても非常に開かれた概念であり，ともす
れば個別の現象をアドホックに説明するだけの装置に

これらの経験に関する議論は，それぞれが「なぜ人

なりがちであるが，これまでの研究を概観すると二つ

間が対象に対して，対象それ自体ではない意味を与え

の捉え方が存在していたように考えられる．第一に，

ようとするのか」という記号それ自体の(個体発生的)

子どもが既に社会に存在する他者から与えられる文化

起源の問題，
「記号の意味が，何によって制約され現

的もしくは社会的経験である．近年の発達心理学研究

在の形に至るのか」という記号の構造の起源の問題を

から明らかにしてきた人間の向社会性，利他性，共有

問うていると言え，両者が人間にとっての記号接地問

志向性等の性質は，人間が同種の他者から発せられる

題に深くかかわることは紛れないことのように思え

音声や行為に対し特殊な推論を行うことを明らかにし

る．

てきた．例えば生後一年に満たない子どもは，視線や
動作を通じて他者の注意方向を追い，他者がなぜそこ
に注意を向けたのかその意図を推論する．更に情報を
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上記の議論を踏まえ，記号接地問題の現代的意義を

2.

記号接地問題はこれから何を新たな問
いとして提起するか：記号習得と意味習
得，及びそれを支える意味の共有感覚

改めて考えると，記号習得，意味習得の観点は，言語の

記号接地問題と人間の心のはたらきと重ねて捉えよ

一般性を巡る問題として，記号の連続性の問題を提起

うとする場合，自然に取り上げられるのは言語習得の

することができる．重要なことに，記号と身体の関係は

問題であるように思われる[7]．ここで言語を特殊な，

対比的というよりも連続的である．つまり人間の用い

閉じた「記号」体系と捉えないことは，言語習得をよ

る記号コミュニケーションのシステムには，言語，指差

り一般的な観点から捉えることを可能にする．すなわ

し，ジェスチャー，表情，視線等，様々な記号が含まれ

ち，言語を対自的/対他的な意味の共有感覚を得るた

るが，これらの記号はそれぞれがより感覚運動に近い

めの一つの道具立てとして一般化することが可能とな

情報，より抽象的でアモーダルに近いともいえる情報

る．

を担っており，更に人間はそれらを用いて対自的/対他

記号体系における位置づけの問題を改めて提起してい
るようにも思える．まず記号習得の観点からは，言語の

まず社会的経験から言語習得を捉える視点は，言語

的にフィードバックさせながらコミュニケーションを

習得を記号習得の観点から一般化することを可能にす

行っている[12]．更に近年の研究では，話者がコミュニ

る．人間は，記号を用いて対自的/対他的に意味の共

ケーションにおいてどのような情報を他者と共有した

有感覚を得ることを求める．そのような中で子どもは

いかと考えるかによって，各種記号の用いられ方が異

言語を他の記号系から独立した系ではなく，記号コミ

なることが指摘されている．例えば，一部の有縁記号

ュニケーションの習得過程における一つの記号のタイ

は，特に他者と共有したい情報や，自分にとって主観的

プとして学習する[2]．実際に信号，非言語記号を用い

で印象的である情報の場合に，特に現れやすいことが

たコミュニケーションはほぼ確実に言語に先行して現

指摘されている[9]．言語を記号として一般化する際，

れ，言語の習得の足場を作る．言い換えれば，子ども

言語に留まらない記号コミュニケーションのシステム

は言語を習得して初めて他者とのコミュニケーション

全体を人間がどのように習得していくのか，そこにお

を始めるのではなく，言語以前に様々な形で得た他者

ける言語の役割とは何かを問うていくことは重要であ

との共有感覚を言語に変換していくのである．

ろう．第二に，意味習得の過程においては，言語の特殊

次に，特定のアモーダルな表象を前提とせず言語習

性の問題が立ち現れる．言語は，これまで多くの研究で

得を考えるとき，言語習得は一つの文化学習として一

指摘されてきたように多種の記号と比べても，明らか

般化できる．つまり子どもは，当該文化の成員である

に参照的(referential)，分析的/弁別的(analytic)な特徴

他者とのやり取りの中でその文化/言語社会なりの世

を持っている[9][13]．その帰結として，言語の意味は他

界の見方，すなわち意味を習得する [8]．元来の記号

の記号のシステムと比べものにならないほど抽象的で

接地問題は，
「記号」の意味が感覚運動経験からいか

複雑な体系をなしているが，このような言語の意味が，

にして構築されるのかに主眼が置かれていた．しか

どのような記号コミュニケーションから立ち現れて，

し，感覚運動経験は確かに言語的意味の重要な基盤の

他の記号から離れていくのかを調査することは非常に

一つとなるものの，それだけが言語の意味を成立させ

興味深いことであるように思われる．実際にこれまで

るわけではない．他者が世界をどのように意味づけて

の研究では，言語習得の過程において，子どもが他者と

いるのかを学習するためには，他者意図の推論を含む

情報と共有しようとする動機の有無が，コミュニケー

社会的経験もまた必要である．すなわち，言語的意味

ションに用いる言語とジェスチャーの記号選択に影響

は，感覚運動的な概念に言語が投射されることによっ

を与えること，更にそのようにジェスチャーを用いる

て成立するのではなく(words as “mapping” view)，言

ことが，言語の体系的な使い分けにも影響を与える可

語が感覚運動的経験と社会的経験の記憶を引き込むこ

能性も示唆されている[14]．
このような意味の共有に関

とで成立し，その結果個別言語の話者の持つ意味体系

する志向性と，社会的経験，感覚運動的経験がどのよう

が成立する (words as “cues” view:[9][10][11])．非常

に役割分担をしながら意味習得を支えるかという視点

に重要なことに，意味の成立過程において両者がどの

は，今後の言語習得において最も重要な視点の一つと

ように役割分担をしているかという問題は，現在にお

なるだろう．

いても未解決な部分が大きい問題である．
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構造と意味を繋ぐ言語システムによる記号の接地・脱接地
Symbol Grounding and De-grounding in Linguistic System
Associating Structure and Meaning
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北陸先端科学技術大学院大学知識科学系
School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology
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Abstract

いる状態から，立ち上がり地面との結びつきを失わず

人間の言語において，記号は，一人称性・文脈依存性
の強い経験に直接結びつくものではなく，一人称性を
持ちつつ抽象化されている．記号接地とは，この直接
的な結びつきから，全体性を持った記号のシステムを
作るように，間接的な結びつきをつくり，そして，構
造と意味を繋ぐシステムとしての言語における構造構
築の操作対象になることを記号接地と考える．類似
性・随伴性に基づく拡張，構造を通した新しい概念構
築，および，暗黙的認識により，直接経験から離れつ
つ独自の意味を創造する脱接地を可能にする．

に記号メリーゴーランドにどうやって乗るかという問
題である．そして，いかにして記号世界を回れるよう
になるか（全ての記号をいちいちグラウンドしていな
いと言語文の意味が理解できないわけでもない）
，さら
にそれを自分で回せるか，つまり，世界と結びつきつ
つ既存の関係に厳格に制約されることなく，新たな記
号関係や新たな概念をつくり出せるか，という問題ま
で含まれるだろう．すなわち，接地された記号システ

Keywords ― Symbol grounding, Symbol de-grounding,
Structure

ムを作り，密接な接地から離れて記号システムを拡張
することもできなくてはならない．本稿では後者を「脱

1.

人工知能と言語獲得における記号接地

接地」と呼んでいる．

記号接地は，もともとは，記号主義人工知能によっ

人間は，反射や情動的共感のように外界の刺激に対

て操作・処理される形式的記号が，世界の事物や概念

して直接的に反応する場合もあるが，それだけではな

と結びつくという意味で「有意味」なものにいかにし

く，経験に対する記憶や表象を内部に持って，それを

てなりえるか，ということが問題にされた[1]．一方，

処理したりそれに反応したりしている場合が多い．た

記号接地は言語獲得でも問題であることが指摘され，

とえば，他者に認知的共感を持つ場合，辛そうにして

言語獲得は記号接地であるという主張もなされている

いる他人を見て自身も辛い感情を持つのではなく，辛

[2]，もし言語獲得が記号接地であるならば，記号が外

いことを理解し（
「辛い」という表象を持ち）それに対

界の事物や概念と結びつくだけでは不十分である．ま

して思いやりを持って接するなどの反応をすることが

ず，記号と事物はバラバラに 1 対 1 に対応づけられて

できる[3]．

いるのではなく，記号が互いに関係しつつ，全体とし

経験に基づくエピソード記憶は，一人称性・いまこ

ての（システムとしての）構造を持っている．そして，

こ性・文脈依存性が強いものであるが，人間が保持・

記号主義人工知能でやっていたように，記号の置き換

処理・反応する表象は，経験と直接結びついていると

えや組み合わせの操作ができ，それらの操作から新た

いうより「記号」化されている．たとえば，誰しも自

な概念を作り出すこともやはり可能にならなくてはな

分が辛い思いをした経験をエピソード記憶として持っ

らないだろう．

ているが，認知的情動による状況への反応はそのエピ

いわば，記号で記号を定義したり，問題を記号表現

ソード記憶を想起するのではなく，一人称性などを下

しそれを処理して解を記号として出したりするように，

げたある程度抽象化された「辛い」という表象を喚起

記号の世界をぐるぐると回るだけのメリーゴーランド

する．この時，他人が辛そうにしている状態は一種の

から降りて，いかにして地に足をつけるか，という

記号形式である．したがって，
「彼はいま辛い状態なん

Harnad の意味での記号接地の問題に対して，言語獲得

だ」という発話を聞いた場合でも，似たように思いや

における記号接地の問題は逆方向を向いている．すな
わち，ハイハイして地を這い回って世界を経験をして
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りを持って反応することは可能である1．このような反

では，感覚運動システムと内的表象の間にはどのよ

応をするとき，
「悲しい」
「苦しい」
「楽しい」
「失敗し

うな機構が挟まっているのだろうか．本稿では少なく

た」
「傷つけられた」といった「辛い」に関連する種々

とも次に見て行く 5 つの機構があると考えている．

の表象との関係を考慮し，
「なぜ辛い状態になってるの
だろう」
「辛いならどのようにしよう」
「このようにし

2.1 類似性・随伴性に基づく結合

てあげたらどうなるだろう」といった，原因の推論，

類似性・随伴性に基づいて感覚運動と内的表象を結

対応の探索・計画・予想という処理を行う．そしてこ

びつける機構．これは，アイコンやインデックスとい

のような処理は，反射的ではなく熟慮する場合はとく

う種類の記号を作る．

にそうであるが，
「言語的」に為される．Friederici は

たとえば，
「▲」というマークがエレベーターの前の

表象を，視覚的・触覚的・嗅覚的・エピソード的連想

ボタンについていれば，上階へ向かうためにエレベー

を含むリッチな「概念意味的表象（conceptual-semantic

ターを呼ぶボタンであることがわかるであろう．これ

representation）
」と，文法的に正しくて解析可能な文

が類似性に基づいた記号関係（
「▲」という形式（視覚

を構築するのに十分な部分に限定された「言語意味的

入力）と「上へ向かう」という意味が結合した関係）

表象（linguistic-semantic representation）
」に分けてい

である．

る[4]．

あるいは，驚いたときに思わず「あっ」と声が出る

ここで言いたいことは，人間が記号を言語的に用い

ことはよくあるが，この経験をすると「あっ」という

ている時，入力と反応が直接結びついていないだけで

形式と驚きという心理状態を結びつける．すなわち「あ

はなく，
（内受容感覚も含む）感覚運動システムによる

っ」という声は驚きを意味する記号になり，どこかで

経験と内的表象が直接結びついているのでもなく，記

「あっ」という声を聞いたなら，誰かが驚いているの

号のシステムや推論等を行う機構を介して感覚運動の

かな，と考えるようになる．これは生理的な随伴関係

システムと内的表象のシステムが繋がっているという

の例であるが，随伴関係は，物理的（因果的）な関係

ことである．本稿では言語を，構造と意味を繋ぐシス

や論理的な関係もありえる．

テム，あるいは，構造を介して感覚運動のシステムと
内的表象のシステムを結びつけるシステムと考える．

2.2 規約に基づく結合

ここで構造とは 2 つの意味を持つ．ひとつは記号の

規約に基づいて感覚運動と内的表象を結びつける機

システムとしての構造である．すなわち，記号は，経

構．これは，シンボルという種類の記号を作る．たと

験と内的表象を，あるいは，形式と意味を結びつける

えば，悲しい情動状態のときに「悲しいんだね」と言

ものであるが，それは個々ばらばらに結びついている

われると，
「悲しい」とそのときの情動状態を結びつけ

のではなく，多数の記号が互いに関係しているある種

ることができる．その情動状態を「悲しい」と言い表

のネットワーク構造と全体性を持った「記号システム」
になっており，記号の意味はこのシステムの中で他の

すのは日本語の規約であり，
「悲しい」はその情動状態
に似ているわけではないし，ことばと情動状態に生理

記号との関係で決まってくる．もう一つは，
「構造依存

的・物理的な関係があるわけでもない（それに対して，

性」という意味での構造である．すなわち，記号を組

悲しい顔と悲しい情動状態は生理的随伴性に基づいた

み合わせて言語文を作る際，記号群は階層的に構造化

記号関係を形成し得る）
．

されており，意味は単語の一次元の並び（語順）だけ
ではなく，階層構造に依存する．

2.

2.3 暗黙的認識
これらの記号関係（アイコン，インデックス，シン

感覚運動と内的表象を繋ぐ機構

ボル）群を部分として全体を作り出す暗黙的認識[5]の
機構．これが，記号システムを作り出す．

1

もちろん，辛そうな人を目の当たりにするほうが情動的共

Polanyi[5]は，科学者が時に大発見をするような認識

感も喚起されるので，より相手を気遣う反応も出やすくなる

を考察することから，人間の認識は全般的に，個々の

が，他人の辛さを「理解」して反応できないわけではない．
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要素をそのまま受け取っているだけではなく要素をま

理学の知見を含む（古い心理学は載ってないかもしれ

とめた全体的な把握ができること，そして，その部分

ない）事典」
「最近出版された心理学の事典」という 2

から全体へ至るプロセスは明確に言表できない暗黙的

つである。この 2 つの意味の違いは

なプロセスであり認識論的な創発であることを論じた．

（1）
｛
｛最新，心理学｝
，事典｝

たとえば，ある人の顔を友人のものであると認識する

（2）
｛最新，
｛心理学，事典｝
｝

のは，目や唇などの個々の要素を視覚入力として受け

という階層構造の違いを反映している．階層構造は概

取りながら，どの要素がどのような特徴を持っている

念間の関係を表している．前者では「最新」と「心理

からそれは友人の顔だ，と分かっているのではなく，

学」を結合して概念化し，
「その事典」という概念を結

全体的な認識をしているとする．これはゲシュタルト

合させる．後者では「心理学」と「事典」を結合して

認知と同様な認知過程であるが，暗黙的認識は，ゲシ

「心理学の事典」が概念化され，それに「最新」が結

ュタルト認知のようにある種の安定状態に自律的に至

合される．すなわち，
「最新心理学事典」は 3 つの記号

るというより，認識主体が自身でコミットして部分を

を単に並べたものではなく，2 つの記号が表す概念の

全体へと統合する主体性・能動性が強調される．記号

組み合わせに別の記号を組み合わせるという再帰的な

システムを作る場合でも，主体は個々の記号や新たに

結合操作により，階層的な構造を持つ 1 つの概念を構

入ってくる記号によってシステムが自然な安定状態に

築している．

至るというよりも，システムを作るように新たな記号
がシステムのどこにどう位置づけられそれによってシ

3.

感覚運動と内的表象を繋ぐ機構と記号

ステム全体がどう調整されるか，という能動性が重要

の接地・脱接地

とされる[6]．

感覚運動システムと内的な意味を繋ぐこれらの機構
は記号の接地・脱接地とどのように関係するだろうか．

2.4 類似性・随伴性に基づく拡張

類似性・随伴性に基づいた結合，規約に基づいた結

類似性・随伴性に基づいて記号関係を拡張する機構．

合，そして，それらを要素とした暗黙的認識が，記号

これは，メタファー，メトニミーを作り，記号システ

接地に不可欠である．これらが，感覚運動（入出力）

ムを動的にする．たとえば，ひらめきを表すのに灯っ

の経験と記号を結びつける構造化していく．したがっ

た電球のイメージが使われる．これは，なにか問題を

て，語彙獲得はこれらの機構によって進むと考えられ

解こうと考えているときに解法をひらめくと問題解決

る．

の道が開けて前途が明るくなることと，暗い部屋に電

また，類似性・随伴性に基づいた拡張と再帰的結合

灯を灯して部屋を明るくすることのイメージ的な類似

は記号脱接地に不可欠である．2.4 節で出したメタファ

性（アナロジー）であろう．

ーやメトニミーの例は，現在ではすでに使い古された

日本の政界を「永田町」
，官僚を「霞ヶ関」と呼び表

表現であり，特にメトニミーの例はどちらかというと

したり，相撲の力士のひいき筋を「谷町」と呼んだり

シンボルとして，すなわち，なぜかは知らないが力士

するのは，それぞれ，国会議事堂が永田町にある，官

のひいき筋を「谷町」と称するんだ，などと覚えられ

庁の建物が霞ヶ関にある，力士のパトロンになってい

る場合もあるが，最初に使われたときは，電球や土地

る人が大阪の谷町にたくさん住んでいたことによるも

といった外界の事物を指し示す意味とは別に，新しい

ので，類似性や論理的関係性はない．

意味を獲得した記号である．この拡張機構により，新
しい関係を記号システムの中につくり出すことができ
る．

2.5 再帰的結合

2 つの概念を組み合わせて 1 つの複合概念をつくり，

記号を再帰的に結合する機構．これは，階層的に構

それにまた別の概念を組み合わせるという再帰的結合

造化された文を作り，階層的な概念を構築する．
たとえば「最新心理学事典」は，
「最新」がどこに係

は，再帰的であるがゆえにいくらでも繰り返して複合

るかにより 2 つの意味を持ち得る．それは、
「最新の心

概念を複雑化することができる．すなわち，複数の記
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号で作られた句・節・文・文章は，複合的で階層的な

語の起源においても段階的に獲得したものと考えられ

概念構築物を作り出すものであり，外界の事物，既存

る．この中でも，記号のシステム化と記号脱接地に関

の知見，内的な思いを記述するだけのものではない．

わると考えた，暗黙的認識，類似性・随伴性に基づい

再帰的結合による階層的概念構築は新しい概念構築

た記号関係の拡張，そして，再帰的結合による複合的

を可能にする．たとえば「高価な心理学事典」という

な概念の構築が，どのような認知的メカニズムによっ

記号列は，通常は（2）の構造として解析されるが，
（1）

て実現されているか，どのように発達するかというこ

の構造もあり得る．その構造として解釈するならば

とだけでなく，生物進化・人類進化の歴史の中でいつ

「
「高価な心理学」に関する事項の説明を収めた事典」

どのようにして得られたのか，その生態学的な機能（適

という意味になる。
「高価な心理学」とはなにか？学問

応性）はなにか，という点を解明していくことは，記

に値段の軸があるのか，通常とは異なる学問分野の概

号接地・脱接地の理解を深めることに必須であろう．

念化のしかただろうか，あるいは，
「高価」や「心理学」
はメタファーあるいはメトニミー的に拡張して解釈す

謝辞

るべきだろうか（そのような拡張を誘発する表現だろ

本研究は MEXT/JSPS 科研費新学術領域 #4903 (共創

うか）
．

言語進化) JP17H06383 の助成を受けたものです．

このように，再帰的な結合によって複合的な概念を
表す記号列（階層的に構造化された記号のセット）を
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プロジェクション・サイエンスと Psychosemantics	
 
Projection Science and Psychosementics
戸田山	
  和久†
Kazuhisa Todayama
†

名古屋大学
Nagoya University
todayama@is.nagoya-u.ac.jp

Abstract
He will give a lection on "psychosemantics"; a big issue in
philosophy in relation to projection science.
Keywords ― Projection Science, Psychosemantics

1.

概要	
 

	
  	
  認 知 科 学 は こ れ ま で ，外 部 か ら の 入 力 が

どのように処理，貯蔵，利用されるかを主
に研究してきたが，人は作り上げた表象を
もう一度自らの外に投射＝プロジェクショ
ンする．しかし，このような過程はプロジ
ェ ク シ ョ ン ・サイエンスの 専 売 で は な い ． 心
的表象がいかにして世界の中の何かを「意
味する」ことができるのか，というのは哲
学 の 大 問 題 で ，psychosemantics と 呼 ば れ
ている．本講演では，この問題について論
ずる．
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野 2017』
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主観的な重力方向の反転を促進させる因子の検討
What Promotes Reversal of Illusory Gravity Direction?
小鷹 研理†
Kenri Kodaka
†

名古屋市立大学芸術工学研究科
Graduate School of Design and Architecture, Nagoya-City University
kenrikodaka@gmail.com

Abstract

とっている. すなわち, 典型的な幽体離脱では, 主観

This article explores multiple factors that promotes reversal
of illusory gravity direction, that may deeply be related to
occurrence of out-of-body experience. Especially, the author
examines the effect of the postures (Supine/Upright/Prone)
of HMD’s wearer and the avatar’s body orientation
（Front/Back/Above/Below）. Two kinds of subjective
experiments applying the vection paradigm suggest that the
reversal of illusory gravity direction in HMD space tends to
occur under the artificial conditions (Supine, Front/Above)
that are deeply close to the typical spatial situations reported
for the out-of-body experience.

的に感じられる重力の方向が反転していることがわか
る. 以上を踏まえ, 筆者らは, 主観的な重力方向を錯
覚させることが, 幽体離脱的な投射を引き起こす上で
の一つの要件となっているという仮説を採用し, その
ような錯覚を生み出すための条件を探るプロジェクト
をすすめている.
前記の重力反転は, 実験室において Full Body
Illusion を誘発する VR 環境で確認されている（図１
の down group）. Ionta らは, 仰向け状態で HMD を

Keywords ― Out-of-body Experience, Sense of Gravity,
Vection, Body Orientation, Full-body Illusion

装着した被験者が, 視線の先に呈示された, （被験者と
同じ方向を向いている）アバターをちょうど背面から

1.

はじめに

凝視するとき, 1/3 程度の被験者が, アバターを上から

仮想空間において, 対面や距離的にもレンジの広い

見降ろしているような主観状態に転ずることを明らか

状況が想定されうるアバターに対して, プレイヤーの

にした（Ionta, 2011）. この実験パラダイムは, その後,

身体所有感を投射することは原理的に不可能である

Pfeiffer らによる一連の実験に引き継がれ, そのよう

（Blanke, 2012）. つまり, 身体所有感の投射に拘る

な重力反転の起こる頻度は, 呈示されるアバターの傾

限り, プレイヤーは, 仮想空間でアバターに生じた出

き（Pfeiffer, C. et al, 2014a）, 視覚的に暗示される重

来事を文字通り自分自身の身体に生じたものとして受

力の方向（Pfeiffer, C. et al, 2016）によって影響を受

け止めることができない. 他方, 幽体離脱は, 身体か

けること, さらに, 重力反転の起こりやすさに関わる

ら視点が空間的に分離してもなお, 大元の身体に対す

個人差は, Rod-Frame Test で分類される「場依存 - 場

る所有意識が損なわれない認知現象である. 従って,

独立」の対立で部分的に説明できることを明らかにし

幽体離脱中に自分の身体を俯瞰する認知モードを, プ

てきた.

レイヤーの視点とアバターの視覚イメージとの関係に
適用することは有用である（小鷹, 2017）. しかし, 幽
体離脱を実験室で誘発する手法は未だ確立されていな
い.
種々の文献によれば, 健常者が遭遇する幽体離脱の
73%, 脳疾患に起因する幽体離脱の 80%が, 仰向けの
状態で経験されていることが指摘されている（Blanke,
2012）. さらに, この際, 身体から切り離された視点は,
多くの場合, （実環境においても実験環境においても）
上方へと移動し, 天井からぶら下がるようにして自分
自身を見下ろすような主観的状態がとられる（Blanke,
2002）. このとき, 寝ている身体を見下ろす主観的な

図１ Blanke のグループで採用されているFull Body

水準の身体の姿勢（うつ伏せ）は, 実際の物理状態（仰

Illusion の実験パラダイムを示した図
（Pfeiffer, C.

向け）を（正中線を軸として）180 度回転させた形を

et al, 2014b の図２に修正を加えたもの）
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以上の知見は, Full Body Illusion の実験パラダイム

2. 実験１
2.1. 手順

を基礎とするものであるため, アバターと HMD 装着
者の身体の向きが揃っていること（アバターの背面を

三つの姿勢「仰向け」
「立位」
「うつ伏せ」のうち, い

後方から眺める）が前提となっている. さらに, Pfeiffer

ずれかの姿勢をとった被験者に対して, HMD を通し

らの実験系では, 被験者は常にうつ伏せ状態で Full

て vection（視覚誘導性自己運動感覚）を誘発する映像

Body Illusion を誘発される. 前記のように, 実際の幽

を呈示する. このとき, 大量の白の円形のパーティク

体離脱の多くが, うつ伏せ状態かつ対面状況で生じて

ルが, 地面へと一定速度で降下していく映像（Fall）,

いることを鑑みれば, Pfeiffer らが見出した重力反転の

あるいは, 重力に反して一定速度で上昇していく映像

誘発頻度が, HMD 装着者とアバターとの間でどのよ

（Rise）のいずれかの視覚刺激が呈示される. これら

うな空間的関係に応じてどのように変化するかを検証

の多量のパーティクルの視覚的移動（optical-flow）は,

することは, 幽体離脱と重力反転との関係を明らかに

被験者に, 生じ得る二つの認知モードのいずれかに対

するにあたって有用である. 例えば, Face-to-Face の

応する vection を誘発する. 例えば, 仰向け／うつ伏せ

対面状況, あるいはうつ伏せ状態において, 重力反転

状態で Fall の視覚刺激が提示された場合, 自身の身体

の頻度が増加するのであれば, それは幽体離脱と重力

が地面から上昇し離れていく重力整合的な vection に

反転とで, 共通する認知機構が関わっていることを示

加えて, 主観的な姿勢がうつ伏せ／仰向け状態へと反

唆するものとなる.

転し, 地面へと降下していく 重力反転的な vection の

以上を踏まえて, 本研究は 2 つの実験を行う. 実験 1

二種類の主観状態が取られ得る. これとは逆に, Rise

は, アバターを表示しない状態で, 重力反転誘発に関

の場合, 重力整合が降下運動に, 重力反転が（姿勢の反

わる被験者の姿勢の影響を検証する. 実験 2 では, 被

転を伴う）上昇運動に対応する. 同様に, 立位状態にお

験者の姿勢をうつ伏せ状態に固定したうえで, 視点の

ける Fall／Rise は, 重力整合的な上昇／降下運動と重

先に呈示するアバターの向きを変えた時の, 重力反転

力反転的な降下／上昇運動を引き起こす. このとき,

の起きやすさを検証する.

いずれの視覚刺激の向きに対しても, 重力反転運動は,

図２ 実験のセットアップ（上）と実験結果（下）
：被験者は三種類の姿勢（SUPINE／UPRIGHT／PRONE）のいずれか

をとり, HMD を通して, 大量のパーティクルが降下する映像（FALL-FLOW）, または上昇する映像（RISE-FLOW）に晒
される. この際, パーティクルの動きとは逆の方向の VECTION が発生する.
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3. 実験２
3.1. 手順

直立した頭上の先に地面があるかのように, 主観的な
レベルで身体の上下を逆さまにした状態で移動してい
る運動に対応する. 実験手順は, 映像を見せる前に,

被験者は, うつ伏せの状態でちょうど天井を見上げ

重力整合または重力反転のいずれかの一方の移動イメ

るかたちで HMD を装着する. HMD 内の映像は, 実験

ージを想像するよう注意を促したうえで, いずれかの

1 と同様に, 大量のパーティクルが下降（Fall）, また

向きの視覚刺激（Fall or Rise）を 20 秒間呈示した後. 7

は上昇（Rise）するものである. またそれらのパーテ

段階で移動感覚の強度を評価させた.

ィクルは低速（Low）または高速（High：Low の 3 倍）
のいずれかの速さで移動する. 以上の条件によって決
定するパーティクルの移動映像とともに, HMD の視

2.2. 結果
図２下に実験結果（N=7）を示す. 各要因の効果を

点の 1.5m 前方（つまりうつ伏せ状態の被験者のちょ

検証するため, 被験者の姿勢と重力反転の有無を要因

うど 1.5m 上方の位置）に, アバターまたはサッカーボ

とする二要因の被験者内分散分析を, Fall と Rise のそ

ールを固定する（以下では, ボールもアバターのカテ

れぞれの視覚刺激に対して行った.

ゴリーに含めることに注意）. この際, アバターは, 図

まず, Fall の場合, 重力反転の主効果が得られたが

4 に示すように, Front, Back, Above（２種類）, Below

（F(1,6)=16.72, p<0.007）, その他の主効果・交互作

（２種類）のいずれかの向きで固定される. すなわち,

用は確認されなかった. より詳しい分析を行うため,

表示されるアバターは Object を含め, 合計で 7 種類で

各姿勢における重力反転の効果を対応のある t 検定で

ある. 重力反転がイメージされない場合

比較したところ, 立位状態とうつ伏せ状態では, 重力

（gravity-congruent）, Fall においてアバターは上昇

反転運動と比較して, 重力整合運動に対応する移動感

しているように感じられ, Rise ではアバターは下降し

覚が有意に高い結果が得られた（立位状態：t(6)=3.32,

ているように感じられる. 他方で, 重力反転がイメー

p<0.02; うつ伏せ状態：t(6)=5.55, p<0.01）.

ジされる場合（gravity-incongruent）, すなわち, HMD

Rise の 視 覚 刺 激 の 場 合 , 重 力 反 転 の 主 効 果

装着者の視点の先に地面があるかのような重力の感覚

（ F(1,6)=29.17, p<0.003 ） と 姿 勢 の 主 効 果

を持つようなイメージを持つ場合, Fall／Rise におい

（F(2,12)=3.79, p<0.01）に加え, 交互作用の主効果

てアバターは下降／上昇するように感じられる.

（F(2,12)=8.56, p<0.005）が確認された. さらに, 多

被験者は, 特定の視覚刺激の速さ・向き, およびアバ

重比較の結果, 立位状態とうつ伏せ状態においては,

ターの向きによって決定される, それら 3 つの条件の

重力反転によって有意な水準でに移動感覚が減少する

組み合わせに固有の視覚刺激を与えられるとすぐに,

ことがわかった（ともに p<0.01）. 加えて, 重力反転

視点の先に見えるアバターが上昇する運動イメージと,

運動における移動感覚に着目したところ, 全ての姿勢

降下する運動イメージの二つのモードを想像してもら

条件間で有意な差を確認した. とりわけ, 仰向け状態

う. その後, なるべく早く「どちらの運動イメージが,

の移動感覚は, 他の二つの姿勢の移動感覚よりも有意

自分にとってより自然に受け入れられやすいか」を,

に高い（ともに, p<0.01）. なお, いずれの視覚刺激に

上か下かの二択で解答してもらう. このとき, Fall に

関しても, 仰向け状態においては, 重力反転の有無が

対しては下を回答した場合, あるいは Rise に対しては

移動感覚の大きさを有意に変えることはない. 平均値

上を回答した場合に, 被験者は重力反転した運動イメ

の水準で見ても, 重力反転が vection の強度にどのよ

ージを好むものとみなし, 重力反転の回数としてカウ

うな影響も与えていないのは一目瞭然である.

ントする. 実験は, 7（アバターの向き）× 2（視覚刺

以上の結果は, うつ伏せ状態は, 他の姿勢と比較し

激の向き）の 14 の試行を含む 1 つのセッションを 4

て, 主観的に反転した姿勢のイメージ（とそれに伴う

回繰り返す. つまり, 一種類のアバターの向きに対し

重力方向の主観的反転） が経験されやすいことを示す

て, 実験を通して合計で 8 回の試行を行う. 各セッシ

ものである.

ョンでは 視覚刺激の速さが固定され（セッション間
で交互に切り替わる）, セッション内では視覚刺激の
向きが交互に切り替わっていく. なお, 一つのセッシ
ョンの中で, 特定の向きのアバターの向きが連続しな
いように, 順番を無作為に決定した.
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図４ 実験２の結果（有意差の記号の意味は, 図 3 と同様）

3.2. 結果

4.

考察

図 4 に実験 2 の実験結果（N=24）を示す. 図 4 左は,

本実験で扱った主観的な「重力反転」とは, 物理世界

その他の条件の違いを全て無視したうえで, 二つの

の重力の方向を, 実際とはあべこべに体験すること,

「視覚刺激の速さ」条件（Low vs High）における重

すなわち, “天井を地面として, 地面を天井として”感じ

力反転の頻度を合算したものを比較したものである

ることである. 実験 1 の結果によれば, 立位状態およ

（各条件に対して重力反転の最大頻度は 28 であるこ

びうつ伏せ状態では, 通常の重力方向と整合的な移動

とに注意）. 対応のある t 検定で比較したところ, 速度

感覚（vection）と比較して, 「重力反転」した移動イ

の違いで有意な差は認められなかった（t(23)=1.15,

メージを適用したときの vection の強さが有意に減退

p=0.26, n.s.）. 同様に, その他の条件の違いを無視し

するという（ごくごく自然な）結果が得られた一方で,

たうえで, 二種類の「視覚刺激の向き」条件（Fall vs

仰向け状態では, 一転, 通常の vection と重力反転

Rise）で重力反転頻度を比較したところ, Rise の方が,

vection との間で, 主観的な移動感覚の強度が一切変化

有意な水準で, より多くの重力反転を引き起こすこと

しない, という驚くべき結果が得られた. 加えて, Rise

が示された
（図4中：t(23) = 2.92, p<0.01）
. 最後に,「ア

の視覚刺激を与えられた場合, うつ伏せ状態は, 他の

バターの向き」を要因とする被験者内分散分析を行っ

姿勢と比較して, より強い重力反転 vection を経験す

たところ（Above と Below については平均化し, それ

る. これらの結果は, うつ伏せ状態が, 他の姿勢と比

ぞれ１つの条件として処理した）, アバターの向きの

較して, 重力反転に対応する特殊な認知モードにとっ

主効果が確認された（F(4,92)=25.61, p<0.01）. さら

て親和的であることを示すものであると同時に, 幽体

に多重比較（Ryan's Method）により, それぞれの「ア

離脱がうつ伏せ状態でより多く報告されている事実と

バターの向き」による重力反転頻度を比較したところ,

符合する点でも興味深い. 関連して, 実験 2 では, その

Above は, 他のどの条件と比較しても, 有意な水準で

種の重力反転が, Rise の視覚刺激に対して, より生じ

頻繁に重力反転を誘発することがわかった（全て,

やすいということも示された. この結果は, 一見する

p<0.01）. それとは逆に, Below は, その他の 4 つの条

と, 直感に反するように思われる. なぜなら, Fall にお

件に対して, 有意な水準で重力反転の頻度が少ない

いて多量のパーティクルが一定速度で降下するビジュ

（Back に対して p<0.04, それ以外は p<0.01）. それ

アルは, ちょうど雪が降っている状況に近いため, 経

以外のペアに着目すると, 唯一, Front と Back の間で

験的知識を頼りにすることで, 重力反転イメージ（
「空

有意な差が確認された（Front vs. Back: 3.17 vs. 2.17,

から見下ろしたらこんな風にみえる、
、
」
）を構成しやす

p<0.02）.

くなるように思われるからである. しかし, 実際には,
そのような経験的なイメージとは結びつけられないで
あろう, 上昇するパーティクルの重力反転イメージの
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方を, より自然なものと受け入れる傾向にある. こう

に符合しており, この点も非常に興味深い.

した結果は, 重力反転に, ボトムアップな認知機構が

以上で注目した結果は, いずれも, HMD 環境におい

深く関与していることを示唆するものである. なお,

て観測される重力反転と幽体離脱とが, 同一の認知機

仰向け状態において Rise の視覚刺激を呈示された場

構を共有していることを示唆するものである. さらに,

合の重力反転は, HMD 装着者自身（もしくは, 装着者

本研究では, Pfeiffer らの実験パラダイムに Vection の

の視点の先にいるアバター）が, うつ伏せ状態に転じ

実験パラダイムを組み合わせることによって, 新たに,

て, 地面から上昇していく運動イメージに対応する.

「上昇感 vs 降下感」に関わる要因を扱えることがわか

実は, この点に関しても, 幽体離脱において指摘され

った点についても大きな意義がある. 今後, アバター

ることの多い「浮遊感」と符合する. 素朴に考えると,

の設計や被験者数などを再検討し, より信頼性のある

寝ている状況から, それを見降ろすようなかたちで視

実験系を構成することが課題である.

点を上方に“引き剥がす”ためには, 上昇する感覚が

5.

付随していると考えるのが（空間的な連続性を説明す
るという意味で）自然である. いずれにせよ, 今回の結
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較した際の「上昇感」の優位性は, 幽体離脱における
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「浮遊感」の正体を検討する上でも非常に示唆的であ
る.
実験２では, アバターを頭上から見上げている状況
で, 最も重力反転の頻度が高くなることがわかった.
この結果は, Pfeiffer らの実験結果を追認するものであ
る（Pfeiffer, C. et al, 2014a）. また, これらの結果は,
全身の Own Body Transform において, アバターを上
方から眺めるような視点関係をとった際に, より心的
回転の Reaction Time が短くなることとも関係してい
る可能性がある（Schwabe, L. et al, 2009, Braithwaite
et al, 2013）. 例えば, 上方視点において心的回転のコ

ストが下がることと, 内的に重力反転を経験している
こととに何らかの関係があると考えてみることは興味
深い. 本実験では, このようにして観測された上下の
非対称性とは別に, 前後の非対称性（Front vs Back）
についても興味深い結果が得られた. 実際, 重力反転
頻度の差異の絶対値としては少ないものの（3.17 vs
2.17）, Front と Back では Front の方が有意な水準で
重力反転の頻度が高くなるという結果を得ている. こ
の結果は, Full Body Illusion 誘発における中心的な要
件である「自分を背後から見る状況」よりも, 幽体離
脱において親和的な対面状況において, より重力反転
が起きやすくなることを意味するものであり, 視触覚
同 期 や 空 間 的 整 合 性 に よ っ て 構 成 さ れ る body
ownership の投射が, 重力反転の認知プロセスとは独
立した機構であることを鮮やかに示すものである. さ
らに, Front におけるHMD 装着者とアバターの空間的
関係は, アバターがうつ伏せになっている被験者自身
であると見立てると, 幽体離脱の空間的な構図と完全
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「蟹の錯覚」における主体感の変調
Agency’s Distortion during the “Crab Illusion”
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Abstract

複数人で行う「蟹と蟹の錯覚」がある（図１下）. これ

We propose a new experimental paradigm of crossed-hands
called “Crab illusion” that is similar to the classical
hand-reversal illusion but involves some advantages over the
conventional approach. Especially, the crab illusion is
promising in that it can handle a confusion between
self-other (self vs illustrated drawing of the crabs)
representations. In this study, we examine how the crab
illusion affects visuomotor response to measure the effect of
the agency’s distortion.

は, ２対の蟹のイラストに対して, 対面した２人が４
本の手を交錯させることで成立する. これらの「蟹の錯
覚」を体験するにあたって大事なことは, どちらか一方
の手を注視せず, 蟹のイラストと手の全体を視界に捉
え, 指をわさわさと動かすことである. 蟹の錯覚の典
型的な反応には「自分の手の動きが蟹の肢の動きのよ
うにも感じる」や「どれが自分の手がわからない」と
いった, 自己主体感や身体所有感に関わるものがあげ

Keywords ― crossed hands, sense of agency, ownership,
visuomotor response;

られる.
生の手をそのまま露出しながらにして, 自己感に影

1.

はじめに

響を与える「蟹の錯覚」は, Rubber Hand Illusionなど

本研究でとりあげる「蟹の錯覚」
（図１）は, 手を交

の, 物理的な身体をマスクすることで引き起こされる

差することによって得られる錯覚の遊びの一つとして,

一般的な錯覚パラダイムと比較して, 極めて特殊な位

2018年1月に, 本研究室が開催した展示において考案

置付けの錯覚であるといえる. また, hand-reversal

されたものである.

illusionと比較したときにも, 蟹の錯覚は, 「自分の手

左右の手を交差することで, 空間的な認知判断能力

がイラストの蟹の一部に含まれる」ような感覚を伴う

の正確性・効率性が減退することはよく知られている.

ため, 自分と他人の区別に関わる表象（self-other

例えば, 交差状態にある左右の手に短い時間感覚の触

representation）に関わる混同を, 直接的に扱うことが

覚刺激を与えると, 時間順序の判断（temporal order
judgement ）が反転しやすくなる（Yamamoto &
Kitazawa,2001）. また, こどもの遊びとしてもよく知
られている, 「hand-reversal illusion」は, 視覚的に指
示された指を動かそうとしても, 通常の手の状態のよ
うな素早い反応ができなくなる(Hong, Kang, & Tong,
2012）. 以上の特性は, 人間の認知的な空間処理のシ
ステムが, 右手が（体の正中線に対して）右側, 左手が
左側にあるノーマルな状態に強く適合するかたちで構
成されていることを示唆するものである.
「蟹の錯覚」も, 手を交差することで左右の混同を引
き起こすという点において,「hand-reversal illusion」
とよく似た錯覚体験である. 手順としては, 図１に示
すように, 蟹のイラストの裏側に手を交差して通し,
指を前に折り返すようにして, おおよそイラストの蟹
の肢にあたるところに合わせ, イラストを持ったまま

図１ 本研究で考案する蟹の錯覚

指を動かす, というものである. また「蟹の錯覚」には,
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類の姿勢で行われる. 図 3 に示すように, Uncrossed は,

可能である.
以上を踏まえて, 我々はこの錯覚が自身の手への主

順手のままで, 左手の親指を左ボタンに, 右手の親指

体感や所有感をどのように変調させているかを探るこ

を右ボタンに添える. Crossed は, 両手を装置の背面で

とに関心がある. このプロジェクトをすすめる第一歩

交差し, 右手の親指以外の指を左ボタンに, 左手の親

として, 「蟹の錯覚」が視覚刺激に対する運動反応

指以外の指を右ボタンに添える. このとき, 交差 L は

（visuomotor task）にどのような影響を及ぼすかを調

交差時に左手が上側に, 交差 R は右手が上側になって

べるための被験者実験を行った. これは「蟹の錯覚」が

いるものとする.

「hand-reversal illusion」と似た, 左右の手の操作の

各実験において, 被験者は, 左右いずれかの LED が

混同を引き起こすためである. 光点検出のスピードは,

点灯した後で, なるべく早く点灯した側のボタンを押

身体内空間および身体近傍空間において検出速度が有

す試行を繰り返し行う. いずれかのボタンが押された

意に高まることがわかっている（Hari & Jousmäki,

後に, 次の LED が点灯するまでの時間幅は, 1.5 秒か

1996; Reed et al, 2006）. さらに, この際に, その身体

ら4.5 秒までの間でランダムに決定する. 実験は, 二種

のイメージが被験者にとって主体的に操作し得るもの

類の異なる課題（ベースライン課題とランダム課題）

であるかが重要な要因として作用していることもわか

について, ベースライン課題を３回, ランダム課題 6

っている（Longo & Haggard, 2009; Kao & Goodale,

回を含む合計９回行うものである. ベースライン課題

2009）. したがって,光点検出による visuomotor task

は, LED を左右交互に 50 回点滅させる. すなわち, ど

のReaction Timeの悪化を計測することは, 「蟹の錯覚」

ちらの LED が点灯するかについては既知である. 他

によって主体感がどの程度, 蟹の側に投射されている

方で, ランダム課題は, LED の点滅の左右の決定をラ

かの指標として機能するものと考えられる. 本稿では,

ンダムとし, やはり合計で 50 回点滅させる. 最初の６

「蟹の錯覚」の効果を検証するための最初の基礎実験

回の中で, 姿勢を変えながら, ベースライン課題とラ

として, 蟹のイラストを排除した状態でvisuomotor

ンダム課題を 3 回ずつ行い, その後で, ランダム課題

taskを行い, 手を交差することの影響を検証した.

のみを再び姿勢を変えながら 3 回行う. 姿勢の順序は,
無作為となるように被験者に割り当てた.

2. 実験
2.1. 実験方法
20 代の被験者９人（男 7 人, 女 2 人, 22-26 歳, 右利
き 7 人, 左利き 2 人）が参加し, visuomotor task を行
う被験者実験を行なった. Reaction Time の計測を行
うために, 図２のような, Arduino を内蔵した装置を制
作した. 本実験装置は, 4つのLED ライトと, その近く
に長方形のボタンが配置されているが, 本実験では, 2
つのボタン（装置片側の左右のボタン）のみを使用す
る. visuomotor task は, 順手・交差 L・交差 R の三種

図３ 各条件で実際に装置を把持している様子
図２ 実験装置
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図４ 実験結果

2.2. 実験結果

3.

考察

図 4 に実験結果を示す. 検定に先立って, ベースラ

本稿では, 「蟹の錯覚」が主体感や所有感にどのよ

イン課題・ランダム課題ともに, 得られた全ての RT の

うな影響を与えるのかを探るにあたり, 蟹の錯覚の手

サンプルのうち, 中位 60%に含まれる RT の値を平均

の交差状態の visuomotor task に RT の悪化が見られ

したものを, 実際の計測値として採用した.

るかどうかを計測した. 2.2 章の実験結果からわかる

まず, ランダム課題におけるエラーの頻度に対して,

ように,手の交差状態における visuomotor task の RT

手の向きを要因とする被験者内分散分析を行なったと

は, 交差のない状態のRTに比べ, 有意な差をもって悪

ころ, 手の向きの要因に関する主効果は得られなかっ

化することが示された. したがって,「蟹の錯覚」の手

た（F(2,16)=3.23, p=0.067）.

の交差状態が, 認知判断能力の効率性や, 自身の手の

次に, 双方の課題に対して, 手の向きの要因による

操作の主体性へ影響することが示唆された.

被験者内分散分析を行なったところ, ベースライン課

ここで, 2018 年 1 月の研究室展示の際に得た「蟹の

題では手の向きの主効果が得られなかった一方で, ラ

錯覚」の反応を確認しておくと, 「自身の指の動きが

ン ダム 課題で は, 手 の向 きの主 効果 が得ら れた

蟹の肢の動きに感じられる」, というものや,「蟹と蟹

（F(2,16)=21.34, p<0.001）. さらに, 多重比較を行っ

の錯覚」では「他人の手と自分の手の区別がつかなく

たところ, 交差する二条件は, いずれも順手と比較し

なる」といったものがあった. これらの反応からは, 通

て有意に高いRTを持つことがわかった. 同様に, ラン

常は自身の手に付与される自己のラベルが, イラスト

ダム課題の成績からベースライン課題の成績を引いた

である蟹や, 他人の手の側にプロジェクションされる

ものをΔRT として被験者内分散分析を行ったところ,

という事態が起こっているということが考えられる.

手の向きの主効果（F(2,16)=7.65, p<0.005）が得られ

本稿の実験では, 蟹のイラストを除いたために, 自身

るとともに, 多重比較によって, やはり, 二つの交差

の手の帰属は自己のままであるか, あるいは, どこに

条件がともに順手よりも有意な水準で高いΔRT を記

も帰属されることなく, 曖昧なままになっている. 実

録していることがわかった. すなわち, 手を交差する

験の要素に, 蟹のイラストや他者の手を加え, 自身の

条件における反応の遅延は, 持ち手の不安定性に起因

手の帰属が他の対象に傾いたとき, 身体の主体感, お

するものではなく, visuomotor task の左右の判定に伴

よび所有感にどのような影響を与えるかを調べること

うランダム性に起因するものであることがわかった.

が今後の課題である.
また, 実験を終えた被験者の感想で興味深かった
ものがある. 実験では, 手の交差は交差 L, R の２パタ
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ーンの実験を行ったが, そのうち, どちらか一方のパ
ターンの方に, 実験装置の持ちやすさ, 実験への取り
組みやすさを感じる, というものがあった（例えば, 右
利きの被験者の一人は交差 R のパターンで装置の持ち
やすさを感じていた）. しかし, 実験結果の交差 L, R
において visuomotor task の RT の値の間に有意な差
はみられず, また, 本人の持ちやすさの実感と, RT の
成績は必ずしも相関するものではなかった. こうした
被験者の実感と visuomotor task の RT 成績に相関が
あるのかどうかを調査することも今後の課題とした
い.
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投射の共有と遷移
−二次創作のプロジェクション科学−
Projection sharing and transitioning: Projection science of “fan arts”.
久保(川合) 南海子
Namiko KUBO-KAWAI
愛知淑徳大学 心理学部
Aichi Shukutoku University, Dep. Psychology
namikokk@asu.aasa.ac.jp

Abstract

投射元（ソース）と投射先（ターゲット）のタイプに

In this study, we discuss the process and mechanism of
projection by interpreting these as misprojection and
fictional projection, using the theme of “fan arts,” which are
widely viewed as creative activities of so-called geeks. “Fan
arts” is a term in geek culture that refers to creative activities
like parodies that independently change a story, using
characters and stories drawn from existing works such as
anime. Quite a large number of women enjoy such fan art
works, that on occasion transform the friendships and
rivalries between men depicted in existing works such as
anime into male love stories.
In addition to empathy for love, seen in what is known as
the fan club, fan arts represent a major trend that is created
by generating misprojection and fictional projection. There is
active mutual exchange between the creators and readers of
fan arts, so although it may involve misprojection of an
individual’s delusion, there is a wealth of information that is
provided as feedback to the creators by the readers.
Individual misprojections are further strengthened through
these bidirectional processes, and representations shared
among a large number of people become “vivid illusions.”
Transitioning from fan art misprojection to fictional
projection is made possible through the sharing of individual
misprojections with many other people. The sharing of
projections and the process of transition that occurs as a
result may be applicable not only to fan arts but also to
processes whereby individual beliefs become major religions.
Projection sharing and transitioning has not been the focus of
much attention to date, but we will investigate the specific
workings of people’s minds from these perspectives.

よって、投射のパターンを３つに分類した。そこでは、
ソースが実在の対象でありターゲットもソースと同じ
対象である場合を「投射」
、ソースは実在の対象である
がターゲットがソースとは異なる対象である場合を
「異投射」
、ソースに実在はなく（脳内等）ターゲット
が想像上の対象である場合を「虚投射」としている。

2. 二次創作とそのプロセス
本研究では、いわゆるオタクの創作活動として広く
みられる「二次創作」を題材に、異投射と虚投射とし
てそれらを解釈することで、プロジェクションのプロ
セスとメカニズムについて考察する。二次創作とはオ
タク文化の用語で、アニメ等の既存の作品で描かれる
キャラクターや物語を使用して、独自に物語を作り変
えるパロディのような創作活動のことである。そのよ
うな二次創作は、特に、男性同士の恋愛作品（BL）を
好む女性たち（腐女子）において広く愛好されている。
腐女子たちが読む BL 作品には、企業が商品として
公刊・販売する「商業作品」の他に、個人が創作して
発表する「同人作品」があり、同人作品では二次創作
が大多数を占めている。決して少なくない女性たちが、
アニメ等の既存の作品で描かれる男性間の友情やライ
バル関係の物語を、男性同士の恋愛物語に作り変えた

Keywords ― misprojection, fictional projection, fan
arts, sharing, transitioning

二次創作として楽しんでいる。
二次創作に至るまでの心の動きをプロジェクション
の枠組みに当てはめてみよう。例えば、ある既存のア

1. 異投射と虚投射

ニメ作品のファンとなり、そこに登場する男性 A とそ

ヒトが作り上げる表象は情報処理システム（脳内）
に存在しているが、多くの場合、内的に構成された表

のライバルである男性 B に非常に心惹かれたとする。

象は世界のどこかに定位されると考えられ、このよう

これは、
ソースが実在の対象
（ライバルである A と B）

な定位を可能にする心の働きを投射（プロジェクショ

でありターゲットもソースと同じ対象（ライバルであ

ン）と呼ぶ。そのように、表象を外の世界に投射する

る A と B）であり、
通常の投射である
（Figure1. 左端）
。

プロセスとメカニズムを探求するプロジェクション・

しかし腐女子たちは、ライバルである A と B をファン

サイエンスにおいて、ヒトの投射はいつでも正確に行

として熱心に追い続けているうちに、A と B はどうし

われているとは考えられていない。鈴木(2016)[1]は、

てこんなにお互いを意識しているのか、アニメの中で
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四六時中相手のことばかり考えている A と B は、ライ

豊富だろう。

バルでありながら実は恋愛関係にあるのではないか、

二次創作の作者でもあり読者でもあるマンガ家のよ

そうでなければこのような関係性は説明がつかない、

しなが(2007)[2]は、同人誌を「学説発表の場」と表現

という妄想を抱く。これは、ソースは実在の対象（ラ

している。これは、個人の妄想であることは百も承知

イバルである A と B）であるがターゲットがソースと

の異投射を、どれだけ説得力のある作品として呈示で

は異なる対象（恋愛関係にある A と B）であり、異投

きるか、それに他者からどれだけの共感が得られるの

射といえる（Figure1. 左中）
。この異投射を元に二次

かが、二次創作の面白さであることを示している。そ

創作がおこなわれる。興味深いのは、腐女子たちの場

のような双方向のプロセスを経ることで個人の異投射

合、個人の妄想である異投射が、二次創作という作品

はより強化され、多くの人で共有される表象は「鮮明

を通して多数の愛好者によって共有される点である

な幻想」となる。

（Figure1. 右中）
。そのように多数の支持を得た異投
射（ライバルであり恋愛関係にある A と B）は、ソー

4. 遷移と拡張

スに実在はなくとも（もはや既存のアニメ作品として

共有できた幻想が鮮明になったならば、もうソース

の A と B ではなく、それと限りなく似ている別のもの

は不要であるのかもしれない。二次創作の異投射から

A’と B’として）ターゲットだけでさらなる二次創作

虚投射への遷移は、個人の異投射が多くの他者と共有

を生んでいく、虚投射をも引き起こす（Figure1. 右端）
。

されたことによって可能になる。ソースのない二次創
作は、オリジナル作品の創作と似ているが、非なるも
のである。二次創作にしばしば見られるパラレルな設
定（既存の作品とは全く別の世界設定でキャラクター
だけを使用した創作など）は、物理的なソースが全く
存在しない虚投射ではなく、ソースがトリガーとなっ
ている虚投射の例(鈴木, 2016) [1]であると考えられる。

Figure 1. 各投射の例と遷移

虚投射の二次創作は異投射の共有を経て、トリガーが

B

A

読者に確実に認識されることで成り立つといえる。そ
3. 投射の共有
このような異投射や虚投射が個人だけで生じるので

して、ソースから自由になった表象はさらなる拡張を

はなく、多くの他者と共有されることにはどのような

以上のような投射の共有とそれによって起こる遷移

意味があるのだろうか。いわゆるファンクラブのよう

のプロセスは、腐女子の二次創作ばかりでなく、個人

に愛好心の共感だけではなく、異投射や虚投射が生じ

の信仰が大きな宗教となる過程についても同様にとら

ることで、二次創作という一大ムーブメントが起こる。

えられるのかもしれない。これまで投射の共有や遷移

それを考える上では、二次創作の作者と読者の双方向

についてあまり着目されてこなかったが、それらの視

的なコミュニケーション形態が重要である。鈴木

点からヒト固有の心のありようについて検討すること

(2016) [1]は、異投射における一人称シューティングゲ

は、プロジェクション・サイエンスの深化と融合にと

ームの事例について、投射は主体からエージェントへ

って重要であると考えられる。

遂げるだろう。

の一方向なのではなく、その逆も含む双方向のプロセ
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プロジェクション・サイエンスの深化と融合	
 
Projection Science: A Deeping Stage and Integration of Novel
Research Areas
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Nobuyuki Kawai, Hidetsugu Komeda
†

‡

名古屋大学， 青山学院大学
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Abstract

それらのように、積極的に意味を付与する心の働き

Projection Science is a new research field which explore
mental processes of projecting internal representations to the
"real" world. In this symposium, we will further explore.
various types of projection processes to gain deeper
understanding. In addition, we intend to extend our research
field to a novel research field such as philosophy or
sociology.

をプロジェクションの１つと捉え、それを成立させ
る要因や対象にはどのようなものがあるかを探求す
る。

3.

招待講演	
 

	
  「心的表象がいかにして世界の中の何かを『意味

Keywords ― Projection Science, Psychosemantics,
Embodied Cognition, Illusion, Psychosemantics

する』ことができるのか」ということは、認知科学
を研究する上で重要な問題であるが、現在のところ

1.

はじめに	
 

充分な検討がなされているとはいえない。その原因

	
  	
  	
  2016, 2017 年の大会でプロジェクション・サ

のひとつとして、認知科学と深く関連した研究領域

イエンスに関するオーガナイズド・セッションを開

である、哲学や社会学分野との交流があまりなされ

催した。2017 年は 100 人を超える参加者があり、

てこなかったことがあると考えられる。そうした問

プロジェクション・サイエンスに関心が集まりつつ

題を解決するために、本オーガナイズド・セッショ

ある。これまでの企画は、プロジェクション・サイ

ン（OS）では、哲学者の戸田山和久氏を招き、認知

エンスとは何か、なにを目指すものかを説明するも

科学分野ではそれほどなじみのないテーマである

のであったが、今回のオーガナイズド・セッション

psychosemantics について講演をしていただく。

では、哲学者による招待講演とパネルディスカッシ

Psychosemantics とは「心的表象がいかにして世界

ョンを企画し、認知科学以外の領域との研究交流を

の中の何かを『意味する』ことができるのか」とい

はかり、哲学や社会学との融合を目指す。

う問題であるが、この講演を聴くことで交流のなか
った研究領域ではプロジェクションに相当するもの

2.

目的	
 

がどのように捉えられていたかについて理解を深め

	
  認知科学や心理学では、ヒトが外界についての表

る。さらに、OS の最後に「世界に意味を見いだす

象を持つことを前提としている。しかし、環境内で

プロジェクション」というタイトルで、戸田山氏や

さまざまな対象とかかわるためには、表象を外界に

鈴木宏昭氏を含めた話題提供者とともにパネルディ

結びつける仕組みが必要である。その仕組みをプロ

スカッションを行う。そのことで、プロジェクショ

ジｗェクション（投射）と呼び、新たな研究の展開

ン・サイエンスが指し示すものを深化させるととも

を目指してきた。プロジェクションが、これまでの

に、これまで交流が弱かった領域にもプロジェクシ

認知科学や心理学と異なるのは、積極的に意味を見

ョンが伝わるように概念の整理を行う。

いだすことである。たとえば、墓石はただの石でし
かないが、縁のある人にとっては故人の表象を生み

4.

出す手がかりである。また、腐女子に見られるよう

	
  本OSの公募に対し10件の応募があり、企画者や発

に、ただの男性同士の関係（上司と部下など）に、

表候補者らとは独立の審査者による評価点にもとづ

それ以上の恋愛関係をあえて見いだすなど、外界か

いて5件を採択した。川崎・米田・船曳による「運動

らの入力に意味を加えて、新たに環境を認識する。

模倣における自閉スペクトラム症患者の自己視点方
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略」（敬称および名前を省略、以下同じ）、佐藤・
石原・小鷹「
「蟹の錯覚」における主体感の変調」
、
小鷹「立位・仰向け・うつ伏せ状態における 主観的
な重力方向の反転」
、久保（川合）
「投射の共有と遷
移－二次創作のプロジェクション・サイエンス－」
、
都地・嶋田「感情が含まれた他者視線の印象形成に
社交不安傾向が与える影響」である。
	
  これまでのOSでの発表のように、視点・視線や主
体感など、個人の感覚にもとづいた研究発表が多い
が、自己の身体とはまったく切り離された（むしろ
自身とは異なる性別の関係としての）二次創作とし
てのプロジェクションの研究もあり、プロジェクシ
ョン・サイエンスとされる研究の裾野が広がりつつ
ある。個別に聞くと、接点のなさそうなそれぞれの
研究が、どのように関連し合うのかを確かめる作業
によって、プロジェクションの実態がより明瞭にな
るのではないかと期待している。
	
 

5.

パネルディスカッション	
 

	
  「世界に意味を見いだすプロジェクション」とい

うタイトルでパネルディスカッションを企画する。
ディスカッサントは３人を予定しているが、公募発
表者からもディスカッサントを募り、合計６人程度
でのパネルディスカッションを開催し、プロジェク
ションとはどのような心の働きであるかについて多
角的に検討する。

参考文献	
 
[1] 鈴木宏昭 (2017)「教育ごっこを超える可能性は

あるのか？：身体化された知の可能性を求めて」
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． 科学技術振興機構研究開発センター
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人とボットのハイブリッド・ネットワークによる協調行動の向上
Hybrid Systems of Humans and Bots Optimize Coordination in
Experimental Social Networks
白土 寛和†
Hirokazu Shirado
†

Yale University

Hirokazu.Shirado@yale.edu

Abstract

実験方法としては、人工知能エージェントである「ボ

This study is to understand the role of individuals in
facilitating group coordination in networks. To study
this, I introduced artificial intelligence “bots” into
social network experiments, allowing human subjects
(n=4,000) to interact with them. The bots were
programmed with varying levels of behavioral
randomness and different geodesic locations. The
results show that bots acting with small levels of
random noise and placed in central locations within the
networks significantly improve the collective
performance of human groups. I also find that
behavioral randomness in bots affects the gameplay of
the humans and that the spillover effect can benefit
global coordination.

ット」を、人と人とがインタラクションする実験系に

Keywords ― social network, collective action problem,
artificial agent, online social experiment

の彩色に至ればゲーム終了となる。各被験者は、 隣人

注入し、それにより、集団行動の能力がどのように変
化するかを調べる。ボットの振る舞いは予め設計でき
るため、ある行動に対して人々が個人もしくは集団と
してどのような反応をするかについて、医学的な対照
実験を行い、その因果関係を特定することができる。

2.

方法

本研究では、4,000 人に及ぶ被験者をオンラインの
マイクロタスクサービス、Amazon Mechanical Turk
より集め、彼らを「グラフ彩色ゲーム」に参加させた。
グラフ彩色ゲームは、あるネットワーク構造に埋め込
まれたプレイヤー全員(本実験では２０人ずつ)が、ネッ
トワーク上の隣人と違い色を選ぶことを目的とし、そ
と自分の色だけが確認できる。その中で、３色の選択
肢の中から１色自分の色を選ぶが、ゲーム中いつでも

1.

はじめに

変えることができる。被験者は、ゲームが早く終るほ

人々がある集団の中で協調行動を行う際、個人では

ど高い金銭的な報酬をもらえるため、できる限り早く

最適な行動をとっているつもりでも、集団全体におい

集団全体が最適な配色になるよう、 自分の色を選択し

てその行動が最適でないことがある。この部分最適と

続ける。研究者は、ゲームの終了速度により、その集

全体最適の相違は、様々な社会システムの中で生じる。

団の協調行動の能力を測ることができる[3]。

例えば、マネジメントの分野では、この問題を「サイ
ロ効果」と呼び、企業が機能不全に陥る大きな一因と
して研究されている[1]。
システム論において、この社会問題は、大局的な最
適化問題と見なすことができ、既存理論によれば、
「ノ
イズ」をシステムに加えることで、解決を促せると考
えられる。そこで、本研究では、個人が起こすノイズ、
すなわちランダムな振る舞いが集団全体に与える機能
的な効果を社会実験により評価する。その際、実際の
集団行動はネットワーク構造を伴い行われることを考
慮し、ネットワークの位置によるノイズ効果の違いも

図１：グラフ彩色ゲームでの最適な彩色例。丸ノード

調べる[2]。

が被験者（人）
、四角ノードがボットを表す。
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1.00

本研究は、グラフ彩色ゲームを行う２０人のうち３

1.00

Survival proportion

人をボットに置き換え、ボットの振る舞いとそのネッ

Survival proportion

トワーク上の位置が、最適な彩色に至る過程にどのよ
うな影響を生じるか調べた（図１）
。ボットの振る舞い
として、 不合理な行動を行う割合を３段階変化させた。
すなわち、それぞれ 0%、10%、30%の割合でランダム

0.75

0.75

0.50

103.1 s

0.50

232.4 s
33.3%

0.25

0.25

に３色の中から１色選ばせ、それ以外の時は隣人の中

13.3%

で最も重ならない色を選ばせるようにした。また、そ

108.1 sec.

0.00

0.00

れとは独立に、ボットのネットワーク上の配置も３段

0

0

100
200
200
Time(sec)
(sec)
Time

100

300
300

階、ランダム、中心部、周囲部と変化させた。実験全

Sessions of humans and Bots (10% noise and central location)

体として、人だけのセッションを３０回、人とボット

Sessions of only humans

を組み合わせたセッションを３×３の９通りの条件で

図２：時間毎の彩色問題の非解決率。曲線の傾きが大

それぞれ２０回、合計２１０セッション行った。

3.

きいほど、より早く問題が解けることを示す。

結果

なる。10％ランダムに振る舞うボットがネットワーク

実験の結果、ネットワークの中心にいるボットがラ

の中心にいるときのみ、被験者のランダムな振る舞い

ンダムな振る舞いを 10%の確率で行った際、その集団

の度合いがネットワーク中心部で高く、周囲部で低く

（人とボットのハイブリッド・システム）はもっとも

なる。その結果、その集団は、グラフ彩色問題を解き

早く最適な色の組み合わせを見出し、その速度は、人

やすくなったと考えられる。

だけでゲームを行った場合に比べて有意に早いことが

4.

わかった（P = 0.015; log-rank test）
。具体的には、10％

結論および考察

ランダムな振る舞いをするボットをネットワークの中

本研究では、社会的ネットワークの中で、個人の振

心に入れることで、中央値で 129.3 秒早くグラフ彩色

る舞いがどのように集団の協調行動を向上させること

問題を解き、5 分の制限時間内で解ける割合が、約 20％

ができるかを調べた。4,000 人に及ぶ実験参加者を、ボ

向上した（図２）
。このボットの効果は、被験者にボッ

ットとともに社会的ネットワークに埋め込み、オンラ

トの存在を知らせた場合でも、維持されることを補足

イン上で協調行動のゲームをさせた。その上で、ボッ

実験により確認した。

トのランダムな振る舞いの度合いとそのネットワーク

グラフ彩色問題は、ネットワークの構造により、そ

内の位置を操作した。その結果、ボットがある程度ラ

の難易度が変化する。そこで、そのネットワーク構造

ンダムに振る舞うことで、集団の協調行動が全体最適

により解ける彩色の組み合わせの数（彩色多項式）を

に至ることがわかった。

考慮した生存時間分析（いつどれくらいの割合で彩色

また本研究は、人と機械のハイブリッドな社会シス

問題が解けるか）を行った。その結果、ネットワーク

テムにおける人工エージェントの役割について示唆的

自体が持つ最適な彩色の組み合わせ数が少ない場合、

証拠を提供する。 本実験結果は、人の集団的な利益を

特にボットの効果が有効であることがわかった。すな

追求する上で、人の代用となる高度な知能を持ったエ

わち、組織構造として協調行動が部分最適に陥りやす

ージェントではなく、人のグループ・ダイナミクスを

いほど、個人の一定レベルのランダムな行動が効果的

補完する、媒介としての人工知能の可能性を示唆する。

になる。
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よりよいインタラクションのための脳計測に基づく認知状態の推定
Estimating cognitive states based on EEG for better interactions
森川 幸治
Koji Morikawa
パナソニック株式会社
Panasonic Corporation
morikawa.koji@jp.panasonic.com

Abstract

2.

The relationship between a user and a device has been
established mainly by user's device operation. However, if a
user’s intention is transmitted to the device without operation,
a wider relationship could be constructed. In this paper, we
show that there is a possibility that user 's cognitive state, such
as operation intention, sense of hearing and interest to a media
etc., can be estimated by bio-signal analysis including EEG
(electroencephalogram = brain waves). The usefulness and
feasibility of biosignal measurement in daily life is discussed
for better interactions.

脳計測には，電位を測定する脳波計，磁場を測定する
脳磁計，血流変化を測定する fMRI や NIRS 等の機器
が用いられる．中でも脳波は時間分解能が高く，簡易に
脳活動が計測できる利点がある．
脳波解析手法には，α波やβ波等の周波数解析と，ユ
ーザへの外部刺激に対する脳波の時間変化を見る事象
関連電位解析に大別できる．事象関連電位は，刺激呈示
から数百ミリ秒の脳波変化を分析対象とし，ユーザの

Keywords ― Cognitive State, EEG, bio-signal

1.

脳計測による認知状態の把握

反応がほぼリアルタイムに把握できる点で，認知モデ
ル推定に有効であると考えている．

ユーザの認知状態

人工知能技術の用途の一つに，ユーザ活動の支援が

3.

ある．現在の多くの機器はユーザの操作入力に対し

認知状態測定とその応用

脳計測によって把握可能なユーザの認知状態の例

て，決められた反応を返すことで機器の機能が提供さ

とそのモデル化の一事例を示す．

れる（図１）
．しかし例えばスマートフォンの多機能
なアプリの使い方がわからず困惑したり，検索を使っ

3.1 脳波による認知状態推定

ても自分の好みや気分にあった結果が返ってこなかっ

人が日常生活の中で様々な行為を行う際には，脳

たり等の課題は，反応が固定的なために引き起こされ

内ではその外界変化を常に予測しているとされ，予

ている．適切なユーザ支援には，機器側がユーザの

測と外界との違いは予測誤差と呼ばれる．人はこの

「期待」や好みを正しく把握することが必要である．

予測誤差によって外界の変化に関する学習を行い，

このユーザの期待や気持ち，理解度など，脳内活動

より精緻な予測を実現している．この予測誤差の発

に関連した状態を本稿では認知状態と呼ぶ．この認知

生は脳波計測においてもタスクを上手に設定すれば

状態を脳計測によって把握する技術と，把握された認

把握可能である．

知状態に基づいてユーザの反応を予測できるモデル構

脳波の中でも事象関連電位は，特定の事象を起点

築の可能性について述べる．ユーザの認知状態の遷移

にした脳波の電位変化を示すもので，この予測誤差

が予測できれば，多くの反応候補から最適な反応が事

と対応付けが可能である．例えば，自分の行動が間

前に選択できるようになる．

違っていたと認識した場合や，外界の変化が自分の
想定と違った場合などにも，特定の電位変化が発生
し，環境変化から数百ミリ秒の間に脳波の電位を測
定することで把握できる[1]．
図 2 は，ユーザがスマートフォンのサービスを利
用している時の概念図である．ユーザはスマートフ
ォンに対して操作入力をした場合に，その結果にあ
る期待を持っている．筆者らは，独自の脳波計測実

図１ 通常のインタラクション
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験を実施し，期待通りだった場合と期待はずれの場

また，車の運転時にはドライバは対向車や道路環境

合には脳波の事象関連電位の反応が異なることを特

の変化に対して常に脳内で認知的な情報処理を行って

定した．具体的には，機器のフィードバックから数

いる．その中で例えば，視線は正しく向けられていても

百ミリ秒後に陽性に大きな信号変化が見られた[2]．

注意散漫である状況では，脳波の事象関連電位をベー

この情報を用いれば，機器側の反応がユーザの期待

スにすれば，測定やモデル化が可能であり，運転支援も

に沿っていたかがその場で把握できる．

的確に行える．

また筆者らの別の実験では，実際に機器操作の場面

このような方式の実現には脳波計測が前提となるが，

においても，ユーザが事前に持っている操作の知識

脳波計の小型化，省電力化，ノイズ環境下での計測安定

が異なる場合には，同じ機器でも間違え方が異なる

化の技術開発が進んでいる[4]．これによりメガネ型等

ことを実験的に示してきた[3]．これらはいかにユー

のウェアラブル化も進み，装着負担の少ない脳波情報

ザビリティに配慮して設計されたインタフェースで

活用も可能になりつつある．

あっても，ユーザの持つメンタルモデルごとに最適

4.

なインタラクションは異なることを意味している．

ユーザとのよりよい相互作用を目指し
て

本稿ではユーザの認知状態が脳計測によって把握で
きること，強化学習によってユーザの認知状態の予測
モデルの学習の可能性があることを示した．脳計測を
活用した技術としては，機器への操作を脳活動によっ
て行うブレインマシンインタフェース技術もある．ま
た，脳活動と他の生体センサの信号変化の関係性を機
械学習によって対応づける研究もされている．これら
の技術と相互補完的に統合することで，人と機器のよ
りよい関係の構築に役に立つと期待している．
図 2 適応的なインタフェース
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認知モデルをヴァーチャル世界に接地させるエージェント開発手法

Method of Developping Virtual Agent Grounding
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Junya Morita, Kazuma Nagashima, Yugo Takeuchi
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静岡大学情報学部
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Abstract

内部処理を模倣しようとするものは稀であった．エー

In this research, we attempted to integrate the cognitive architecture ACT-R and 3D game engine. We

ジェントに対する人間の反応を主なデータとする HAI
において，内部処理に深く踏み込むことは，研究戦略

built a hierarchical architecture in which ACT-R and

として合理的ではないのかもしれない．しかし，今後，

the game engine are connected through a black board

HAI が従来よりも，複雑で長期間にわたる相互作用の

server, and constructed a model for searching the 3D
environment. The constructed model reproduced be-

系列を扱う際には，認知モデリングで扱われてきたよ

havioral differences by parameters of the cognitive

いくはずである．

うな内部処理を含むエージェントの開発が求められて

model. We also made interesting errors related to the

上記の認識から，著者らは，認知モデリングの手法

brain-body connection. From these results, it is sug-

を流用した対人エージェントの開発手法を検討する．

gested that cognitive modeling method is useful to

本発表では，この目標に向けたアプローチ，および開

construct agents imitating humans behaivors in 3D

発される基盤技術から導かれる研究課題を議論する．

space.

HAI と認知モデリングの統合アプロー
チ
2.1 認知アーキテクチャの利用
2.

キーワード：ACT-R, virtual agent, game engine

1.

はじめに

認知科学では，伝統的に，認知モデリングの手法に

近年の認知モデリングでは，認知アーキテクチャの

よって，人工知能研究と心理学の融合が進められてき

役割が重要視される．認知アーキテクチャとは，個

た．ここでいう認知モデルは，コンピュータ上に実装

別の認知モデルの研究において開発された手法を統

された人間の内部処理に関わる仮説である．通常の人

合する基盤である．共通の認知アーキテクチャを利

工知能の研究に対し，認知モデルの研究は，心理学に

用したモデルの開発を積み重ねることで，人間に普

おいて見出された人間のエラーやバイアス（限定合理

遍的な認知システムの構造に近づくと考えられてい

性）を再現することに重点が置かれ，心理実験の結果

る．これまでに複数の認知アーキテクチャが開発さ

に対するシミュレーションによって評価される．
このような伝統的な認知科学のアプローチの他に，

れてきた．本研究では ACT-R (Adaptive Control of

HAI (Human-Agent Interaction) と呼ばれる分野にお
いても人工知能と心理学の融合が進められてきた．

の研究者が参加するコミュニティにおいて開発されて

HAI においては，人間らしさ，あるいは生物らしさを
感じさせるエージェントがコンピュータ上に実装され，
それと相互作用する人間の反応が心理実験によって検

Thought-Rational [1]) に着目する．ACT-R は，多く
いる．また，そのモジュールとパラメータを，脳の構
造と生理機能に対応づける検討も進められている．ま
た，オリジナルの ACT-R は Lisp で記述されているも
のの，Java[6] や Python[7] を含む複数のプログラミン

討される．

グ言語による実装もあり，環境に応じた柔軟な開発が

近いトピックを扱っているにも関わらず，認知モデ

行えるようになっている．

リングと HAI の間で，積極的な知見の交換は行われ
てこなかった．HAI で扱われる対人エージェントは，
外見や社会的関係に焦点を当てるものが主で，人間の
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3. プロトタイプシステム
3.1 アーキテクチャ

ヴァーチャル世界との接続

ACT-R は，内部処理に関わるモジュールだけでな
く，知覚や運動など環境との相互作用に利用されるモ

これまで，ACT-R (Python ACT-R) とゲームエン

ジュールを有している．しかし，それらのモジュール

ジン (Unreal Engine 4) をサーバを介して接続するプ

には物理的信号を取得するセンサ，あるいは物理的な

ロトタイプシステムを実装している（図 1）．サーバ

世界に直接作用するアクチュエータは含まれない．つ

は C 言語によって実装され，エージェントの動作コマ

まり，ACT-R を利用した対人エージェントを構築す

ンドを格納するスロット，および視界情報を格納する

るためには，ACT-R と接続する身体を別に用意する

スロットをもつ．スロットの値は，ゲームエンジン，

必要がある．過去，ACT-R をヒューマノイドロボット

もしくは ACT-R からの定期的なソケット通信を介し

に実装し，実世界において人間と相互作用をさせる研

て更新される．過去の研究 [4] を参考に，通信におけ

究が行われている [2]．しかし，センサやアクチュエー

るデータのフォーマットを JSON (JavaScript Object

タなど現実環境とのインタフェースにおけるハードウ

Notation) に統一している．

エア上の限界もあり，その動作は限定的である．
本研究では，より簡便に，3 次元空間として構築さ
れたヴァーチャル世界と ACT-R を接続する．ヴァー
チャル世界の構築には，ゲームエンジンを利用する．
近年開発されている多くのゲームエンジンには，精巧
な物理エンジンや身体モデルが含まれ，現実感の高い
世界を構築できる．最近になって，それらの 3D 環境
と ACT-R を繋げる複数の研究が現れ始めている．環
境からの知覚に応じて単純な動作（回転など）を決定
するロボットエージェント [3]，あるいはヴァーチャル
世界におけるロボットの環境探索 [4] などが課題とし
て取り扱われている．本研究はそれらの知見を援用し
つつ適用範囲を拡張させる．

2.3

認知アーキテクチャとヴァーチャル身
体の統合

ACT-R が接続するヴァーチャル世界では，複数の
独立のイベントがリアルタイムに進行する．それに対
して，ACT-R の内部で生じるプロセスは基本的には
系列的である．よって，ACT-R とヴァーチャルな世
界の統合には，異なる階層のプロセスを並行して動作
させるサブサンプションアーキテクチャ[5] 的な枠組み

図 1 ゲームエンジンと ACT-R の接続

が必要になる．つまり，ヴァーチャル世界における身
体動作の制御を下位層，ACT-R による知識ベースの

サーバ上のスロットに対する読み込みと書き込み

意思決定を上位層に対応させる．両者は定期的に通信

は，ACT-R とゲームエンジンで対称的に行われる．

を行いつつ，並行して動作する．上位層は，下位レイ

3D 環境内におけるエージェントの一人称視点に基づ
いて，ゲームエンジンが，視界情報を更新し，その値

ヤにて取得される知覚情報を入力としつつ，知識ベー
スの意思決定を行う．下位層は上位層の意思決定の結
果をコマンドとして受け，低レベルの身体動作（歩く，
姿勢を変える，回るなど）を遂行する．

を ACT-R が定期的に読みこむ．また，ACT-R の実
行結果によって，サーバ上の動作コマンドが更新され，
その情報を読みこむことによって 3D 環境内のエー
ジェントの動作状態が更新される．ACT-R とゲーム
エンジンのサーバへのアクセスは非同期である．つ
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まり，サーバを介在して，ACT-R による認知プロセ

トはゴールバッファ内の「最短距離オブジェクト」を

スの実行と 3D 環境内における身体動作が，並列的に

更新する．

遂行される．このような高次の意思決定機構（脳）と

視界内のオブジェクトを探索するルールと，現在ま

低次の身体運動の関係は，階層的なサブサンプション

でに取得された最短距離オブジェクトに移動先を設定

アーキテクチャの枠組みと整合的である．

し歩行するルールは，ACT-R の中で競合する．つま
り，最短ではないオブジェクトに誤って向かうエラー

3.2
3.2.1

や，全てのオブジェクトの探索が終わった後にも環境

オブジェクト回収課題

内の探索を続けるなどのエラーが生起する．ACT-R
において，これらのエラーの頻度は競合解消のノイズ

課題

によってモデル化される．オブジェクト探索のルール

構築されたアーキテクチャを用い，単純な環境探索

のユーティリティ（優先度）をオブジェクトに向かう

を行うエージェントを実装した．図 2 はエージェント

ルールのユーティリティに比べて高く設定した際，ノ

が配置された 3D 環境を示している．左上に俯瞰的な

イズが小さいエージェントは慎重に最短距離オブジェ

映像が示され，右下にエージェントの視界情報が示さ

クトを見極め，ノイズの大きいエージェントは目につ

れる．この環境におけるエージェントの課題は，可能

いたオブジェクトに向かう短絡的な振る舞いを増やす

な限り短い時間の中で，環境内の全ての青色のオブ

ことになる．

ジェクトを回収することである．ただし，今回のエー
ジェントにおいては，オブジェクトの位置を結ぶ最短
経路の探索は目指さなかった．エージェントは，各時
点において，最も近いオブジェクトに向かう前向きの
探索を繰り返した．

図2

オブジェクト回収課題の環境
図 3 エージェントの動作

3.2.2

エージェントの動作

3.2.3

図 3 はエージェントの動作をフローチャートで示

予備的結果

している．各オブジェクトの回収に先立ち，エージェ

図 4 は図 3 に示したエージェントの振る舞いから得

ントは，身体を回転させ，環境中のオブジェクトを探

られるシミュレーション結果を示している．ノイズの

索する．視界に入ったオブジェクトの一つに注意を向

異なる熟考型エージェントと短絡型エージェントを用

け，エージェントからの距離を知覚する．視界内に複

意し，オブジェクトの回収条件（オブジェクト数とオ

数のオブジェクトが存在した時には，オブジェクトに

ブジェクトの配置）を揃えた条件で実行に要する時間

設定された顕著性 (saliency) に従って注意を向けるオ

を比較した．その結果，設定された環境において，ノ

ブジェクトを選択する．顕著性の設定は，今回のエー

イズの少ない熟考型がノイズの大きい短絡型に比べ，

ジェントでは，視界に投影されるオブジェクトの大き

課題を効率的に遂行することが示された．ただし，こ

さ（今回の課題は距離に対応）によって定まる．注意

の結果はオブジェクトの回収条件やエージェントの動

を向けたオブジェクトの距離に基づいて，エージェン

作速度などのパラメータによって変化する可能性があ
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る．重要なことは ACT-R のパラメータを操作するこ

は，従来の研究では見落としていた認知プロセスのモ

とで，3D 空間におけるエージェントの振る舞いに多

デル化を導く可能性がある．従来の認知モデルの多く

様性を持たせることができたことである．

は身体を持たず，基本的には脳内に閉じた記号系の問
題を扱ってきた．認知モデルに対して，ヴァーチャル
空間の身体を付与することで，身体と脳のインタラク
ションに関する重要な現象をシミュレーションできる
可能性がある．加えて，本研究のアーキテクチャは，
マルチエージェント環境への拡張という点でも利点を
有している．この利点を活かし，今後ヴァーチャル世
界に複数のエージェントを配置した，身体化された集
団のインタラクションのモデル化を行う予定である．
さらに，ゲームエンジンによるヴァーチャル世界の

図 4 エージェントの動作

可視化は，ACT-R によって稼働するエージェントと

上記に加え，予備的シミュレーションにおいては，
アーキテクチャに固有のエラーも見出している．本

人間との相互作用を行えるようにするという利点も有
している．こういった ACT-R による対人エージェン
ト開発の利点は，認知モデリングの研究において蓄積

アーキテクチャにおいては，ゲームエンジンと ACT-

されてきた研究知見の体系的な流用にある．さらに，

R の間で，サーバを介した定期的な通信が行われてい

ヴァーチャル世界における対人エージェントの振る舞

る（図 1）．この通信において，環境の変化を適切な
タイミングでサーバにアップロードすることに失敗，
あるいはサーバ上の視覚情報が ACT-R が取得する前

いを多角的に可視化することは，認知モデリングに実
装された内部処理の仮説に対する新たな評価にもつな
がる．このように，本研究が目指す統合アプローチは，

に更新されてしまったなどの原因によるエラーが生

あらたな認知モデリングの手法，HAI の手法を導き，

じる．こういった通信エラーが生じたとき，本研究の

両者を融合する認知科学の新たな研究領域を生みだす

エージェントは，オブジェクトを取得したという自分

可能性がある．

の振る舞いに自覚できず，環境中のオブジェクトを探
し続けるなどの振る舞いを示す．工学的には，このよ
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認知モデリングにおいては，生起したエラーと人間と
の対応を検討することが重要と考える．本件に関し，
生態心理学の分野においては，本人が意識しない行為
のエラーをマイクロスリップとして注目してきた．生
態心理学において指摘される人間のエラーと本アーキ
テクチャによって生成されるエラーの類似は，本アー
キテクチャの構造に認知モデルとしての一定の妥当性
があることを示している．

4.

まとめと展望

本研究では，認知アーキテクチャである ACT-R と
ゲームエンジンによって構成された 3D 世界を統合す
る仕組みを構築した．ゲームエンジンと ACT-R を接
続する試みは本研究において初めて行われたわけでは
ない．ただし，従来の研究 [3, 4] は，ACT-R とゲーム
エンジンを Pear to Pear で結合し，図 1 のようにサー
バを介して結合するものではなかった．前節の最後で
述べたマイクロスリップは，ACT-R とゲームエンジ
ンが並列的に動作するからこそ生じるエラーである．
このように本研究において構築したアーキテクチャ
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概要

に対話中のターンテイキング（話者交代）がある．こ

人とエージェントの自然な身体的コミュニケーショ

のターンテイキングは対話に限定されず，何らかの主

ンの成立には，二者間の動きのダイナミクスが重要な

従関係の交代が行なわれるダイナミクスに一般化でき

鍵を握る．特にリーダー・フォロワーといった役割の

る．その先行研究として飯塚ら [2, 3] は，触覚のみを

交代＝ターンテイキングが，相手に人らしさを感じさ

用いたインタラクション環境を構築し，そこでの実験

せる大きな要因になると考えられる．本研究では円図

結果から，相手が人であるかどうかを判断する重要な

形を介した二者間の視覚的インタラクション実験と，

特徴としてターンテイキングがあることを示してい

ターンテイキングの特徴を取り出す指標の作成を通じ

る．そこで我々も，先行研究と同様に外観や身体的動

て，相手を人であると判断する要因は，相手との同調

作を極力排除した環境を踏襲しながら，向かい合わせ

傾向を前提としたターンテイキングにあることを明ら

たモニターに表示される自他二つの円をすり抜けでき

かにする．

ない状態で左右にのみ移動させるという，二者間での

キーワード：Turn-taking, Human agent interaci-

視覚的なインタラクション実験を設計した．この実験

ton, 非言語コミュニケーション（Non-verbal communication）

を通じて，人であるという認識を生起させる視覚的な
インタラクションパターンに，ターンテイキングのダ
イナミクスが現われるかどうかを調査した [4, 5]．

1.

はじめに

実験の結果，インタラクションパターンは触覚の時

近年，発展し続けているコンピュータゲーム内の

のように時間的に自分と相手のターンをはっきりと

AI や日常生活に普及し始めているソフトバンク社の
Pepper のようなエージェント（社会的ロボット）は

分離するようにはならず，同調的なパターンが観察さ

精細な外観や高度な機能を持っているにもかかわら

同調傾向が高い相関係数（ピアソンの積率相関係数）

ず，自然なコミュニケーションの実現にはまだいくつ

として確認され，ランダムウォークする計算機とイ

ものハードルを越えなければならないように感じる．

ンタラクションした場合の相関係数は有意に低くなっ

例えば，ゲームに登場する人間の外見は質感までがリ

た [4]．人と計算機のインタラクション条件では，人

アルに再現されているにも関わらず，簡単なインタラ

は 96%の割合で相手を計算機と判断していたが，人

れた．そして，人どうしの円の動作パターンにはその

クションをすることでゲーム AI だとすぐに判断する

どうしの条件で相手を人だと判断したのは 69%に留

ことができる．また，Pepper も数分やりとりをして

まった．その原因をアンケートの自由記述から分析す

みれば，インタラクション中の目線や動作に違和感を

ると，
「自分の丸に反応してこなかったから」や「あま

感じるようになる．社会的エージェントが人の心に作

りついてこなかった」，あるいは「相手が自分の動き

用するには，エージェントは人に対してコミュニケー

に合わせてくれなかった」等，自分の動きに対して相

ションできる相手だという認識を生起させる必要があ

手の応答を求めるような回答が多く見られた．これを

る [1]．人はどのようなインタラクションからそのよう

定量的に取り出すために相関係数による分析を行なっ

な認識を持つのだろうか．

たが，回答結果で群を分けた場合の相関係数の平均値

人どうしのインタラクションの基礎的な特徴の 1 つ

には，減少傾向は見られたものの，統計的な有意差は
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なかった．これらの結果は，相手とのインタラクショ

実験室実験

2.

ンパターンから人であると判断する視覚的な動作特徴

本節では，実験に用いた課題について説明する．先

は，同調傾向を基本としながらも，それだけでは不十

行研究と合わせて 2 つの実験を行なったが，両者は計

分であり，そこには追う/追われるの切り替わり（ター

算機に実装されるアルゴリズムに違いがあった．先に

ンテイキング）が必要とされることを示唆しているの

共通する課題内容，手続きおよび設備を説明し，続け

ではないだろうか．

てそのアルゴリズムの違いについて説明する．

同調傾向の高い時系列パターンにおいて，ターンテ
イキングの特徴を抽出するため，我々は逐次的な二者

2.1

間の位置変化からリーダー・フォロワーの状態を定義
し，その切り替わり頻度を分析した [5]．しかし，この

実験環境

実験では，二人の参加者が向かい合うように設置

方法は，残念ながら人と計算機の判断の違いを区別す

されたコンピュータ端末の前に座った．互いの姿が見

ることはできなかった．この原因は恐らく，状態を定

えないよう，両者の間には衝立が設置された．両者の

義するサンプリング時間の時系列データごとの違いに

端末の画面上には中央に直径約 16[mm] の円形のオブ

適切に対処しなかったことにあるのではないかと我々

ジェクトが横並びに 2 つ配置された（図 1）．それぞれ

は考えている．そこで本論では，自己相関係数と同様

の円は一方を自分が操作し，他方を相手が操作した．

に，二者の時系列データを時間的にシフトさせた際の

自分が操作する円はオレンジ色で，相手の円は緑色で

相関係数の増減によってリーダー・フォロワーを判定

表示された．円はテンキーパッドの矢印ボタンによっ

する手法を試みたので，その結果を報告する．

て左右にのみ動かすことができ，自分の円の位置の変

しかし，この方法を実施すると，我々の予想に反し
て，リーダー状態の二者間での時間的な比率（以降，
これをリーダー比均等率と呼ぶ）は，相手を計算機だ
と判断した場合の方が偏りが少ないことが判明した．
ターンテイキングによってリーダー・フォロワーが適

化は相手の画面に映る円（緑色）に直ちに反映される
ようになっていた．また，円は互いにすり抜けること
ができないようになっていた．飯塚らの研究 [2, 3] で
は互いの移動場所がすり抜けられるようになっている
が，視覚的動作特徴として「押す／押される」の関係

宜入れ替わっていれば，その時間的な比率は均等化す

としてターンテイキングを表現できるようにするため

ると我々は考えたが，人であった相手を計算機だと答

にこのような設定とした.

えたときの方が，リーダーである状態の二者での時間

端末1

的な割合に偏りが少ないという分析結果になった．こ

端末2
連動

れは，相手を人だと判断する動作特徴としては同調
B

A

傾向が重要であり，ターンテイキングの特徴があるこ

B

A

連動

とは，むしろ逆の判断を導く可能性を示唆する．ただ

計算機

A

し，このときの相関係数（同調度合い）は，人であっ

B
もしくは

た相手を計算機だと答えたときの方が低くなる傾向に
あり，リーダー状態の時間比率の均等化（リーダー比

図1

実験環境

均等率が高い状態）は，この同調度合いが低い時にも
起こることに我々は気がついた．
そこで我々は，同調度合いが高い状態でありながら，
かつリーダー比均等率が低い状態となるような（つま

2.2

り同調はするけれどターンテイキングはしない）計算

実験手続き

参加者は，コンピュータ端末越しに簡単なゲームに

機アルゴリズムを用意し，人とのインタラクション実

取り組むことが説明され，最初に操作に慣れるための

験を再度行なった．この実験において，同調度合いが

練習を行なった．参加者は 90 秒を 1 セッションとし

人どうしでの時系列データと同程度でありながら，か

て，計 15 セッションに取り組んだ．このうち，初め

つリーダー比均等率が低い状態の計算機に対して，人

の 5 セッションは自由に動かすように指示され，人ど

が高い割合で相手を計算機だと答えるならば，人であ

うしで行なわれた．これを人–人条件とする．人–人条

るという判断には同調傾向だけでは不十分であること

件は人どうしの円の移動パターンを調査することを狙

が示されるのではないかと考えられる．

いとしてこのような条件とした．残りの 10 セッショ
ンでは相手が人と計算機で 5 回ずつランダムに入れ
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替わった．これを人–人計算機条件とする．人–人計算

（人–人計算機条件での人どうし 5 セッション ×20 人）

機条件で参加者は，相手が計算機になる場合には二人

を使い，それぞれの時系列データに対して計算機を

ともが計算機を相手とした．また，人–人計算機条件

追従させた場合の相関係数およびリーダー比均等率

では，1 回のセッションが終わるたびに，相手が人で

（詳細は後述）を計算した．遅れ時間を 150[msec] か

あったか，計算機であったかと同時にそのように判断

ら 3000[msec] まで 150[msec] 間隔で変化させ，相関係

した根拠となる動作特徴を自由記述で答えた．1 セッ

数が十分に高く，かつリーダー比均等率が十分に低く

ションごとの正解についてはフィードバックしなかっ

なる遅れ時間を探し，結果的に 1200[msec] の遅れ時

た．初めの 5 セッションが終わった後で，参加者には

間を採用することにした．このときの相関係数は平

相手が人であるか計算機であるかがランダムに入れ替

均 0.85（SD=0.084），リーダー比均等率は平均 0.050

わることが伝えられた．同時に参加者には相手が人で

（SD=0.048）であった．

あるのか計算機であるのかを判断すると共に，自分が

3.

人であることを相手に伝えようとするように指示され
た．15 セッション終了後，アンケートをもとに簡単な

ターンテイキング指標（リーダー比均
等率）

人どうしで円を動かすと，多くは図 2 のような高い

インタビューを行なった．

同調傾向を示す．これは，飯塚ら [2, 3] の実験と比較

2.3

すると，ターンテイキングの特徴に大きな違いがある

実験設備

ことがわかる．飯塚らの実験では触覚のみのインタラ

実験設備は，ディスプレイと PC，テンキーを接続し

クションとなるため，相手の位置と自分の位置との距

た．使用したモニターは EIZO 製 FlexScan EV2316W

離がわからない．このために，観察されるターンテイ

を用い，画面サイズは 510 × 290 [mm]（1920 × 1080

キングは，話者交代と同様に一方が動いているときに

[pixel]）だった．実験システムは MATLAB に Psych-

は他方が止まり，他方が動けば一方が止まるというダ

toolbox [6, 7] を組み合わせて構築した．描画更新のサ
ンプリング時間は 33[Hz]（30[ms]）とした．1 サンプ

イナミクスを持つようになる．しかし，我々の実験環

リング時間あたりの円の移動距離を 10 [pixel] とした

動き続けており，この中で「追う／追われる」の状態

ため，人が操作する円の移動は 88.5[mm/sec] の等速

がダイナミクスに入れ替わる現象が生じるのだと思わ

度運動であった．

れる．

る動きを実現するために，計算モデルにはランダム
ウォークをさせた（これをランダムウォークモデルと

0

呼ぶ）．具体的には，サンプリング時間ごとに ± 15

1000 1500 2000

先行研究 [5] では，人が動かす円とは明らかに異な

500

計算モデル

円の位置[pixel]

2.4

境では相手の円との距離が視覚的にわかるため互いに

[pixel] の範囲でランダムに移動するようにした．従っ
て，最大移動速度は 132.8[mm/sec] であった．これに

0
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対して，本論で実現したのは，高い同調傾向を示しな

図2

人どうしでの円の移動パターン

がら，かつターンテイキングは起こらない計算モデル
である．これを実現するために，計算モデルは人の動

本研究ではこの「追う／追われる」の状態を「リー

かした円の座標に，ある一定時間の遅れを持って追従

ダー・フォロワー」の状態として特定するために，ター

し続けるアルゴリズムとした．以降，これを「遅れ追

ンテイキングの指標を以下のように計算する．ある程

従モデル」と呼ぶ．初期状態で二者の円は 500[pixel]

度の時間幅を持ってリーダー・フォロワーの状態を判

（132.8[mm]）離れており，計算機が操作する円が画面

定するために，タイムウィンドウを設けてある時刻で

の端に達した場合にはこの間隔は短くなり，人の円

の二者の時系列データを切り出し，一方の時間を進め

が遠ざかった後でも元の間隔は復元されないように

るかもしくは遅らせる．1 サンプリング時間ずらすご

した．遅れ時間の最適値を設定するため，先行研究

とに相関係数を計算し，進めた場合／遅らせた場合そ

で得られていた人どうしのインタラクションデータ

れぞれの相関係数の最大値を算出する．ここで，時間
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を進めたときの相関係数の最大値の方が遅らせたとき

か一方でも計算機と答えた群との比較では，明確な違

のそれより高くなるようであれば，時間をずらした側

いが現れない可能性があった．よって本論では，二人

をリーダーと判断する（自動的に他方がフォロワー）．

ともが相手を計算機と答えた群についての比較を加

これによりサンプリング時間ごとのリーダー・フォロ

える．

ワー状態を判定し，2 つの時系列それぞれのリーダー

リーダー比均等率の算出に際しては，タイムウィン

状態の総数（NL1 , NL2 ）をカウントする．この総数は，
リーダー状態と判定された時間の長さを意味する．

ドウのサイズが重要なパラメータとなる．そこで我々
は，タイムウィンドウを 10 サンプリング（300[msec]）

二者間のリーダー状態の時間的な比率が均等であれ

から 500 サンプリング（15[sec]）まで変化させた場合

ば，どちらか一方にリーダー状態が偏らずに，ターン

の，リーダー比均等率の推移を調べた（図 3）．グラ

テイキングを行なっていたと判断できると考え，均等

フには，人どうしの条件で，互いに相手を人であると

である状態が 1 となる指標をリーダー比均等率として

回答したセッション群と，互いに計算機であると回答

次式で計算する．

したセッション群それぞれのリーダー比均等率の推移

R=1−

|NL1 − NL2 |
,
NL1+L2

と，その 2 群間の差を等分散性を仮定した t 検定（両

(1)

側）により分析した際の p 値の推移を示した（F 検定

ここで，NL1+L2 は判定状態の総数である．この R は，
互いがリーダーであった時間が等しいときに最大値で

により，ほぼ全てのタイムウィンドウでの等分散性を
確認した）．

ある 1 になる．逆に，どちらかにリーダーの割合が
偏っていると 0 へ向かって小さくなっていく．

4.

実験参加者

ランダムウォークモデルを用いた実験には 10 ペア
（計 20 名）が参加した．内訳は男子学生 19 名，女子
学生 1 名で年齢は 21 から 23 歳（平均 = 21.35, SD

= 0.572）であった．また，遅れ追従モデルを用いた
実験には 4 ペア（計 8 名）が参加した．内訳は男子学
生 5 名，女子学生 3 名で年齢は 19 から 22 歳（平均

= 20.00, SD = 1.00）であった．参加者はいずれも金
沢工業大学の学生であり，実験は全て同大学で行なわ
れた．
図3

5. 結果
5.1 ランダムウォークモデルでのリーダー
比均等率

タイムウィンドウサイズに対する 2 群（互いに

人と答えた群／互いに計算機と答えた群）のリーダー
比均等率と t 検定による p 値の推移

3. 節で説明したリーダー比均等率を，ランダムウ

図 3 の推移では，3[sec] と 12[sec] のタイムウィンド

ォークモデルでの実験データに適用する．我々の興味

ウにおいて差が有意に大きくなった（3[sec] の場合に

の焦点は，人どうしのインタラクションであるにも関
わらず，約 3 割の参加者が相手を計算機と判断したこ

p < .067，12[sec] の場合に p < .058）．飯塚らの研究
[2] で観察されたターンテイキングダイナミクスでは，

とにある．そこで，時系列データをペアの二人ともが

一人のターンは 1〜5[sec] 程度の時間であることが示

相手を人と答えたセッション，ペアのいずれかが相手

されている．そこで我々は，3[sec] のタイムウィンド

を計算機と答えたセッション，そしてペアの二人とも

ウを選択して，3 つのセッション群間のリーダー比均

が相手を計算機と答えたセッションの 3 つに分け，そ

等率と相関係数の関係を調べた．このグラフを図 4 に

れぞれのセッション群での相関係数とリーダー比均等

示す．
このグラフを見ると，我々の当初の予想に反して，

率を分析する．先行研究 [5] では最初の 2 つの群のみ
を分析対象としたが，算出する相関係数やリーダー比

相手を計算機だと答えたセッション群の方がリーダー

均等率は二人で 1 つの数値になる．このため，いずれ

比均等率が高くなるという結果であったことがわかる
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していることにより，相関係数は低い値になっている
ことが読み取れる．これに対してリーダー比均等率は，
人どうしのときの値とほぼ同じになっている．これは
つまり，リーダー比均等率が同調傾向の低下によって
も高くなることを示していると考えられる．
以上の結果から，リーダー比均等率の比較は，相関
係数が同程度かあるいは高くなっている状態で，比較
する必要があると考えられる．そこで我々は，この状
態を実現するために，相関係数が同程度でありなが
ら，リーダー比均等率が低くなるような計算機アルゴ
リズムを作成した．これが遅れ追従モデルである．こ
のモデルに対して，人どうしでの判断よりも，正しく
計算機であると答えることができるならば，同調傾向
図4

人どうしのセッションをアンケート回答で 3 つ

だけではなく，ターンテイキングの要素も人であるこ

の群に分けた場合の相関係数とリーダー比均等率

との判断に影響することが確認できるのではないかと
考えられる．

（互いに人と答えたセッション群との比較：F (24, 5) =

5.13, p = .0772 ，t(29) = −1.90, p = .0675）．これ
は，相手を計算機だと答えたセッションの方が，ター

5.2

遅れ追従モデルでの人・計算機の識別

ンテイキングを偏りなく実施していたことを示す

我々が作成した遅れ追従モデルが狙い通りに機能し

だろうか．他方，相関係数においては，互いに相手

ているかを確かめるために，人–人計算機条件での人

を計算機だと答えたセッション群の方が小さくなっ

どうし（5 セッション）および人–計算機（5 セッショ

ている（互いに人と答えたセッション群との比較：

ン）それぞれでの相関係数とリーダー比均等率を計算

F (24, 5) = 0.369, p = .0887，t(29) =, p = .0687），こ

した．ここで，リーダー比均等率のタイムウィンドウ

れは，同調傾向の低下が，相手を計算機だと判断し

は前節と同じ 3[sec] とした．結果，人どうしの条件に

た要因となったことを示す結果だと思われる．ここで

おける相関係数の平均は 0.724（SE = 0.042），リー

我々はこの同調傾向の低下を見たとき，リーダー比均

ダー比均等率の平均は 0.701（SE = 0.032）であり，

等率の上昇が，同調傾向の低下によっても起こるので

人と計算機の条件においての相関係数の平均は 0.837

はないかということに気がついた．そこで，人と計算

（SE = 0.018），リーダー比均等率の平均は 0.422（SE

機でのリーダー比均等率と相関係数の関係を確認した

= 0.035）となった（図 6）．この結果は，我々の狙い
通りであったと言える．つまり，人と計算機のインタ

（図 5）．

ラクションにおいて，同調傾向は高いけれど，ターン
テイキングはほとんど起こらないという状態を作り出
せていると考えられる．
続いて，それぞれの条件でのアンケートの正答率を
確認する．ランダムウォークモデルと遅れ追従モデル
のそれぞれで，相手を正しく人もしくは計算機と答え
ることのできた割合を表 1 に示す．ランダムウォーク
表 1 インタラクション相手に関するアンケート回答
の正答率
図 5

人–人計算機（ランダムウォークモデル）条件

（後半 10 セッション）での相関係数とリーダー比均
等率

人どうし

人と計算機

ランダムウォークモデル

0.690

0.960

遅れ追従モデル

0.375

0.650

モデルを相手にした時には，69.0%のセッションで人

グラフを見ると，ランダムウォークモデルを相手に
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表2

各実験の回答数（カッコ内は割合%）
人と回答

計算機と回答

ランダムウォークモデル

73(36.5)

127(63.5)

遅れ追従モデル

29(36.3)

51(63.8)

ことを確認しつつ [4]，その他にターンテイキングの要
素が重要であると考えてきた．それは先行研究 [2, 3]
において指摘されていることであり，また我々の実験
においては，相手が人であるにも関わらず計算機であ
ると答えたセッションが全体の 3 割程度に上る中で，
図6

同調傾向を測る指標である相関係数がそれを十分に

人–人計算機（遅れ追従モデル）条件（後半 10

区別できなかったからである．ただし，両者が共に相

セッション）での相関係数とリーダー比均等率

手を人，もしくは計算機と答えたセッション群の間で
相関係数の平均を比較すると，両群間の差は有意傾向

が正しく識別され，96.0%のセッションで計算機が正

（p < .10）を示した（図 4）．これは，同調傾向が人ら

しく識別された [5]．これに対して，遅れ追従モデル

しさの判断に寄与することをさらに支持する結果であ

を相手にした時には，人の正答率が 37.5%，計算機の

ると考えられる．

正答率が 65.0%だった．遅れ追従モデルを相手にした
場合の方が，全体的に正答率が下がっている．これは，
人と計算機の動き方の違いに，ランダムウォークモデ

して，ターンテイキングの特徴を取り出すことを目的
としたリーダー比均等率を作成した．しかしこの指標

ルほどのわかりやすさがなくなったためではないかと

は，ターンテイキングの特徴によって高まるだけでな

考えられる．ランダムウォークモデルでは，同調傾向

く，二者間の同調傾向が下がった場合にも高くなるこ

の低さから相手を判断することができたが，遅れ追従

とを示唆する結果が得られた．そこで我々は，ターン

モデルでは図 6 に示したように計算モデルの方がむし

テイキングが与える人らしさの認識への影響を明確

ろ高い同調性を持つようになっていた．

に確認するため，相手（人）に追従するのみで，ター

ここでもし，同調傾向のみが相手を人と判断する要

ンテイキングを起こさない計算モデル（遅れ追従モデ

因になるのであれば，遅れ追従モデルを人であると答

ル）を作成し，インタラクション実験を実施した．こ

える割合が高まる（計算機を人と答えるので正答率は

の結果，同調度合いが人どうしでのインタラクション

下がる）はずである．ところが，計算機と正しく答え
た割合は，人どうしの正答率である 37.5%に比べて，

65.0%と高くなった．この結果は，相手を人と判断す
る要因は同調傾向だけではなく，ターンテイキングの
要素によっても判断されるという仮説を支持する結果

と同等かもしくはそれ以上であるにも関わらず，ター
ンテイキングの要素がない動きには，人は計算機であ
るという判断を下しやすいことが確認された．このこ
とから，相手の動きを人であると判断する基準には，
同調傾向だけではなく，やはりターンテイキングの要

であると考えられる．

素が含まれるのだと考えられる．

この結果に対する 1 つの反論として，全体的に正答

最後に，我々が作成したリーダー比均等率がターン

率が下がったことに関連して，遅れ追従モデルでの実

テイキングの特徴を取り出せているのかを議論する．

験においては，参加者が全体的に相手を計算機だと答

遅れ追従モデルのように，明確にターンテイキングを

える傾向があったのではないかという可能性が考えら

行なわない時系列データにおいては図 6 のように低い

れる．これに対して，それぞれの実験での人–人計算

値が示されている．これに対して，遅れ追従モデルの

機条件（後半 10 セッション）における人／計算機の

実験での人どうしの時系列データに関してはどうだろ

回答数を調べた（表 2）．結果，2 つの実験で回答数の

うか．図 4 と同様に，セッションを 3 つの群に分けた

割合はほぼ同じであることが確認された．

6.

本論では両群間の違いをより明確に分ける指標と

場合のそれぞれの相関係数とリーダー比均等率を図 7
に示す．

議論

グラフを見ると，幸いにも相関係数（同調度合い）

我々は，動きを介した二者間のインタラクションに

に関してはほとんど違いがないことがわかる（リー

おいて，相手を人と判断する要素には同調傾向がある

ダー比均等率は相関係数の低下の影響を受ける）．こ
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の結果はターンテイキングが行なわれている方が，相
手を計算機と判断しやすいことを意味しない．なぜな
ら，リーダー比均等率は，2 つの時系列データの同調
度合い（相関係数）が低下した際にも高くなることが
判明したからである．また，人の動きに遅れて追従す
るのみで，ターンテイキングを起こさない計算モデル
（遅れ追従モデル）を作成して人とのインタラクショ
ン実験を行なうと，その計算モデルに対しては，人は
正しく計算機であると答えられる傾向にあった．この
結果は，人であることの判断には，同調傾向だけでは
なく，ターンテイキングが重要な判断要因となること
を示している．
以上のことから本研究では，視覚的なインタラク
ションにおいてもターンテイキングの動作特徴が人で
図 7

遅れ追従モデルの実験内での人–人計算機条件

あることの判断に重要な役割を持つことを確認しなが

における，人どうしのセッションをアンケート回答で

らも，我々が作成したリーダー比均等率が，ターンテ

3 つの群に分けた場合の相関係数とリーダー比均等率

イキングの特徴を適切に取り出せていないことを明ら
かにした．

の状態でリーダー比均等率を比較してみると，残念
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ながら群間にはほとんど差が見られず，さらに変化の
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方向としても，計算機と答えたセッションの方がリー
ダー比均等率は高くなる傾向にある．このことから，
当初我々が期待したターンテイキングの特徴をリー

番号 15H03151，及び MEXT/JSPS 科研費 「共創言
語進化」 #4903, JP17H06383 の助成を受けた．ここ

ダー比均等率は適切に取り出せていないと言わざるを

に記し謝意を表します．

得ない．ただし，この人どうしの条件で，相手を正し
く人だと答えられた割合は 37.5%に過ぎなかった．こ
れは，人にとっても判断が難しかったことを意味する．
指標の適切さを評価するためには，ある程度の高さの
正答率が必要なのではないかと考えられる．これを実
現するためには，90[sec] という 1 セッションの長さは
不十分であるのかもしれない．

7.

つロボットの制作による＜心と社会＞の哲学」／課題

結論

本研究では，人の動作に見られるターンテイキング
（リーダー・フォロワーの入れ替わり）を定量的に評
価するために，リーダー比均等率を作成した．この指
標は，二者の時系列データを時間的にシフトさせた際
の相関係数の増減に基づいてリーダー・フォロワーを
判定し，さらにリーダーであった総時間の二者間での
割合が均一であれば，ターンテイキングがどちらか一
方に偏ることなく行なわれていたことを示す意味で 1
に近づく．
分析の結果，リーダー比均等率はターンテイキング
が起こっていない場合には低くなることが確認された
ものの，我々の予想に反して，相手を計算機だと判断
する際に高くなるという結果が得られた．しかし，こ
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概要

らの研究の多くは接近行動や回避行動そのものをモデ

本研究では，コミュニケーションの初期段階におけ

ル化しており，人に対して表出される人工物の内部状

るインタラクションのモデルを提案し，実際の人の接

態についてはあまり検討されていない．特に，人と同

近行動についてシミュレーションを通して検討を行っ

じような内部状態を持ち，人工物自身の内部状態に応

た．具体的には，人の話かけ場面の行動を観察する実

じて接近・回避行動を生成するアプローチはほとんど

験のデータを分析し，提案モデルによる接近行動の再

行われていない．人工物に人と類似した内部状態と接

現を試みた．参加者は相手の正面方向を回避しながら

近行動のモデルを実装することで，接近行動により相

相手に接近する行動を示しており，これは接近行動に

手に自身の内部状態を表出することが可能となる．同

対して示される相手の反応において，相手の内部状態

時に，相手の振る舞いから相手の内部状態を推定する

が明示化されやすい状況をつくるためである可能性が

ことで，相手に合わせて行動を調整することが可能に

示唆された．

なると考えられる．本研究では，自身の内部状態に基

キーワード：Human-Agent Interaction, Commu-

づいて接近行動を生成するエージェントのモデルを提

nication relationship, Agent based simulation

案する．
本研究では，エージェントの内部状態を考慮するう

1.

はじめに

えで，対人的なコミュニケーションにおける関係の側

ロボットなどの人工物の社会的な振る舞いを設計す

面に注目する．人同士で取り交わされるメッセージに

るうえで，人にとって読み取りやすい人工物の内部状

は「内容」と「関係」に関する側面が混在しており，

態の表出が求められる [1]. また，エージェントが人

自身と相手が同じ場に存在している限り，お互いのい

の内部状態を推定し，推定した内部状態に合わせ行

かなる行動もメッセージとして解釈可能となる [9]．そ

動を調整することで，人に対して配慮のあるエージェ

れゆえに，相手と関係を構築するつもりがない場合で

ントの振る舞いが可能になると考えられる．人同士の

あっても，
「お互いに関わらない」関係を了承し合う必

コミュニケーションの初期段階では，接近や視線のや

要がある．人–人工物のインタラクションにおいても，

り取りなどの身体的なインタラクションを通して相手

人工物が人と関わろうとしているのか，あるいは，あ

とコミュニケーションするか否かの判断が行われてい

るいは関わらないように行動しているのかを人との間

る [2, 3]．人間社会にエージェントが浸透するうえで，

で了承し合う必要がある．そこで，本研究では相手と

この段階におけるインタラクションの設計が必要とな

関係を構築することに対する選好を内部状態として持

る．そこで本研究では，コミュニケーションの初期段

つエージェントのモデルを提案する．提案モデルでは，

階として，特に対象への話しかけ時の接近行動に注目

エージェントの内部状態と対象との空間的な配置から

する．

行動が生成される [10]．同時に，接近や回避といった

人同士で会話が開始される場面では，距離に応じた

行動から内部状態を推定することも可能である．これ

挨拶行動や身体配置などパターンが存在し [4]，距離や

により，コミュニケーションの初期段階における関係

視線方向を互いに調整する行動が行われている [5, 6]．

の調整が可能であると考えられる．

これらの行動はロボットなどの人工物の振る舞いに実

本研究では，提案モデルを相手の内部状態に応じた

装されており，人工物が人に接近する際に与える心理

話しかけ場面における行動に適用する．具体的には，

的負荷の軽減などが期待される [7, 8]．しかし，これ

初対面の相手に話しかける場面を再現した実験 [11] に
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おける人の接近行動の分析に提案モデルを用いる．こ
の実験では，話しかける対象の受容度を対象が従事す
る作業（読書）の集中度合いによって表し，教示によ
り参加者に提示する．相手の内部状態に応じて話しか
け行動に違いが生じるか否かを分析する．また，提案
モデルを用いて実験により得られた相手への接近行動
をシミュレーションにより生成する．そこから，話し
かけ場面における人の内部状態や接近行動の特徴につ
いて検証を行う．

2.

提案モデル

本研究では，話しかけ場面における空間的なインタ
ラクションを記述するためのエージェントモデルを提
案する．ここでいうエージェントは，現在の状況に対
する評価方法を有し，評価値を上昇させるように行動

図 1 Internal state of model

する存在である．本モデルのエージェントは対象との
関係に対する選好を持ち，これは内部状態として表現
される．また，対象との空間配置とエージェント自身
の内部状態に基づき，次の行動が決定される．

2.1

内部状態

提案モデルの内部状態は，エージェント自身が対象
と構築しようとする関係を表現する．対象との関係
を記述する上で，２つの方向の関与に注目する．話か
け場面における対象との関係は，自分から相手への
関与に対する積極性（Control）と相手から自分への

図 2 Internal state of model

関与に対する受容性（Acceptance）の２つの側面が考
えられる．エージェントの内部状態はこの Control と

2.2

Acceptance を軸とし，それぞれに対するエージェン

関与と空間配置の対応付け

トの選好が正と負の方向で表される．エージェントの

エージェントから対象への関与は空間的な関係で表

内部状態を図 1 に示す．エージェントの内部状態を大

現する．また対象からの関与も同様に表現する．人に

まかに，Control と Acceptance の正と負を組み合わ

よる対象への働きかけは近距離正面方向の Transac-

せた４つの状態と，どの方向に対しても選好を持たな

tional segment で行われる [?]. よって距離 r と方向θ

い状態との５つの状態に分類される．内部状態を z と

からなる相対位置により関与の量は，以下の式で表さ

し，この５つの状態は以下で表される．

れる．

• z = (+, −)：自身から対象への関与のみが可能な
状況を志向する Assertive な状態

F (r, θ) = f (r)g(θ),

(1)

ただし，f (r)， f (θ) は単調減少関数である．エージェ

• z = (−, +)：対象から自分への関与のみが可能な
状況を志向する Submissive な状態
• z = (+, +)：自身と対象が互いに関与可能な状況

ント i とターゲット j が同一空間ないに存在する場合，

i からの j への関与の度合い，j から i への関与の度合
いは図 2 に示す r, θij , θji から求められる．エージェ

を志向する Reciprocal な状態

ントは，自身から対象への関与の度合い F (r, θij )，自

• z = (−, −)：自身と対象との間のいずれの関与も

身から対象への関与の度合い F (r, θji ) を内部状態に

避けられる状況を志向する Avoidant 状態．

応じて増加または現象させるように行動する．

• z = (0, 0)：自身と対象との間の関与に対して選好
を有さない Ambivalent 状態．
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行動

本研究では，エージェントの行動は平面の移動と身
体方向の回転のみとする．エージェントの平面の移動
はベクトルで表すことができ，対象との距離方向の
成分と対象の周りを回転する成分に分けることがで
きる．距離方向の成分は距離を変化させるため，エー
ジェントの内部状態 z の Control の値を表す c(z) と

Acceptance を表す a(z)，現在の距離 r の関数 vdis (z, r)
で表される．ただし，vdis (z, r) は次の条件に従うもの
とする．



c(z) + a(z) > 0 のとき，vdis (z, r) < 0．


c(z) + a(z) = 0 のとき，vdis (z, r) = 0．



c(z) + a(z) < 0 のとき，v (z, r) > 0．

(2)
図 3 実験環境

dis

また移動ベクトルのうち，回転方向の成分は θji を変
化させるため，a(z) に θji の関数 var (z, θji ) で表され
る．ただし，var (z, θji ) は次の条件に従うものとする．



a(z) > 0 のとき，
θji が 0 に近づく値を取る．


a(z) = 0 のとき，var (z, θji ) = 0．



a(z) > 0 のとき，|θ | がπ に近づく値を取る．
ji

(3)

身体方向の回転は θij を変化させるため，c(z) と θij の

図 4 実験の様子

関数 vrol (z, θij ) により表される．ただし，vrol (z, θij )
は次の条件に従うものとする．



c(z) > 0 のとき，
θij が 0 に近づく値を取る.


c(z) = 0 のとき，vrol (z, θij ) = 0．



c(z) > 0 のとき，
θ がπ に近づく値を取る.

3.1
3.1.1

(4)

実験方法
手順

実験環境の概略を図 3 に示す．実験課題は，フィー

ij

ルド (4.5m の円形) の中央に配置されたマネキンに対

これらの関数に基づいて，エージェント自身の内部状

して，正面方向の端（x=0mm, y=2.25m）または背面

態と対象との位置関係から，エージェントの移動と身

方向（x=0mm, y=-2.25m）から接近し，話しかける課

体方向の回転が決定される．

題である．マネキンに話かけるシナリオとして，参加

3.

者が道に迷っている状況であり，初対面の相手に道を

対象の内部状態を想定した話しかけ実験

尋ねる場面であることを参加者に教示した．また，相

本研究は，話しかけ場面における人の行動を提案モ

手が読書に集中している度合いを後述する実験条件に

デルに基づき分析することを目的とする．本研究で

応じて参加者に想定させた．教示後，参加者はフィー

は，先行研究 [11] により得られた椅子に座り読書して

ルド上の開始位置に誘導され，開始の合図とともに話

いる人に見立てたマネキンに対する人の接近行動の再

しかけ行動を開始した（図 4）．話しかけ終了後，こ

分析を行う．この実験は，相手（マネキン）の読書に

の試行を反対側の開始位置から同じ状況設定で行わせ

対する集中度合いが異なる状況において，道を尋ねる

た．正面方向と背面方向の試行が終了した後に，異な

ために話しかけるというシナリオで行われた．本節で

る相手の集中度合いを想定させ同様の手順で試行を

は，実験方法の概略を示す.

行った．全ての条件での試行終了するまでこれを繰り
返した．
本研究では，主に参加者の位置座標の変化を分析対
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実験条件
実験課題条件

教示要因

正面

背面

集中

C1

C4

中間

C2

C5

散漫

C3

C6

象とする．参加者の位置座標はフィールドの端に設置
したレーザレンジファインダにより取得された．また，

Web カメラの映像により話しかけ開始や終了のタイ
ミングの計測を行った．これらのデータに基づき，各

図5

各条件の話しかけ開始位置の平均（SE）

条件の接近行動の分析，比較を行う．

3.2.2
3.1.2

実験条件

接近行動の軌道

本研究では，話かけ開始位置までの接近行動につい

実験条件を表 1 に示す．実験は教示要因と課題開始

て分析を行う．図 6，7，8 に参加者のマネキンに対す

位置要因の 2 要因被験者内計画で行われた．教示要因

る接近行動の軌道の実例を示す．正面方向を開始位置

は相手の集中度合いに対する教示の要因であり，以下

とした条件では，ほとんどの参加者が直線的にマネキ

の 3 つの水準である．

ンに接近するのではなく，正面方向を回避する形で接

集中 相手は集中して本をよんでいる

近していた．また，図 6 の参加者 A の場合，相手がよ

中間 相手は本を読んでいる

り集中していると教示された条件（赤色）の軌道が相

散漫 相手は本を読み終え，本を持っている

手の正面をより回避している．しかし，図 7 や図 8 に

話かけ開始位置はマネキンに対する正面方向と背面方

示されるように，相手の集中度合いによる影響が軌道

向の２水準である．

に現れていない参加者もみられた．これらを踏まえる
と，参加者の接近行動について以下の点について検討

なお，参加者は 15 名で一人の参加者は全ての条件

する必要がある．

の試行を行った．各実験条件の順序は，カウンターバ

• 正面から相手に話しかける際，正面方向を避ける
理由．
• 正面から相手に話しかける際，相手の集中度合い
に応じて接近行動を変化させているのか．

ランスを考慮し，参加者ごとに入れ替え行った．

3.2
3.2.1

結果と考察

これらを検討するために，以下では参加者の接近行動

話しかけ開始位置

を提案モデルに当てはめ，分析を行う．

先行研究では，正面からの話かけ開始位置について
教示要因により差が生じることが示されている [11].

4.

シミュレーション実験

具体的には，話しかけ開始時の参加者の位置とマネキ

提案モデルでは，エージェントの内部状態を表す

ンとの距離について，マネキンの正面方向を開始位置
とする場合は集中＜中間＜散漫であり，背面を開始位

Control と Acceptance の値に応じて，エージェントの
接近行動や回避行動が生成される．前節の実験状況に

置とする場合はこの差が生じないことが示された．各

おいて人が提案モデルに従う行動を示していると仮定

条件の話しかけ位置の平均を図 5 に示す．

し，参加者のマネキンへの接近行動をシミュレーショ
ンにより再現することを試みる．そこから，提案モデ
ルに基づいて参加者の内部状態を推定し，分析を行う
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接近時の軌道（参加者 A，赤：集中，緑：中間，青：散漫）

図 7 接近時の軌道（参加者 B，赤：集中，緑：中間，青：散漫）

図8

接近時の軌道（参加者 C，赤：集中，緑：中間，青：散漫）
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方法

位置する対象への接近行動をシミュレーションする．
エージェントの初期位置は前節の実験状況に合わせて

提案モデルに基づくエージェントの行動を生成す

(0, 255) と (0, −255) の 2 点とし，いずれの場合も対象

るため，var (z, θji ) と vrol (z, θij )，vrol の３つの関数

の方向を向いた状態から開始する．シミュレーション

を定義する必要がある．ここでは，Control の値を

は 200step 行い，以下では，前節の実験環境にスケー

−1 ≤ c(z) ≤ 1，Acceptance の値を −1 ≤ a(z) ≤ 1 と

ルを合わせたうえで分析を行う．

し，エージェントの移動方向が c(z) と a(z) により決
まり，エージェントの身体の回転が c(z) により決まる
ように関数を定義する．相手の正面方向に対する周り

4.2

込みや回避の成分となる var (z, θji ) は以下の以下の式
により求める．a(z) > 0 のとき，



a(z)
(θji < 0)


var (z, θji ) = 0
(θji = 0) ，



−a(z) (θ > 0)
ji

とし，a(z) < 0 のとき，



a(z)


var (z, θji ) = 0



−a(z)

図 9 に対象の正面方向を開始位置としたシミュレー
ション結果を示す．a(z) ≥ 0 のとき，エージェントは
対象の正面方向に位置するように接近する．これに対
して a(z) < 0 のとき，エージェントは対象の正面方向

(5)

から遠ざかりつつ，対象に接近する．前節の実験によ
り，示された参加者の接近行動の多くは正面方向を遠
ざけつつマネキンに対して接近していたことから，提
案モデルの a(z) < 0 の状態の行動を示していたとい

(0 ≤ θji < π)

える．

(6)

(|θji | = π)

提案モデルにおいて a(z) は Acceptance の値を表
し，対象からの関与の受容性を表している．同時に，

(−π < θji < 0)

対象の正面近距離の領域に自身が位置することに対す

とする．相手との距離を近づける，または遠ざける移

る選好を表している．相手が本を読んでいるという状

動成分として vdis (z, r) を以下の式により求める．

0.5a(z) + 0.5c(z) (r > r
min )
(7)
vdis (z, r) =
0
(r <= r
)

況設定において，相手の正面近距離の領域は相手の作
業（読書）を妨害する可能性がある領域である．この
ため，前節の実験の参加者は相手への儀礼として正面

min

を回避しながら接近した可能性がある．
また，相手の状態を明示化するために，相手の正面

エージェントの身体方向の回転成分として vrol (z, θij )
は以下の式により求める．c(z) > 0 のとき，



π/36
(θij < 0)


vrol (z, θij ) = 0
(θij = 0) ，



−π/36 (θ > 0)

方向を回避した可能性がある．人同士の話かけ場面に
おいて，実際に声をかける以前に互いに目線を合わせ
る（mutual gaze）などの行動がみられる [2, 3]．これ
らの行動は提案モデルの内部状態の変化により表現可

(8)

能である．相手に対して関与するつもりがない状態か

ij

とし，c(z) < 0 のとき，



π/36


vrol (z, θij ) = 0



−π/36

結果と考察

ら接近行動を受けて相手への関与を示す場合，提案モ
デルの Control の値が 0 から正の値に遷移したことに
なる．一方で，接近行動を受けても相手に対して関与

(0 ≤ θij < π)
(|θij | = π)

するつもりがない場合は Control の値が 0 の状態を維

(9)

持し続ける．

(−π < θij < 0)

この２つの状態について，提案モデルに基づきシ
ミュレーションを行った結果を図 10，図 11 に示す．図
10 は，a(z) ≥ 0 の接近行動（赤色）と，それに対し

とする．

前節の実験状況は，初対面の相手に対して道を尋ね

て身体方向の回転のみが許される場合の反応（緑色）

るというシナリオに基づいている．相手に対して自分
から積極的に関与する必要があるため，Control の値
は正であると考えられう．よって，以下のシミュレー

をシミュレーションした結果である．この場合，図 10
（左）の Control が 0 のときと図 10（右）の Control が
正の場合の反応の違いが見られない．これに対して，

ションでは c(z) = 0.5 とし，a(z) の値に応じた軌道

図 11 は，a(z) < 0 の接近行動（赤色）と，それに対し

について検討する．具体的には，−1 ≤ a(z) ≤ 1 の

て身体方向の回転のみが許される場合の反応（緑色）

範囲で a(z) の値を 0.01 間隔で設定し，原点 (0, 0) に
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図 11

a(z) < 0 の接近と相手が関与するつもりがな

い状態の反応（左）と関与するつもりがある状態の反
応（右）

図9

autonomous systems, Vol. 42, No. 3–4, pp. 143–166.
[2] Mondada, L. (2009) ‘’Emergent focused interactions in
public places: A systematic analysis of the multimodal
achievement of a common interactional space”, Journal
of Pragmatics, Vol. 41, No. 10, pp.1977-1997.
[3] Mortensen, K. and Hazel, S. (2014) “Moving into interaction―Social practices for initiating encounters at
a help desk”. Journal of Pragmatics, Vol.62, pp. 46–67.
[4] Kendon, A., (1990) “Conducting Interactions: Patterns of Behavior in Focused Encounters”, Cambridge
University Press.
[5] Hall, E.T., (1966) ‘’Hidden Dimension”, Doubleday
Company (日高敏隆, 佐藤信行 (訳)『かくれた次元』. み
すず書房, 1970).
[6] Argyle, M. and Dean, J., (1965) “Eye-contact, distance
and affiliation”. Sociometry, Vol.28, pp.289–304.
[7] Kruse, T., Pandey, A. K., Alami, R., and Kirsch, A.,
(2013) “Human-aware robot navigation: A survey”,
Robotics and Autonomous Systems, Vol. 61 No. 12,
pp. 1726–1743.
[8] Rios-Martinez, J., Spalanzani, A., and Laugier, C.,
(2015) “From proxemics theory to socially-aware navigation: A survey”, International Journal of Social
Robotics, Vol. 7 No. 2, pp. 137–153
[9] Watzlawick, P., Bavelas, J. B., and Jackson, D.D.
(2011) “Pragmatics of human communication: A study
of interactional patterns, pathologies and paradoxes”,
WW Norton & Company.
[10] 坂本孝丈, 竹内勇剛: 身体的なインタラクションを通し
た対人的な関係構築プロセスに関する検討, 日本認知科
学会第 34 回大会論文集, pp.410-417 (2017)
[11] Yoshioka, G., Sakamoto, T. and Takeuchi, Y. (2018)
“Polite Approach to Engrossing Person Based on TwoDimensional Attitude of Interaction with Other”, 27th
IEEE International Conference on Robot and Human
Interactive Communication (in press).

提案モデルに基づきシミュレーションした軌道

（開始位置：正面，a(z) の値：左から順に-0.6, -0.4, -0.2,

0.0 ,0.2）

図 10 a(z) ≥ 0 の接近と相手が関与するつもりがな
い状態の反応（左）と関与するつもりがある状態の反
応（右）の
をシミュレーションした結果である．この場合，図 11
（左）の Control が 0 のときと図 11（右）の Control
が正の場合で，反応が異なることが示される．
この結果から，相手の正面方向を維持し続けて接近
する場合，相手が自身の接近に対して反応を示したか
どうかが不明確になると考えられる．これにより，話
かけ場面では相手の正面方向を避ける形で相手に接近
すると推察される．この点については前節の実験に加
えて，課題内容や教示により想定させる状況設定を追
加した実験を行い検討する必要がある．

文献
[1] Fong, T., Nourbakhsh, I., and Dautenhahn, K. (2003).
“A survey of socially interactive robots”, Robotics and
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Abstract

とが示されている[5]．物体にとどまらず，自然や概念とい

The purpose of this study is to analyze user’s attentive
intention and behavior to the user’s body by
anthropomorphizing the body part and making it as another
agent. The author defines attentive behavior to the body as
changing own behavior by attentive intention which is
caring for the body made as another agent. The author
created a device to prompt user’s attentive intention and
behavior by projecting eyes and mouth illustration based on
face pain scale on the back of the hand by a small projector.
This device makes the hand anthropomorphized by
changing the emotion based on the position of the hand and
progress of task. The author evaluated this approach by
making a task to move an object. The author prepared three
conditions which are anthropomorphized condition, and
emotional condition, information only condition by
projecting face, and bomb, gauge. Between three conditions
the author compared differences in user intention and
behavior. As a result, in anthropomorphized condition the
user did not do attentive behavior to the body but attentive
intention. And the impression on the user’s body improved
and it was shown to be effective as an information
presentation method.

った存在もまた擬人化の対象となっている[6]．

Keywords ― Anthropomorphization, Human-agent
interaction, Cognitive Science

やユーザの認知の変容に関しては十分に検証されていない。

様々なものが擬人化されている中，身体の擬人化もまた
その例外ではない．身体は本来自分のものであるが，身体を
擬人化した場合に物体の擬人化と同じような作用がユーザ
ーの行動や心理状態において見られるのではないかと考え
られる．具体的にはユーザーが自身の身体を自分以外のも
のとして認識することや，それによってユーザーの行動に
変化が見られること，また自身の身体への親近感の増加や
身体情報をよりユーザーへ伝えやすくなることという効果
が見込める．
身体の一部をエージェント化して物体の擬人化と同様の
効果を生む提案はいくつかなされている．尾形らは手に指
輪型ロボットを装着することによってユーザーが自身の手
を擬人化されたと感じることを示している[7]．また大澤ら
は手を擬人化した場合においてユーザーの身体動作が増加
することを示している[8]．これらの関連研究から，身体の
擬人化はユーザーの印象及び行動に対して効果的であると
いうことが示されている．これらの研究における身体の擬
人化では，擬人化の効果の 1 つとして考えられる行動誘導
身体を擬人化することによってユーザーの行動を変化させ
ることができると示されれば，例えば運動を共に行ったり，

1. はじめに

作業支援を身近で行ったりする親近感を与える存在として

擬人化とは人間以外のものに人間性・有生性を付与する

ユーザーに求められる行動を促す効果が見込める．

比喩表現の一種である[1]．鳥獣戯画や付喪神にあるように

本研究では，身体の一部を擬人化して認知的に外在化す

擬人化というものは古来より、対象を親しみやすく、また客

ることによって人間の身体に対する自己認識を拡張し、そ

観的に見る際に用いられてきた手法であり，社会との繋が

の結果としてユーザーの行動を変化させる手法を提案する．

りを欲する「社会的動機」と人間の尺度で行動を予測する

外在化とは一般的に問題や思考を自身の外部へ取り出すこ

「効力動機」の 2 動機から生じると言われている [2]．近年

とであるが，本論文では身体を擬人化・他者化し自分以外の

では CM やビデオゲームにおいて擬人化されたキャラクタ

ものと感じさせることという意味で用いている．外在化に

ーが用いられていることから，人々にとって擬人化という

よってユーザーへ自身の身体の状況が他者として提示され

手法は受け入れやすいものであることがわかる．擬人化に

ることで身体への気遣いを増加させ，それによって行動を

よって人間の感情に働きかけることで，ゲームの行動決定

変化させること (これを気遣い行動と定義する) や自身の

や嗜好の決定といった行動選択の誘導も可能である[3][4]．

身体への印象の向上が見込める．また自己状態が視覚的に

また，物体・機器を擬人化することへの研究も行われており，

フィードバックされることでその自己状態をより向上でき

これにより親近感の増加や情報提示能力の向上に繋がるこ

ることが示されている[9]．身体情報に気を遣うことはユー
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ザーの状態を良くする効果があると考えられ，外在化によ

報を伝える手段と工学的には捉えられるだろう。

りこれと同様の効果もまた期待できると言える．

2.2. 擬人化とエージェント

本研究では身体の位置情報及びタスクの達成状況を表情
という形で身体に投影し，身体の外在化を達成するデバイ

哲学者の Dennett は、人間が環境中の出来事を観測し、

スを開発した．このデバイスによるユーザーの自身の身体

理解するやり方を物理姿勢、設計姿勢、志向姿勢の３種類に

への気遣い行動の促進及び印象の変化を観測することが本

分類した[12]。物理姿勢とは背後に法則を見る見方である。

研究の目的である．実験は物体の移動タスクを行い，ユーザ

例えば物体が上から下に落ちるとき、我々はそれが重力の

ーの身体・タスクへの印象及び移動経路について評価した．

法則に従って落ちる、ということを知っている。また、重力

本論文の章構成は以下の通りである．2 章で関連研究につ

の法則自体をしらなくても、経験知からそのように推測す

いて示し，3 章でデバイスの設計について，また 4 章でその

ることが出来る。しかしながら、例えばアラーム時計がどの

実装について述べる．5 章で今回行った実験について述べ，

ように動き、指定時間にベルを鳴らすか、物理法則に基づい

その評価結果を 6 章に述べた後 7 章で結果についての考察

て記述し、理解できる人は多くない。このように、物理姿勢

を行う．最後に 8 章で本研究についてのまとめを行う．

で理解するのが難しい、ある程度複雑な人工システムの場
合には、人は設計姿勢という見方で理解を行う。これは、特

2. 関連研究

定時刻になったらアラームが鳴る、などのように、ある状態
と機能を一対一で理解するやり方である。

2.1. 擬人化の定義

これに対して、特定のシステムに対し、その背後に意図を

擬人化とは人間以外のものに人間性を付与することであ

感じ、その意図を推測しながら理解を行うやり方が、志向姿

る．その効果の１つに行動の誘導があり，擬人化されたもの

勢である。例えば、寝過ごしそうになって誰かが起こしに来

は人間の行動に影響を与えうることが示されている．

てくれた時、その人間が特定時刻に起こす、という機能を持

擬人化、という用語はしばしば、我々と同じような身体構

って働いた、とは考えないだろう。誰かが起こしに来てくれ

造を用いた絵画やアニメーションの表現技法として使われ

るのは、それは自分を心配しているからだ、という風に人間

る。特に日本のサブカルチャーでは、事物に対し、その要素

は考える。

をモチーフとした意匠を取り入れ、細部まで描かれた人間

人間が意図を発見する機能として、生物学や認知科学で

を描き、事物の関係性をキャラクター同士の関係性として

主張されているのが、
「心の理論」である[13]。心の理論は

表す文化が近年存在している[10]。近年擬人化表現を有効に

他者の意図を推定するための脳の仕組みである。Baron-

利用した例として、合成歌唱技術 VOCALOID に女性歌手

Cohen は、心の理論を測るための有名な課題「サリーとア

の形状を与えたキャラクター「初音ミク」が挙げられる。初

ン課題」を提案した[14]。サリーがビー玉をかごの中に入れ、

音ミクの意匠には年齢や性別とともに電子楽器がモチーフ

サリーが出て行った後にアンがビー玉を箱に移す。サリー

として組み込まれており、ソフトウェアの用途を伝えると

が戻ってきた時に、どこを探すか、答えさせるという課題で

同時に、創作者にインスピレーションを与える。初音ミクが

ある。心の理論が発達した人間は、サリーがアンの行動を認

一種の「インタフェース」として働き、世界中のユーザに対

識していない、ということを理解できるため、サリーはかご

し共有可能なイメージを与え、複数の創作者同士の結びつ

を探すと答えるが、他のエージェントの認識範囲を理解で

きを強めた点で有用である[11]。キャラクター文化と結びつ

きない場合、箱を探すと答える。いくつかの実験より、人間

いた擬人化は、文化越境的な役目を持つ。

を含めた僅かな動物しかこの課題に正解できないこと、ま

しかし本来の擬人化はこうした表現にとどまらない。絵

た、自閉症児がこの課題をうまく答えられないことがわか

画における擬人化は、人間と関連のないものに対し人間の

っている。アニマシーに関する心理学研究や、HAI 研究の

属性を与えて、対象の意図や振る舞いを連想させる手法を

結果より、心の理論は、人間以外の動物や、人工物にも適用

意味しており、類似させる対象は必ずしも「人間と類似の身

されることがわかってきている。例えば、Heider らの実験

体」だけでなく、形状や振る舞いといった多方面に及ぶ。我

では、三角や丸といった非常に単純な図形からも、人間が意

が国最古の「漫画」と称される鳥獣人物戯画は、動物など人

図を読み取ることを示している[15]。

間と違った生物に対し、人間と同じような「振る舞い」をさ

これらの研究成果は、人間は相手が人間かそうでないか

せ、
当時の人間社会の様子をわかりやすく描き出す
（図 1）
。

にかかわらず、非常に少ない手がかりから意図を読み取り、

このように人間と同じような仕草を与えることも、擬人化

擬人化してしまう性質を生得的に持っていることを示唆す

表現の一種である。

る。重要な事だが、擬人化への生得的傾向は文化に依存しな

こうした絵画における擬人化表現の主な利点は、直接理

い。例えば Sung らは、米国家庭を対象にした調査で、掃除

解しづらい現象を理解させられる点である。例えば、
「正義」

機ロボットの Roomba に対して、話しかける・名前をつけ

という形而上学的な概念に対し、
「正義の女神」という形で

るといった行為が行われていることを発見している[16]。

擬人化を行う、などの使用例がある。特に、風刺画や寓意画
などにこのような表現が使われやすい。絵画の擬人化技法

2.3. 擬人化による行動誘導

は、人間の擬人化傾向を触発し、そのままでは伝えづらい情

こうした擬人化表現の利点は、工学のプロダクトデザイ
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ンにも応用されている。DiSalvo らは、プロダクトに人間と

身体運動を増加することが示された．しかしユーザーの行

同じような意匠をいれて擬人化することで、人間と同じよ

動を誘導することについては検証されていない．本研究で

うな形状が使用場面を想起させること、理解が難しい物に

はこれら関連研究によって得られた知見を元に，外在化に

ついて、人と同じ感情表現を用いて説明できること、製品の

よってユーザーの行動を変化させる手法を提案する．

特徴をわかりやすく説明できることを挙げている[17]。特に

3. 設計

人間的類似性を持つ構成要素はそれ単体で人間に強い印象
を与える。人間の目は他の哺乳類と比べ、目の白膜と虹彩の

関連研究より，身体に目や口といった表情を付与しその

間のコントラストが高い[18]。人間以外の哺乳類は、目線か

表情を変化させ，感情を持っているかのようにふるまうこ

ら他者に意図を推測されないため低いコントラストを保持

とでユーザーの感情に働きかけ，擬人化を達成できると示

していると考えられているが、人間は進化の過程で、他者に

されている．本研究でも関連研究にならい，ユーザーの手に

意図をわざと見せる、というコミュニケーションのメリッ

着目し，手に感情を付与するという形で外在化の実現を試

トが、他者から意図を推測されるリスクを上回ったと考え

みた．

られている。見られている、という視線はユーザに対し強い

本研究では，身体が感情を持っているようにユーザーに

影響を与える。例えば人間の道徳的行動が目のイメージに

思わせ外在化を達成するふるまいをさせる。特に、擬人化さ

よって制御されうることが複数の研究で指摘されている

れた対象が情動を持つ可能用に振る舞う点を重視する。そ

[19][20]。ただの眼の絵が飾ってあるだけでも、人間は社会

のため、ポジティブ・ネガティブ表現を伝えることができる

的規範を守り、支払金額を上げる行動を見せる。

face pain scale[24]に基づいた顔のイラストを手の甲に表示

こうした擬人化の応用を行う分野としてヒューマンエー

する手法を提案する．face pain scale は医学分野で使用さ

ジェントインタラクションが存在し、その中で擬人化エー

れている痛みの強さを表情によって表したスケールであり，

ジェントを用いた行動誘導もいくつか検討されている[21]。

数値や具体的な度合いとして痛みを判定することの困難な

湯浅らはゲームを共に行う擬人化エージェントを開発し，

高齢者や小児に多く用いられるものである．一般的に 6-20

その非言語情報と協力行動を制御することでエージェント

段階のものが用いられている．このスケールに沿って表情

の印象及び行動選択に関して評価を行った[22]．これにより

を変化させることで，感情を持っているかのようなふるま

表情といった非言語情報によりユーザーの行動選択を誘導

いを実現する．手の甲に表示された顔が感情的に変化する

できる可能性を示した．Chartrand らは犬や猫といった家

という形で，ユーザーは身体の情報を外在化された形で受

庭内ペットに関する印象調査及び選択タスクを行い，それ

け取ることができる．具体的なふるまいとしては，ユーザー

ぞれについて評価を行った[4]．これにより人間が人間以外

が何もしていない状態ではスケールの中間の表情をしたイ

のものにも人間の特性を当てはめて擬人化されたものとし

ラストを，ユーザーに行ってほしい・促進したい動作を取っ

て解釈すること，また擬人化された対象が人間同様に参加

たときに痛みの弱いときのスケール (笑顔)のイラストを，

者の行動選択を誘導できることが示された．

行ってほしくない・制限したい動作を取ったときに痛みの
強いときのスケール (泣き顔) のイラストを表示させる．ま

2.4. 身体の擬人化に関する関連研究

たイラストはその動作の度合いに応じて表情を変化させる．

身体の擬人化では，ユーザーに本来自身のものである身

例えば行ってほしい動作の場合はその進度と共に表情もま

体に対して擬人化された他者と感じさせる必要がある．そ

たより笑顔になっていく．ユーザーの動作状態に対応して

のための簡易な表現として目や口といった表情を直接身体

手の甲の表情を変えることでユーザーに自身の手を外在化

部位に装着する手法が使われている．これにより装着者に

されたと感じさせるふるまいができると考える．またその

視覚的に身体が擬人化されたと感じさせることが可能とな

表情を定期的に変化させることによって生命性を付与し，

る．

その効果を増すことができると考えられる．

尾形らは Pygmy という目や口といった顔の部位を表現
した指輪型のロボットを手に装着させることで，手の擬人

4. デバイスの実装

化に関して評価を行った[23]．これにより手が擬人化された
と装着者が感じることが示され，また，タスクへの印象も向

3 章によって提案されたデバイスの実装を行った．
「語り

上することが示されている．また我々は目を表示させた

手」同様，腕時計型の腕に装着する形状を採用した[8]．こ

LED 液晶を手に取り付ける擬人化デバイス「語り手」を開

れは取り付けが比較的楽に行えることや，今回の手法が手

発し，身体の擬人化による身体運動の促進に関して評価を

の甲に投影するという形式によるものである．また本実装

行った[8]．これにより擬人化によってユーザーの与えられ

以外にも VR による実装も考えられたが，VR には VR 環境

たタスクの運動量が増えることはなかったが，それ以外の

と実環境との空間情報の矛盾から生じる酔いが起こること

無意識的な身体運動が増加することが示され，また身体へ

があると言われているため今回は投影を採用した[25]．

の印象も向上した．
これらの研究により，身体を擬人化することによりユー
ザーは自身の身体への親近感を増加すること，また自身の
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4.1. デバイスの外観
本研究で開発したデバイスを図 1，図 2 に示す．

図 3 デバイスを装着した状態

4.2. システム構成
開発したシステムの構成は大きく分けてデバイス部と
PC 部に分けることができる．以下にそれぞれの構成を示す．

図 1 デバイスの前面

(a) PC 部
PC 部では取得データの解析及びデバイス部へのデータ
送信，データの保存を行う．
本デバイスは手の位置によって外在化された身体が自身
の状態を変化させることを目的としているので，手の位置
を取得することが前提となる．そこで本研究では手の位置
取得のために Leap Motion 社の Leap Motion を使用した．
Leap Motion は手指の座標を 3 次元的に細かい精度で取得
することのできるデバイスであり，トラッキング速度も最
低でも 60fps と申し分ないものである．また，取得データ
は C 言語を始めとする様々な言語から呼び出すことができ，
PC 部では C++のプログラムからデータを取得している．

図 2 デバイスの後面

Leap Motion によって取得された手の座標データが予め

デバイスは 3D プリンタによって出力されたポリカーボ

指定しておいた特定の座標に近づいたとき，近づいた距離

ネート製のケースから成る．内部には小型シングルボード

に応じて顔の番号をデバイス部へ送信している．なお近づ

コンピュータ (Raspberry pi Zero W，以下ラズパイ) を搭

いていない状態 (以下平常状態) でも常に通信は行ってお

載し，ケース上部には小型のプロジェクター (Smart

り，平常状態であることを知らせ続けている．

[Beam] Art) を固定している．なお小型プロジェクターは，

また，作成した C++のプログラム内ではデータの送信と

更なる小型化のために本来下部に取り付けられているバッ

同時に保存も行っている．

テリー部を取り外した状態で固定されている．またケース

(b) デバイス部

後面には円形の穴が空いており，そこから円柱型のモバイ

デバイス部では PC 部から送られてきたデータに対応し

ルバッテリー (cheero Power Plus 3 stick) を差し込む形状

たイラストの投影を行う．

になっている．なお図１から確認できるケース前面の小さ

ラズパイには face pain scale に基づいた顔のイラストが

な穴は使用していない．モバイルバッテリー差し込み式を

保存されている．イラストの一覧を図 4 に示す．イラスト

採用した理由としては，充電のしやすさ及びデバイス内の

の内訳は良い状態のイラストが 3 種類，
平常状態が 1 種類，

単純化の為である．モバイルバッテリーから他パーツへの

悪い状態が 4 種類であり，更にそれぞれ少し変化をつけた

給電を行い，ラズパイからの出力をプロジェクターが行う

イラストを 1 つずつ用意してある．一定間隔でイラストを

構成になっている．これらによって構成されたデバイスを

交互に出力することで生命性の付与を実現している．

ベルトによって腕に取り付ける．装着した状態の写真を図

プログラムは Python によって書かれており，画像の出力

3 に示す．

には Open CV を用いている．

図 4 投影する顔のイラスト
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導火線が短くなった状態で良し悪しを表現した．なお，カウ

5. 実験

ンターバランスを考慮し条件の順序は参加者で偏りのない

開発したデバイスによって外在化がなされ，ユーザーの

ように入れ替えた．

意識及び動作に変化が生じるかどうかを調べるために以下

表 1 条件ごとの与える情報

の実験を行った．

5.1. 実験環境
実験環境を以下図 5 に示す．

外在化条件

情報＋感情＋表情

感情条件

情報＋感情

単純条件

情報

5.3. タスク
参加者が行うタスクは、外在化以外の要因によって結果
が変化してしまうことのないよう比較的単純でなおかつ手
への投影物を見ることのできるものが好ましいと考え，本
実験では物体の移動タスクを採用した．実験環境の俯瞰図
を図 7 に，移動させる物体を図 8 に示す．移動させる物体
は針金で持ち手を付けたペットボトルのキャップにネジを

図 5 実験環境

入れたものである．これは予備実験のときは容器内に水が

横 440mm，縦 290mm の電子基板を想定した作業エリア

入っておりそれを移動させるものであったが，難度が高く

を用意した．エリアの四隅には左下から反時計回りで 0, 1,

手の擬人化自体に集中できないことが懸念されたため，程

2, 3 と番号が割り振られている．またエリア上には黄色い

よい緊張感となるようにネジを入れることになった．

注意マークを四隅の経路の中点となるような位置に配置し
た．
Leap Motion は高さ 370mm で，エリア上端の真上にく
るような位置に下向きになるように取り付けた．

5.2. 実験条件
本研究では，
顔のイラストを投影した場合 (以下外在化条
件) の効果を確認するため，
外在化条件に加えて以下の 2 条
件を追加した．
・

ゲージ (メーター) によって手の位置の良し悪しの情
報のみを投影してユーザーに提示する条件 (以下単純

図 7 実験環境の俯瞰図

条件)
・

爆弾を投影して，ユーザーの感情に働きかける形で良
し悪しの情報を提示する条件 (以下感情条件)

以上 2 条件に使用したイラストを図 6 に，また全 3 条件
でそれぞれがユーザーに与える情報を表 1 に示す．単純条
件，感情条件ともに外在化条件と同等の条件にするため，外
在化条件と同数のイラストを用意した上で，実験参加者に
全条件でタスクを行ってもらう被験者内実験を行った．単
純条件においては安全色[26]を採用し，良い状態を緑，悪い
状態を赤とした．感情条件においては火が消えた状態から

図 6 投影する爆弾及びゲージのイラスト
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2)

セットアップ
次にセットアップ用のプログラムを用い，手で物体
を持った状態の四隅及び注意マーク上での手の座標
を記録する．これは人によって物体の持ち方が違うた
めに，同一のデータを使ってしまうと距離の判定に誤
差が生じてしまうのを防ぐためである．

3)

練習
次に参加者は事前練習を行った．参加者はデバイス
を装着し，タスクを行った．映像の投影が行われない
以外は本番と同じタスク条件であり，参加者は本番同
様の移動を 17 回行った．参加者は本番のタスクでは 1

図 8 移動させる物体

条件につき 10 回の移動を行ったが，それより多く練習

図 7 に示したように，参加者は実験環境の前に座る．実

を行った．これは，予備実験を行った際にタスクへの

験者は全体を見渡せる位置に座り，PC 画面を操作し，参加

慣れからタスクごとの移動時間に大きな差が生まれて

者に番号による指示を出す．参加者は条件ごとに 10 回，図

しまったため，少し多めに練習してもらうことで本番

8 に示した物体を指示した番号の四隅へと移動するタスク

での回ごとの慣れによる差を減らす意図による．練習、

を行った．
なお，
移動経路はどのタスクでも縦の移動が4回，

本番ともに実験者が声で指示を行う旨もここで伝えた．

横の移動が 3 回，斜めの移動が 3 回となるような組み合わ

4)

せであり参加者はタスクごとに別の経路を移動した．実際

本番
本番では，参加者は 3 条件を順番に行った．この

のタスク中の様子を以下図 9 に示す．

際，実験者は参加者に対し，開始前に何が投影される
条件であるかを条件ごとに説明した後，タスクを始
めさせた．
全てのフェイズ終了後，参加者には実験に関して思った
ことを自由に述べてもらい，また，実験者から何点か質問を
行うインタビューを行い，実験終了とした．なお，質問項目
を以下に示す．
・

デバイスは重かったかどうか

・

手を気にした条件の順番と理由

・

ゲージの意図はわかったか

5.5. アンケート
各タスク終了後，参加者に対して投影物の印象及びタス

図 9 実際のタスク中の様子

クの印象についてアンケートを実施した．アンケートは質

5.4. 実験手順

問に対して「極めてそう思った」
「全くそう思わない」を 7

実験の段階は (1) 事前説明，(2) 練習，(3) セットアップ，

段 階 に 分 け た 回 答 を 用 意 し た ． 項 目 は Godspeed

(4) 本番 の 4 段階である．各段階の詳細を以下に示す．
1)

Questionnaire[27] (以下 GQ) に基づいた 5 項目に加え，投

事前説明

影物の印象に関して 1 項目，タスクの印象に関して 4 項目

最初に実験者が，実験に関する以下の情報を参加者

を用意した計 10 項目であり，それらを以下に示す．(1-5 が

に伝える．

GQ 項目)

・ 基板を想定したエリア上での移動タスクを3度

・投影物の印象

行ってもらうこと

1． 意思を持っていると感じた

・ 作業する手はテーブル上，しない方の手はテー

2． 反応はよかった

ブルの下にしておくこと

3． 親しみやすかった

・ 注意マーク周辺は通ると基板がショートして

4． 知的だと感じた

しまうデリケートな部分であるため，通らない

5． 不安を感じた

ように注意して慎重に作業を行うこと

6． 自分の意思と反していると感じた

2 つ目の情報は，Leap Motion が複数の手を認識し

・タスクの印象

ている状態では取得したいほうの手を見失ったときの

7． 部品を落とさないように心がけた

判定が難しいため１本のみで作業してもらうためであ

8． 注意部分を避けようと心がけた

る．3 つ目は予備実験を行った際に参加者の手の動き

9． タスクはやりやすかった

が早すぎたため，それを低減するために導入した．

10．手に意識が向いていた
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が認められた．また項目 2 に関して外在化条件と感情条件
に有意傾向 (p < 0.1) が，項目 5 に関して感情条件と他の 2

5.6. 実験参加者
事前に 2 名で予備実験を行った．その後の本実験では，

条件に有意差が，項目 10 に関して外在化条件と単純条件に

18 名が実験に参加した．参加者はいずれも 22-25 歳の大学

有意差が認められた．

生及び大学院生であり，性別は男性である．

6.2. 移動分析結果
Leap Motion による手の座標データによる分析を行った．

5.7. 仮説
デバイスによって手が外在化されることで，ユーザーの

なお，使用したデータは手の座標データが Leap Motion が

自身の手に対する好感度が上昇すると考えられ，結果とし

手を見失ったことで欠けてしまった 3 名のデータを除いた

てアンケート項目の 1-4 において外在化条件が他の 2 条件

15 名分である．分析方法はアンケートと同様のものを使用

と比較して有意な差が出ると考えられる．また，好感度が上

した．分析する項目を以下に示す．

昇したことによってユーザーの心理的負担が軽減され，タ

・移動にかかった総時間

スクへの印象も良くなるとも考えられる．(仮説 1)

・移動中に禁止エリア内にいた割合

手が外在化されることにより，ユーザーの自身の手への

・移動中に禁止エリア中心に最も近づいた距離

注意が増加し，手への気配り行動が促進されることによっ

・10 回の移動で禁止エリア中心に近づいた距離の平均
以上 4 項目について分析を行った．また同項目を 10 回の

て注意マーク周辺に近づく行動が軽減されることも考えら
れる．(仮説 2)

移動中に 3 回行う斜めの移動についてのみ分析を行った．
斜めの移動はタスク中最長の移動経路であるため，これに

6. 評価結果

着目した．各項目についてまとめたものを図 11-図 14 に
示す．

実験によって得られたデータのうち，アンケート及び手
の移動データに関して分析を行った．得られた結果を以下
に示す．

6.1. アンケート結果
参加者 18 名のアンケート結果をそれぞれ条件ごと各項
目で SPSS の「一般線形モデル-反復測定」により比較を行
った．この分析方法は対応のある t 検定を 3 条件以上で行
う場合に用いる多重比較法であり，補正は Bonferroni 法を
用いている．得られた結果を図 10 に示す．アンケート項目
1,3,4 において外在化条件と他の 2 条件に有意差 (p < .05)

図 10 アンケート結果
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図 11 移動にかかった総時間

図 13 禁止エリア中心に最も近づいた距離

図 12 移動中に禁止エリアにいた割合

図 14 禁止エリア中心に近づいた距離の平均
図 13 より，10 回の移動で最も近づいた距離に関して外在
化条件と感情条件における有意傾向が認められた．また，図
14 より斜めの移動において近づいた距離の平均に関して
外在化条件と単純条件における有意傾向が認められた．図
7

7. 考察
7.1. 身体擬人化の効果
図 10 より，GQ 項目中の 3 つにおいて外在化条件が他の
2 条件に対して有意な差が見られることから，参加者が顔と
いう投影物に対して生物性や好感を覚えていることがわか
った．しかし，タスクへの印象に関しては有意差を認められ
なかったため，好感度によるタスクの印象への影響は認め
られず，仮説 1 は部分的に立証された．また，インタビュ
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ーにおいて外在化条件を「相棒のように感じた」と答えた参

意図が掴めなかった参加者が何人か確認できた．今回実験

加者もいた．これらのことから，手に顔のイラストを投影す

に採用した移動タスクでは，事前に注意マークを避けるよ

ることによって外在化が行えるということが示唆された．

うに指示を受けていること，移動距離が短いことから状態

一方で，項目 5「不安を感じた」において感情条件と他の

の変化を確認できないという問題が見受けられた．後者の

2 条件に有意差を認められた．実験終了後のインタビューに

問題はデバイスによって手が影になってしまうと，Leap

おいても，
「急かされている気がした」
「やらされている感じ

Motion が手を見失ってしまうことによって実験範囲が限

がした」などネガティブな意見が認められた．

定されてしまったことが原因の 1 つとして挙げられ，これ

また，インタビューに際して，参加者にどの条件が一番手

もプロジェクターに代わるものの導入によってデバイスが

を見ていたかを質問したところ，外在化条件，感情条件，単

小型化されれば改善できると思われる．しかし前者の問題

純条件の順で多かった．これは図 10 より項目 10「手に意

はタスク自体の改善によってのみ解決できるものと思われ

識が向いていた」において外在化条件と単純条件に有意差

る．例えば迷路をペン状のものでなぞるような，より手を動

が見られていることからも示されている．外在化条件と答

かす速度を遅くし，変化に気づきやすくできるタスクを採

えた人の意見としては「面白かった」
「気を使った」
「変化が

用するべきである．

わかりやすかった」などが挙げられる．感情条件と答えた人

8. まとめ

の意見は「怖かった」
「爆発するか気になった」などが挙げ
られる．しかし，有意差が見られたにもかかわらず，図 14

本研究では，身体を外在化したことによるユーザーの行

より斜めの移動に関して外在化条件と単純条件に仮説とは

動の誘導について身体の外在化を行うデバイスを開発し実

逆の有意傾向が確認された．このことから，外在化条件によ

験及び評価を行った．結果として外在化条件におけるユー

って参加者の手への注視行動を促進することはできたが，

ザーの身体への気遣い行動は見られず，また作業精度の低

手の甲へ注意が向いた分だけ手先作業の精度が低下してし

下が観測されたがこれは手への注意が増大したことによる．

まったのではないかと推測できる．これにより仮説 2 は立

先行研究と同様に手への親近感が増加したことも示され，

証されなかったが，自身の手への注意が外在化条件におい

また本研究の手法によって手への注意が増加したことは明

て増大したことは明らかであり，身体の情報提示手法とし

らかであり，情報提示手法として擬人化・外在化という手法

て有効であることが示唆された．

が有効であることが示された．今後の改善点として 7.2 で

またインタビューにおいて明らかになった事実として，

述べたように，デバイスの更なる小型化は身体擬人化の効

イラストが移動後に良い状態へ変化することには全員が気

果を測る上で避けることのできない課題である．小型化，タ

づいたものの，移動中のイラストの変化には気づかなかっ

スクの改善を行い，行動誘導について再検証をしていきた

た参加者が多く存在していたことが挙げられる．これは移

い．

動距離が短く，すぐに移動作業が終わってしまうために 気
づくことができなかったのではないかという理由と，予め
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サービスロボットに他者モデルは必要か？
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概要

うだけであり，特に人の多いレストランのような環境

本稿では，サービスロボットに他者モデルが必要か

で複雑な判断を要するようなタスクを高い精度でこ

どうかを議論する．一般にサービスを提供する場合に

なすことは容易ではない．一方で，食事を運んで戻る

は，顧客に対する「おもてなしの心」が重要であると

だけを考えてみても，実際にはかなり難しい問題が存

言われる．
「おもてなしの心」は他者モデルに大きく関

在する．例えば，ビュッフェのレストランで皿や飲み

わっているため，サービスロボットにも他者モデルが

物をサーブすることを考えると，非常に人の多い中を

求められると考えるのが，最も単純で直観的である．

ぶつかることなく移動する必要がある．問題はそれだ

しかし，そもそも他者モデル自体が十分に解明されて

けではない．対象となる人に食事をサーブするという

おらず，それをどのように実現できるかが分からない

ことはどういうことか？単に近づいてトレーの上のも

今，サービスロボットの実用化いう観点で他者モデル

のを取ってもらえればよいのか？もし十分に近づけな

が必要かどうかは，明らかではない．本稿では，筆者

かったらどうするのか？他の人に呼ばれたらどうする

らの他者モデルに関連する研究を概観しつつ，サービ

のか？もし，こぼしてしまったら？こぼした量がほん

スロボットと他者モデルの関係を整理したい．

の少しだけでもだめなのか？
・
・
・など，考えるときりが

キーワード：サービスロボット (service robot), 他

ない．こうした様々な問題をどのようにクリアするの

者モデル (mental model of others)，意図推定 (in-

か，また，タスクがより複雑になっても汎用的に問題

tension estimation)，感情 (emotion)，正直シグナ

を解決できない限り，ロボットのプログラムを無限に

ル (honest signals)

作り続けなければならいという悪夢から逃れることは
できない．

1.

はじめに

ここで一つ重要な視点となり得るのが，他者モデル

近年，ロボットが様々な場面で用いられるように

である．サービスにおいては，客の意図や目的を予測

なってきた．特に，公共の場におけるサービスは，タ

し，その予測を考慮した上でどのような行動を取るか

スクが限定しやすく，メンテナンスもしやすいため，

を決めることが重要であると言われる [3, 4]．つまり，

今後ますますロボットの進出が期待される．ロボット

他者モデルを使ってよりよく顧客の意図を予測できれ

の技術も格段に進歩し，身体的には様々なことができ

ば，より良いサービスが提供できることになる．しか

るようになってきた．本稿では，サービスロボットの

し残念なことに，他者モデルについては，まだその実

例として，レストランで配膳するロボットを考えてみ

態を含め明らかになっていないことが多い．従って，

る．配膳ロボットは，数年前から既に中国では実際の

実際のサービスロボットに搭載して人のような柔軟な

レストランに導入され [1, 2]，日本でも最近そうした

サービスを実現することは現状ではできない．そもそ

試みがいくつか見られる．配膳の仕事は基本的には食

も，おもてなしの心は他者モデルによって実現される

事をトレーに載せ，対象となる客のところまで移動し

のであろうか？こうした問いに正しく答えるために，

て提供し，厨房に戻るというサイクルを繰り返すもの

今後の研究成果を待たなけらばならない．

である．人が行う配膳の場合には，より複雑なタスク

こうした状況で，サービスロボットの普及という観

や事前に想定し得ないことへの対処も含まれる．現状

点から，他者モデルが必要かどうかは必ずしも明らか

のロボットは，基本的にはプログラムされた動作を行

ではない．本稿では，筆者らのグループで行っている
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他者モデルに関連する研究を概観しつつ，サービスロ

つの要素の組み合わせをコンテキストと呼ぶ. コンテ

ボットに他者モデルが必要かどうかを検討してみたい．

キストは行動決定する場面に対して，それまでの環境

2.

状況や内部状態の時系列の変化の中から有効な情報を

他者モデルとは何か？

持つ表現である．この表現を学習するために，リカレ

「他者モデルとは何か？」この問いに答えるために

ントニューラルネットワーク (RNN) を用いる．RNN

様々な研究が進められている [5]．しかしながら，この

の学習データは，エージェントが何らかのタクスを実

問いに完全に答えることは今のところ難しい．筆者ら

行する時に環境との相互作用によって得られる情報で

は，自身をドライブするモデルが分化し，他者の意図

ある. 具体的には，エージェントが自分の行動によっ

や振る舞いをよりよく予測するためのモデルが他者モ

て知覚できる環境の状況の変化及び自分の内部状態

デルであると考えている．つまり，自分を通して他者

の変化である．この情報を生成するために，まずエー

を見ることで，その裏に隠れた行動の意図や，未来の

ジェントは具体的な目標が存在しないため，報酬を未

行動をよりよく予測するメカニズムである．物理的な

来に渡って最大化する強化学習によって試行錯誤的に

法則に従う環境中の物体の振る舞いを予測するのと同

行動する．そして，行動することによって得る情報を

じやり方では，自分と同じように心を持った存在の振

RNN を用いてモデル化することで，行動のパターン

る舞いを予測することは難しい．そこで人間は，自分

とそれに応じた環境の変化を予測することができるよ

自身を予測するモデルを他者にも適用することで，予

うになる．そうするとコンテキストに応じて行動決定

測精度を向上させることに成功したのではないかと考

や行動の結果を予測することが可能となるので，コン

える．ここで問題となるのは，そのようなことがどの

テキストから意図を推定し，予測する未来が目標であ

ようなメカニズムで実現され得るのか，そしてどのよ

るということになる．文献 [6] では，強化学習の手法

うに発達するのかということである．おそらく重要な

として Dueling Deep Q-network (DQN) と RNN の

のは，ミラーシステムを基盤とした，自他の同一視に

代表的な Long Short-Term Memory (LSTM) を組み

よる学習と，自他分離であろう．

合わせた意図と目標を生み出す行動学習モデルを提案

ここでは，こうした他者モデルを解明・モデル化す

している．

るために筆者らのグループで行っている試みをいくつ

このモデルにより，行動の意図やゴールが隠れ層で

か紹介し，そのようなメカニズムの人工物における実

表現された空間の中で位置づけられるため，自身の受

現可能性について考えてみる．

動的な行動に対して意図やゴールを推定することがで
きるようになる．現状ではこのような学習によって他

2.1

者の意図やゴールが推定できる可能性は示したもの

意図とゴールの予測

の，実際にどのような学習によって，自身の予測と他

他者の意図やゴールを推定するためには，どのよう

者に対する予測が可能になるのかは明らかではない．

なメカニズムが必要であろうか？人間は目標達成とい
う意図によって行動すると直感的に感じるが，神経科

2.2

学の研究は意図が行動の結果であることを示唆してい

正直シグナル

る [7, 8]．この知見に基づくと，人間は最初から意図

正直シグナルをロボットに実装することで，ロボッ

やゴールを持って行動するのではなく，環境の状況や

トの微妙な動きが人の無意識的な印象に影響を及ぼす

内部の状態に応じて行動した結果からこの結果を説明

可能性なども検討している [9]．これは，普段我々が

するために，意図やゴールが生み出されていると考え

対話を通して無意識に感じ取る部分に注目しているこ

ることができる．逆に言えば，この受動的な行動決定

とになる．例えば，対話相手の「高圧的な態度」や対

メカニズムにより，自身の意図やゴールを推定する必

話中の「重苦しい空気」といった，対話の中で自然と

要性が生まれる．そして，この自身の意図やゴールの

形成されていく部分にこそ，相手が伝えたい真の意図

推定メカニズムを他者へ適用することによって，他者

や目的が隠されているはずである．それらを応用する

の意図やゴールの推定とそれを考慮した自身の行動決

ことで，人とロボット円滑なコミュニケーションが実

定につながる．そのため，この受動的な行動決定こそ

現できる可能性がある．つまりこれは，上述の意図や

が協調において重要な役割を持つと考えることができ

ゴールの予測における一つの手がかりとして，正直シ

る．ここで，行動決定エージェントが環境状況や内部

グナルを利用するという位置づけである．

状態に応じて行動を受動的に決定するとする. この二

正直シグナルとは，人間同士のコミュニケーション

379

2018年度日本認知科学会第35回大会

OS12-7

で無意識的にやりとりされるシグナルのことである

ので，場の流れや話しの意見を自分の思うように導き

[11]．これらは単純な言語情報や非言語情報とは別で
あり, 生物学的な部分に根ざしたものであるため, 私
達の行動に直接強い影響を与えるコミュニケーション

たい場合に見られる．

ツールである．つまり相手の話す言語や, 対話相手の

ボットにシグナルを生成させることで，人がどのよう

非言語的な行動そのものの意味はわからずとも, 相手

に感じるかを調べている．つまりロボットは，インタ

の意図や目的を理解するための主体となるものであ

ラクションにおいて自分の果たすべき役割を決めるこ

る. 例えば対話中におこる「重苦しい空気」は，これ

とができれば，それを無意識に人が感じ取れるように

らのシグナルのやりとりで生まれ，対話中の相手の感

振舞う（シグナルを出す）ことができる．もちろん，

情や目的が見え隠れしている．

そうしたことが完璧にできたことを主張する実験結果

文献 [9, 10] では，実際に人同士の対話から正直シグ
ナルをモデルとして取り出し，そのモデルを使ってロ

正直シグナルは単に一つのシグナルではなく，影響

が得られているわけではないが，原理的にはロボット

力，ミミクリ，活動レベル，一貫性と呼ばれる 4 つの

と接する人が，無意識にロボットの役割を感じ取るよ

基礎シグナルから構成されている．一つ目の「影響

うになる可能性は十分にある．

力」は注意のシグナルであり，主に対話相手への関心
や注意レベルを測定できる．これは対話相手の発話タ
イミングをいかにコントロールできるかで計測する．

2.3

感情モデル

例えば，自らの発言中，対話相手に喋らせる隙を与え

相手の意図やゴールを推定する上でも，自分のサー

ない人は，その対話において影響力は高い人だと言え

ビスに対する評価という意味でも，感情は非常に重

る．二つ目の「ミミクリ」は，他人の行動や発言を反

要な要素である．しかしながら，ロボット研究では感

射的に模倣する度合いで計ることのできる共感のシグ

情について深く扱えずにいる．それは一般に「ロボッ

ナルである．例えば，日常の会話の中で見られる相手

ト」が感情が無い存在として考えられがちなことから

に OK?と聞かれ，反射的に OK!と答えることもミミ

も示唆される．相手の情動を推定する手法 [12] や，情

クリの一種と言える．三つ目の「活動レベル」は，動

動を表出する方法 [13] については，従来から研究が

きや声の大きさから人間の興奮や関心の度合いを測

なされている．しかしながら，こうした研究の情動は

るシグナルである．興味，関心あるものを目にしては

作りこみであることが多い．作りこみでは社会的な感

しゃぎ出す子供は，自律神経が興奮状態にあり，活動

情の様な複雑な感情を作ることが困難であり，実際シ

レベルが高い状態にあると言える．四つ目のシグナル

ンプルな基本情動のようなものしか実現できていない

は「一貫性」と呼ばれるもので，発言に対する決意の

[14, 15]．しかし，ロボットが人間社会に受け入れられ

強さと精神的集中を示す．これは，声の高さや大きさ

ていくためには，相手の感情を理解・共感し，行動す

などに一貫性があるかどうかで計る．例えば相手を説

ることが必要不可欠であり，シンプルな基本情動のよ

得する時に自然と話し方にムラが無くなるのは，発言

うなものだけでは対応できない．

時に自分の思考や決意がしっかりしていることを示し

筆者らは，感情の生成モデルを提案し [16, 17, 18]，

ている．

そうした感情の本質的なモデルをエージェントが持つ

これらの基礎シグナルは単独で使われることは少な

ことで共感に基づくより豊かなコミュニケーションが

く，組み合わされて使われることが多い．そうするこ

実現できると考えている．将来的にはこのモデルを通

とで，人間は状況に合わせて四つの役割を対話の中で

して，ロボットがどのように複雑な感情を持つか，相

無意識のうちに演じている．一つ目は「打診」である．

手の情動に基づいてどのように感情を変化させるか，

相手の興味，関心，思考を探る態度であり，相手と相

そうした相互作用がどのようなコミュニケーションを

互作用を深めたい時に演じる役割である．初対面の

引き起こすのかといったことを検討することができる

人間と話す時，相手のことを詳しく知ろうと質問した

と考えている．このことは，ロボットに感情を持たせ

り，それに対し相手の反応を伺うような態度がこの役

るだけでなく，ロボットが人間の心的状態を真に理解

割にあたる．二つ目は「能動的傾聴」である．これは

するという意味でも必要不可欠である．これによって

やりとりのほとんどを聞き手側に回る時に見られるも

ロボットが人の多様なあり方に寄り添い，人とロボッ

ので，相手の情報をオープンに求める態度を指す．三

トの双方が学習し成長していけるような関係性になる

つ目は「協調」で，主に相手の話や意見への支援や共

ことを期待している．

感を示す役割である．四つ目は「主導」と呼ばれるも

文献 [16] では，神経科学や心理学等の様々な分野の
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文献を基に感情モデルを作成した．感情システムは，

いによって顧客がどのように感じるかを自身のモデル

無意識のうちに起こる身体反応と，それを感情として

を使ってシミュレートできる．こうなればこのサービ

認知するという段階に分かれており，生得的なシステ

スロボットは，自身の判断で様々なサービスをこなす

ムと学習により強化されるシステムが存在していると

ことが可能である．

考えられる．これを踏まえ，情動を刺激によって引き

一方で，本当に他者モデルは必要であろうかという

起こされる身体反応のラベル，感情を行動決定のため

疑念もある．それは，上述のようなサービスロボット

の状態に対するラベル，状態とは刺激と情動及び刺激

が実現されるまでの道のりが遠すぎるという問題だけ

と情動を用いた原因推論・未来予測の結果と定義し，

でなく，本当にそこまでのものを作る意味があるのか

感情モデルを構築している．また，感情の重要な役割

という疑念である．本稿で考えたい重要なことは，む

の一つが，行動決定である．そこでこのモデルでは，

しろその点にある．そもそも「おもてなし」とはどの

行動決定を行うための大脳皮質–大脳基底核ループに

ようなことか？

対応したシーケンス学習と強化学習を導入している．

ここで，レストランの配膳ロボットが人をよけて移

実際文献 [18] では，行動決定モジュールの実装を

動することを想像してみる．タスクとしては人にぶつ

convolutional LSTM (long short-term memory)[19] と

かることなく，またトレーの上の食事をこぼすことな

DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient)[20] を用
いて行い，エージェントによる母子間インタラクショ

く移動できればよい．この時に例えば，わざと大きく

ンタスクを行うことで，ポリシーネットワーク上に，

ができるかもしれない．この行動は，
「おもてなし」と

感情に相当する表現が表象され，その分化が起きて

して本質的なのであろうか？それでは，お客さんと接

いる可能性を示唆する結果を得た．このことは，エー

しないレストランでの掃除はどうか？人がそうした状

ジェントの身体性や生得的な刺激に対する反応に基づ

況で掃除を行う際には，そのレストランで食事をする

いて感情が発達する可能性を示しており，サービスロ

お客さんを思い浮かべながら，心を込めて掃除をする

ボットが自身の基本的な感情に基づいて物事を判断し

ことが「おもてなし」なのかもしれない．iRobot 社

たり，感謝や嫉妬など社会的な感情を持ち得ることを

のコリンアングルは，講演で究極の掃除ロボットにつ

意味している．

いて次のように述べていた．
「究極の掃除ロボットの姿

よけて低い姿勢を取ると，顧客の気分をよくすること

は，人から見えないものである」．つまり，きれいで

3. 他者モデルは必要か？
3.1 他者モデルへの期待

あることが重要であり，だれがどのように掃除したか
は関係がない．こう考えると，これから先のサービス
ロボットに他者モデルが必要かどうかを考える上で，

こうした技術は，レストランロボットが客の身に

二通りが考えられる．

なって意図を予測し，先回りしたサービスをするとい
うほどに進展しているわけではない．しかし，研究が
進むことで，サービスロボットにおける本質的な問題

3.2

が解決するかもしれないという期待がある．例えば，
前章で紹介した研究が仮にうまく機能して統合でき

おもてなしの演出

一つは，直接人とインタラクションが必要もしくは，
客の目に触れるロボットである．この場合，サービス

たとすると，理想的には次のような振る舞いが期待で

自体の質よりもむしろ，心的状態を考慮して振舞って

きる．

いることに気づいてもらうことが重要であり，これは

そのロボットは，経験を積むことで成長することが

ある意味，サービスの演出である．このサービスの演

できる．最初は外的な報酬やホメオスタシスなどの報

出が，そのロボットの価値を高める可能性がある．

酬や模倣によって，様々な経験をする．意図やゴール

ここで筆者らのグループが行った，関連する研究を

は常に後付けであり，何かの目標を持って行動するこ
とはない．徐々に行動に関するモデルが学習されると，
予測に基づいて行動を計画できるようになる．やがて，
他者を自分から分離することでより予測の精度が向上

もう一つ紹介したい．この研究は，ロボットが子ども
との遊びを通していかに関係性を構築できるかという
ものである [21]．このロボットは，子どもとトランプ
をして遊ぶのであるが，単にルールに従って相手をす

し，他者との協働を通してうまく行動することができ
るようになる．つまりは，自分の行動による結果や，
それに伴う他者の心的状態の予測が可能となる．やが

るのではなく，子どもの様子をうかがいながら，より
楽しくなるように行動を選択する．例えば，わざと間
違ったカードを選択したり，少し動きのスピードを変

てはサービスの本質的な意味を理解し，自分の振る舞

381

2018年度日本認知科学会第35回大会

OS12-7

えてみたりする．また，飽きている様子が見られれば

ロボットに他者モデルが不要かどうかを，別の視点か

違う遊びを提案したりする．こうした，ある種の他者

ら再度考えてみたい．実はここまでの議論は，ロボッ
ト側の問題ではなくむしろ我々人間側の問題である．

モデルを持ったロボットを設計し，実際に子どもと遊
ばせることで，非常に興味深い現象に遭遇した．それ

「おもてなしの心」とは，実態はなくともその存在と

は，子どもの視線に明確に表れる．他者モデルを持っ

献身的な心を感じることであり，それはサービスを受

たロボットと遊んだ子ども達は，ロボットの顔を頻繁

け取る側に存在する．これは，エントロピー減少の裏

に見るが，そうでない淡々とゲームをするロボットと

に潜む力とその理由を予測してしまう人間の性でもあ

遊んだ子ども達は，次第にロボットの顔を見なくなっ

り，どのようなロボットであるかには全く関係がない．

たのである．ロボットが自分のことを考えてくれてい

そしてロボットが，顧客のことを全く考えなくとも成

るという「おもてなしの心」を感じることで，子ども

立する．子どもと遊ぶロボットの例も当然のことなが

はロボットを顔色をうかがう価値のある存在であると

ら，ロボットが本当に子どものことを思っているわけ

認めたのである．逆に単なるゲームロボットの顔色を

ではない．それでもなお，成立させることができたの

うかがう必要はない．なぜなら，そのロボットの行動

は，遊びというドメインの限定が主な理由である．つ

は，ゲームの状況のみによって決まり，心的な予測は

まり子どもの振る舞いをモデル化し，ロボットの振る

全く無意味である．心を持った存在であると感じたロ

舞いを比較的容易にデザインできたことが重要なポイ

ボットの顔を見ようとしているところが，興味深い所

ントである．

でもある．これは，相手の心の内を予測するためには，

こう考えると，もう一つ，ロボット側の問題が重要

やはり顔を見るのが一番であるという無意識の行動で

になってくる．ロボットが状況に柔軟に対応して，複

あると考えられる．

雑な仕事をこなすことができるかどうかという問題で

子どもの遊びとサービスは，大きく違うようであり

ある．これは中国語の部屋問題でもある．つまり，理

ながら本質的には共通することが多い．この研究で筆

解のできない言語に対応するための膨大な手順書が存

者らが学んだのは，相手を思う気持ちがその振る舞い

在しなければ，部屋の中の人間が正しい答えを出すこ

にシグナルとして現れ，そのシグナルを無意識に相手

とができないのと似た問題である．複雑な仕事を完璧

が受け取ることが重要なことである．

にこなすための手順書を用意することは，実質的には
不可能である．またロボットには，今性のような時間

3.3

的な制約があり，その中で手順書に従ってタスクを正

消えゆく実態

しくこなすのは至難の業であると考えられる．こうし

二つ目は，直接インタラクションしないロボットで

て考えてみると，他者モデルが必要な理由は，むしろ

あり，この場合，上記の理屈からすると，他者モデル

ロボットが柔軟にタスクをこなせるか否かの問題であ

は必要とされない．むしろ，大量のデータで行動を学

り，それがおもてなしの心であるかどうかは，ひとえ

習することで，高い精度でタスクを実行すればよい．

に人間側の想像力の問題である．

他者を物と同一視して行動を計画しても，全く問題

4.

がない．サーブする側の「おもてなしの心」は，他者

おわりに

今後のエージェント技術を考える上で，他者モデル

のことを最大限に考えて奉仕しているという，自身に

は重要なキーワードになると考えられる．本稿では特

対する一つの自己肯定感であり，それがその人の仕事

に，サービスロボットという視点で，他者モデルの必

の質の向上に直接的につながっていると考えることも

要性を議論した．サービスロボットは実世界では様々

できるであろう．自己肯定感の必要のないロボットに

な場面で用いられる可能性があり，こなすべきタスク

とって，こうした仕組みが必要である理由はなく，む

によって，求められるものが異なる．中でも，人との

しろ，全く人に気づかれない世界で黙々と正確に仕事

直接的な関わりの有無がサービスロボットの性質を分

をこなすのがあるべき姿である．他者モデルが必要で

ける要素であると考えられる．しかし結果的には，い

あるとすれば，他者の意図やゴールをより良く予測し

ずれの場合も「他者モデル」を持つことは有用であり，

て，自身のタスクの精度を上げることができる可能性

それなしで本当の意味で使えるサービスロボットを実

にある．これは道具としての AI やロボットとしては

現することは難しいと考えられる．これは，他者モデ

当然の帰結かもしれない．

ルによる意図や行動の予測がサービスの本質である

こうした人からは直接的に見えないロボットは，こ

ためであり，ある意味当然の帰結でもある．今後エー

れからの社会で増えていくように思われる．そうした
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ジェント技術が実用化，さらに普及するためには，他
者モデルの構築は重要なポイントとなると考える．さ
らに言えば，エージェントが人間の世界に溶け込み，
人と共存関係を築くためには，他者モデルを持つこと
が必須になるのではないかと思われる．
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パネルディスカッション
Panel Discussion
高橋 英之
Hideyuki Takahashi
大阪大学
Osaka University
takahashi@irl.sys.es.osaka-u.ac.jp

Abstract

ラシーをもつことが必要であろう．

Let’s enjoy meaningful discussion!!
Keywords ―
interaction

1.

Social application of human-agent

2.

良い議論を行うリテラシーを

倉島らは良い議論を行う上での技術として，
「伝達
の技術」
，
「傾聴の技術」
，
「質問の技術」
，
「検証の技

はじめに

術」
，
「準備の技術」の５つを身につける必要を説いて

大学での基礎研究が社会に影響を与えるためには，

いる [1]．例えば「伝達の技術」であれば，最初にロ

企業の人たちとの間に良いコラボレーションが生まれ

ードマップを述べる，主張の項目を分かりやすく整理

ることが不可欠である．今回のラウンドテーブルは，

する，
「傾聴の技術」であれば，相手の立場になって

エージェント科学の分野において，このような大学と

相手の主張の意図を理解しようとする，相手固有の納

社会の間のコラボレーションの創発を狙い，基礎研究

得の文法を理解しようと試みることである．

側の招待講演者として，イエール大学の白土寛和先

ただどのようにこれらの技術を駆使しても，結局お

生，企業側の招待講演者と Panasonic の森川幸治氏を

互いが感情的に相手を拒否していたら，どんなに相手

招いた．パネルディスカッション（図１）において

がいいことを言っていても，それを受けて自らが思考

は，この二人の先生に加えて，公募研究者の先生方も

や発想を変えることは無いであろう．パネルディスカ

交え，大学で実施されているエージェント科学研究が

ッションにおいて一番大事なことは，感情的にならな

どのように社会応用に結びつくのかについての議論を

いこと，余裕をなくさないことなのかもしれない．そ

深めたいと思う．

のためには，あまり一つのことに囚われない余裕があ

これまでも産学連携や異分野融合を掲げたシンポジ

る心を日ごろから養うことが大切なのかもしれない．

ウムは数多く開催されてきた．それらの催しにおける

例えば，適宜余暇をとり家族や友人と遊んでリラック

パネルディスカッションでは，それぞれが自分の考え

スするなどは非常に良い方法であると思うが，みんな

を述べあい，最後に今後も話し合いを続けていくこと

がみんな，幸せな家族や友人がいるわけではない．そ

が大事だよね，という誰も傷つけない予定調和的な結

ういう人たちに余裕を与える上でも，メタ的な話にな

論によって議論が閉じられることが多かった．しかし

るが，エージェント科学には何か大きな可能性がある

このような形式主義的なパネルディスカッションは，

かもしれないと私見を述べ，筆をおくことにする．

結局的には作業としてイベントをこなした関係者の間
の満足感だけが残り，その内容は誰の記憶には残らな
いものが多かった．
エージェント科学はまだ未成熟なものであり，多く
の人々が素をさらけ出して対話を続けていく中にし
か，本当に意味がある価値は創発できないであろう．
しかし我々が本当に意味のある議論を行いたければ，

図 1.パネルディスカッションのイメージ

そして本気で新しいものを生み出そうとするのであれ

参考文献

ば，形式主義的議論やコラボレーションの呪縛を抜け

[1] 倉島保美, (2015）
“論理が伝わる 世界標準の「議論の技
術」 Ｗｉｎ－Ｗｉｎへと導く５つの技法 (ブルーバッ
クス)”, 講談社 (2015/5/20).

出し，より建設的な本当の議論を行う必要がある．そ
のためには，パネルディスカッションの参加者がただ
漫然と演題に座るのはまずく，それぞれが議論のリテ
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Discovery of latent context in conversation
- Proposal of context finding process †

†

Kenta Ohtsuka, Jun Nakamura
†

Shibaura Institute of Technology,
pa17001@shibaura-it.ac.jp

Abstract
In this paper, in order to discover the context latent in the
inside of the conversation, and the conversation analysis
with KeyGraph. However, the process of discovering latent
context is tacit knowledge, not documented. For this reason,
experiments were conducted to clarify the process of
discovering implicitly trended latent contexts. Describe the
discovery process, which is documented in the process.
Keywords
Conversation, Analysis, Keygraph
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A Cognitive Science Course to Enhance Motivation
for Considering about the Relationship between
Cognitive Science and Cognitive Psychology
Koji Tanaka, Shohei Hidaka
School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology
kjtanaka@jaist.ac.jp

Abstract

Science Society

It is necessary to experience that learners consider about the
relationship between different academic fields in order to
develop their interdisciplinary attitudes and abilities. In this
study, we develop a cognitive science course to motivate
learners to consider the relationship between cognitive science
and cognitive psychology. In this paper, we give an outline of
this educational practice. Then based on the results of analysis
on the free description that learners wrote in the first and the
last class, we report on their understanding of the both fields
and their consideration about the relationship as a part of their
learning states. Concretely, the results show that learners tried
to capture the relationship by the difference of approaches in
the fields.
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Measuring the learning effect of inter-disciplinary area: A class-room
case study on learners of Cognitive Science/ Cognitive Psychology
Shohei Hidaka, Koji Tanaka
Japan Advanced Institute of Science and Technology
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漢字表記語処理において周辺情報は常に活性化されるのか(1)
Is peripheral information invariably activated while processing kanji words?:
Part 1
水野 りか，松井 孝雄
Rika Mizuno, Takao Matsui
中部大学
Chubu University
mizunor@isc.chubu.ac.jp

Abstract
Matsui and Mizuno (2017) conducted a semantic
categorization experiment in which participants judged
whether words represented human entities (human
words) or not (general words); half of both words were
homophones and the other half were not. Their
findings revealed homophone effects for general
words but not for human words. Homophone effects
are known to be caused by the activation of mates. We
suppose that mates of human words were not activated
because they carry critical information for
categorization. The present study aimed to prove this
idea by utilizing the orthographic neighborhood size
effect, due to which the lexical decision times for
Japanese kanji words with more orthographic
neighbors are shorter because neighbor representations
are activated. A semantic categorization experiment
was conducted by manipulating the neighborhood size
of the first characters of two-kanji human words and
two-kanji general words. The results showed that the
orthographic neighborhood size effect was found for
general words but not for human words. These results
indicate the efficiency of human word processing in
which peripheral information is activated only when
necessary.

一般語の場合は同音異義語の方が非同音異義語よ
りも意味分類時間が長くなる，いわば意味分類時
間の同音異義語効果が生じることを見いだした。
同音異義語効果は一般的には語彙判断時間で認め
られるものではあるが，同音異義語の音韻情報が
同じ音韻の他の単語 (以下，仲間とする) の語彙
表象を活性化し活性度の競合が起こるために生じ
るとされている (Pexman, Lupker, & Jared, 2001)。
よってこの結果は，人間語の場合は仲間の語彙表
象が活性化されないが，一般語の場合は活性化さ
れた可能性を示していると考えられる。
人間語と一般語でこうした違いが生じたのはな
ぜなのか。我々は，人間語の語彙表象には人間と
いう属性があるので当該単語の語彙表象を活性化
するだけで人間だという意味分類が可能だが，一
般語の意味表象には人間でないという属性はない
ため他の情報を利用する必要が生じ，そのために

Keywords ― semantic categorization, kanji words,
activation of peripheral information

仲間の語彙表象が活性化して意味分類が遅延した
のではないかと考えた。この考え方を検証するた

1．問題と目的

めには，同音異義語の仲間の語彙表象以外の周辺
情報も人間語では活性化されず一般語ではされる

意味分類課題とは，刺激語があらかじめ教示さ

ことを確認する必要がある。

れた分類基準と一致するか否かを判断させる課題
である (e.g., Van Orden, 1987)。水野・松井 (2017)

そこで本研究では，刺激語以外の関連単語の情

は「人間」を分類基準とし，呈示された刺激語が

報で刺激語の語彙判断時間に影響することが知ら

人間を指す語か (以下，人間語とする) かそうで

れている形態的隣接語数の人間語と一般語の意味

ない語 (以下，一般語とする) かを判断させる日

分類時間への影響を調べる。形態的隣接語とは 1

本語の漢字表記語の課題を考案した。松井・水野

文字を置き換えることでできる単語を指し，日本

(2017) は，その意味分類課題を用いて 2 文字の漢

語の漢字表記語の場合はその数が多いほど日本語

字表記の人間語と一般語の同音異義語と非同音異

の漢字表記語の語彙判断時間が短くなることが知

義語の反応時間を測定し，人間語の場合は同音異

られている (川上, 2002; 水野・松井, 2014)。そし

義語と非同音異義語で意味分類時間に差がないが，

てこうした漢字表記語の場合の促進的な形態的隣
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Table 1
各条件の刺激語の属性値の平均と SD
人間語

一般語

隣接語少

M

隣接語多

SD

隣接語少

M

SD

M

隣接語多

SD

M

SD

第1文字の形態的隣接語数

28.70

12.85

143.85

121.49

24.75

10.86

135.85

第2文字の形態的隣接語数

89.45

54.60

102.55

61.04

93.45

67.94

86.85

57.03

5,977.55

10,061.84

5,978.95

12,833.37

5,918.60

9,232.12

5,900.70

12,423.86

文字親密度

5.72

0.60

5.66

0.38

5.72

0.27

5.83

0.28

モーラ数

3.45

0.67

3.65

0.57

3.50

0.50

3.70

0.46

心像性

4.68

0.68

4.68

0.51

4.39

0.53

4.90

0.62

632,326.20

551,360.71

723,374.10

568,571.07

520,320.20

289,258.21

882,697.75

852,892.42

17.55

3.02

17.30

5.82

18.20

5.48

17.25

4.31

出現頻度

文字頻度
画数

68.64

2.4 装置

接語効果は，日本語母語者は単語や文字への形態

パーソナル・コンピューター（Fujitsu, FMV

情報への依存度が高いため，漢字を共有した語彙，
形態的に類似した語彙が近傍 (周辺) に表象され

Esprimo D583/H)，21 inch 液晶ワイドモニター

ており，形態的隣接語数が多いほど語彙判断時に

(IO-DATA, LCD-MF223EWR) と 反 応 ボ ッ ク ス

形態的隣接語が活性化されやすく近傍の活性度が

(Cedrus Co., RB-730) を用い，実験制御は Super

上昇しやすいために生じる可能性が高いと指摘さ

Lab 4.5 (Cedrus Co.) で行った。

れている (水野・松井, 2014)。よって，もしも人

2.5 刺激

間語の意味分類では情報が十分で当該語彙表象の

刺激語は各条件 20 語，計 80 語の 2 文字の漢字

情報だけが用いられ，一般語の意味分類では情報

表記語で，同音異義語の仲間の数の影響を排除す

が不十分なため周辺情報が活性化されるならば，

るためにすべて非同音異義語とした。非同音異義

人間語の意味分類では形態的隣接語は活性化され

語は，大辞林第三版 (松村, 2006) で音韻とアクセ

ず意味分類時間に影響しないが，一般語の意味分

ントが同じ普通名詞がないものとした。少条件の

類では活性化され，一般語の意味分類を促進する

単語は第 1 文字の形態的隣接語数が 40 以下の単語，

と予想される。尚，水野・松井 (2014) は第 2 文

多条件の単語は 60 以上の単語とし，80 語の単語

字の形態的隣接語数効果は第 1 文字よりも小さい

の第 1 文字には重複がないようにするとともに

ことを見いだしている。そこで本研究ではより顕

「人」という漢字が含まれないようにした。4 条

著な影響が認められ得る第 1 文字の形態的隣接語

件の第 1 文字の形態的隣接語数を単語の種類と形

数を操作して検討するものとした。

態的隣接語数の 2 要因参加者間分散分析で検定し
たところ，単語の種類の主効果は有意でなく (F (1,

2．方法

76) = 0.14, p = .71, η2 = .00)，形態的隣接語数の主

2.1 課題

効果は有意で (F (1, 76) = 49.23, p < .001, η 2
= .39)，交互作用は有意でなく (F (1, 76) = 0.02, p

分類基準を人間として呈示語が人間語か一般語
かを判断させる意味分類課題を用いた。

= .90, η2 = .00)，少条件より多条件が有意に多い

2.2 実験計画

ことが確認された。その他の，第 2 文字の形態的

単語の種類 (人間語・一般語) と形態的隣接語

隣接語数 (川上, 1997)，出現頻度 (天野・近藤,

数 (少・多) の 2 要因参加者内計画とした。

2003b)，文字親密度，モーラ数，文字頻度，画数 (以

2.3 参加者

上，天野・近藤, 2003a)，心像性 (天野・近藤, 2005)

日本語を母語とする大学生 24 名 (男性 15 名，

には 4 条件で差がないよう留意した。全刺激語を

女性 9 名) が参加した。

Appendix に，各種属性値を Table 1 に示す。
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2.6 手続き

Table 2

個別実験とし，反応ボックスの右端のキーに「人

各条件の誤答率 (%) の平均と SD

間」のラベルを，左端のキーに「一般」のラベル
人間語

を貼り，利き手で「人間」キーが押せるよう左利

一般語

隣接語少

隣接語多

隣接語少

隣接語多

きの参加者の場合は反応ボックスを 180 度回転さ

M

3.33

2.92

3.13

0.00

せた。参加者の目と画面の距離は約 45 cm で，刺

SD

3.73

3.51

4.75

0.00

激語の大きさは縦は視角約 1.27°，横は視角約
2.54°であった。参加者には，画面中央に呈示さ

5.17, p = .03, η2 = .18)，および，交互作用 (F1 (1,

れる刺激語が人間か否かをできるだけ早く正確に

23) = 9.56, p = .005, η2 = .29) が有意だった。隣接

判断して人間なら利き手で「人間」キーを，人間

語数の単純主効果は人間語では有意でなく (F1 (1,

でないなら反対の手で「一般」キーを押すよう教

46) = 0.003, p = .96)，一般語では有意で (F1 (1, 46)

示した。20 の練習試行の後，80 の本試行を行った。

= 13.53, p < .001)，多条件の方が少条件よりも意味

試行の呈示順は参加者ごとにランダムにした。各

分類時間が短かった。項目分析では単語の種類の

試行では インターバル 1,000 ms の後，白い画面

主効果 (F2 (1, 76) = 2.69, p = .10, η2 = .03)，隣接語

の中央に黒字のアステリスクが 500 ms 呈示され，

数の主効果 (F2 (1, 76) = 3.82, p = .054, η2 = .05)，

その後，刺激が呈示され，参加者の反応が正解な

および，交互作用 (F2 (1, 76) = 1.85, p = .18, η2

らばピンポン， 誤りならばブーというフィードバ

= .02) のいずれも有意でなかったが，仮説と密接

ック音が 500 ms 呈示された後，次の試行に進んだ。

に関わるため単純主効果検定を行った。その結果，
参加者分析と同様，隣接語数の単純主効果は人間

3．結果

語では有意でなく (F2 (1, 76) = 0.18, p = .68)，一般
語では有意で (F2 (1, 76) = 5.49, p = .02)，多条件の

正答の意味分類時間のみを分析の対象とし，そ
のうち各参加者の平均から 2.5SD 以上離れた

方が少条件よりも意味分類時間が短かった。

3.3％のデータは逸脱と見なし除外した。以下，参

誤答率の平均と SD は Table 2 に示す通りである。

加者分析結果は F1, 項目分析結果は F2 で示す。

角変換後に 2 要因分散分析を行った結果，参加者

意味分類時間の平均と SD を Figure 1 に示す。2

分析では単語の種類の主効果 (F1 (1, 23) = 6.95, p

要因分散分析を行った結果，参加者分析では単語

= .01, η2 = .23)，隣接語数の主効果 (F1 (1, 23) =

の種類の主効果は有意でなく (F1 (1, 23) = 4.23, p

5.09, p = .03, η2 = .18)，交互作用 (F1 (1, 23) = 5.33,

= .051, η2 = .16)，隣接語数の主効果 (F1 (1, 23) =

p = .03, η2 = .18) のすべてが有意だった。隣接語
数の単純主効果は人間語では有意でなく (F1 (1,

1100
1000

46) = 0.16, p = .69)，一般語では有意で (F1 (1, 46) =

隣接語少
隣接語多

10.19, p = .003)，多条件の方が少条件よりも誤答率
が低かった。項目分析では単語の種類の主効果

意
味 900
分
類
時 800
間
(ms)
700

(F2 (1, 76) = 3.07, p = .08, η2 = .04)，隣接語数の主
効果 (F2 (1, 76) = 1.79, p = .18, η2 = .02)，交互作用
(F2 (1, 76) = 1.67, p = .20, η2 = .02) のいずれも有
意でなかったが，先と同様単純主効果検定を行っ
た。その結果，隣接語数の単純主効果は人間語で

0
600
人間語

は有意でなく (F2 (1, 76) = 0.001, p = .97)，一般語

一般語

では傾向が認められ (F2 (1, 76) = 3.47, p = .07)，多

Figure 1. 各条件の意味分類時間の平均と SD。

条件の方が少条件よりも誤答率が低かった。
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Appendix
各条件の刺激語
人間語
隣接語少

一般語
隣接語多

隣接語少

隣接語多

塾長

友達

貴族

横綱

挙式

職務

車輪

画面

著者

院長

百姓

船頭

任期

運輸

北風

水晶

彼女

庭師

村民

悪女

財源

倍率

実弾

門限

園長

荷主

教授

先生

図式

芸名

自宅

来日

被告

貧民

男爵

平民

負担

便所

白米

通路

局員

継母

王様

海賊

炊事

最愛

黒板

食塩

父親

英雄

若者

老女

圧力

消印

発展

無数

泥棒

僧侶

打者

新妻

迫害

汚点

金属

年号

兄弟

農民

親分

小僧

団地

燃料

空腹

夜中

祖母

役者

来客

大名

偏見

税収

中庭

急病
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言語意味処理に関する脳 fMRI データの単変量サーチライト解析
Univariate searchlight analysis of brain fMRI data on language
meaning processing
大山 将来†，辻田 亜門†，粟津俊二＊, 赤間 啓之†‡
Taro Ninchi, Hanako Ninchi, Shunji Awazu, Hiroyuki Akama
†

東京工業大学生命理工学院，‡東京工業大学リベラルアーツ研究教育院, ＊実践女子大学人間社会学部
Tokyo Institute of Technology,†School of Life Science and Technology,‡Institute of Liberal Arts,
＊
Jissen Women’s University, Faculty of Humanities and Social Sciences
ohyama.m.ab@m.titech.ac.jp
野の関与は本質的でなく、言語の意味理解自体は左中
側頭回付近を中心に、運動のモードを超えて処理される

Abstract
According to the embodiment theory, the motor cortex

とする amodal 理論を支持する研究も存在する[2]。本研

is believed to be involved in understanding the meaning

random effect analysis in GLM. The participants of our

究ではこれらを踏まえ、運動を含意する、あるいはしない
文の意味処理領域を特定する。すなわち、手を使う行為
を意味する手行為文と、身体動作を伴わない心的行為
文を提示した時の脳の賦活を比較し、言語の意味理解
に関与する脳領域を同定する。本研究では、広く利用さ

experiment were requested to read four types of

れる一般線形モデル(GLM)ではなく、fMRI データの機

sentences during an fMRI scanning session, where the

械学習である多ボクセルパターン分析(MVPA)のうち、

sentences represent either bimanual actions, unimanual

“searchlight”[3]の変量効果分析である“univariate

actions, mental states (without motor implications) or

searchlight”[4]を用いる。これは MVPA と GLM を融合

nonsense fillers. As a result, significant clusters were

させた技法と規定できる。本研究では、機械学習モデル
の交差評価のため、同意の文刺激を母語(日本語)と第

of action sentences. Our research aims at validating this
claim using the technique of univariate searchlight as an
integration of voxel-based machine learning (MVPA) and

found in the left angular gyrus and middle temporal

二言語(英語)の双方で提示する。これは embodiment 理

gyrus when subjects were presented with sentences

論が第二言語の意味処理にも妥当するかどうかを検証
する意味合いを持つ。

representing hand actions compared to those representing
mental states, which can be considered as regions
responsible for amodal, but not embodied, cognition

2.

processes.

実験方法

2. 1.

実験参加者

本研究の実験参加者は 20 代の日本人 39 名(男 24
Keywords ― embodiment theory, amodal theory,

名、女 15 名)である。東京工業大学の「人を対象とした

functional MRI

研究倫理委員会」の審査・承認を得て募集している。参
加者は全て右利きで、利き手指数は平均 47.9、標準偏

1.

はじめに

差 2.62 である。また、参加者の TOEIC の点数は 450 点
〜960 点の間でおよそ均等に分散しており、平均 662 点、

ヒトの脳は、視覚野・聴覚野・言語野のように、その機
能が局在化しているが、各領域は独立しているわけでは
なく、あらゆる情報の処理のために機能的に連結してい
る。現在では脳機能イメージングにより、言語意味処理
における脳領域の機能的連結について様々な立場から
研究が行われ、いくつかの意味処理モデルが提唱され

標準偏差 150 点である。
2. 2.

実験計画

脳画像データの撮像には、東京工業大学の 3.0T
General Electric Signa スキャナーを使用し、機能的磁気
共鳴画像法 fMRI を用いた。 解剖学的スキャンの撮像

ている。embodiment 理論[1]によれば、言語理解には脳

条件は、TR 7.284ms、TE 2.892ms、FA 11 度、バンド幅

の知覚・運動系が本質的に関与しており、運動や動作を
含意する文を読む時には運動野と言語野が連携して賦
活するとされる。一方でこの理論に対立するように、運動

31.25kHz、ボクセルサイズ 1mm 等方性である。実験で
は、前半は英語文、後半は意味的に同一の日本語文を
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セッションと日本語文セッションを交互に繰り返すような
オーソドックスな順序効果の相殺は行わなかった。
2. 4. 分析方法
脳の血流動態応答のピークは、刺激の提示から数秒
遅れることが知られているので、分析には各試行の 4 回
の撮像のうち、3 番目と 4 番目のデータの平均を用い

用い、fMRI スキャナーの中で文を提示し、それが意味を
為すかどうかを手元のボタン押しで解答させた。刺激の
提示には E-Prime 2.0 標準ソフトウェアを用い、fMRI 専
用レスポンスパッド 1 ボックス 2 ボタン(Current design
HHSC-1X2-BY)により実験参加者の反応を記録した。1
試行の所要時間は 12s(文の表示 5s、解答時間 1.5s、安

た 。 分 析 の 前 に 、 画 像 デ ー タ は connectivity toolbox

静 5.5s)であり、30 試行を 1 つのセッションとし、英語文、

2017a(CONN)を用いて前処理、すなわち、画像同士の

日本語文でそれぞれ 3 セッションずつ設定した。セッショ

位置合わせ(realignment)、歪み補正 (unwarp)、スライス

ン中の撮像条件は,TR 3000ms、 TE 30ms、FOV 24 *

タイミング補正(slice timing correction)、解剖学的標準

24、Flip 角 90 度であり、1 試行中に 4 ヴォリュームを取

化 (normalization) を 行 っ た 。 ボ ク セ ル 値 の 平 滑 化

得した(図 1)。

(smoothing)は、多ボクセルパターン分析(MVPA)におい
ては精度を低下させるため、行わなかった。 MVPA の機
械学習モデルの計算には、 PyMVPA 2.0 という、fMRI
データの機械学習のため開発された Python 2.7 のパッ

図 1 : 1 試行の流れ
2. 3.

ケージを利用した。また、機械学習モデルの計算には、

実験刺激

PyMVPA 2.0 パッケージ内の”ペナルティ付きロジス

fMRI スキャナー内で参加者に提示した文は 4 種類

ティック回帰分析(PLR)” を使用した。

(両手行為文,片手行為文,心的文,意味が通らない文)で
あり、英語文と日本語文でそれぞれ意味的に同一の文
を用いた(表 1)。ここで、両手行為文とは、通常は両手を
使う行為を表す文であり、片手行為文とは通常はどちら
か一方の手のみを使う行為を表す文である。文の内訳

“searchlight”では、 脳画像データの任意のボクセル
に対し、その周辺のボクセルで形成される立方体の小
領域を考え、その領域内で機械学習を行う方法である。
ここでは、各条件(両手行為文 vs 心的行為文、片手行
為文 vs 心的行為文、両手行為文 vs 片手行為文)での
賦活パターンの違いを判別する機械学習モデルを計算
する。小領域とは、radius = 1 の場合、対象とするボク
セ ル を 中 心 に し た 3 ボ ク セ ル 立 方 (27 ボ ク セ ル ) 、
radius = 2 の場合、対象とするボクセルを中心にした 5
ボクセル立方(125 ボクセル)となる。この小領域内で、
英語セッションの結果から文条件の判別モデルを作成
し、日本語セッションの結果を用いてモデリング精度を
計算する。次いでセッション間で学習とテストの役割を
交換した交差評価を行い、両者の平均をその小領域の
最終的なモデリング精度の値として、初めに対象とした

は,両手行為文 20 個,片手行為文 20 個,心的文 20 個,
意味が通らない文 30 個の計 90 個である。これらの刺
激は、各文につき、fMRI 実験に参加していない日本語
母語話者 19〜20 人が、親密度(英語・日本語刺激)、イ
メージしやすさ、経験、両手かどうか(日本語刺激)、わか
りやすさ(英語刺激)の観点から評定し、ノルミングを
行っている。また、文は参加者ごとにランダムな順に提
示し、各セッションの文の内訳も異なるようにした。
表 1 : 実験刺激として使用した文
文の種類

例文

個数

両手行為文

I wash the dishes.
皿を洗う。

20

片手行為文

I use the spoon.
スプーンを使う。

20

心的行為文

I make a judgment.
判断を下す。

20

単変量サーチライト(univariate searchlight)”[4]を行った。

意味が通らない文

I wash a judgment.
判断を洗う。

30

すなわち、ボクセル毎の精度を z-スコアに変換した後、

ボクセルに格納する。ここで radius の大きさは GLM に
おけるスムージングと比較しうる効果をもつ。
さらに、“searchlight”の結果のグループ解析として、”

SPM 12 の変量効果分析により、集団レベルで t 検定を
行った。

意味が通らない文は、実験参加者に実験の目的を隠
した状態でタスクに取り組んでもらうためのフィラーであ
り、この文に対する反応は解析には用いない。また、意味
的に同一な英語文と日本語文を用いるという性質上、
先に日本語文を提示してしまうと、英語文の理解に影響
を与えてしまう可能性があるため、本実験では英語文

3.

結果

CONN のアトラスと同じボクセルサイズ 2mm × 2mm
× 2mm で、radius = 3 における”univariate searchlight”の
結果を、条件ごとに 3D 画像と横断面の 2D 画像で示す
(両手行為文 vs 心的行為文(図 2)、片手行為文 vs 心
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的行為文(図 3)、両手行為文 vs 片手行為文(図 4)であ
る)。赤く塗られた部分は p 値が 0.01%水準で有意なボ
クセルである。

領域名

左角回

左中側頭回

左後帯状皮質

MNI 座標

-52, -56, 24

-44, -60, 20

-4, -42, 32

z-score

1

1

1

クラスターサイズ
(ボクセル数)

314

314

41

クラスター p-FWE

0.000

0.001

0.000

ピーク p-FWE

0.046

0.007

0.045

表 3 : 片手行為文 vs 心的行為文における有意なクラスター
片手行為文 vs 心的行為文
領域名

左中側頭回

左下側頭回

MNI 座標

-50, -50, 10

-54, -52, -8

z-score

1

1

クラスターサイズ
(ボクセル数)

174

106

クラスター p-FWE

0.000

0.000

ピーク p-FWE

0.069

0.346

図 2 : 両手行為文 vs 心的行為文
(p < 0.0001, radius = 3)

4.

考察

両手行為文と心的文の比較において、左中側頭回、
左角回の付近に両者の差について有意な情報をもつク
ラスターが認められた。これらの領域は、古典的言語野
である Wernicke 野の周辺にあり、Binder のレビュー論
文[2]に代表されるように、High level convergence モ

図 3 : 片手行為文 vs 心的行為文

デルにおいて、運動などの特定のモードを超えた意味処
理における中心的な役割について、多くの研究がなされ
ている領域である。また、片手行為文と心的文の比較に
おいても、同様の結果が得られた。一方で、両手行為文
と片手行為文の比較では、両者を統計的に有意に判別
する脳領域は確認できなかった。

(p < 0.0001, radius = 3)

本実験の“univariate searchlight”を用いた結果におい
ては、運動野、感覚運動野に判別力をもつボクセルのク
ラスターは確認できなかった。これは embodiment 理論
と対立し、言語の意味理解に運動は本質的ではなく、左
中側頭回を中心に運動のモードを越えて処理されると
い う amodal 理 論 を 支 持 す る も の で あ る 。 た だ し
図 2 : 両手行為文 vs 片手行為文

“searchlight”に関しては、設定を変更した際の結果の差

(p < 0.0001, radius = 3)
また、各条件において、特に有意なクラスターについて、
領域名、ピークの MNI 座標、p-FWE 値などを以下の表
2、表 3 にまとめる(両手行為文 vs 片手行為文では、クラ

の評価や、GLM など他の単変量の統計解析結果との
比較など、大きな問題が残されている。こうした点に関し
ては、今後さらなる検討を重ねていく必要があると思わ
れる。

スターは確認できなかった)。
表 2 : 両手行為文 vs 心的行為文における有意なクラスター
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マインドフルネス瞑想が展望記憶に与える影響について
The Influence of Mindfulness Meditation on Perspective Memory
于 成・牧岡 省吾
Yu Cheng, Shogo Makioka
大阪府立大学 人間社会システム科学研究科
Graduate School of Humanities and Sustaibable System Sciences, Osaka Prefecture University
mcb04006@edu.osakafu-u.ac.jp
本研究では,マインドフルネス瞑想が展望記憶にど

ドフルネス瞑想の関係については,これまでに検討さ

のような効果を与えるのかについて検討した.また,展

れていない.本研究では,マインドフルネス瞑想が展望

望記憶成績との関連について探るために,実行機能に

記憶にどのような効果を与えるのかについて検討する

与える効果についても検討を行った.展望記憶につい

ことを第一の目的とする.さらに,展望記憶への効果を

ては,背景課題(ongoing task)遂行時の展望記憶課題

もたらす要因について検討するために,実行機能につ

の成績を,実行機能については,シフト(shifting),更

いても検討を行う.展望記憶については,背景課題

新(updating),抑制(inhibition)に関する課題の成績

(ongoing task)遂行時の展望記憶課題の成績を,実行

を測定した.1 日につき 10 分間,計 4 日間の瞑想を実験

機能については,シフト(shifting),更新(updating),

参加者に課し,瞑想前後で展望記憶と実行機能の成績

抑制(inhibition)に関する課題の成績を測定する.マ

に向上が見られるかどうかを調べた.課題の繰り返し

インドフルネス瞑想は,先行研究において確認された

による練習効果とは独立に瞑想の効果について検討し

実行機能の改善のみならず,展望記憶についても改善

たところ,実行機能,展望記憶のいずれについても有意

効果をもたらすと予想される.

な成績の向上はみられなかった.しかし瞑想の実施が
不十分であった可能性が残されているため,手続きを

2.

実験参加者と実験の流れ

改善して再検討する必要がある.

実験参加者 大阪府立大学に在学する大学生と大学院
生 12 名（男性 6 名,女性 6 名,平均年齢 21.2 歳）が参

キーワード：マインドフルネス瞑想,展望記憶,実行機

加した.

能

実験装置 実験は Apple iMac（ Mac OS X 10.12.4）
上で Psychopy 1.85.3 を用いて行った.

1.

はじめに

実験の流れ マインドフルネス瞑想の効果を参加者内

マインドフルネス瞑想の効用については,脳科学,神

で検討するために,実行機能および展望記憶成績の測

経科学,認知科学などにおける解明が進んでおり,痛み

定を 3 回繰り返した.各測定の間には最低 4 日間の間隔

や気分などの改善に関するデータが数多く得られてい

を設けた.前半瞑想群の参加者は 1 回目と 2 回目の測定

る（Kabat-Zinn, 1990）.短期の瞑想訓練によって,疲

の間に,後半瞑想群の参加者は 2 回目と 3 回目の測定の

労や不安が減少し,視空間処理,ワーキングメモリ,お

間にマインドフルネス瞑想の訓練を行った.訓練は 1

よび実行機能が改善することが示されている（Zeidan,

日 10 分間で,連続した 4 日間に行われた.瞑想の方法に

et al., 2010）.マインドフル瞑想は,自己の現在の経

ついては,前半瞑想群では 1 回目の測定の直後,後半瞑

験に注意を向けたときの前頭前皮質の脳活動を変化さ

想群では 2 回目の瞑想の直後に「10 分間マインドフル

せ,領野間の機能的結合についても影響を与える（Farb,

ネス瞑想 2016 年版」という動画で説明した.

et al., 2007）.さらに,マインドフルネス瞑想は,GRE

瞑想訓練の前後の測定における実行機能および展望

読解スコアとワーキングメモリ容量の両方を改善する

記憶成績の変化量と,瞑想を行わなかった期間の前後

と同時に,マインドワンダリングの発生を抑制する

の変化量を全参加者で合算して比較することにより,

（Mrazek, et al., 2013）. これらの研究は,マインド

測定を繰り返すことによる練習効果と独立に,マイン

フルネス瞑想が認知機能を改善するための効果的かつ

ドフルネス瞑想の効果について検討することができる.

効率的な手法であることを示唆する.一方,日常生活に

この分析では,瞑想あり前後と瞑想なし前後を参加者

おいて重要な認知機能の一つである展望記憶とマイン

内で比較する.
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さらに,瞑想の効果についてより詳しく検討するた

た.ブロック間の成績の差は,パフォーマンスが向上し

めに,1 回目〜3 回目（ブロック）を参加者内要因,前半

た際に正の値になるように算出した.シフト課題につ

瞑想群／後半瞑想群を参加者間要因とみなした分析も

いては,シフトありの反応時間からシフトなしの反応

行う.

時間を引いた値を課題の成績（課題がシフトしたこと
のコスト）として,前のブロックの平均値から後のブロ

3.

シフト(shifting)課題

ックの平均値を引いた値を Table 1 に示した（他の課

小さな文字で構成される大きな文字を呈示し,文字

題については後で説明する）.Table 1 に示された平均

の色によってどちらの文字を答えるのかを指示する

値を,成績向上の指標値と呼ぶ.

local-global task を用いた.

シフト(shifting)課題の成績向上の指標値について,

刺激 H,T,L,E のいずれかの小さな文字から構成され

瞑想あり群と瞑想なし群の間に差が生じたかどうかを

た,H,T,L,E いずれかの大きな文字である.刺激の色は

検定した.独立な２群の平均値差に関する t 検定の結

白と青の二種類があった.小さな文字には 32 ポイント

果,有意差は見られなかった（t(10)） = 0.4183, n.s.）.

の Osaka フォントを用いた.400ms の注視点の後に,刺

さらに,各ブロック成績の変化について検討するた

激を 1500ms 呈示した.参加者は刺激呈示後 4000ms 以内

めに,シフトによるコストのブロックごとの平均値を

に反応することを求められた.

Figure 1 に示した.

手続き 参加者は,刺激が青色の場合に大きな文字に
対応するキーを押し,刺激が白色の場合に小さな文字
に対応するキーを押すように教示された.反応用のキ
ーは,H,T,L,E それぞれの文字を記したシールを,キー
ボードの S,K,L,A キーの上に貼ることによって示し
た.1 回の実験は 96 回試行で構成され,同じ色が連続す
る場合と変化する場合は半数ずつだった.刺激の色が
変化した場合がシフトあり,変化がない場合がシフト
なしである.参加者は 32 回試行ごとに休憩を取った.
結果 マインドフルネス瞑想の効果について検討する
ために,瞑想の前後のブロックにおける成績の変化と,
間に瞑想を行っていないブロックにおける成績の変化
を比較した.具体的には,前半瞑想群の第 1 ブロックと

Figure 1 シフトによるコストの変化．縦軸はシフト

第 2 ブロックの間の成績の差と,後半瞑想群の第 2 ブロ

によるコスト,横軸はブロックを示す．誤差棒は標準誤

ックと第 3 ブロックの間の差の平均を「瞑想あり」条

差を示す．

件,前半瞑想群の第 2 と第 3 ブロックの間の成績の差と,
後半瞑想群の第 1 ブロックと第 2 ブロックの間の差の

前半瞑想群／後半瞑想群（被験者間要因）×ブロッ

平均を「瞑想なし」条件として,各課題の成績を集計し

ク（被験者内要因）の 2 要因分散分析を行ったところ,
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マインドフルネス瞑想の主効果（F(1,10)=0.1772,

n.s.）,ブロックの主効果（F(2,20)=0.7141, n.s.）,
両者の交互作用（F(2,20)=0.6646, n.s.）のすべてが
有意ではなかった.
考察 Figure 1 を見ると,前半瞑想群では瞑想の前後
の 1 回目と 2 回目の間にシフトによるコストが顕著に
減少していることが分かる.後半瞑想群でも,瞑想の前
後である 2 回目と 3 回目の間の方がコストの減少がや
や大きい.しかしこれらの効果は有意ではなかった.
以上のように,マインドフルネス瞑想がシフトの成
績を改善する効用は有意には認められなかった.
Figure 2 更新課題の成績の変化．縦軸は平均正答率,
横軸はブロックを示す．誤差棒は標準誤差を示す．

4.

更新(updating)課題

3 種 類 の 音 が 呈 示 さ れ た 回 数 を 数 え る tone

各参加者の平均正答率を逆正弦変換した値を従属変

monitoring task を用いて更新機能について測定した.

数として,前半瞑想群／後半瞑想群（被験者間要因）×

刺激 聴覚刺激として,高音（880Hz）,中音（440Hz）,

ブロック（被験者内要因）の 2 要因分散分析を行った.

低音（220Hz）いずれかの正弦波を用いた.

マインドフルネス瞑想の主効果（F(1,10)= 0.2749,

手続き 凝視点を 2500ms 呈示した後に聴覚刺激を呈

n.s.）は有意でなく,ブロックの主効果が有意

示した.三種類の聴覚刺激はランダムな順序で呈示さ

（F(2,20)=5.8322, p<.05）であった.両者の交互作用

れ,呈示時間は各 500ms,刺激間間隔は 2000ms だった.1

（F(2,20)=1.2729, n.s.）は有意ではなかった.

回の実験は 100 回試行から構成され,参加者は 25 回ず

考察 Figure 2 に示されるように,正答率は後のブロ

つが終了した時点で休憩を取った.参加者は,高中低三

ックほど向上しており,分散分析でもブロックの主効

種類の音が呈示された回数を別々に数え,それぞれの

果が有意であった.これは,同じ課題を繰り返すことに

音が 4 回目になった時に Space キーを押すことを要求

よる練習効果を反映していると考えられる.一方,瞑想

された.反応した音はカウントが 0 に戻り,他の音は続

によって正答率が向上する傾向はみられなかった.本

いて数えるよう教示された.

研究では,マインドフルネス瞑想と更新機能の関係を

ある音が 4 回目に呈示されたときにキー押しがなけ

見出すことはできなかった.

れば,画面に”Miss”と呈示された.4 回目になる前に
キーを押した場合は”false alarm”と提示された. ”
Miss”または”false alarm”の場合はカウントが 0 に

5.

抑制(inhibition)課題

文字の色を答える Stroop task を用いて,抑制

戻ると教示した.

(inihibition)機能について測定した.

結果 更新(updating)課題における成績向上の指標値

刺激 赤,緑,黄,青,紫,茶いずれかの文字を 1 回の試

として,後のブロックの平均正答率から前のブロック

行で 1 個提示した.文字の色は赤,緑,黄,青,紫,茶のい

の平均正答率を引いた値を用いた.指標値が正であれ

ずれかであった.一致条件では文字の色と意味が一致

ば,後のブロックの方が成績が向上したことを意味す

し,不一致条件では一致していなかった.

る.瞑想あり群と瞑想なし群の差について独立な２群

手続き 参加者は文字を読むのではなく,文字の色を

の平均値差に関する t 検定を行ったところ,有意差が

できるだけ早く読むことを求められた.凝視点を 300ms

見られなかった（t(10) = 0.7720, n.s.）.

呈示した後,100ms の間隔を空けて文字が 2500ms の間

さらに,各ブロックの平均正答率を Figure 2 に示す.

呈示された.参加者が文字を読むと反応時間が自動的
に記録され,音声が保存された.実験終了後,実験者が
音声を聞き直して正誤判定を行った.総試行数は 72 試
行で,参加者は試行の半数が終了した時点で休憩を取
った.
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結果 各参加者の不一致条件の平均反応時間から一致

る PM 試行から構成される.参加者は,数字の大小判断

条件の平均反応時間を引き,抑制のコスト値を算出し

を行いながら,特定の刺激に対しては指定された反応

た.抑制(inhibition)課題における成績向上の指標値

をすることを求められた.

として,前のブロックの抑制のコスト値の平均から後

刺激 1〜9 の範囲の数字二つを画面の中心からみて左

のブロックの抑制のコスト値の平均を引いた値を用い

右に呈示した.

た.指標値が正であれば,後のブロックの方が成績が向

手続き 参加者は,画面の左右に呈示された数字のど

上したことを意味する.瞑想あり群と瞑想なし群の差

ちらが大きいのか,矢印キーを押すことによって答え

について独立な２群の平均値差に関する t 検定を行っ

ることを求められた(ongoing 試行).ただし,両方の数

たところ,有意差が見られなかった（t(10) = 0.2094,

字が偶数である場合には,大きさの判断を行わずに

n.s.）.

space キーを押すことが求められた(PM 試行).画面の

各ブロックにおける抑制のコスト値の平均を Figure

中心に注視点を 500ms 呈示した後,二つの数字を

3 に示す.

6000ms 呈示した.参加者は,数字が呈示されたらできる
だけ早く反応することを求められた.総試行数は 200
回で,そのうち 4 回が PM 試行であった.
結果 展望記憶課題の成績向上の指標値として,後の
ブロックの PM 試行の平均正答率から前のブロックの
平均正答率を引いた値を用いた.指標値が正であれば,
後のブロックの方が成績が向上したことを意味する.
瞑想あり群と瞑想なし群の差について独立な２群の平
均値差に関する t 検定を行ったところ,有意差が見ら
れなかった（t(10)=0.4098, n.s.）.さらに,PM 試行の
反応時間についても,後のブロックの平均反応時間か
ら前のブロックの平均反応時間を引いた値を指標値と
して同様な分析を行ったところ,有意差が見られなか
った（t(10) = 0.4073, n.s.）.

Figure 3 抑制課題の成績の変化．縦軸は不一致条件
の平均反応時間から一致条件の平均反応時間を引いた

PM 試行の正答率のブロックごとの平均値を Figure 4

値（抑制のコスト）を,横軸はブロックを示す．誤差棒

に示す.

は標準誤差を示す．
各参加者の抑制のコスト値の平均を従属変数として,
前半瞑想群／後半瞑想群（被験者間要因）×ブロック
（被験者内要因）の 2 要因分散分析を行った.マインド
フルネス瞑想の主効果（F(1,10)=2.7944, n.s.）,ブロ
ックの主効果（F(2,20)=0.6581, n.s.）,両者の交互作
用（F(2,20)=0.6721, n.s.）はいずれも有意ではなか
った.
考察 Figure 3 を見ると,抑制のコストの平均値は,後
のブロックの方がむしろ増加している.この傾向は有
意ではないが,抑制のコストについては課題の繰り返
しによる練習効果も観測されなかった.

Figure 4 PM キューに対する正答率の変化．縦軸は平
均正答率,横軸はブロックを示す．誤差棒は標準誤差を

6.

展望記憶(prospective memory)課題

示す．

展望記憶課題は,数字の大小判断を行う背景
(ongoing)試行と,特定の刺激に対して異なる反応をす

429

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-9

各参加者の正答率の平均値を逆正弦変換した値を従

(inhibition)という 3 つの実行機能に対して,短期的

属変数として,前半瞑想群／後半瞑想群（被験者間要因）

なマインドフルネス瞑想が与える効果は確認できなか

×ブロック（被験者内要因）の 2 要因分散分析を行っ

った.展望記憶課題の正答率と反応時間についても,マ

た.マインドフルネス瞑想の主効果（F(1,9)=3.0900,

インドフル瞑想の有意な効果は確認できなかった.

n.s.）は有意でなく,ブロックの主効果が有意

このような結果は,マインドフルネス瞑想が実行機

（F(2,18)=3.3929, p<.10）であった.両者の交互作用

能を向上させるという先行研究（Zeidan, et al., 2010）

（F(2,18)=0.8585, n.s.）は有意ではなかった.

の結果と矛盾している.この原因として,参加者がマイ

さらに,PM 試行の反応時間のブロックごとの平均値

ンドフル瞑想を十分に行っていなかった可能性が考え

を Figure 5 に示す.

られる.本研究では,1 日 10 分間のマインドフル瞑想を
4 日間続けることを参加者に指示した.実験者が瞑想の
実行についてリマインドするメールを送付したが,参
加者が実際に瞑想を行ったかどうかは確認できていな
い.今後の研究では,参加者の瞑想訓練の質と量を確保
する必要がある.

8.
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総合考察

本研究ではマインドフルネス瞑想の効用を検討する
ために,参加者間でカウンターバランスをとり,時点が
違うマインドフルネス瞑想が挟まれた 3 回のブロック
を設定した.シフト(shifting),更新(updating),抑制
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概要

2.

本研究では，名詞がある状況を言語化する際に与

本節ではフレーム意味論の概要を述べ，商業取引フ

える影響をフレーム意味論の観点から分析する．フ

レームの例を用いてこの理論の特徴を概観する．その

レーム意味論において語の意味は，その語が喚起す

上で，名詞の意味の扱いに関する問題点を指摘する．

フレーム意味論の概要とその問題点

るフレームの一部を表すものとしてモデル化される

「フレーム意味論 (frame semantics)」とは Charles

[5, 6, 8]．しかしながら，動詞以外の要素が状況の言語

J. Fillmore によって提唱された意味分析の理論であ

化に与える影響については十分に議論がなされていな

り，語の意味を背景知識であるフレームとの関係から

い．よって，本研究ではある状況が言語化される際に，

記述する．このフレーム意味論の古典的な研究として

名詞がどのように使用されているのかを調査した．本

は [4, 5, 6] などが挙げられる．

研究ではコーパスの分析を通し，(i) Killing フレー

本稿では「フレーム (frame)」と呼ぶ単位を「〈誰

ムを構成するフレーム要素の実現傾向が動詞の意味だ

が〉〈何を〉…〈どうする〉」という形で特定される

けに還元できない，(ii) 名詞の多面的な意味はその名

一般的な状況 (scene) に限定する．この〈〉で括った，
あるフレームを構成する要素である意味役割のことを

詞が喚起しうる複数のフレームによって特徴付けられ

「フレーム要素 (frame element)」と呼ぶ．ここで，あ

る，という 2 点を主張する．

キーワード：理論言語学，フレーム意味論，名詞の意

る語 w が何らかの形でこのようなフレーム f を表す

味論，コーパス，アフォーダンス

1.

ことを「w が f を喚起する (evoke)」という．ある語
の意味は，どのフレームの，どの部分を際立たせるか

導入

によって規定される．

本研究はフレーム意味論を用いた名詞分析の枠組み

フレームによって何を記述対象とするのかは文献に

を提案することを目的とする．本稿では Killing フ

よって異なるが，フレームを「状況」という単位に限

レームにおける動物名詞の分析を通して，従来動詞の

定することで，ある語の背景知識として記述する内

意味が重視されてきたフレーム意味論が名詞の意味も

容を制約することができる [17]．以降では，英語名の

扱える可能性を持つことを示す．分析の結果から，(i)

フレームをタイプライターフォントを使い Frame で，

フレーム要素の実現傾向が動詞の意味だけに還元でき

フレーム要素をサンセリフ体と山括弧を併用して〈フ

ないこと，(ii) 名詞の多面的な意味は，その名詞が喚

レーム要素 (frame element)〉でそれぞれ表記する．

起しうる複数のフレームによって特徴付けられる，と

以降では実際の分析例として商業取引フレーム

いう 2 点を主張する．

[8, p.228–233] を挙げる．このフレームは「〈買い
手 (Buyer)〉 が〈お金 (Money)〉と引き換えに〈売り

本稿は次のように構成される．§2. にて本研究が依
拠する枠組みであるフレーム意味論の概略を述べた上

手 (Seller)〉が所有していた〈商品 (Goods)〉の所有権

で，その問題点を指摘し，本研究で扱う仮説を提示す
る．§3. では当仮説を検証するために採用した方法を，

§4. にてその結果を提示し，§5. にてその考察を行う．
§6. では本稿の結論を述べる．
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を取得する.」と特徴付けられる．

buy, sell, charge, spend, pay, cost という動詞はこ
の商業取引フレームを喚起するが，それぞれの動詞は
どのフレーム要素を統語的に言語化するのかに違いが
出る．これらの動詞の関係をまとめたものを表 1 に示
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す．表中の（）はその対象が必須の要素ではないこと

名詞は包含関係に基づいた階層構造をなす．最も多く

を示し，
［］は当該の会話文脈においてその対象が会話

の動物名詞が主語あるいは目的語位置に生起する動

の参与者によって同定可能であるような「定」照応に

詞を Sketch Engine [11] を利用して British National

おいてのみ省略が可能であることを示す．

Corpus (BNC) から検索・収集した．

表 1 商業取引フレームを喚起する動詞の意味的・統

creature

語的結合価 [9, p.79]

BUY
SELL
CHARGE
SPEND
PAY1
PAY2
COST

animal

Buyer

Seller

Goods

Money

主語

(from)
主語
主語

直接目的語

(for)
(for)
直接目的語

(to)
（間接目的語）

直接目的語

(for)

主語

NULL

主語

［間接目的語］

for/on
[for]

主語

(to)
NULL

for

直接目的語

主語

直接目的語

（間接目的語）

直接目的語
直接目的語

dog

robin eagle

cod trout

insect
ant butterßy

spaniel alsatian

図1

英語における動物名詞の階層構造 [2, p.136]

こ の 結 果 ，動 詞 kill の 目 的 語 と し て {creature,
の 7 語が生起することが分かった．よって，本研究で

て分析できるという利点を持つ．これまでのフレーム

はこれら 7 語を含む 181 件の事例を分析対象とした2 ．

意味論における主な分析対象は動詞であり，上述の商

分類語の頻度の内訳としては ‘animal’ が 86，‘bird’ が

業取引フレームにおいては〈買い手 (Buyer)〉や〈売

19，‘creature’ が 9，‘dog’ が 18，‘elephant’ が 5，‘fish’
が 38，‘insect’ が 6 となる.

り手 (Seller)〉といったフレーム要素の言語化を決定
するのは動詞が持つ意味特性として記述される．
一方 Fillmore [7, p.105–106] は「動詞が項として

3.2

要求する要素を指示するものとして捉えることができ
る」と述べている．このような分析が可能な名詞とし

コーディング基準

本研究ではフレーム意味論的な分析を行うために，

て cat, dog. man, woman, ball, stick といった語を挙
げている．しかし，
「ライフルで｛鷹，?*蟻｝を撃った」
という文の容認度に反映されるように1 ，主語や目的
語に生起する名詞の性質が言語化されるフレーム要素
に与える影響は十分に議論されているとは言えない．

フレーム意味論分析のデータベースである FrameNet
を利用した [1]．この FrameNet によると，動詞 kill は
(1) の Killing フレームを喚起する．このフレームは
(2) に定義するようなフレーム要素を持つ．本研究で
は §3.1 の手法で収集した動詞 kill の事例全てに対し

つまり，Fillmore は動詞の意味がフレーム要素の言

て，各名詞毎に (2) のフレーム要素のうちのどれが実

語化を決定すると主張しているが，名詞の意味によっ
ても言語化の度合いが異なる事例が考えられる以上，
動詞のみに着目するだけでは不十分である．よって，

現されるのかをコーディングした．

(1)

本研究では動詞を固定することで，名詞の性質がフ

Killing フレーム: ⟨Killer⟩ あるいは ⟨Cause⟩ が
⟨Victim⟩ の死を引き起こす． (e.g., John ⟨Killer⟩
DROWNED Martha

レーム要素の実現に与える影響を検討する．

(2)

方法

本節では本研究が採用した方法を，収集語彙の選定

⟨Victim⟩ .)

a. ⟨Cause⟩: ⟨Victim⟩ の死を引き起こす無生物
の物体あるいはプロセスを指す (e.g., The
rockslide ⟨Cause⟩ KILLED nearly half of the

climbers.)．
［⟨Killer⟩ と両立しない］

法式 (§3.1)，コーディング基準 (§3.2)，分析方法 (§3.3)
の順で述べる．

3.1

Þsh

{animal {dog, elephant}}, {bird}, {fish}, {insect}}

フレーム意味論は複数の語彙を統一的な手法によっ

3.

elephant

bird

b. ⟨Instrument⟩: Killer に よって 使 用 さ れ る
Victim の死をもたらす道具を指す (e.g.,
It’s difficult to SUICIDE with only a

収集語彙の選定方法

pocketknife
しない］

本研究では Cruse [2, p.136] が図 1 の形で例示した

15 個の動物名詞を分析対象の候補とした．これらの

2 なお，bird

［⟨Cause⟩
⟨Instrument⟩ .)．

と両立

を含む文の中でも “She killed two birds with
one stone and offered apologetically, ‘I really was terribly
thirsty.’ ” (JXT 75) のようにイディオムとして用いられてい
る事例は排除した.

1 容認度判定は筆者によるものである．
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表2

c. ⟨Killer⟩: Victim の死をもたらす人，あるい
は認識主体 (sentiment entity) を指す．

各動物名詞によって実現されるフレーム要素の

粗頻度とその合計

d. ⟨Means⟩: Killer あるいは Cause が Victim に

Cause

Instrument

Killer

Means

合計

死をもたらすことになるような方法，ある

Animal

19

7

41

10

77

いは行為を指す．(e.g., The flood EXTER-

Bird

4

3

13

2

22

MINATED the rats by cutting off access

Creature

1

1

5

0

7

Dog

7

1

8

0

16

Elephant

0

2

3

0

5

Fish

29

3

8

4

44

Insect

5

0

1

1

7

to food

⟨Means⟩ .)

e. ⟨Victim⟩: 殺しによって命を落とす生物を
指す．
なお，本研究では (2) の要素が実現される要素を主

表3

語や目的語といった単位に必ずしも限定しなかった．

動物名詞毎の意味役割と相対頻度

Cause

Instrument

Killer

Means

を捉えることができると期待される．商業取引フレー

Animal
Bird

0.25
0.18

0.09
0.14

0.53
0.59

0.13
0.09

ムを喚起する名詞 ‘transaction’ の記述を次の (3) に例

Creature

0.14

0.14

0.71

0.00

示する．この例では上述の ⟨Buyer⟩ や ⟨Seller⟩ といっ

Dog
Elephant

0.44
0.00

0.06
0.40

0.50
0.60

0.00
0.00

Fish

0.66

0.07

0.18

0.09

Insect

0.71

0.00

0.14

0.14

この方針は現在の FrameNet の記述においても採用さ
れており，単なる文法関係に還元し得ないような意味

たフレーム要素が主語や目的語という文法関係以外の
形で実現されている．

(3)

His

⟨Buyer⟩

$20

Amazon.com

⟨Money⟩

⟨Seller⟩

TRANSACTION with

for a new TV

⟨Goods⟩

had

Insect のようにサンプル数が非常に少ない事例も存在

been very smooth.

3.3

する．このため，変数間の相関関係を可視化する相関
分析は採用しなかった．

分析手法

各動物名詞によって異なるフレーム要素の言語化の
傾向をクラスター分析（ワード法，キャンベラ距離）

本研究では語彙の振る舞いを分析する手法の一つで

によってまとめることで，Killing フレームにおける

ある挙動分析 (behavioral profile) を採用した [10]．挙

フレーム要素と各動物名詞との関係を観察した．この

動分析は研究者が設定した複数の変数の変動を分析す

結果の解釈については §5. にて述べる．

ることで分析対象の特性を記述する手法である3 ．本
研究では名詞毎にフレーム要素の実現傾向をコーディ

5.

ングし，その数値を挙動分析の方法に従いながら R 言

本節では §4. にて得られた結果の考察を行う．図

語 [15] を用いて分析した．

4.

考察

2 に示すように，クラスター分析を実行した結果，
⟨Killer⟩ が実現されやすいクラスターと，⟨Cause⟩ が実

結果

現されやすいという大きな二つのクラスターが得られ

本節では結果について述べる．表 2 に各動物名詞毎

た．以降では便宜的に前者を Killer クラスター，後

に行なったコーディングの結果の粗頻度を，表 3 にそ

者を Cause クラスターと呼称する．

の粗頻度を百分率によって標準化した相対頻度を記載

§5.1 では，フレーム要素の言語化の傾向が動詞の意

する．この表 3 の数値をもとにクラスター分析を実行

味だけに還元することは出来ないということを主張す

した結果を図 2 に示す．

る．そして，フレーム要素の言語化の分析にアフォー

表 2 の実測値に差があるか否かを検証するため，こ

ダンスの観点を援用できる可能性があることを指摘す

の数値に対して χ2 検定を行った．その結果，統計量

る．§5.2 では名詞の多面的な意味は，その名詞が喚起

p = 0.000711 で有意ではあるが4 ，Creature, Elephant,

しうる複数のフレームによって特徴付けられると主張

3 Gries によれば挙動分析の特徴は多数の変数を同時に分析する
ことにあるが，分析対象の振る舞いの差がどの変数によるものなの
かが不明瞭になる可能性がある．そのため，本稿では変数を (2) に
ある中核フレーム要素のみに限る．
4 χ2 検定値の効果量のクラメールの V を算出すると V = 0.285
であり，効果量も中程度であった [18, p.62]．

する．
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手法の明示無し
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Dog
図2

5.1

実現される意味役割にもとづいて形成されたクラスター

フレーム要素の実現傾向について

して捉えることもできる．この関係は象とヒトの間に
成立する関係である「アフォーダンス (affordance) 」

本節ではフレーム要素の言語化の傾向について議論

[16] を部分的に反映していると解釈することができる．

する．先行研究では動詞がフレーム要素の言語化に関

名詞 ‘elephant’ を含む典型的な文を次の (4) に示す．

わると述べられているが，図 2 に示した結果からはど
のようなフレーム要素が言語化される傾向にあるのか

(4)

は純粋な動詞の意味だけに還元することが出来ないと

feel like all my friends and all the artists
were like little pygmies and we’ve been
trying to kill this elephant all these years

主張する．

Fillmore [8, p.228–233] は上述の商業取引フレーム
の分析を通し，表 1 に示す各動詞の意味が共通のフ
レームのどの要素を言語化するのかを議論している ．
5

上述のように，Fillmore による意味分析は動詞を中心

with little arrows ⟨Instrument⟩ , and finally
tonight . . . (CK6 1089)
b. ‘She took enough pills

としたものであり，名詞の意味とフレームの相互作用

⟨Instrument⟩

to kill

a healthy elephant, Sheila, but fortunately a nurse found her – in time, we

については詳しい議論がされていない．
本研究での結果はフレーム要素の実現には動詞の意

think. (HWM 1952 )

味だけでなく，名詞の意味も関与するということを示

(4) の ‘elephant’ を含む事例はいずれも不定節で使
用されているという共通性を持つ．特に (4a) に関し

している．この点はこれまでの先行研究では明示的に
言及されてこなかった．以下に具体例を示す．

ては，上述のように「殺し」という行為における一般

図 2 にも示すように，今回の分析対象としたデータ

的なヒトの体格と一般的な象の体格の非対称性を埋め

においては名詞 ‘elephant’ は〈道具 (Instrument)〉と

るためには何らかの道具を使用する必要があるととい

いうフレーム要素を表す語と共起する傾向があること

う点を反映していると解釈することができる．

が分かった．これは「ヒトが象を殺すという状況にお

(4b) の意味に関しても同様の解釈が可能である．こ

いて道具が必要になる」という傾向を反映したものと
5 Fillmore

a. Now the enemy’s all deflated and dead, I

の場合，動詞 ‘kill’ は ‘pills’ の効力がどの程度のもの
なのかを示す指標として「象」が言及されている．こ

[8] は [4] を含む複数の論文を再録した書籍である．
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という意味を表している．しかし，この意味だけでは

こでも「象」という対象が〈殺しの対象〉としては，
「特別な道具を使用しない限りその命を奪うことが困

「犬」や「象」がヒトとどのような関係を持ち，それ

難になる」ようなものであるという我々の身体性に根

が言語的にどのような要素を反映するということは十

ざす共有知識がない限り，(4b) の意味を理解すること

分に記述することが出来ない．
本研究で行ったフレーム意味論にもとづく名詞の分

は困難になると考えられる．
類似の傾向は Killer クラスターにおける別の語に

析は，
「その言語共同体において，その名詞の指示対

ついても観察された．名詞 ‘dog’ に関しては ⟨Cause⟩

象がどのような性質を持ったものとして概念化されて

が言語化された際に，ヒトの過失が原因にある事故と

いるのか」という点を明らかにすることができる．次

なる事例が観察された．これは名詞 ‘dog’ が表す対象

節では文の名詞が持つ多面的な意味についての考察を

とヒトとの関係を前提としたものであると解釈するこ

行う．

とができる．
図 2 に示すように，名詞 ‘dog’ は名詞 ‘creature’ 同

5.2

様に ⟨Killer⟩ と ⟨Cause⟩ の両方を言語化する傾向があ
り，その死に至るまでの手法が明示されないという点

本節では Langacker [12] による概念マトリクスの議

においてクラスターをなす．特に，名詞 ‘dog’ を含む

論を概観する．その上で，Cause クラスターにおける

事例の中でも ⟨Killer⟩ が実現されるものには (5) が挙

名詞 ‘fish’ の分析を通して，名詞の意味の多面性をそ

げられる．そして，⟨Cause⟩ が言語化されていた事例

の名詞が喚起するフレームとの関係から捉えることを

として (6) を挙げる．

(5)

提案する．
語の意味，特に名詞の意味が多面的であることは

a. Eventually it was decided that if Kalchu

様々な文献において指摘されている [3, 13, 14]．例と

refused to pay the money the Tibetan
⟨Killer⟩ should be allowed to kill the dog.

して glass という概念の多面性を挙げる [12, p.47]．

Langacker によれば，名詞 glass は (1) 空間，(2) 形状，

(BNU 1751)

(3) その典型的な空間上での配置，(4) 液体を保持する

b. In late September, she ⟨Killer⟩ killed a dog,

容器，(5) 飲み物を保持する容器，(6) 材料，(7) 大き

and 300 local people signed a petition calling for her to be removed. (G33 1864)
(6)

さ，等々の多面的な意味を持つと述べている．

Langacker [12, §2.2.2] はこの語の多面的な意味的側
面のまとまりを概念マトリクス (conceptual matrix)

a. The dog was killed by an intercity train
⟨Caise⟩

名詞の「意味」について

と呼ぶ．この概念マトリクス上の様々な意味は，文脈

on a mainline track. (K1C 2539)

b. Inevitably, one night in the early years of

に応じて適切な意味が選択される．Langacker による

the war, both he and his dog were killed
by a passing train ⟨Cause⟩ . (CE9 896)

指摘は理論的な指向が強いものであり，この指摘が本
研究が依拠するフレーム意味論と完全に整合するわけ

(5) はその理由が何であれ「ヒトが犬の命を奪う」
という状況を表している．それに対して (6) は「（ヒト

ではない6 ．
しかし，この概念マトリクスにおいて「多面的な意
味」として扱われている対象をフレームとみなすこと

による過失が原因の）事故が犬の命を奪う」という状

により，本研究の結果は Langacker の主張を支持して

況を表している．これらの意味的な違いは，
「犬」とい

いると考えることが可能になる．これを Cause クラ

う動物がヒトとどのような関係が結ばれるのかによっ

スターの事例をもとに議論する．

てもたらされると分析することができる．

Cause クラスターにおいては意味役割 ⟨Killer⟩ が言

つまり，社会的な慣習として「ヒトが犬をペットと

語化される割合が低い語彙が生起する．その中でも特

して保持する」という関係が存在しており，この関係

に Fish は ⟨Killer⟩ としてヒトが出にくく，⟨Cause⟩ が

が何によって終焉を迎えるのかという話者の関心が反

言語化される傾向にある．(7) にその一部を掲載する．

映されていると考えられる．特に (6) は受動態で用い
られていることから，‘dog’ の「被害性」が強調され
ている．
以上のような傾向は単純に動詞 ‘kill’ の意味に還元
することは出来ない．本研究で分析対象とした事例は
何らかの形で「何か（誰か）が何か（誰か）を殺す」
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6 Langacker の概念マトリクスの議論では，ある語は様々な「ド
メイン (domain)」を喚起するとされる．この「ドメイン」は様々
な一般的な背景知識を表すものとして定義される [12, p.44]．しか
しながら，Langacker がドメインと呼ぶ対象はその適用範囲が広
く，本研究で「フレーム」と呼ぶ対象と完全に対応するわけではな
いと考えられる．

2018年度日本認知科学会第35回大会

(7)

sP1-10

以上の観察をまとめると，Fish は汚染等のヒトの

a. Poor water quality ⟨Cause⟩ kills more fish
than any genuine disease problem. (C95

制御が相対的に難しい要因によって死ぬのに対して

Insect は殺虫剤のようにヒトの制御が相対的に容易

2741)

な要因によって命を落とす対象として表現されてい

b. Many pollutions ⟨Cause⟩ will kill fish, or at
least cause them distress. (FA1 1474)

た．それに加え，⟨Killer⟩ としてヒトが表現されるの
が Insect のみとなるという点も特徴として挙げるこ

一般的な直感として (7a) における ‘Poor water qual-

とが出来る．これらの特徴は §5.1 で挙げた ‘dog’ や

ity’ や (7b) の ‘pollution’ を引き起こす原因となるの

‘elephant’ とは異なっている．

は（大抵が）人間であると想像される．しかし，これ

このように名詞で表される対象がどのようなものと

らの語の指示対象にその状況を引き起こす特定の人物

して解釈されるのかは喚起されるフレームとの関係で

（あるいは団体）が含まれている必要はない．

決定すると考えられる．‘fish’ に関しては，ヒトと魚

Fish においては，言語化される要素は ⟨Cause⟩ とい

の関係として (i)「食事のために〈食材〉として加工

う意味を持つものが大半を占めるが，⟨Killer⟩ が言語化

する」，(ii)「娯楽のために〈鑑賞対象〉として保持す

されわけではない．しかし，この場合の ⟨Killer⟩ はヒ

る」，(iii)「研究のために〈研究対象〉として保持す

ト以外の有生物が該当する．代表的な事例を次の (8)

る」，などといったフレームが喚起される可能性は十

に掲載する．

(8)

分に考えられる．本稿の目的は特定の語が喚起しうる

a. Boxfish

⟨Killer⟩

フレーム全てを記述することではないが，(7) の事例

(ostraciontidae) release a

においては (i) から (iii) に挙げたような解釈が反映さ

poisonous substance into the aquarium if
badly handled or attacked by other fish
sufficient to kill all fish in the same aquar-

れているとは考えにくい．
以上の観察を踏まえると，Langacker が指摘するよ
うな名詞の意味の多面性はその指示対象が持つ物理的

ium and itself. (FBN 1830)
b. It

is

unlikely

Leatherjackets

that

⟨Killer⟩

the

Slugs

な性質と各フレームによって特徴付けられるフレーム

and

要素との関係から形成されると考えられる．つまり，

are killing the fish,

本研究で扱った名詞の意味の多面性はどのようなフ

other than that their decomposition will

レームにおける意味役割が付与されるのかに依存する

contribute to the poor water quality.

と解釈することができる8 ．
言い換えるならば，名詞は複数のフレームを喚起す

次に同じ Cause クラスターに属する Insect につ
いての特徴を述べる．表 2 にあるように，Insect の

る可能性があり，この複数のフレームによって特徴付

⟨Cause⟩ としての相対頻度は Fish の 0.66 よりも高い
0.71 だが，⟨Cause⟩ となりうる要素はヒトが殺虫剤と

味」が形成されていると考えられる．このような特性

けられる意味役割との相互作用によって「多面的な意
は §2. で例示した「商業取引フレーム」における buy

して用いる何らかの道具である．

(9)

a. Modern woodworm killing fluids

や sell といった動詞とは大きく異なる．
Cause

are

6.

very efficient and will kill the insects at
all stages of their life cycle. (CG5 1738)

論が名詞の意味も扱える可能性を示した．本研究で

b. We discovered that it was because of the

は BNC コーパスを用いて，動詞 kill の目的語に生

pills put between the cocoa bean sacs Cause

起する動物名詞 {creature, {animal {dog, elephant}},

to kill insects. (G3U 145)

{bird}, {fish}, {insect}} を Killing フレームを利用

また，Fish 同様に Insect においても ⟨Killer⟩ が実現

して分析した．この結果，(i) フレーム要素の実現傾向

される場合もあるが，その場合は次の (10) に示すよ

が動詞の意味だけに還元できないこと，(ii) 名詞の多

うにヒトであることが確認された7 ．

(10)

結論

本稿では動物名詞の分析を通して，フレーム意味

面的な意味は，その名詞が喚起する複数のフレームに

I’m ⟨Killer⟩ going to kill that insect on your
dress. (FRE 1073)

7 (10) における ⟨Killer⟩ に該当する要素は I’m の内の I のみだ
が，表記の簡略化のために下付き文字は I’m の m 位置に付与した．
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(semantic type)」と「意味役割 (semantic role)」に分類してお
り，前者は知覚的な特徴から特徴付けられる名詞を (e.g., dog, cat,
...)，後者はフレームにおける特定の役割を表す名詞 (e.g., victim,
killer, ...) として特徴付けられる．意味型を表す名詞は様々な意味
役割を持つと考えられており，本研究の見解とも矛盾しない．
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よって特徴付けられる，という 2 点を主張した．
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本研究で扱った名詞は「あるフレームに参与する可
能性がある要素」として特徴付けることができる．こ
のような名詞を便宜的に普通名詞と呼ぶ．フレーム意
味論に基づく名詞の分析を展開するにあたっては，今
回扱ったような (i) 普通名詞，killer や victim のよう
に当該のフレームの意味役割を直接的に表す (ii) 関係
名詞，annihilation, killing といった当該のフレームで
表される事態を直接表す (iii) 事態名詞という少なくと
も三つのクラスを名詞に与えることができると考えら
れる．これらの各クラスが実際のコーパスにおいてど
のような振る舞いを見せるのかの考察については今後
の課題としたい．
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言語解析を応用した映画におけるショット時間長の文脈構造解析
Film Context Analysis of Shot Length based on Language Processing
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Abstract
ヒトは時間変化する情報を、物理的な時間とは異な
る単位で知覚している。映画におけるショット長の遷
移パターンをヒトの時間知覚の観点から見ることによ
り、視聴者の映画の印象や評価に影響するストーリー
展開の文脈構造を分析できる可能性がある。この仮説
を検証するため、本研究では時間知覚特性に基づいて
ショット長を符号化し、言語解析手法によりショット
長の遷移パターンの傾向を分析した。分析対象は、1973
年から 2013 年までの邦画 20 作品
（平均上映時間 115.34
分、SD=16.12 分）とした。分析の結果、ショット長の
遷移パターンと映像作品の評価値の間には相関があり、
ショット長の遷移パターンが映像の印象を構成する要
因の一つである可能性が示唆された。
Keywords ― 映像情報処理，映像文脈，時間遷移パタ
ーン，時間知覚

1.

ット長やショットの遷移パターンの構造解析や、映像
内容の理解や印象との関係は解明されていない。
映像には文法的な構造があり、その時間文脈がヒト
の中でテキストや音声のように符号化および構造化さ
れて認知されている可能性が報告されている[2]。これ
は、映像全体の構造を言語構造のような符号列として
解釈することができ、その時系列構造に対する言語構
造解析が適用できる可能性を示唆している。
また、予期しない視覚刺激によってヒトが知覚する
時間情報に変化が生じること[3]や、聴覚刺激のテンポ
によってヒトが感じる印象が変化すること[4]が知られ
ていることから、映像作品のショット長と遷移パター
ンは、そうしたヒト（視聴者）の認知特性に合わせて
編集され、映像全体のストーリー展開や、そこから得

はじめに

られる作品の印象評価などに関わる時間文脈情報が反

映像は非言語情報であり、時空間的に変化する視覚

映されている可能性が考えられる。

情報である。映像作品において、一台のカメラで撮影

そこで本研究では、映画のショット長の遷移パター

されて編集されていない連続した複数のフレーム画像

ンが視聴者の映画の印象評価に与える影響を調査する

で構成される映像の最小単位は“ショット”と呼ばれ

ため、ショット長の遷移パターンの傾向と性質の分析

[1]、複数のショットを時系列に配置することにより、

を行う。符号列としてみたショット長の遷移パターン

一連の場面展開や映像全体のストーリー（時間文脈構

に対して言語解析手法を適用することにより、遷移パ

造）が表現される。

ターンの規則性および映画作品の評価との関連性を分

我々が映画から受ける印象が映像の中の各ショット

析する。言語解析手法により見出されたショット長の

の時間長（以下“ショット長”と呼ぶ）と時系列配置

遷移パターンが、視聴者の映画評価にどのような影響

（以下“遷移パターン”と呼ぶ）によって異なること

を与えるのか把握することにより、映画におけるショ

は経験的に知られている。例えば、映画の予告は本編

ット長の遷移パターンの役割について検討を行う。

の映画に使われているショットを本編と異なるショッ

1.1. 映像データセットの構築

ト長と遷移パターンに編集したものであるが、実際の

解析対象となる映画作品は、1973 年から 2013 年の

映画と異なる印象であった、ということはしばしば経

邦画 20 作品とする。作品に関する情報は、オンライン

験されることである。これは、ショットの遷移パター

の映画情報サイト Yahoo 映画[5]からレビュー評価を

ンを編集したことにより、我々が知覚する映像の印象

収集した。レビュー評価は、評価値 1 から評価値 5 の

が変化したことを意味する。映像情報は、表示される

それぞれに対するレビュー件数である。

各フレームの画像に含まれる空間情報と、連続したフ

本稿では映画作品のショット長の時間分脈構造を解

レームで表現される空間情報の短い時間変化を含むシ

析するため、作業者が、動画編集ソフトを用いて１フ

ョットの時空間情報と、各ショットのショット長と遷

レームずつ確認しながら、邦画 20 作品のショットの切

移パターンに含まれる時間文脈構造で構成されている

り替わりを判断してショット単位に分割した。各ショ

と言うことができる。しかし、映像情報におけるショ
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ット長はショットのフレーム数から機械的に算出し、1
作品ごとにショット長の遷移パターンのデータを作成
した。今回対象とする、邦画 20 作品における作品の平
均上映時間は 115.34 分（SD=16.12 分）であり、１作品
に含まれる平均ショット数は 704.75 であった。

2.

ショット長解析

ショットは多様なショット長で表現される情報であ
るため、ヒトがショットから受け取る情報はショット

図 1 時間知覚特性を考慮したショット長の分布（左）

長に依存して異なると考えられる。本章では、ヒトの

とそのヒストグラム（右）
。縦軸はショット長を表す。

時間に関する知覚特性の観点から、心理空間における

左図の横軸に全作品のショット長を並べている。右図

ショット長を定義し、その特性について分析を行う。

の横軸はショット長の頻度を表す。右図の青線はフィ

2.1. 時間知覚特性

ッティングした正規分布曲線を表す。

ヒトは時間変化する情報を、物理的な時間とは異な
る単位で知覚している[6]。Kristofferson による時間量

ムを算出した。ヒストグラムの刻み幅は、0.10s から

子説[7]では、ヒトは時間変化する情報を離散的な情報

1000sまでのショット長が対数空間上で20等分される

として知覚しており、情報の時間長が長くなるほど時

ように決定した。刻み幅は対数空間で 0.2 であった。

間分解能（単位時間）が荒くなることを実験的に示し

ショット長の分布に対して、分布の対称性を表す歪

ている。具体的には、100ms 以降の単位時間は 13ms

度、正規分布と比べた分布の鋭さを表す尖度を求め、

であり、
200ms 以降では25ms、
400ms 以降では50ms、

分布の傾向について調査を行った。

800ms 以降 1480ms までは 100ms であった。同様な

2.3. 結果

実験を行なった Jingu の実験[8]においても、単位時間

図 1 は、時間知覚特性を考慮したショット長分布と、

の詳細は異なるが、時間長が長くなるほど単位時間が

ショット長のヒストグラムを示す。ショット長の頻度

大きくなる特性を確認している。

分布は、対称性を持っており（歪度 ±0.0）
、正規分布

Fetterman et al. による実験[9]では、ヒトが時間情

より少し鋭い構造となること（尖度 0.78）が示された。

報から受け取る情報量が、時間長に対して対数変換を

尖度は正規分布（尖度 0.0）とロジスティック分布（尖

施した量（一般化ウェーバーの法則）に漸近すること

度 1.2）の区間内であることから、正規分布に近い分布

が示唆されている。時間長を対数変換した単位は、時

構造をとることがわかった。ショット長の分布に対し

間長が長い情報ほど単位時間が大きくなるという特性

て、正規分布曲線のフィッティングを行った結果、フ

を表現しており、これは前述の時間量子説と一致する。

ィッティングした正規分布曲線において、ショット長
の最頻値は 5.82 秒であった。

この時間知覚特性をショット長に適応することによ
り、心理空間におけるショット長の特性や遷移パター

2.4. 考察

ンの把握が可能となる。本稿では、物理的な時空間に

ショット長の分布は対数空間で正規分布に近い形で

おけるショット長𝑡"#$% に対応する、時間知覚特性を考

あった。対数で対称性を持つ分布を示したことから、

慮したショット長𝑡&'() を、一般化ウェーバーの法則を

映画監督はショット長を対数尺度で捉えており、分布

用いて、次式のように定義する。

中央値の周辺のショット長を基準に、ショット長を設
計している可能性が考えられる。視聴者が時間情報に

𝑡&'() = 𝑙𝑜𝑔/0

(𝑡"#$% )

(1)

対して知覚する情報量が、ショット長を対数変換した
単位に漸近することを考慮すると、映画監督は視聴者

2.2. 方法

の時間知覚特性を考慮してショット長を設計している

時間知覚特性を考慮したショット長が、映像作品に

可能性が示唆される。

おいてどのような分布をとるか調査を行った。映画デ

ショット長の分布最頻値は 5.82 秒を示した。映画監

ータセットに含まれる全映画作品に対して、時間知覚

督が視聴者の知覚特性を考慮してショット長を設計し

特性を考慮したショット長の分布と、そのヒストグラ

ている可能性から、このショット長には、意識的か無

439

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-11

意識的かは不明だが、映画監督の何らかの意図が含ま

例文を単語 n-gram（n=1, 2, 3）の遷移として表現する

れている可能性が考えられる。映画は数時間に渡る文

と以下のようになる。

脈情報を視聴者に伝える必要があり、視聴者の認知的
な負担も高いと考えられるため、ショット長あたりに

1-gram（赤い、林檎、と、黄色い、梨）

含められる情報量や視聴者の認知負荷量などのバラン

2-gram（赤い林檎、林檎と、と黄色い、黄色い梨）

スが考慮された基準値である可能性が考えられる。

3-gram（赤い林檎と、林檎と黄色い、と黄色い梨）

ショット長のヒストグラムは、山なりの分布を示し
ており、フィッティングした正規分布曲線の傾向をよ

この例文において、単語 1-gram では「赤い」のが「林

く表現していることが読み取れる。

檎」と「梨」のどちらであるかわからない。単語 2-gram
では「赤い林檎」は存在するパターンであり、
「赤い梨」

3.

n-gram 構造解析

は存在しないパターンであるため、統計的性質を用い

2 章の解析から、映画作品に利用されるショット長

て「赤い林檎」が妥当な単語列であると判断すること

が対数空間で正規分布に近い形をとることが示された。

ができる。n-gram 構造の傾向は遷移パターンの解釈に

一方、ショット長は正規分布の出現確率の中で、ラン

利用可能である。

ダムに設計されているのか、それとも複数のショット

n-gram 構造を映画のショット長に応用することに

のショット長遷移パターンに特徴があるのか、は不明

より、短いショット長の遷移パターンを解析すること

である。そこで、本章では、ショット長の遷移パター

が可能となる。本稿では、𝑛個の連続するショット長で

ンについて分析評価するために、言語解析における

構成される単位をショット長 n-gram と定義する。例

n-gram 構造[10]をショット解析に応用し、n-gram 構

えば、時間長ラベル集合𝑇、任意の時間長ラベル𝑡 ∈ 𝑇、

造の観点からショット長の遷移パターンにどのような

映画作品のショット長𝑡/ 𝑡C … 𝑡E が与えられたとき、映

傾向があるか明らかにする。

画作品のショット長の 3-gram の遷移は𝑡/ 𝑡C 𝑡F, 𝑡C 𝑡F 𝑡G,

3.1. 時間長ラベル

…, 𝑡%HC 𝑡EH/ 𝑡E となる。便宜上、本稿ではショット長

言語解析を適用するための準備として、ショット長

n-gram における 1 番目、2 番目、…、n 番目のショッ

の符号化を行う。3 章では、ショット長のヒストグラ

トの時間長ラベルを 1st shot、2nd shot、…、nth shot

ムが正規分布曲線の傾向をよく表現していた。そこで、

と記載する。

ヒストグラムの刻み幅を 1 つのラベルとした時間長ラ

3.3. 方法
ショット長の遷移パターンの傾向を把握するため、2

ベルを定義し、以降では、時間長ラベルの遷移パター
ンを用いてショット長の性質の解析を行う。一定の刻

つの n-gram 構造解析を行った。

み幅で区切られた、𝑖番目の時間知覚特性を考慮したシ

(1) 映画作品の 2-gram のショット長の変化量につい

ョット長𝑡&'(),' を用いて、時間長ラベル𝑡は次式で与え

て調査し、任意の時間長ラベルからの遷移パターンの

られる。本稿では、刻み幅は 3 章のヒストグラムと同

傾向をみた。本稿での“ショット長変化量”とは、連

様の 0.2 とした。

続する２つのショットの間のショット長の差であり、
差分を計算する際の２つのショット長は、離散符号化

𝑡 = arg ' Δ𝑡&'(),'
𝛥𝑡&'(),' = 𝑡&'(),'</ − 𝑡&'(),' = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

した時間長ラベルの数値での時間の差である。

(2)

(2) 映画作品の 3-gram のショット長変化量について
調査した。1st shot と 2nd shot の変化量と、2nd shot と
3rd shot の変化量を求め、2 つのショット長変化量の関

3.2. n-gram 分析
言語解析では、構文の文法構造を解析するために、

係性を検討した。

単語列や品詞列などの符号列を一つの単位として扱う

3.4. 結果

[10]。単語や品詞は文法に基づいて並べられるため、

図 2 は 2-gram におけるショット長変化量を示す。

部分的な符号列にも文法的な意味合いが含まれている。

横軸は 1st shot、縦軸は 1st shot と 2nd shot の時間長

n 個の符号列で表現される単位は n-gram と呼ばれ、

ラベルの変化量を示す。1st shot の時間長ラベルが大き

例えば、3 つの連続する単語からなる単位は単語

くなるほど、2-gram のショット長変化量は減少する傾

3-gram と呼ぶ。
（赤い, 林檎, と, 黄色い, 梨）という

向（r=0.95、p<0.001）が見られた。変化量の回帰直線
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では、1st shot が 10.35 のときショット長変化量が 0
であり、分布最頻値（時間長ラベル 9.82）の周辺で変
化量の正負が逆になることがわかった。これは、1st
shot が分布最頻値より小さいときは、ショット長が長
くなるように遷移する傾向があること、分布最頻値よ
り大きいときは、ショット長が短くなるように遷移す
る傾向があることを意味しており、ショット長が分布
最頻値に向かって遷移する傾向を示している。
図 3 は 3-gram におけるショット長変化量を示す。
横軸は 1st shot と 2nd shot の変化量、縦軸は 2nd shot
と 3rd shot の変化量を示す。第１象限は 1st shot、2nd
shot、3rd shot の順に、ショット長が徐々に長くなるパ

全映像作品における変化量のプロットであり、その大

shot で長くなるパターン（down-up）
、第３象限は徐々

きさは頻度を表す。青点は任意の 1st shot における平

に短くなるパターン（down-down）、第４象限は 2nd

均変化量であり、緑線はその回帰直線を表す。黄線は

shot で 長 く な り

3rd

shot で短くなり

図 2 2-gram 構造におけるショット長変化量。青点は

3rd

ターン（up-up）
、第２象限は

2nd

shot で 短 く な る パ タ ー ン

ショット長の分布最頻値を表す。

（up-down）の分布を表現している。
3-gram の全分布のうち、16.1%が up-up、34.7%が
down-up、14.0%が down-down、25.2%が up-down
に分布しており、
up-up と down-down の出現回数が、
up-down と down-up の半数にも満たないことがわか
った。
全分布に対して主成分分析を行った結果、第 1 主成
分は 135 度の方向（水平成分 −0.704、垂直成分 0.709）
を示しており、第 2 主成分は 225 度の方向（水平成分
−0.709、垂直成分 −0.704）を示した。第 1 主成分の
寄与率 0.789 は、第２主成分の寄与率 0.210 の３倍以
上の値を示していることから、135 度の方向への分布
の広がりが大きいことがわかった。これは、up-down
および down-up におけるショット長変化量が多様で
図 3 3-gram 構造におけるショット長変化量。青点の

あることを意味する。
3.5. 考察

大きさは頻度を表す。

2-gram の解析では、ショット長の分布最頻値に近づ
くように、ショット長が遷移する傾向が示された。こ

て標準偏差は一様になると考えられる。しかし、パタ

れは、ショット長の分布最頻値の周辺での遷移を繰り

ーンによって標準偏差が異なっていることから、映画

返す傾向があることを意味しており、映画監督が特定

監督の意図が、ショット長の遷移パターンに反映され

のショット長を意識的または直感的に調整して並べて

ている可能性が示唆される。特に、変化量の標準偏差

いる可能性が考えられる。

が小さいパターン A は、セリフやアクションなどの演

3-gram の解析では、ショット長が連続して長くなる

出とは独立した、別の意図の下で構成されている可能

（短くなる）パターン A はショット長変化量の標準偏

性が考えられる。

差が小さく、長短を繰り返すパターン B は変化量の標

以上から、ショット長の遷移パターンには映画監督

準偏差が大きいことが示された。セリフやアクション

の意図が反映された文法規則があり、演出内容とは独

など、特定のショット長を有する演出に合わせてショ

立した役割を持つ可能性が示唆される。

ット長が調整されるのであれば、演出の多様性に応じ

441

2018年度日本認知科学会第35回大会

4.

sP1-11

IDF 構造解析

3 章の解析から、ショット長の遷移パターンには文
法規則があり、映画監督が遷移パターンよってショッ
ト長を使い分けている可能性が示唆された。しかし、
異なる映画監督が共通して利用する文法規則がどのよ
うなものであり、それが視聴者の印象評価にどのよう
な影響を与えているか、は不明である。そこで、本章
では、任意の n-gram がどのくらいの映画作品に共通
するパターンなのかを分析評価するために、言語解析
における逆文書頻度（Inverse Document Frequency、
IDF）[11]をショット解析に応用し、複数の映画作品に
共通するショット長の遷移パターンとその役割を明ら

図 4 IDF 値に対する 3-gram の頻度分布と種類分布。

かにする。

青実線は頻度分布を表し、黄破線は種類分布を表す。

4.1. 逆文書頻度（Inverse Document Frequency）
言語解析では、文書間の単語 n-gram の利用率を測

ト長分布は 3-gram における 1 番目から 3 番目のショ

定する手法として逆文書頻度（Inverse Document

ットの時間長ラベルの値を個別に集計した。

Frequency、IDF）[11]が利用される。IDF では、多く

(2) IDF 値の頻度分布の中央値で 2 つ（高 IDF 群､低

の文書に現れる単語 n-gram ほど小さく、特定の文書

IDF 群）に分割し、各群に属する 3-gram の時間長ラ

に現れる単語 n-gram ほど高く採点される。高い IDF

ベルの変化量の傾向を調査した。具体的には、ショッ

値を持つ単語 n-gram は特定の文書を表現するための

ト長 3-gram における 1 番目から 2 番目の時間長ラベ

特徴と考えることができる。言語解析における IDF で

ルの変化量と、2 番目から 3 番目の時間長ラベルの変

は、助詞や代名詞といった複数文書に共通する語句を

化量を求め、
2 つの変化量の関係性について調査した。

低い値として検出することが可能である。

(3) IDF 値で表現された 3-gram が映画作品においてど

言語の IDF を映画のショット長に応用することによ

のような役割を持つか調査するため、映画作品の IDF

り、任意のショット長の n-gram がどのくらいの映画

による情報と映画作品情報との関係に対してピアソン

作品に共通するパターンなのか把握することが可能で

の積率相関分析を行った。IDF 値による情報は、

ある。時間長ラベル集合𝑇の任意の時間長ラベル𝑡 ∈ 𝑇、

3-gram の作品内の平均および標準偏差とし、作品内の

映画作品集合𝑀の任意の映画作品𝑚 ∈ 𝑀、映画のショ

全パターン（all）、up-up、down-up、down-down、

ット長の符号列𝑡/ 𝑡C … 𝑡E が与えられたときの、𝑖番目の

up-down の 5 群に対して求めた。

ショット長の n-gram の IDF 値は次式のように表され

4.3. 結果

る。ここで、𝑁 は映画の作品数𝑁 = |𝑀| であり、

図 4 は、IDF 値に対する 3-gram の頻度分布、種類

|{𝑣 ∈ 𝑉: 𝑛𝑔𝑟𝑎𝑚' ∈ 𝑣}| は 𝑖 番目の n-gram が現れる映

分布を示す。横軸は IDF 値、縦軸は分布割合を示す。

画作品数である。

頻度分布は、IDF=0.02、0.05 の 2 点で最頻値をとり、
IDF 値が増加するにつれて頻度は減少する傾向

𝑁
𝐼𝐷𝐹(𝑔𝑟𝑎𝑚'( ) = 𝑙𝑜𝑔
Z{𝑚 ∈ 𝑀: 𝑔𝑟𝑎𝑚'[ ∈ 𝑚}Z
𝑔𝑟𝑎𝑚'(

（r=−0.52、p<0.05）がみられた。種類分布は、IDF
値が大きいほど種類数が多くなる傾向（r=0.53、p<0.05）

(3)

が示された。IDF 値が小さい 3-gram は、種類は少な

= 𝑡' 𝑡'</ … 𝑡'<(H/

いが多く利用されることがわかった。
図 5 は、IDF 値に対する 1st shot、2nd shot、3rd shot

4.2. 方法
IDF によるショット長の構造解析では、次の 3 つの

の時間長ラベル分布を示す。3 つのグラフは上から順

解析を行った。

に 1st shot、2nd shot、3rd shot を示す。横軸は IDF 値、

(1) IDF 値に対する 3-gram の頻度分布、種類分布、時

縦軸は時間長ラベルを示す。1st shot、2nd shot、3rd shot

間ショット長分布を調査した。頻度分布および種類分

の全てにおいて、IDF 値が高くなるほどショット長の

布は分布の合計が 1 になるように正規化した。ショッ

とる時間長ラベルの区間が大きくなる傾向（1st shot
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は r=0.917、p<0.001、2nd shot は r=0.917、p<0.001、
3rd shot は r=0.907、p<0.001）が示された。
図 6 は、高 IDF 群と低 IDF 群における、3-gram の
ショット長変化量の分布を示す。横軸は 1st shot から
2nd shot へのショット長変化量、縦軸は 2nd shot から
3rd shot へのショット長変化量を示す。低 IDF 群に比
べて、
高IDF 群は広い範囲の分布を取っており、
高IDF
群に含まれるパターンは前後のショット長の差が多様
であることがわかった。一方で、低 IDF 群のパターン
はショット長の差が小さいことがわかった。
表 1 は、映像作品の IDF による情報と映画作品情報
との相関分析結果を示す。all、up-down、down-up の

図 5 IDF 値に対する 3-gram の 1st shot、2nd shot、

標準偏差が、映画作品の評価値 1 との相関傾向が示唆

3rd shot のショット長分布。青点はショット長（時間長

された。all、up-up、up-down、down-up の標準偏差

ラベルの値）
、黄線はショット長の分布最頻値を表す。

が、映画作品の評価値 2 と相関傾向が示唆された。ま
た、分布の標準偏差と、評価値 4 との相関傾向が示唆
された。
4.4. 考察
ショット長分布では、1st shot、2nd shot、3rd shot
の全てにおいて、IDF 値が小さくなるほど狭い区間の
ショット長をとる傾向が示された。そのショット長は
ショット長分布最頻値を含む区間に分布していること
が読み取れる。また、ショット長変化量の分布では、
低 IDF 群のパターンはショット長の変化量が小さく、
高 IDF 群のパターンはショット長の変化量が多様であ
ることが読み取れる。このことから、複数作品に共通
(a) 高 IDF 群におけるショット長の変化量

するパターンは、狭い区間のショット長の組み合わせ
として表現されやすく、作品固有のパターンは、分布
最頻値から離れた区間のショット長の組み合わせを取
りやすいことが考えられる。また、異なる映画監督が
共通したショット長を考慮している可能性を示唆する。
一方で、評価の高い映画作品は、遷移パターンの IDF
値の標準偏差が小さく、評価の低い映画作品は、遷移
パターンの IDF 値の標準偏差が大きいことが示された。
IDF 値が高いほどパターンの変化量が大きい傾向にあ
ることから、多様なショット長の変化を伴う映画作品
は低評価を招く傾向があることも示された。時間情報
（楽曲）のテンポ感とヒトの好みの関係性について、
Holbrook の調査[4]では、
極端なテンポより中庸なテン
ポが好まれやすいことが報告されている。ショット長

(b) 低 IDF 群におけるショット長の変化量

が多様に変化する映画作品は、ヒトのテンポ感の知覚

図 6 高 IDF 群と低 IDF 群における 3-gram のショッ

に好ましくない影響を与えている可能性が考えられる。

ト長変化量。青点の大きさは頻度を表す。第 1 象限は

ショット長の変化が大きいパターンは作品個性を強調

up-up、
第 2 象限は down-up、
第 3 象限は down-down、
第 4 象限は up-down の分布を表す。
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表 1 IDF 値と作品評価の相関分析結果（*p<.05、**p<.01、***p<.001）
。
作品評価

IDF 値（平均）

IDF 値（標準偏差）

all

up-up

down-up

down-down

up-down

all

up-up

down-up

down-down

up-down

評価値 5

−.10

−.19

−.16

−.01

−.12

−.19

−.22

−.31

−.05

−.12

評価値 4

−.37

−.40

−. 𝟒𝟓*

−.38

−. 𝟒𝟔*

−. 𝟔𝟕**

−. 𝟓𝟗**

−. 𝟕𝟑***

−. 𝟓𝟓*

−. 𝟔𝟒**

評価値 3

−.02

. 09

. 01

−.08

−.04

−.04

. 05

. 01

−.11

−.16

評価値 2

. 35

. 44

. 43

. 30

. 42

. 𝟔𝟑**

. 𝟓𝟗**

. 𝟕𝟑***

. 39

. 𝟓𝟕**

評価値 1

. 26

. 27

. 34

. 22

. 34

. 𝟓𝟎*

. 41

. 𝟔𝟏**

. 39

. 𝟓𝟎*

𝑀𝐿𝐸(𝑔𝑟𝑎𝑚'( )

することにつながるが、それを多用することにより映
像の不快感を招きやすいことが示唆される。

= 𝑃(𝑔𝑟𝑎𝑚'( |𝑔𝑟𝑎𝑚'(H/ )
=

以上より、作品共通のショット長の遷移パターンは、

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑔𝑟𝑎𝑚'( )
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑔𝑟𝑎𝑚'(H/ )

(4)

𝑔𝑟𝑎𝑚'( = 𝑡' 𝑡'</ … 𝑡'<(H/

ショット長の変化量が小さい傾向にあり、視聴者の映
像作品の低評価を退ける役割があることが示唆される。

5.2. 方法

5.

MLE によるショット長の遷移パターンの解析では、

MLE 構造解析

4 章の解析から、映画作品に共通するショット長の

次の 3 つの解析を行った。

遷移パターンが映画作品の高評価につながることが示

(1) MLE 値に対する 3-gram の頻度分布、種類分布、

唆された。しかし、作品単位の出現確率に基づく傾向

時間長ラベル分布を調査した。頻度分布および種類分

では、ショット長の遷移パターンがどのくらい扱われ

布は分布の合計が 1 になるように正規化した。時間長

るものであるか、また多く扱われるパターンが視聴者

ラベル分布は 3-gram における 1 番目から 3 番目の時

の印象評価にどのような影響を与えているか、は不明

間長ラベルを個別に集計した。

である。そこで、本章では、任意の n-gram がどのく

(2) MLE 値の頻度分布の中央値で 2 つ（高 MLE 群､

らい映画作品に現れるパターンなのか分析評価するた

低 MLE 群）に分割し、各群に属する 3-gram のショッ

め に 、 言 語 解 析 に お け る 最 尤 推 定 （ Maximum

ト長変化量の傾向を調査した。具体的には、3-gram に

Likelihood Estimation、MLE）[12]をショット解析に

おける 1 番目から 2 番目のショット長変化量と、2 番

応用し、よく利用されるショット長の遷移パターンと

目から 3 番目のショット長変化量を求め、2 つの変化

その役割について明らかにする。

量の関係性について調査した。

5.1. 最尤推定（Maximum Likelihood Estimation）

(3) MLE 値で表現された 3-gram が映画作品において

言語解析では、構文の単語分割や品詞検出に単語の

どのような役割を持つか調査するため、映画作品の

遷移確率が利用される。単語の遷移確率を計算する手

MLE による情報と映画作品情報との関係に対してピ

法には最尤推定（Maximum Likelihood Estimation、

アソンの積率相関分析を行った。MLE 値による情報は、

MLE）[12]がよく用いられる。言語における MLE は、

3-gram のMLE 値の作品内の平均および標準偏差であ

先行する n-1 個の単語列から次に現れる単語の遷移確

り、作品内の 3-gram の全パターン（all）
、up-up、

率を計算する。そのため、n-1 個の符号の遷移パター

down-up、down-down、up-down の 5 群に対して求め

ンに依存して、どのような符号が利用される傾向にあ

た。

るか把握することが可能である。

5.3. 結果

言語の MLE を映画のショット長に応用することに

図 7 は、MLE 値に対する 3-gram の頻度分布、種類

より、n-1 個のショット長の遷移パターンから、どの

分布を示す。横軸は MLE 値、縦軸は分布割合を示す。

ようなショット長が利用される傾向にあるか把握する

頻度分布より、MLE=0.2 で最頻値をとり、99.0%の

ことが可能である。時間長ラベル集合𝑇の任意の時間長

3-gram がMLE=0.4 以下に分布していた。
種類分布は、

ラベル𝑡 ∈ 𝑇、映画のショット長の符号列𝑡/ 𝑡C … 𝑡E が与

MLE=0.4 以下の範囲において、値が小さいほど種類数

えられたときの、𝑖番目の n-gram の MLE 値は次式で

が多い傾向（r=−0.880、p<0.001）が示された。この

表される。𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡は全映画作品における頻度を表す。

ことから、比較的少ない種類の 3-gram が多く利用さ
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れる傾向にあることが読み取れる。
図 8 は、MLE 値に対する 1st shot、2nd shot、3rd shot
の時間長ラベル分布を示す。3 つのグラフは上から順
に 1st shot、
2nd shot、
3rd shot を示す。
横軸は MLE 値、
縦軸は時間長ラベルを示す。MLE 値が高くなるほど、
3rd shot は狭い範 囲の時 間長ラベ ルをと る傾向
（r=−0.618、p<0.01）が示された。値に対する 1st shot、
2nd shot の分布の標準偏差には関係性が見られなかっ
た。3-gram の MLE 値は、3rd shot に依存する傾向に
あることがわかった。
図 9 は、高 MLE 群と低 MLE 群における、3-gram
のショット長変化量の分布を示す。横軸は 1st shot か

図7 MLE 値に対する3-gram の頻度分布と種類分布。

ら 2nd

青実線は頻度分布を表し、黄破線は種類分布を表す。

ら

3rd

shot

へのショット長変化量、縦軸は 2nd

shot か

shot へのショット長変化量を示す。高 MLE 群

では、9.9%が up-up、36.5%が down-up、12.7%が
down-down、40.9%が up-down に分布していた。低
MLE 群では、16.9%が up-up、32.2%が down-up、
16.9%が down-down、33.9%が up-down に分布してい
た。高い MLE 値を持つパターンが、down-up と
up-down に多く分布していることがわかった。
表 2 は、映像作品の MLE による情報と映画作品情
報との相関分析結果を示す。all と down-up の平均お
よび標準偏差が、作品の評価値 2 と相関傾向にあるこ
とが示唆された。特に、down-up の標準偏差と評価値
2 との間に強い相関傾向（r=0.64、p<0.01）がみられ
た。評価の低い映画作品は、down-up の MLE 値の標

図 8 MLE 値に対する 3-gram の 1st shot、2nd shot、

準偏差が大きい傾向がみられた。

3rd shot のショット長分布。青点はショット長（時間長

5.4. 考察

ラベルの値）
、黄線はショット長の分布最頻値を表す。

時間長ラベル分布では、
高い MLE 値の 3rd

shot が、

ショット長の分布最頻値の周辺に分布する傾向が示さ

意味する。ショット長の遷移パターンは、ショット長

れた。MLE による遷移確率の計算は、直前のショット

の長短を繰り返しながら並ぶ傾向があると考えらえる。

長の遷移パターンから、次のショット長の出現確率を

遷移パターンと映画作品の評価との相関分析では、

求めるため、3rd

shot が分布最頻値に収束するパターン

評価の高い映像作品は、down-up が特定の MLE 値に

の出現確率が高いことは、妥当な確率計算の結果であ

偏る傾向があり、評価の低い映像作品は、down-up が

ると考えられる。また、高い MLE

値の 1st

shot と 2nd

様々な MLE 値となる傾向が示唆された。また、評価

shot がとりうるショット長の範囲が広いことから、

の低い作品は、down-up の MLE 値の平均が高い傾向

様々な遷移パターンがショット長の分布最頻値に向か

も示唆された。このことから、遷移確率が高いとされ

うように並べられている傾向が示唆される。

るパターンを扱うことが視聴者の高い評価につながる

3-gram におけるショット長変化量の分布では、高い

わけではなく、遷移確率が均等になるようにショット

MLE 値を持つパターンが up-down とdown-up に多く

長を構成することが効果的であると考えられる。また、

shot から 2nd

遷移確率の低いパターンを多用する映像作品は少ない

shot にかけてショット長が増加する（減少する）と、

と考えられるため、好ましい遷移確率は MLE 値の分

2nd

布最頻値（本稿では MLE=0.2）の周辺であると考えら

分布することがわかった。これは、1st

shot から 3rd shot にかけてショット長が減少する

（増加する）ようなパターンの出現確率が高いことを

える。
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表 2 MLE 値と作品評価の相関分析結果（*p<.05、**p<.01、***p<.001）
。
MLE 値（平均）

作品評価

MLE 値（標準偏差）

all

up-up

down-up

down-down

up-down

all

up-up

down-up

down-down

up-down

評価値 5

−.43

. 08

−.27

−.22

−.24

−.29

. 00

−. 𝟒𝟓*

−.15

−.14

評価値 4

−.05

. 16

−.04

−.18

−.08

−.31

. 02

−.37

−.31

−.28

評価値 3

. 19

−.21

−.01

. 19

. 18

. 13

−.13

. 23

. 09

. 04

評価値 2

. 𝟒𝟗*

−.01

. 𝟒𝟔*

. 23

. 22

. 𝟒𝟖*

. 10

. 𝟔𝟒**

. 25

. 37

評価値 1

. 20

−.10

. 14

. 20

. 14

. 27

. 00

. 38

. 26

. 18

以上より、ショット長の遷移パターンは、ショット
長の分布最頻値が基準となって構成されており、遷移
確率が均等になるようにショット長を並べると、映画
作品の高い評価につながる傾向が示唆された。

6.

まとめ

映画の時間変化に含まれる文脈情報は、視聴者の映
画評価に関わる一要因になると考えられる。また、シ
ョットを時系列に並べた情報であるため、特定のショ
ット長の遷移パターンから映画の評価に関わる情報を
獲得できることが期待された。上記の仮説を検証する
ために、本研究では 4 つの分析から次の考察を得た。

(c) 高 MLE 群におけるショット長の変化量

(1) ショット長の分布解析では、
対数変換したショット
長の分布が正規分布に近いため、ショット長にヒトの
時間知覚特性が考慮されていることが示唆された。
(2) ショット長の n-gram 構造解析では、ショット長の
分布に対応した遷移パターンが示され、ショット長の
並びに文法規則がある可能性が示唆された。
(3) 言語の IDF を映画に応用した解析では、多くの映
画作品に共通するショット長の遷移パターンは、ショ
ット長の分布最頻値付近のショット長で構成された、
ショット長変化の小さいパターンであることが示され
た。また、作品共通の遷移パターンを多く利用するほ
ど映画作品の高評価につながる傾向が示唆された。
(4) 言語の MLE を映画に応用した解析では、よく利用

(d) 低 MLE 群におけるショット長の変化量

されるショット長の遷移パターンは、長短を繰り返す

図 9 高 MLE 群と低 MLE 群における 3-gram のショ

ようなパターンであることが示された。また、MLE に

ット長変化量。青点の大きさは頻度を表す。第 1 象限は

よる遷移パターンが均等になるようにショット長を並

up-up、
第 2 象限は down-up、
第 3 象限は down-down、

べると、映画作品の高い評価につながる傾向が示唆さ

第 4 象限は up-down の分布を表す。

れた。
ショット長の分布解析と n-gram 構造解析では、シ

り、その意図には視聴者の時間知覚特性への配慮が含

ョット長にヒトの時間知覚特性が考慮されている可能

まれていると考えられる。また、IDF 構造解析と MLE

性があり、その遷移パターンに特定の規則性を見るこ

構造解析では、異なる遷移パターンの性質を採点して

とができた。このことから、映画監督は何らかの意図

いるが、両解析とも特定の遷移パターンの利用と視聴

に基づいてショット長とその時系列配置を設計してお

者の映画作品の評価に関係性が見られた。このことか
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IDF”, Journal of documentation, Vol. 60, No. 5, pp.
503-520.
[12] Chen, S. F., & Rosenfeld, R., (2000) “A survey of
smoothing techniques for ME models”, IEEE
transactions on Speech and Audio Processing, Vol. 8,
No. 1, pp. 37-50.

ら、監督が意図して配置したショット長の遷移パター
ンが、視聴者の印象評価に影響を与える一要因になっ
ていることが考えられる。
本稿では、言語解析手法をショット長の解析に応用
することにより、ショット長の遷移パターンに特定の
規則性があること、特定のショット長の遷移パターン
が映画作品の評価に影響を与えている可能性があるこ
とを見出すことができた。ショット長の遷移パターン
には、監督の意図や視聴者の視聴特性が反映されてい
る可能性があり、ショット長の遷移パターンから、映
画の時間変化に含まれる文脈情報を映画監督または視
聴者の観点から分析できる可能性が示唆された。本研
究は、言語の文章構造解析が、映像のような非言語情
報の時間文脈の特徴分析に応用可能であること、映像
の時間文脈構造解析が、映像内容の評価や推定に利用
可能である可能性を示唆する。
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世界の表象としてのストーリーの主観的構成
―計算論的な観点からの考察―
Subjective Construction of Stories as Representations of Worlds:
A Discussion from a Computational Perspective
秋元 泰介
Taisuke Akimoto
九州工業大学大学院情報工学研究院
Graduate School of Computer Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology
akimoto@ai.kyutech.ac.jp

Abstract

ては，これまでも述べてきたが[1, 2, 3]，後の考察の前

We consider a story is the universal form of a mental
representation of an agent’s subjective world including
episodic memories, autobiographical memories, the
contextual structures of current situations, prospective
memories, planned or imagined futures, and fictive or virtual
stories. In this paper, structures of an agent’s stories are
discussed from the following four perspectives: 1) the
contextual structure of a current situation, 2) association of
past and future stories, 3) association of others’ mental
stories, and 4) the distinction between factual and fictitious
stories.

提になる部分なので，ここで改めて整理する．
本研究では，物語（narrative）という用語を，物語論
[4]や質的心理学[5]における定義を参考にして，現実ま
たは虚構の世界における一つ以上の事象を筋立てたも
のないしことという意味で用いる．物語は一般的に言
語等による表現を指すが，本研究では，それが心の中
に作られる世界の表象の形式にも当てはまると考える．
これらの二つの側面を区別するために，物語論[4, 6]に
おけるストーリー（story．内容面＝何を語るか）と物

Keywords ― Cognitive Architecture, Narrative,
Story, Mental Representation of World, Subjectivity,
Knowledge Representation

語言説（discourse．表現面＝如何に語るか）という用
語を転用して，心的表象（representation）の方を「スト
ーリー」
，表現（expression）の方を「物語言説」
（また

1. はじめに

は単に物語）と呼ぶ．送り手−受け手間のコミュニケー

人間的な自律性を備えた人工知能を実現するために

ションに当てはめると，送り手側においては物語言説

は，外界と関わり合う中で，世界を物語的に（ストー

の元になる情報がストーリーであり，受け手側におい

リーの形で，心的システムの内部に）組織化し，それ

てはその物語言説を解釈・理解して作られる情報がス

に基づいて他者とコミュニケーションをしたり，筋道

トーリーである．

のある行動をしたりする仕組みが必要になると考えら

以上のような形でストーリーと物語言説を区別する

れる．筆者は，このような考えに基づく認知アーキテ

が，ストーリー自体が既に物語的に構造化された情報

クチャの概念，枠組み，原理等に関する検討を進めて

となる．例えば Genette の物語論（物語言説論）[6]は，

いる[1, 2, 3]．その一環として，本稿では知識表現の観

物語言説の構造（多様な語り方）を説明する概念を体

点から，世界をストーリーの形で構築・表象すること

系的に示しているが，それらに類するものが，心的表

が主観的な世界を持つことであるという考えを軸に，

象としてのストーリーにも存在するものと考える．

そのストーリーがどのような構造を持つと考えたらよ

ストーリーが世界の表象であるという考えは，世界

いのかという問題について考察する．

が物・空間ではなく事・時間を中心として表象される

以下，2 節でストーリーが世界の表象であるという

という見方に基づく．図式的に表すと図 1 のようにな

考え方を説明し，3 節で関連研究を挙げた上で本研究

る（事の次元をストーリー，物の次元をストーリー世

の特徴を述べ，4 節でエージェント内部に作られるス

界と呼んでいる）1．具体的な事・時間に包まれる形で，

トーリーの構造について考察する．最後に 5 節で今後
の課題について述べる．

1

筆者はこれまで，計算機上で物語の構造を表現する枠組みとして，
グラフ構造に階層性を加えた階層グラフ構造を提案してきた[7]．
スト
ーリーの構造は，事象を部分（ノード）とし，それらを時間的・因果
的等の関係（エッジ）で結んだものとなる．階層性というのは，複数
の部分が集まってより大きな部分を成すという全体−部分構造である．
本研究では，この枠組みを心的表象としてのストーリーに応用するこ

2. 世界の表象としてのストーリー
ストーリーが世界の表象であるという考え方につい
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3. 関連研究
前節で述べたストーリーという概念は，心理学系の
記憶や物語理解の研究で用いられている概念に関連付
けることもできる．記憶研究においては，記憶が様々
な種類に分類されているが，物語の元になりそうなも
のとしては，エピソード記憶（ある時間にある場所で
生じた個人の経験に基づく出来事や事象を意識的に再
図 1 ストーリーとしての世界

現する記憶[9]）
，自伝的記憶（過去の自己に関わる情報
の記憶[10]）
，展望記憶（将来の特定の時点に（までに）

限定的に物・空間が構成される．物事がストーリーの

実行すべき行為や活動の記憶[11]）等が挙げられる．物

中に位置付けられることによって，その意味や役割が

語理解の研究においては，物語文章の読解過程を，表

定まるという言い方もできる．一つのストーリーは一

層レベルや深層（状況）レベルの心的表象を形成して

塊の小さな世界を成し，多数のストーリーが組織化さ

いく過程とする様々なモデルが提案されている（[12]

れたものが，そのエージェントにとっての世界（全体）

がその概要を解説している）
．

となる．
ストーリーは，外界にそのまま存在するのではなく，
内的に作り出される情報であるという点で，本来的に

人工知能の領域では，特に Schank らが，1970 年代か
ら 1980 年代にかけて，物語的な構造に基づく知識・記
憶の研究を行い，スクリプト理論やストーリー構造[13]，

主観的な情報であると考える．但し，ストーリーやス

またそれを発展させた動的記憶システムの枠組み[14]

トーリーの作り方には，物語を介して社会的・文化的

を提案している．一方，認知アーキテクチャの研究で

に共有される面もある．そのような意味で，ストーリ

は，心理学系の記憶研究の概念（意味記憶・手続き記

ーは間主観的・共同主観的[8]な情報である．

憶・エピソード記憶等）が古くから取り入れられてき

ストーリーは，事の流れを骨格とするような形で，

た（例えば[15]）
．未来のことについては，計画，目標，

人物・物・場所といった実体的要素，自分自身の内面

意図等といった概念を用いている研究が多いようであ

的な動き（意図，目的，感情等）
，非言語的な情報（視

る．エピソード記憶がどのような形で表現されるのか

覚的イメージの記憶等）といった，多様な要素をまと

については，数年前まではあまり深く考えられていな

める統合的な情報形式になると考える．ただ，以上の

かったようであるが，近年，物語的な性質・構造を考

考えを計算機上で如何に実現するか（知識表現）は難

慮した知識表現の研究が現れ始めている[16, 17]．

しい問題であり，本稿で行う考察もこの問題に関する

本研究では，過去，未来，虚構，仮想，実体験に基

ものである．

づく記憶，物語から得られる情報，想像したこと，こ

なお，本研究では表象という用語を，エージェント

れら全てを包括する統一的な表象形式として，ストー

（心的システム）の内部に作られる，外界または想像

リーという概念を用いている．ストーリーは，実体験

上の何かに対応する情報（システムの動作に何らかの

に基づくものや物語から得られるものも含めて，外界

形で関与する可能性を持つデータ）という意味で用い

にそのままの形で存在するものではなく，心的に構築

る2．ストーリーが一塊の小さな世界の表象であるとし

されるものであり，そこには共通する生成原理がある

たが，これには，現在直面している外界の状況，過去
や未来のこと，虚構や仮想のことの何れもが含まれる．
とを想定する．
2
ストーリーを生成することを意識と関連付けて論じることもでき
るかも知れないが，本研究では今のところ，意識という概念は取り入
れていない．表象という概念も，意識に現れるかどうかとは別のもの
として用いる．意識をどのように捉えるかにもよるが，外界の情報を
絞り込んだり，まとめたり，何かに注意を向けたりする機能として意
識を捉えるのであれば，ストーリーを生成することがそれに対応する
というのは尤もらしい考え方の一つになるだろう．機械があたかも意
識を持っているかのように振る舞うためには，自身の経験を記憶し，
物語る能力が一つの鍵になると考える．ただ，機械が現象としての意
識を経験することは将来的にもないと思う（それを確かめること自体
が不可能だろうが）
．
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はずである．
統合的な人工知能システムを作るためには，なるべ
く少数の概念・原理で知能の本質あるいは基盤となる
部分を説明できる理論が必要になる．また，知能の複
雑性や創発性[18]を考慮すると，知能の統合的な理解と
いう観点からも，多様な性質の元になる原理を探るこ
とには意義があるだろう．その点で，本研究のアプロ
ーチには，例えば以下のような特徴があると考える．
・ ストーリー生成は，自分自身の過去や未来のもと
に環境とインタラクションする，自律的な知能の
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基礎となる．
（そして世界情報に関するコミュニケ
ーションの基礎にもなる．
）
・ ストーリーは言語的な概念を中心に構成されると
考えるが，非言語的な要素（例えば視覚的，嗅覚
的等のイメージ）も結び付いた，統合的な情報と
見なすことができる．
・ ストーリーを生成するためには，膨大な経験的知
識（常識）が必要になる．また，ストーリーの作
り方は，各個体の認知的な性向や社会的・文化的
図 2 ストーリーに基づく外界とのインタラクション

な背景等によって，質的に異なるものになる．こ
の問題に対しては，諸々の経験（実体験や物語の
読書経験等）がストーリーや，ストーリーを一般

以上の考えから，現在直面している状況が，常に前

化したスキーマの形で集積・組織化され，それを

後の文脈（過去の経験や行動の結果と未来の予期・予

再利用して新しいストーリーが生成されるという

想や計画）を含むストーリーとして表象されるものと

のが，合理的なアプローチの一つであると考える．

考える（図 2）
．これは基本的に，エージェント自身の

この点は Schank の発想[14]を踏襲している．

視点（パースペクティブ）3から構成された，エージェ
ント自身を中心キャラクター4 とするストーリーとな

4. ストーリーの構造について

る．エージェントは，常にストーリーに基づいて知覚

エージェントの内部に作られる主観的な世界として

や行動を行い，同時にストーリーを作り変えていく（過

のストーリーの構造がどのようなものになるのかとい

去と未来を一連のストーリーと見なして，その一貫性

うことについて，次の 4 つの観点から考察する――現

を保ちながら活動する）5．図 2 ではストーリーを一本

在直面している状況をストーリーとして構築すること

の筋の形で表しているが，複数通りの未来を想像する

（4.1 節）
，現在に過去や未来を関連付けること（4.2 節）
，

ことや，過去の解釈が一意に定まらないこともあるだ

他者が持つストーリーを想像すること（4.3 節）
，現実

ろう．それは分岐や並列の構造に相当する．

と非現実を区別すること（4.4 節）
．これらの項目は[3]

4.2 過去や未来のストーリー

で示した構造的整理がもとになっているが，以下では
そこからの発展も含んだ考察を行う．

エージェントが，ある時ある状況の中で，
（その状況
の外側に位置する）過去や未来のストーリーを想起・

4.1 現在直面している状況のストーリー

想像することや，過去や未来のストーリーを何かに関

人間は，常に過去と未来の両方（前後の文脈）を持

連付けることに対応する構造について考える．

ちながら外界とインタラクション（知覚−行動）してい

まず，単に過去や未来のストーリーを想起・想像す

るはずである．行動は基本的に過去や未来の目標に基

る（例えば，風呂に浸かりながら昨日の出来事を思い

づく計画・意図のもとに行われる．知覚も常に何らか

出す）というのは，過去または未来のストーリーが前

の予期・予想のもとに生じると考えるが，その予期・
予想の生成にも，過去の経緯や未来の目標等が関わる．
知覚や行動の結果に応じて，それよりも前（過去）の
情報が修正されることや，未来の予想や計画の変化に
伴って，過去が作り変えられることもあるだろう．
このように過去と未来が一体的に（相互に関連し合
いながら）生成することを仮定すると，エージェント
の知能において，過去と未来とを別々のモジュールに
分けるのではなく，一つのストーリーを動的に生成す
る仕組みとして一本化するのが合理的である．
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3

Genette [6]は物語（言説）における視点（パースペクティブ・焦点
化）を，物語言説に現れる情報範囲を制限・制御するものとしている．
この概念を心的表象としてのストーリーに単純に当てはめて，エージ
ェントの視点によるストーリーを，エージェント自身の知覚や記憶に
基づいて作られた情報とする．また，4.3 節で行う考察は，他者視点
のストーリーを想像することに関連する．視点に関しては他にも検討
すべき問題があるだろうが，それについては今後の課題としておく．
4
エージェント自身がストーリー内のキャラクターになるという構
造は，自己意識または自己言及性のような性質にも関連付けられるか
も知れないが，このストーリー（に登場する「私」
）について思う「私」
の位置付け等に関する考えはまだ定まっていない．
5
このようなストーリーを動的に生成する仕組みを実現することは
非常に難しい問題であるが，筆者は現在のところ，ストーリーの生成
全般に通じる基本原理として，ストーリーそのものに一種の自己組織
性を持たせる方法を模索している[2]．
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景，現在状況のストーリー（4.1 節で述べたもの）が背

上述したような構造を作ることには色々な意義があ

景となるような形で，二つ（複数）のストーリーが並

る．まず，過去や未来のことについて他者とコミュニ

列的に生じるという構造になると考える．前景・背景

ケーションをするために必要である．それから，物事

に相当する構造は，
「活性度」のような概念を用いて表

に対して過去や未来が結び付くことで，そのエージェ

すことができるだろう（活性度の高いストーリーが前

ントにとっての特別な意味が形成される．例えば「私」
，

景，低いストーリーが背景を表すというように）
．

家族，愛車，故郷のようなものは，過去の思い出や将

単に思い浮かべるのではなく，現在知覚している何

来の展望・希望等と結び付くことによって，特別な意

か（物，事，あるいは話）に過去や未来のストーリー

味を成すと考えられる．以上のような形で形成される

が結び付くような構造も考えられる．これは，図 3 に

意味を持つことは，エージェントの行動を方向付ける

例示するように，現在状況のストーリーの部分と過

上でも有用なものになる．

去・未来のストーリーがネットワーク状に結び付いた

4.3 他者のストーリー

構造として表現することができる（物に過去や未来が
結び付く構造は，ストーリー世界の部分とストーリー

ストーリーの形で世界を表象するエージェントにお

とのリンクとするべきかも知れない）
．この場合，現在

いては，ある状況における他者の心（世界）も，スト

状況のストーリー（またはその部分）が前景，過去や

ーリーの形で表象されると考えるのが合理的である．

未来のストーリーが背景になる．また，この現在の何

（他者の心を理解・推測する能力は「心の理論」[19]

かと過去・未来との結び付きが，前述した想起・想像

と呼ばれるが，ここではエージェントが他者の心をど

に移行するきっかけになることもあるだろう（例えば，

のような方法で想像するのかについては考えない．
）他

10 年ぶりに帰った故郷の景色を眺めているうちに少年

者はストーリー中のキャラクターとして位置付けられ

時代のことを思い出す）
．

るため，その他者の心の中のストーリーは，
「ストーリ

なお，上記の構造は，Genette [6]の物語言説論におけ

ーの中のストーリー」という入れ子構造で表すことが

る「時間」（特にその下位カテゴリである「順序」）の

できる（図 4）
．これは，Genette [6]が「語りの水準」

構造と関連付けることもできるだろう．ちなみに

という概念を用いて定義している物語言説の入れ子構

Genette の理論は，
プルーストの
『失われた時を求めて』

造（物語の作中人物が語る物語）に類似した形となる．

という，時間や記憶と深く関連する小説を主な題材と
して構築されている．

図 3 過去・未来のストーリーの関連付け

図 4 他者のストーリーの入れ子構造（例）
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[2] 秋元 泰介 (2018) “生きた表象としてのストーリー—創
発的な世界構築の計算モデルのための考察”, 人工知能
学会全国大会（第 32 回）論文集, 2L3-OS-6b-04.

4.4 現実と非現実の区別
現実のストーリーと非現実のストーリーがどのよう
な形で区別されるのか．人間は，実際に経験したこと

[3] Akimoto, T. (2018) “Stories as mental representations of an
agent’s subjective world: A structural overview”, 2018 Annual
International Conference on Biologically Inspired Cognitive
Architectures. (to appear)

や新聞記事・歴史叙述の内容を現実と見なし，虚構の
小説や映画の内容を非現実と見なす．しかし，現実で
あると思っていたストーリーが，後から書き変えられ

[4] Prince, G. (2003) A Dictionary of Narratology, Revised Edition,
University of Nebraska Press. (遠藤 健一 訳 (2015) 改訂
物語論辞典, 松柏社.)

ることもある．従って，現実であるか否かは，ストー
リーに対する個人的／社会的な信念であり，メタスト

[5] やまだ ようこ (2000) “人生を物語ることの意味―ライ
フストーリーの心理学”, やまだ ようこ 編著, 人生を物
語る, pp. 1-38, ミネルヴァ書房.

ーリー的な情報として表されるものと考える．
ストーリーを作ることは，心的表象を世界または外
界に定位するプロジェクション[20]の認知にも関連す

[6] Genette, G. (1972) Discours du Récit, Essai de Méthode,
Figures III, Seuil. (花輪 光, 和泉 涼一 訳 (1985) 物語の
ディスクール, 水声社.)

るように思われる．時間という捉え所のないものをス
トーリーの形で構造化することによって，物・事（の

[7] Akimoto, T. (2017) “Computational modeling of narrative
structure: A hierarchical graph model for multidimensional
narrative structure”, International Journal of Computational
Linguistics Research, Vol. 8, No. 3, pp. 92-108.

表象）が時間の中に定位されるという点においてであ
る．ここでの時間とは，端的に言うと，事象間の前後
関係としての時間である．眼前にある物事が常にスト

[8] 廣松 渉 (1991) 世界の共同主観的存在構造, 講談社.

ーリーの中に位置付けられることによって，姿形のあ

[9] 多鹿 秀継 (2000) “エピソード記憶”, 太田 信夫, 多鹿
秀継 編著, 記憶研究の最前線, pp. 45-66, 北大路書房.

る物が時間的な持続を持ち，姿形のない事が文脈の中
に置かれる．加えて，物・事が一つのストーリー内に
とどまらず，過去や未来等のストーリーと結び付くこ
とによって，主体にとっての特別な意味が形成される．

[10] 佐藤 浩一 (2008) “自伝的記憶研究の方法と収束的妥当
性”, 佐藤 浩一, 越智 啓太, 下島 裕美 編著, 自伝的記
憶の心理学, pp. 2-18, 北大路書房.
[11] 小林 敬一 (2000) “展望的記憶”, 太田 信夫, 多鹿 秀継
編著, 記憶研究の最前線, pp. 197-210, 北大路書房.

（この他に，ストーリーが「いつ」の出来事であるの
かを定位する時間も必要である．
）

[12] 川崎 惠里子 (2014) “文章理解のモデル”, 川崎 惠里子
編, 文章理解の認知心理学—ことば・からだ・脳, pp. 1-26,
誠信書房.

5. 今後の展望
ストーリーの構造については，本稿で検討したこと

[13] Schank. R. C. and Abelson, R. P. (1977) Scripts, Plans, Goals,
and Understanding: An Inquiry into Human Knowledge
Structures, Lawrence Erlbaum.

の他に，これまで，ストーリーの要素の意味的水準を
成す要素（単語の意味に相当する概念，一般的な構造

[14] Schank, R. C. (1982) Dynamic Memory: A Theory of
Reminding and Learning in Computers and People,
Cambridge University Press. (黒川 利明, 黒川 容子 訳
(1988) ダイナミック・メモリ—認知科学的アプローチ,
近代科学社.)

に相当するスキーマ，非言語的なイメージに相当する
心像）や，それに基づく多数のストーリーの組織化に
関する検討も行ってきた[1, 2]．これらを全体的に整理
しながら，計算機上の知識表現の枠組みへと具体化し

[15] Laird, J. E. (2012) The Soar Cognitive Architecture, The MIT
Press.

ていくことが今後の課題である．また，ストーリーが

[16] Szilas, N. (2015) “Towards narrative-based knowledge
representation in cognitive systems”, Proceedings of 6th
Workshop on Computational Models of Narrative, pp.
133-141.

動的に生成する原理についても引き続き考えていく必
要がある．
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縦格子を通してドット平面を両眼視したときに発生する
立体錯視現象の研究
A Study of a Solid Illusion which occurs when we see Dots Plane
through Vertical Gratings with Both Eyes
大塩 智規, 大槻 正伸, 小泉 康一†
Tomonori Ohshio, Masanobu Ohtsuki, Koichi Koizumi
†

福島工業高等専門学校
National Institute of Technology Fukushima College
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Abstract

限りなく小さくするようなモデルの改善によって, こ

There is a Solid Illusion by Dots Plane and Vertical
Gratings. In this Solid Illusion, nonexistent solid stripes are
perceived by seeing Dots Plane through Vertical Gratings.
Studies of this illusion have been conducted but the precise
calculation process in the brain has not been clarified.
The purposes of this study are to measure the illusion
conditions (i.e. the distance h between Dots Plane and
Vertical Gratings which makes most (worst) clear solid
stripes) more precisely than before, to compare the measured
and simulation results, and to find the error factors between
them.
As a result, we found a function which reduces the error
between measured and simulation results.

の現象が起きているときの脳のメカニズムを知ること
を目的とする. この目的を達成すると, 脳の情報処理
分野の発展へ貢献することが期待できる.
今回の成果としては, 一人の被験者に限定されるが,
シミュレーション結果と測定結果との誤差を小さくす
るような補正を行う関数を見つけることができた. 現
在は, 他の被験者においても同様の関数による補正が
成功するか, より精密な実験を行い検討している.
m1

r

Keywords－Solid Illusion, Dots Plane, Vertical Gratings

1. はじめに
透明なシート等の上に縦長な長方形を一定の間隔で
印刷した縦格子(図 1)を通して, ドット(小正方形)を
ある規則に従って並べたドット平面(図 2)を自然に両

m2

c

眼視することで, 実際には存在しない帯状立体を知覚
することができる(1)(付録). この現象は, 縦格子とド

図 1 縦格子

図 2 ドット平面

ット平面を用いた立体錯視現象の一つであり, 縦格子
ドット平面

とドット平面との距離によって, 帯状立体の知覚の程
度に違いが生じることが過去の研究で判明している(2).

縦格子

具体的には, この距離を徐々に大きくしていくことに
よって, 実際には存在しない帯状立体が「明確に知覚
できる」→「知覚できなくなっていく」→「知覚でき
なくなる」→「知覚できるようになっていく」→「明

観測者

確に知覚できる」といったことが繰り返されるという
ものである(図 3). しかし, この現象が起きていると
きの人間の脳内計算過程の詳細については明らかにな

知覚

っていない.

イメージ

そこで本研究では, 縦格子とドット平面を用いた立
体錯視現象における計算モデルを作成し, モデルのシ
ミュレーション結果と実験で得た測定結果との比較を

図 3 上から見た縦格子とドット平面による

行う. また, 両データ間の誤差要因の発見と, 誤差を

立体錯視現象のイメージ
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2.実験
2.1 実験パラメータの設定
今回の実験では, 図1 における縦格子幅 m1 を 0.1cm,
縦格子間隔 m2 を 0.2cm, 図 2 における小正方形の辺 r
を 0.319cm, 次の行の開始ドット位置をずらす間隔 c

入力部

を 0.028cm, ドット平面・被験者間距離 d を 170cm と
する. 被験者の両目(瞳)間距離 w は 6.3cm であった.
2.2 実験内容
実験の手順は以下の通りである. ここで, i は 1, 2,

出力部

3, ... とし, 周期的に発生する(消滅する)帯状立体
がドット平面に近い順に何回目に観測できたかを表す
ものとする.
（1）図 4 のようにセッティングを行う. このとき, 被
験者は, あご台で顔を固定する.
（2）縦格子とドット平面との距離 h を少しずつ大きく
していきながら(最大 50cm), 以下の 2 つの値を知
覚できる限りすべて測定し記録する. その際,
「レーザ距離計」を使用し, 従来より正確な測定
を行っている.
①帯状立体が最もよく知覚できたときの縦格子・
ドット平面間距離 ha(i)
②帯状立体が知覚できなくなったときの縦格子・
ドット平面間距離 hb(i)
調整部

（3）ドット平面横においてあるディスプレイ装置に,
計算モデルによるシミュレーション結果(計算モ
デルについては後述する)を画像で表示し, ha(i),
hb(i)測定時に実際に知覚できているものと最も似
た画像になるようシミュレータ画面上の縦格子・
ドット平面間距離をマウスで調整し, その値を記

図 5 シミュレータ画面

録する. 図 5 に, 実験で使用したシミュレータの
画面を示す.

図 5 のシミュレータの操作順序は以下のとおりであ

ディスプレイ

る.

(シミュレーション結果表示用)

(1)入力部に, 使用するドット平面における小正方

ドット平面

形の一辺の長さや縦格子の間隔等のパラメータ

h

を入力する.
縦格子

(2)出力部に, 計算によって得ることができた結果
が画像として出力される. 図 6 に出力結果の例

170cm

を示す. 今回のシミュレータでは, 立体的に見
えないという計算結果がでている部分のみ黒色

マウス

で表示し, それ以外の部分は灰色(より手前にあ
るほど明るい)で表示している.

被験者

図 4 上から見た実験のセッティング図
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で, 縦格子とドット平面を用いた立体錯視現象が起き
ているときに, 人間の脳がどのような計算を行ってい
るのかを推定することができる. 図 7 に, モデルの計
算過程(上から見たイメージ)を示す. ここでは, (a)に
おけるドット平面中央の丸で囲んだドット(小正方形)
が, どのくらい立体的に知覚できるかの計算について
(a)縦格子・ドット平面間距離 h = 4.0cm

説明する. まず, (b)に示すように, 観測者のそれぞ
れの目から, 対象ドットの見える範囲(縦格子の位置
を考慮する)の両端に 2 本ずつ直線を引く. その後,
それぞれの目から伸びている左側の直線同士の交点の
座標と右側の直線同士の交点の座標を求める. これは
ドットの左端点(右端点)を同一視し, ドットの存在位
置を推定することを意味する. すなわち, 左眼で見え
るドット像と右眼で見えるドット像から, そのドット
像が同一のドットのものとすると, それはここに存在

(b)縦格子・ドット平面間距離 h = 21.0cm

するはずであるという, ドット位置の推定を行うこと
を意味する. 最後に, (c)に示すように, (b)で求めた 2
交点を結ぶ直線を引き, その直線の中点の座標を求め
る. ここで求めた中点の座標の位置に対象ドットが飛
び出して見えるものとしている. すなわち, 中点の座
標がドット平面より手前にあればあるほど, 対象ドッ
トはより立体的に知覚できるとしている. 実際には,
ここで説明した計算をすべてのドットについて行って
いる.

(c)縦格子・ドット平面間距離 h = 37.0cm
ドット平面

図 6 シミュレータ出力結果例

縦格子

(3)調整部の各ボタンをクリックすることで, シミ
ュレーション上の縦格子・ドット平面間距離が変

観測者

化し, その値に応じた画像が出力部に出力され
る. 具体的には, 調整部の「手前 1cm」というボ
タンを押すと, シミュレーション上での縦格子

(a)

の位置が被験者の方向に 1cm 動く. その後, 出
力部に表示されている画像が, 縦格子の動きに
合わせて変化する.
2.3 計算モデル
計算モデルとは, 実験による測定を行うことなく,
使用するドット平面における小正方形の一辺の長さや
縦格子の間隔等の必要なパラメータを入力することに
よって, おそらくこのように見えるであろうと思われ

(b)

(c)

る画像をコンピュータ上で計算し出力させることがで
きるモデルのことである. このモデルを作成すること

図 7 上から見たモデルの計算過程のイメージ
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2.4 実験結果

3.2 回帰分析

実験結果を図 8 に示す.

この節では, 線形回帰分析を用いて行った補正につ
いて述べる. 今回は, 被験者のすべての測定結果
(ha(i), hb(i). → 2.2)を y(i), シミュレーション結果
(ha(i), hb(i)に対応する)を x(i)とおき,
y = a0 + a1x
の形にまとめたときに最適となる, 定数 a0 および a1 を
求めた. 上記の関数を求めることは, 図 9 における
g(h)を求めることと同義である. 分析の結果,
y = 1.43 + 0.97x
という回帰式を得ることができた. すなわち,

図 8 実験結果
g(h)=
グラフの縦軸は立体の見えやすさの割合を表してい

1
(h – 1.43)
0.97

である. この式で補正を行った結果を図 10 に示す.

る. 帯状立体が知覚できないときを 0 とし, 帯状立体
がより知覚できるようになるにつれ 1 へと近づき, 帯
状立体が最もよく知覚できたときを 1 としている. グ
ラフの横軸は縦格子とドット平面との距離 h を表して
いる. 実線で示しているのが被検者の結果で, 破線で
示しているのが計算モデルによるシミュレーション結
果である.
この被験者の実験結果では, h が小さいときに両デ
ータ間の誤差が大きく, h が大きくなるにつれ両デー
タ間の誤差が小さくなっていることが分かった.

図 10 回帰分析による補正を行った実験結果
次に, 「帯状立体が最もよく知覚できたときの距離

3.補正

ha(i)」と「帯状立体が知覚できなくなったときの距離

3.1 補正

hb(i)」に分けて同様の分析を行ったところ, ha(i)では,

本研究におけるシミュレータの補正は, 図 9 におけ

y = 0.97 + 0.97x

る g(h)を求めることを目的としている. 図 9 は, 錯視

という回帰式を得ることができ, hb(i)では,

画像について従来のシミュレータの結果による画像出

y = 2.08 + 0.96x

力と人間が見えている画像とで誤差があるため, 両者

という回帰式を得ることができた. これら二つの回帰

の間に生じている誤差を関数 g(h)によって小さくでき

式によって補正を行った結果を図 11 に示す.

ることを期待している.

図 9 関数 g(h)による補正のイメージ
図 11 回帰分析(2 式)による補正を行った実験結果
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4.考察

6.今後の課題

補正前の実験結果(図 9)と回帰分析による補正を行

今後の課題として, 以下のことがあげられる.

った後の実験結果(図 10)を比較すると, 全体的な誤差

（1）今回は被験者一名のみで実験や補正を行ったため,

が小さくなったことが分かる. だが, 補正前から誤差

多くの被験者で同様の実験を行い, 回帰分析を

が大きかった, 縦格子・ドット平面間距離 h が小さい

して得られる回帰式の特徴を調べる.

範囲ではある程度の誤差が残ってしまった. この理由

（2）一次式による線形回帰分析のほかに, さまざまな

としては, 線形回帰分析の性質上, 近似して得られる

関数による非線形回帰分析を用いることで, 誤

グラフの形状が直線となるため, もともとのデータが

差をさらに小さくできないか試す.

直線近似しにくいものであったことが考えられる. そ

（3）より精度の高い実験を行う. また, より精密な脳

こで, 「帯状立体が最もよく知覚できたとき」と「帯

内計算モデルを作成する.

状立体が知覚できなくなったとき」に分けて回帰分析
を行ったところ, わずかではあるが誤差をさらに小さ

参考文献

くすることができた(図 11). h が小さい範囲での誤差

(1)大槻 正伸, 大野 雄基, 保科 龍也, 中野 良樹, "
縦格子とドット平面による立体錯視現象の脳内距離計
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(2)大槻 正伸, 大越 祥太, "縦格子とドット平面による
立体錯視現象の研究－縦格子とドット平面間距離の変
化と錯視像の変化の関係－,"2014 年度日本認知科学会
第 31 回大会発表論文集, 2014.

については, 被験者が複数回の測定練習を行っている
際, h が小さい範囲では結果に多少のばらつきが見ら
れ, h が大きい範囲では安定した結果が得られていた
ということがあったので, h が小さい範囲でも安定し
た結果が得られるよう実験を行うことができれば, 全
体的な誤差をさらに小さくすることができるのではな
いかと思われる.

5.まとめ
今回, 私たちの研究では, 縦格子とドット平面を用
いた立体錯視現象において人間がどのように帯状立体
を知覚しているかを知るために従来より精密な測定実
験を行い, その実験結果と, 作成した脳内計算モデル
のシミュレーション結果との比較を行った. また, 両
データ間の誤差を小さくするため, 線形回帰分析によ
る補正を 2 パターン行った. 結果として, 今回の被験
者においては, 「帯状立体が最もよく知覚できたとき」
と「帯状立体が知覚できなくなったとき」に分けて回
帰分析を行ったほうが誤差をより小さくできることが
分かった.
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＜付録＞（このページを OHP シート等に印刷し、縦格子を通してドット平面を両眼視すると錯視現象が発生する）

ドット平面

縦格子
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How does Handwritten Letters Characterize Personality?
Ryuta Iseki
Taisho University
r_iseki@mail.tais.ac.jp

Abstract

We often evaluate others’ personality based on their
handwritten characters. Although such evaluation is not
correct for the actual personality of the writers, it is certain
that we have a relatively consistent impression for them.
This study investigated what features of letters characterize
impressions for personality of their writers. Of the writing
that was evaluated as written by extreme personality peoples,
I picked up the characters that was lowly similar to average
handwritten characters. The people who was rated high
extravert tend to write large and clear letters. The people
who was regarded as highly agreeable tend to write sharp
land well-ordered letters. These results suggest a possible
relation between physical features and impression.

.46
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Keywords
Handwritten Letters, Personality traits,
Average handwritten characters, Big Five.
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fMRI
Analysis of functional connectivity of the brain in semantic processing
of English sentences in Japanese native speakers using fMRI
†

†‡
,
Amon Tsujita, Masaki Ooyama, Shunji Awazu, Hiroyuki Akama
†

†

‡

,
†
‡
Tokyo Institute of Technology, School of Life Science and Technology, Institute of Liberal Arts,
Jissen Women’s University, Faculty of Humanities and Social Sciences
tsujita.a.aa@m.titech.ac.jp

Abstract
In this study, we used fcMRI (functional connectivity MRI)
to extract differential brain responses when Japanese native
speakers interpret English sentences as compared to Japanese
sentences of the same meaning. In particular, we focused on
coordination between language areas associated with the other
task-positive or task-negative networks. Furthermore, we
examined individual differences in language ability, using the
TOEIC score, to explore correlations between language
proficiency and neural responses among subjects.
As a result, it was suggested that both the DMN (default
mode network), which shares some overlapping regions with
the semantic network, and the SN (salience network) might
play an important role in English comprehension for Japanese
native speakers. In addition, English proficiency was
correlated with the strength of connectivity between the right
pars triangularis, which is the homologous region of Broca’s
area, and the Wernicke's area, which is also a well-established
language area located in the left superior temporal cortex.
However, compared to the subjects with low TOEIC scores,
the latter linguistic area in the brains of high-scoring subjects
transferred its hub role to the more anterior part of the same
area. Our data indicate that the bilateral networks consisting
of the right pars triangularis and the left superior temporal
cortex are crucial to semantic processing for second language
learners.

TOEIC

2.
2. 1.
20

(

24

47.9

15

)

2.62

TOEIC

450

960

662
150
2. 2.
fMRI

3.0-T General Electric Signa
fMRI

TR(Repetition Time): 3000ms

Keywords
fMRI, functional connectivity, language,
second language learning

FOV(Field of view): 24 * 24

1.
fcMRI(

39

TE (Echo Time):30ms
Flip

90

90

)

3
5
1.5

5.5

1
120

12

40

[1]

fcMRI

6

[2]

BOLD

476

1

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-19

(
2)

(ACC)

1

DMN

SN
2. 3.

(

3)

*, **, ***
(

I knock on the door )
(

Discovery Rate, FDR)

I put up my

dad )

(False

5%

1%

p

0.1%

60
30
1

LN

DMN

LN

IFG(L)

DMN

MATLAB

spm12

conn(connectivity tool box ver.2017a)

LP(R)

Negative***

LP(L)

Negative***
Negative* Positive* Positive***

MPFC

t

AG(L)

Negative*** Positive* Positive**

PCC
2. 4.

pSTG(L)

2

LN

SN

TOEIC
3

TOEIC

LN

IFG(L)

SN
conn

Graph Theory
(Global Efficiency)

Efficiency)

(Local

(Average Path length)

(Betweeness Centrality)

(Cost)

(Clustering Coefficient)
(TOEIC

AG(L)

SMG(R)

Negative*** Positive* Positive**

SMG(L)

Negative** Positive**

RPFC(L)
(Degree)

pSTG(L)

Positive** Positive***

Ainsula(L)

Negative**

MPFC

Negative**

)
3

DMN

SN
DMN

3.

SN

3.1

ACC

MPFC

LP(L)

Negative*

LP(R)

PCC

Negative** Negative*

Ainsula(R)
Ainsula(L)

(pSTG(L))
(IFG(L))

RPFC(R)

(LN)
(AG(L))

3

(Default Mode Network, DMN)

477

Positive**

RPFC(L)

Positive*** Positive** Positive***

SMG(R)

Positive** Positive*** Positive*** Positive**

SMG(L)

(Salience Network, SN)

Positive*

Positive**

Positive**

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-19

3.2

(
p-FDR:1.8×10^-5

p-

FDR:1.0×10^-6)
3.3

TOEIC

3.4
TOEIC

1

(Local Efficiency)

(p-FDR<2.0×

(Clustering Coefficient)

10^-5)
(Average Path length)

(Global Efficiency)
Centrality)

(Cost)

(Betweeness
(Degree)

(Global Efficiency)
(Betweeness Centrality)

(Cost)

(Degree)

(Average Path length)
(
1,2

4

)

2

3

478

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-19

6

4
(TOEIC

)
(-)

Global

aSTGL

4
(p-FDR<5.0×10^-2)

Average(-) Between

Cost

pSTGL

Global(-)

Average

IFGTriR

Local

Clustering

Between(-) Cost(-)

IFGOperL

Local

aMTGR

Local

Clustering

toMTGR

Local

Clustering

aPaHCL

Average

Between(-)

pPaHCR

Global(-)

Average

Between(-) Cost(-)

pPaHCL

Global(-)

Average

Cost(-)

sLOCR

Average

aTFusCL

Between

ICCL

Between

PTL

Global(-)

PutamenR

Local

PutamenL

Cost

Cereb1R

Local

Clustering

Cereb1L

Local

Clustering

Clustering

Cereb3R

Global(-)

Average

Cereb3L

Global(-)

Average

Between(-) Cost(-)

Cereb10R

Global(-)

Between(-) Cost(-)

Ver3

Global(-)

Cost(-)

Visual_Ventral

Average

SensoriMotor_Superior Between(-)

4.
(PCC)
(MPFC)

DMN
(RPFC)

5

479

(LP)
(SMG)
SN

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-19

DMN[3]
SN[4]

2
DMN

SN

DMN

2
DMN

(

SN

[1] Riki Matsumoto, Dileep R. Nair, Eric Lapresto, Imad Najm,
William E. Bingaman, Hiroshi Shibasaki, Hans Otto Lüders
(2004) “Functional connectivity in the human language system:
a cortico-cortical evoked potential study”, Brain, Volume 127,
Issue 10, 1, Pages 2316–2330
[2] JavierGonzalez-Castillo, Peter A.Bandettini (2017) “Task-based
dynamic functional connectivity: Recent findings and open
NeuroImage,
questions”,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381191
7306535
[3] Miranka Wirtha, Kay Janna, Thomas Dierksa, Andrea
Federspiela, Roland Wiestb, Helge Hornc (2011) “Semantic
memory involvement in the default mode network: A functional
neuroimaging study using independent component analysis”,
NeuroImage, Volume 54, Issue 4, Pages 3057-3066
[4] Valerie Bonnelle, Timothy E. Ham, Robert Leech, Kirsi M.
Kinnunen, Mitul A. Mehta, Richard J. Greenwood, David J.
Sharp (2012), “Salience network integrity predicts default mode
network function after traumatic brain injury”, PNAS, Volume
109, Issue 12, Pages 4690-4695
[5]
(2015), “
”,
, 33
3
p. 231-238

1,2,3)

DMN, LN, SN

4

TOEIC
TOEIC

5, 6

(

4

3

SN

) TOEIC

[5]

480

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-20

この論文は大会ホームページ上での公開が許可されていません。

481

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-20

この論文は大会ホームページ上での公開が許可されていません。

482

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-20

この論文は大会ホームページ上での公開が許可されていません。

483

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-20

この論文は大会ホームページ上での公開が許可されていません。

484

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-20

この論文は大会ホームページ上での公開が許可されていません。

485

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-20

この論文は大会ホームページ上での公開が許可されていません。

486

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-21

美術非専攻の大学生の自らの「ものの見方」への気づきと美術への
親近感の向上を促す教育的介入
An Educational Intervention to Encourage Non-Art-Majors to
Become Aware of Their Own Way of Thinking and
Become Familiar with Art
古藤 陽†，清水 大地‡，岡田 猛 ‡*
Minami Koto, Daichi Shimizu, Takeshi Okada
†

東京大学大学院学際情報学府，‡東京大学大学院教育学研究科，*東京大学大学院情報学環
Graduate School of Interdisciplinary Information Studies, The University of Tokyo
Graduate School of Education, The University of Tokyo
Interfaculty Initiative in Information Studies, The University of Tokyo
koto-minami220@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

要旨

特に美術に焦点をおく．

本研究では，美術の非専門家に対して「日常生活に

こうした現状において，美術教育においてもまた，

おける自己の視点についての再発見」および「美術に

美術という領域に閉じたものだけでなく，他の領域と

対して抱く難解・疎遠なイメージの変化」を促す教育

接続するような学びを促すことは重要な課題であると

手法を提案し，その効果検証を行った．提案手法は，

言える．その中でも，美術教育において得られる学び

学習者に対して found object と呼ばれる美術のジャン

が日常へとつながるようなものとなることは，学習者

ルに特徴的な創作プロセスを擬似的に体験する課題に

自身の日常にとって美術という領域が持つ意味を意識

取り組むことを求めるものである．教育効果の検証の

することにつながる．こうした意識を促すことは，美

ため，課題設定を独立変数とした一週間に渡る一要因

術領域に対して持続的・主体的に関わる人々を育成す

被験者間実験を実施した．実験の結果，実験群におい

るという，美術教育の重大な使命に対しても寄与する

ては課題への取り組みの中で「日常生活における行動

ものであると考えられる．

の制約を変化させることによる探索」や「日常とは異
なる観点におけるモノへの意味づけ」
，そして「日常に

2.

美術教育における問題意識

おける自分自身のモノの見方に対する気づき」が多く

では，美術を通じて得られる，日常生活へとつなが

生じていたことが明らかになった．また，介入を経る

るような学びとは具体的にはどのようなものであろう

ことによって実験群のみ「美術に対する難解・疎遠な

か．重要な点の一つとして，美術が我々に日常とは異

イメージ」が部分的に軽減している傾向が示唆された．

なる視点を与えるものであるということが考えられる．

この結果から，本論文において提案する手法は，日常

小松[2]は美術を通じた新たな視点の導入を，「見方の

を美術という観点において捉え直し，自分自身の視点

縮尺を変える」ことであると述べ，そうした体験に美

についての新たな気づきを得るとともに，美術に対す

術の教育的な意義があると主張している．美術体験を

る親近感の向上を部分的に促すようなものであること

通じて普段とは異なる視点を持つことによって我々は

が示唆された．

「現実を生き直す」ことができ，見慣れた日常のこれ

キーワード ―美術教育, 現代美術, 創造性

までには見えていなかった様相を捉えることができる
のである．

1.

はじめに

また，美術体験において普段と異なる視点を持つこ

現代において，
「芸術」とそれ以外の分野との境界は

とは，自分自身の普段のモノの見方を振り返ることに

非常に曖昧なものである[1]．現代において芸術は，他

もつながる．物理的な視点移動に起因した「見え」の

の分野や社会，我々の生きる日常と完全に分断される

違いから元の視点が逆算できること[3]と同様，美術と

のではなく，隣接する様々な領域との関係性の中で捉

いう特殊な文脈が与えられることによって生じるもの

えられるものとなっている．こうした傾向は音楽や演

を見る時の観点の変化は，単に新しい景色を見せるだ

劇など様々な芸術のジャンルに共通するが，以下では

けでなく，自分の日常的なモノの見方への気づきを促
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すという点においても有効であると考えられる．相田

美術教育手法に関する研究は依然として児童を対象と

[4]は，大学生を対象とするデジタルカメラを用いた写

するものが多いのが現状である．しかしながら，上述

真表現の実践を紹介し，
「写真を用いて生徒の周辺を題

した相田の例や，美術作品の対話型鑑賞場面を通じて

材とし作品化する試みを通して，生徒は写真映像の持

大学生が自らの日常に関する気づきを得る過程を記述

ついくつかの属性にあらためて気づく．それは例えば

した長井[6]など，美術教育場面と日常との接続という

写真と自己のまなざしとの見え方の差異」であると述

観点においては，大学生を対象とした実践も目立つこ

べている．この指摘は，カメラという道具の特性と「美

とからも，こうした観点が大学生や成人を対象とする

術表現」という活動の持つ特性のうちどちらがこうし

教養教育においても重要なものであることが示唆され

た「自己のまなざし」に対する気づきをもたらすかと

る．

いう点において明確な答えをもたらすものではないが，

4.

いずれにせよ，普段とは異なる視点を与えられること
により元の視点に対する気づきが促されるという点に

提案手法

先述の目的を達成するための手法として，我々は「美

おいては重要な指摘である．

術体験を通じた日常の異化」を引き起こすことが一つ

このように，日常を捉え直すような視点を得ること

の鍵となるのではないかと考えた．その上で，現代美

は美術の重要な教育的意義の一つである一方，多くの

術作品に見られる found object と呼ばれる手法が，

学習者にとって美術は「非日常的なもの」であること

「日常の異化」を促す上で有効なものとなりうると考

もまた事実である．片岡[5]は，近代において美術館に

えた． found object の作品は，元々美術作品となるこ

おける美術鑑賞という文化が根付いた後の日本では，

とが企図されていないような日常的な対象の中から文

美術が日常から乖離した「アート」と捉えられるよう

字通り「見出される」[7]ことによって成立する．こう

になったことを論じている．こうした現状を踏まえる

した手法が広まる大きな契機となったのが，1917 年に

と，学習者自身によって美術と日常が乖離したものと

マルセル・デュシャンが発表した《泉》という作品で

して捉えられている現状に対しても，なんらかの形で

ある．この作品は，大量生産された男性用便器を 90°

働きかけることは重要であると考えられる．

回転させ，その表面に偽名のサインを施したものであ
る．美術家の手によって作られたものではなく既製品

3.

本研究の目的

を作品として価値づけ美術館で展示するという手法は

これらの観点を踏まえ，本研究においては，以下の

当時としては非常にスキャンダラスなものであり，

ような教育目的の達成を目指すための介入を提案し，

様々な批判を集めるとともに，現代美術の在り方に大

その教育効果を実験により検証する．

きな影響を与えた．
芸術作品として作られていない対象を「見出す」

1.

2.

日常の中に美術という普段と異なる視点を導入す

found object の手法を用いることによる美術家の意図

ることにより，自分の日常的なモノの見方につい

としては多様なものが考えられるが，デュシャンや彼

ての気づきをもたらすこと

に影響を受けた芸術運動の担い手たちによって強く意

美術に対する，日常と乖離しているというイメー

識されていたこととして，以下の二点が考えられる．

ジの変化をもたらすこと

一つは，日常の文脈に美術という観点を導入すること
による日常の異化と再発見，そしてそれを通じた自己

なお，本研究における教育の対象は，美術を専門と

の無意識や深層心理についての発見である．こうした

しない大学生・大学院生とする．近年は生涯学習の観

関心は，特にシュルレアリスムの美術家たちにおいて

点から，成人を含む様々な年代を対象とするワークシ

強く見られた．もう一つは，日常的な対象と美術作品

ョップ等の教育プログラムの需要が高まっている．上

との境界を取り払うことによる美術という制度の問い

述した「日常生活に対する新たな気づきを得る」
「美術

直しである．近代の美術における権威主義的な姿勢を

に対して抱くイメージに変化をもたらす」という目的

嫌ったダダイズムの美術家たちは，あらゆる手段を使

もまた，様々な知識や経験を重ねることによって美術

って「高尚で他の領域から自律した美術」のイメージ

や日常生活に対する見方が固定化してしまいがちな成

を崩壊させることを試みた．そうした試みの一つとし

人に対して十分に意味のあるものであると考えている．

て，本来は美術作品としては捉えられなかったような

488

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-21

対象をあえて美術作品と呼ぶことによって，既存の「美

を加えることは避けた．こうした found object につい

術」に対する疑いの目を向けようとしたのである[8]．

ての背景知識を教示として与えることは，本研究にお

以上の二点をまとめると，found object は，その表

いては教育目的を参加者に直接伝えることとほぼ同義

現を通じて日常の対象を異化し自分のモノの見方の発

であり， 教育効果を正確に測る上ではこうした情報は

見を促すとともに，
「高尚な美術」というイメージを問

参加者には直接的に伝わるべきではないと考えた．

い直すことを目指す手法であると言えるであろう．こ

5.

うした特徴は本研究における教育目的に一致するもの

実験

であり，found object の創作プロセスを介入の中に組

上述した仮説を検証するために一要因被験者間実験

み込んだ教育手法により，本研究の目的が達成できる

を実施した．実験群と統制群の二群を設け両群の比較

のではないかと考えた．

を行うとともに，介入前後の変化を取り出すための事

found object の創作プロセスにおいては，
「日常的な

前・事後調査によって介入の効果を検討する．本実験

対象」の中から「美的な対象」を作品として見出すと

の対象は美術を専門としない大学生・大学院生とする．

いう行為が重要な要素として含まれている．この「見

本研究では，合計 23 名（実験群 13 名，統制群 11 名）

出す」という行為の中で日常的な対象が美術という文

の被験者による実験協力を得た．うち 3 名（実験群 2

脈において異化され新しい様相を表すとともに，通常

名，統制群 1 名）に関しては日ごとのアンケート回答

我々が日常において無意識のうちに適用しているモノ

または写真撮影の漏れによるデータの不備があったた

の見方についての気づきや発見を促すと考えられる．

め，その 3 名を除外した実験群 10 名（平均年齢 22.8

また，日常と美術という二つの領域の間に目を向け，

歳，SD = 1.25，男性 8 名／女性 2 名）と統制群 10 名

自分自身が主体的に対象に意味を付与することにより

（平均年齢 22.0 歳，SD = 2.00，男性 6 名／女性 4 名）
，

日常的な対象が美術作品へと変わる瞬間を体験するこ

合計 20 名から得られたデータを本研究における分析

とを通じて，美術という領域に対する親近感の向上に

の対象とした．なお，本実験は美術に対して抱くイメ

つながると考えた．

ージが直接課題への取り組み方に関わるような課題設

すなわち， found object の創作プロセスの体験は，

定となっており，美術経験が結果に大きく影響するこ

日常的な対象の異化という過程を通じて主体のモノの

とが予想された．そのため，各群に対する被験者の割

見方に対する気づきを促すとともに，美術と日常が疎

り当てに関しては，過去の美術経験が群間で大きく偏

遠なものであるというイメージを解消するためのきっ

ることを避けるため，実験参加以前の 5 年間以内での

かけとなることが予想される．そこで本研究において

美術館来館回数を事前に尋ね，来館回数がほぼ同等な

は以下のような仮説を設け，実験を通してこれを検討

被験者のペアを作った上で１名ずつをランダムに実験

する．

群と統制群に割り当てるという方法をとった．
本実験の大まかな流れは，図 1 の通りである．本実

仮説：美術を専門としない大学生に対して found

験は介入として計 7 日間の〈課題セッション〉を設け，

object の創作プロセスの体験を引き起こす教育的

その前後にそれぞれ 1〜2 時間程度の〈事前・事後調査〉

介入を行うことによって，学習者の日常におけるモ

を設けるという構成で行った．
〈課題セッション〉中は

ノの見方についての気づきが促される．また，美術

被験者には通常通りの日常生活を送る中で，実験群で

に対する「日常から乖離したもの」というイメージ

は，日常的な事物の中から「自身が美術作品だと思え

が軽減される．

るような対象」を探す『美術作品探索課題』に取り組
むことを求めた．対して統制群では，日常的な事物の

本研究では，found object の創作プロセスの中でも，

中から「特定の文字から始まる名前のもの」を探す『し

「日常的な対象の中から美術作品を見出す」という要

りとり探索課題』を行うよう求めた（詳細は後述）
．な

素が本質的な部分であると考え，介入の中核としてこ

お，課題期間の長さは予備実験の結果を鑑みて設定し

の活動を行うよう促すことが有用であると考えた．一

た1．

方，学習者に対して found object という手法の成立し
本来であれば 7 日間続けて課題に取り組んでもらいその前
後の日に事前・事後調査を行うことが望ましいが，被験者の
スケジュール調整が困難であることから，本実験においては
1

た歴史的経緯やこの手法によってどういった目的の達
成が目指されたのかということについて事細かな説明
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ため，基本的には実験群と同様に「写真撮影タスク」
と「アンケートタスク」に日ごとに取り組むよう求め
た．
「アンケートタスク」の項目も基本的には実験群と
同様であるが，一部統制群の課題内容には合わない項
目に関しては削除している．
2.

〈事前・事後調査〉

介入の事前・事後においては，主に美術に対する捉
え方やイメージの変化を取り出すための調査を行った．

図 1 実験の概要

この調査においては実験群・被験群ともに同じ内容を
1.

〈課題セッション〉

設定した．内容は，美術作品の鑑賞・評定と，美術に

本実験の目的は「found object という美術の創作プ

対して持つイメージに関する質問項目から成る．なお，

ロセスを体験することによる効果」を検証することで

本研究では美術という領域そのものに対して抱くイメ

ある．そのため，実験群においては found object の

ージに焦点を当てるため，個々の作品に対する評定を

創作プロセスの中で重要な要素であると考えられる

行う作品鑑賞については本論文では分析対象外とする．

「日常的な事物の中から美術的な要素を持つものを

質問項目は全 11 項目で，前半は被験者が芸術や美術

“見出す”
」ことを介入として設定した．一方，比較対

をどのようなものと捉えているかを尋ねる項目とこれ

象である統制群においては，実験群と同様に「日常的

までの美術館来館経験を尋ねる項目，後半は美術の役

な対象から特定の条件を満たすものを探し出す」要素

割に関する認識や美術に対する疎遠なイメージの有無

を持つ課題であるが，found object に見られる「日常

を尋ねる項目で構成した．前半の質問項目 No.1 に関

の異化」のような作用が生じないものが適当であると

しては，被験者の持つ芸術観を端的に取り出すため，

考えた．そこで，統制群に対しては我々が日常の中で

[9]が実施した教師に対する授業観の調査における手

用いる「ものの名前」に着目することを促すような課

法を参考とした．また，後半の美術に対して抱く難解・

題を設けた．

疎遠なイメージの有無や美術の役割に関する認識を測

『美術作品探索課題』においては，1 日につき 3 つ

るための項目としては，[10]による全 17 項目の質問尺

以上の「作品」を探し，それぞれに作品タイトルをつ

度のうち，本研究の内容に関わると考えられる「アー

けることを求めた．また，見つけてきた 3 つの中から

トに対するイメージ」を尋ねる 8 項目を抜粋して使用

「作品として一番良いと思ったもの」を 1 点選択する

した．

よう促した．また，被験者に対しては，課題の中で見
つけてきた「作品」に関しては全て写真に収めること

6.

（
「写真撮影タスク」
）と，その日の「作品」や活動に
関するアンケートに回答すること（
「アンケートタス

分析

実験において検証すべき点は以下の三点である．

ク」
）を指示し，それぞれの成果物を提出するよう求め
た．なお，写真やアンケートの提出は WEB サービス上

1. 実験群における課題に対する取り組みが「found

の共有フォルダにアップロードする形で原則として日

object の創作プロセスの体験」であったと言える

2

ごとに行うよう依頼した ．なお，分析対象とするアン

か
2. 各群における自分自身のモノの見方についての

ケート項目の詳細については後述する．
統制群の『しりとり探索課題』においても，比較の

気づきの有無
3. 各群における美術に対するイメージの変化の有

課題期間として最大で 2 週間程度を設け，その中から被験者
自身で合計 7 日間選択して課題を行うよう促すという方法を
とった．
（事前・事後調査を含めた実験期間の平均は 10.85
日間，最長で 16 日であった）
2 課題の提出漏れを避けるため，
「課題セッション」の期間中
は，写真とアンケートの提出依頼文と提出先の WEB サイト
のリンクを記載したリマインドメールを 1 日に 1 度送信した．
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トの中から，
「課題に取り組むに当たっての探索の方針」

という問いに対する一文自由記述回答に関しては，回

と「撮影した対象を選択した理由」を尋ねた項目に対

答をボトムアップでカテゴリ分類し，各カテゴリに分

する回答を分析対象とする．自由記述の回答データか

類された回答の割合に，各群において事前・事後にお

らボトムアップでカテゴリを生成し，生成されたカテ

ける統計的に有意な差異が見られたかを検定する．

ゴリに基づいてそれぞれのデータを分類する．その後，
各カテゴリに分類された回答の割合に群間で統計的に

7.

結果

有意な差異が見られたかを検定することにより，
〈課題

1. 実験群における found object の体験

セッション〉中の「探索方針」や「対象の選択理由」

まず，
「課題セッション」期間中の日毎のアンケート

に関する各群の傾向がどのようなものであったかを検

項目のうち，
「その日の探索において特に意識したこと」

討する．そして，実験群における「探索方針」や「対

に対する自由記述の回答（実験群・統制群計 20 名×7

象の選択理由」が，found object の創作プロセスに見

日間の全 140 件）からボトムアップでカテゴリを生成

られるものと類似しているかを確認することにより，

した結果，大きく分けて 5 つの「探索の指針」のカテ

実験群に対する介入が期待通りに機能していたかどう

ゴリが生成された（表 1 参照）
．この 5 つのカテゴリに

かを検討する．

基づいて，実験群・統制群双方によるすべての回答を

二つめの【自分自身のモノの見方についての気づき】

分類した．なお，一つの回答内に複数カテゴリの要素

については，課題期間中の日ごとのアンケートの中で

が含まれるケースが数件見られ，どちらか一方への分

「その日課題に取り組む中で新たに気づいたこと」に

類は困難であると判断したため，そのような回答に関

ついて尋ねた項目に対する自由記述回答を指標として

しては複数のカテゴリにおいて重複してカウントした．

用いた．この項目に関しては，「新たな気づきや発見」

次に示す表 1 にて，各カテゴリの定義および，各群の

が引き起こされる頻度そのものにも群間での差が生じ

被験者一人ひとりによる回答のうち，それぞれのカテ

る可能性があると考え，気がついたこと・発見したこ

ゴリに振り分けられた回答の割合の平均値を示す．ま

とがある場合には箇条書きで回答する，という形式を

た，表 1 に記載の各群の回答割合の平均値をグラフに

とり，箇条書きの 1 項目を 1 つの回答データとして取

したものが図 2 である。

り扱うこととした．この方式により，日常における「発
見」が生じた頻度およびその内容の双方をオンライン
に近い形で取り出すことができるのではないかと考え

表 1 「探索方略・方針」に関するカテゴリおよび

た．上記のような方法をとったため，この項目に対す

各群の回答の割合

る回答データは人によって数が異なる．詳細は後述す
る．
no.

回答にあがった「発見」の内容に群間でどのような

カテゴリ名

実験群 平均

統制群 平均

（SD）

(SD)

0.26(0.22)

0.08(0.26)

0.34(0.27)

0.14(0.34)

0.30(0.25)

0.53(0.30)

差異が見られたかを検討するために，全回答データか
らボトムアップでカテゴリを生成し，生成されたカテ

1

ゴリに基づいてそれぞれのデータを分類する．その後，
各カテゴリに分類された回答の割合に群間で統計的に
2

有意な差異が見られたかを検定することにより，
「課題

制約の変更による探
索
対象の多義性や多様
性を重視した探索

セッション」中の「気づきや発見」にどのようなパタ
ーンがあり，それぞれの群において生じた「発見」の

3

傾向がどのようなものであったかを検討する．
三つめの【美術に対するイメージの変化】について

既存の制約内での
効率的な探索

4

表現における工夫

0.07(0.12)

0.78(0.03)

5

特になし・その他

0.14(0.19)

0.49(0.27)

は，事前・事後調査における質問項目への回答を指標
とする．このうち，美術に対する疎遠なイメージの有
無を尋ねた 8 項目は 5 件法での回答のため，各項目に
対する回答の平均値を事前・事後で比較し，統計的に
有意な差異があるかを検定する．また，
「美術とは何か」
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表 2 「対象の選択理由」に関するカテゴリおよび

*

各群の回答の割合

*

no.

1

2

カテゴリ名

対象の外見の魅力
対象を起点とした物
語・解釈・意味の広がり

実験群 平均

統制群 平均

(SD)

(SD)

0.37(0.26)

0.14(0.26)

0.57(0.22)

0.04(0.09)

※図中に記載のエラーバーは SD を示したものである
† p.<.10 * p<.05

3

対象への愛着・思い入れ

0.01(0.04)

0.26(0.34)

4

対象の見つけやすさ

0.01(0.04)

0.21(0.24)

5

自身の表現への満足感

0.12(0.13)

0.11(0.14)

6

その他

0.06(0.09)

0.29(0.13)

図 2 「探索方略・方針」における各群の回答の割合

各被験者による全回答数（各 7 件）のうち，それぞ
れの項目に分類された回答の比率に関して，角変換を
施した上で対応のない t 検定を行った．結果として，
「制約の変更による探索」
（t (17.25) = 2.15, p < .05）
および「既存の制約内での効率的な探索」
（t (17.75) =
-2.13, p < .05）の 2 項目に関しては統計的に有意な

**
*

差異が，「対象の多義性や多様性を重視した探索」（t
(15.50) = 1.99, p = .06）の 1 項目に関しては有意な

†

*

**

傾向の差異が示唆された．
このことから，実験群は「作品」の探索のためにい
つもと異なる道を歩く，いつもは良く見ていない場所
を見てみる，前の日とは異なる場所を探してみる，と
いった既存の制約を変更するような方法を多くとって
いたのに対し，統制群は「いかに効率的に課題を達成
するか」という観点を中心に，既存の制約の中での探

※図中に記載のエラーバーは SD を示したものである

索を行っていたことが示唆された．また，実験群は探

† p<.10 * p<.05 ** p<.01

図 3 「対象の選択理由」における各群の回答の割合

索の指針として，自らの直観に訴える対象，バリエー
ションのある対象，解釈の可能性が開かれた対象を探
すことに重点を置いていた可能性が示唆された．
続いて，同じく「課題セッション」期間中の日毎の

各被験者による全回答数（各 7 件）のうち，それぞ

アンケート項目から，
「撮影した対象の選択理由」に対

れの項目に分類された回答の比率について，角変換を

する自由記述の回答（実験群・統制群計 20 名×7 日間

施した上で対応のない t 検定を行った．結果として，

の全 140 件）に基づきボトムアップでカテゴリを生成

「対象の外見の魅力」
（t (17.97) = 2.15, p < .05）

した結果，大きく分けて 6 つの「探索の指針」のカテ

「対象を起点とした物語・解釈・意味の広がり」（t

ゴリが生成された（表 2 参照）
．また，表 2 に記載の各

(15.73) = 6.81, p < .01）「対象の見つけやすさ」
（t

群の回答割合の平均値をグラフにしたものが図 3 であ

(10.90) = -2.71, p < .05）
「その他」(t (17.75) = 2.99,

る。

p < .01)の 4 項目に関しては統計的に有意な差異が，
「対象への愛着，思い入れ」(t (9.91) = -2.19, p = .05)
の 1 項目に関しては有意な傾向の差異が示唆された．
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以上の結果から，実験群は対象の外見的魅力や，対

合の平均値を示す．また，表 3 に記載の各群の回答割

象から普段とは異なる物語や解釈，価値を引き出すこ

合の平均値をグラフにしたものが図 4 である．

とができるかどうかということに重点をおいて対象を
選別していたのに対し，統制群は対象そのものに普段
から抱いている印象や，課題を遂行する上での効率性

表 3 「気づいたこと・発見」に関する

に重きを置いて対象を選択していたことが示唆された．

カテゴリおよび各群の回答の割合

ここまでに述べた結果から，実験群に対する介入が
期待通りに「found object の創作プロセスの体験」を
no.

引き起こしていたか，という点を検討する．found

カテゴリ名

object の創作プロセスにおいてシュルレアリスムの美
術家たちが重視したことの一つとして，日常において
1

自分自身を縛る意識から解放され，偶然や無意識の結
果として生じた出会いを作品化することであった．課
題に取り組む中で実験群の被験者が行なっていた「日

2

常における制約の変更」は，明確な目的意識を持って
効率的に対象を探し出すことを重視した統制群の探索
3

とは異なり，普段とは異なる行動を取る中で起きる偶

自分自身のモノの見方
や芸術観に関する発見
その他自分自身に関す
る発見
周囲のモノの特徴に関
する発見

実験群 平均 統制群 平均
(SD)

(SD)

0.47(0.31)

0.17(0.10)

0.15(0.14)

0.17(0.19)

0.32(0.23)

0.46(0.21)

然の出会いに期待した行動であったと考えられ，found
object の創作プロセスに通じるものであると捉えるこ

4

課題に関する発見

0.25(0.14)

0.39(0.24)

5

その他

0.08(0.17)

0.00(0.00)

とができる．また，対象の外見の美しさや解釈の多様
性を重視していたことは，日常的な対象について通常
とは異なる観点からの意味づけを行なっていたことを
示す結果であると言える．こうした通常とは異なる観
点からの意味・価値づけは，対象を異なる文脈に置い

*

て異化するという found object の「創作」において重
要なプロセスである．以上より，実験群における課題
への取り組みは，
「found object の創作プロセスの体験」
という提案手法における狙いを期待通りに達成してい
たと言えるであろう．

2. 自己の視点に関する発見
「課題セッション」期間中の日毎のアンケート項目
のうち，
「その日の探索のなかで気づいたこと・発見し
たこと」に対する自由記述の回答（全 168 件）からボ

※図中に記載のエラーバーは SD を示したものである

トムアップでカテゴリを生成した結果，大きく分けて

* p <.05

5 つの「発見」のカテゴリが生成された（表 3 参照）
．

図 4 「気づいたこと・発見」における

この 5 つのカテゴリに基づいて，実験群・統制群双方

各群の回答の割合

によるすべての回答を分類した．なお，一つの回答内
に複数カテゴリの要素が含まれるケースが数件見られ，
どちらか一方への分類は困難であると判断したため，

各被験者による全回答数（件数は人により異なる）

そのような回答に関しては複数のカテゴリにおいて重

のうち，それぞれの項目に分類された回答の比率に関

複してカウントした．次に示す表 3 にて，各カテゴリ

して，角変換を施した上で対応のない t 検定を行った．

の定義および，各群の被験者一人ひとりによる回答の

結果として「自身のモノの見方や芸術観に関する発見」

うち，それぞれのカテゴリに振り分けられた回答の割

（t (13.65) = 2.15, p < 0.05）の１項目に関して統

493

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-21

計的に有意な差異が示唆された．

に対する介入が影響していた可能性が示唆された．た

以上の結果から，実験群は探索を通じて自分自身の

だし，実験群においては上述した一部の項目において

モノの見方や芸術に対するイメージの傾向等に関する

事前・事後の調査間で有意な差異や有意な差異の傾向

気づきを得て，改めてそれらを認識し直していたこと

が見られた一方で，他の 5 項目に関してはこうした差

が明らかとなった．それに対して、統制群における気

異が見られず，美術イメージの変化に対して与えた影

づきの多くは周囲のモノの形式的な特徴に関するもの

響は部分的なものであったと考えられる．

や課題の性質に関するものであったことが，統計的に

8.

有意な差は見られなかったものの，他カテゴリと比較
した際の平均値差の大きさから示唆された．

考察

上述した実験結果を整理すると，以下のようなこと

実験群において，自分自身のモノの見方や芸術に対

が明らかになったと言える．
1. 提案手法は found object の創作プロセスを引き

するイメージに関する気づきが多く見られたことは，
先に述べた仮説を支持するものである．一方，周囲の

起こす上で有効であった．

モノの特徴に対する気づきが統制群においても比較的

2. 提案手法は自分自身のモノの見方や美術に対する

頻繁に生じていたことは興味深い結果である．この点

考え方についての気づきを促すものであった．
3. 提案手法は「美術に対する難解・疎遠なイメージ」

に関しては次節にて考察する．

の軽減において部分的に効果があることが示唆さ
3. 美術に対するイメージの変化

れた．

課題の事前・事後において被験者の抱く美術に対す

以降でこれらの結果に対して考察を行い，提案手法

るイメージをはかるため, 縣・岡田（2010）に基づき，

の教育手法としての有用性と限界について検討する．

「美術の役割に対する認識」と「美術に対する難解・

まず，実験群において found object の創作プロセス

疎遠なイメージ」の有無をはかる計 8 つの質問項目に

が期待通りに引き起こされていたことから，
「日常の中

対する回答を求めた．なお，この項目に関しては 5 件

から美術作品と思えるものを探す」という行為をなぞ

法（1. 全くそう思わない〜5. とてもそう思う）での

ることにより，認知的なプロセスとしても実際の美術

回答を求めた．

創作活動に近いものが促されていたことが示唆された．

各群の事前・事後における回答の値に対して対応の

こうした現象が生じた理由としては，被験者の多くに

ある t 検定を行ったところ，実験群においては「美術

とって「美術作品」という概念そのものが曖昧なもの

や美術作品に対して『難しい』というイメージがある」

であったために，
「美術作品と思えるものを探す」とい

（事前：平均（SD）= 3.6 (0.92), 事後：平均 (SD) =

う課題が，単に条件に当てはまるものを探すだけでな

3.2 (0.75), t (9) = 2.45, p < .05）の 1 項目におい

く「そもそも自分にとって美術作品とはどのようなも

て統計的に有意な差異が，
「美術に対して『高尚で近づ

のか？」という問い直しを促したという可能性が考え

きにくいもの』というイメージがある」
（事前：平均（SD）

られる．ゴールとして与えられた「美術作品」の曖昧

= 2.9 (1.04),事後：平均 (SD) = 2.6 (1.28),t (9) =

性ゆえに効率的に「正解」を探すような探索を行うこ

1.96, p = .08）および「美術は自分の日常生活に関わ

とが難しく，結果として自身の日常的な制約から離れ

りのあるものである」
（事前：平均 (SD) = 2.9 (1.14),

たところにある偶然の出会いに期待するような方略へ

事後：平均 (SD) = 3.5 (0.92), t (9) = -1.96, p = .08）

とつながったのではないだろうか．

の 2 項目において統計的に有意な傾向の差異が示唆さ

二つ目に，モノの見方や美術観についての気づきが

れた．一方統制群においてはいずれの項目に関しても

実験群において顕著に見られたことについて考察する．

統計的に有意な差異は見られなかった．以上の結果か

上述した通り，実験群においては「日常の制約の変更」

ら，実験群においては課題への取り組みを通じて美術

と「対象の異化」という，found object の創作プロセ

に対する「難しい」
「高尚で近づきにくい」といったイ

スが引き起こされていたと考えられる．すなわち，対

メージが軽減され，美術をより日常に関わるものとし

象を通常とは違う観点によって捉え，その結果として

て認識するようになったことが示唆された．一方，統

対象の通常とは異なる「見え」が生じていたと言える

制群においてはこうした変化が見られなかったことか

であろう．言い換えると，実験を通じて捉えられた対

ら，こうした美術イメージにおける変化には，実験群

象の姿が「日常における対象の“見え”
」とは異なるも
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のであったために，
「日常の中で自身が無意識のうちに

びが日常へと接続するとともに，美術に対する親近感

適用している視点についての気づき」も促されたと考

の向上や次の美術体験への動機づけにつながる，とい

えられる．一方統制群においては外界の対象について

うサイクルを促すような教育手法を洗練することを目

の気づきは見られたものの，自身のモノの見方を改め

指す．こうしたサイクルが回ることにより，美術とい

て発見することにはつながらなかった．この結果は，

う領域が持続的な形で学習者の人生の中に位置づくこ

統制群における探索があくまで日常の制約の中で行わ

とへとつながっていくのではないだろうか．

れたものであったために，対象を「よく見る」ことに

参考文献

はつながったものの，
「異化する」というレベル，すな
わち対象の「見え」の変化には至らなかったことが原
因であると推察される．
上記のように「モノの見方についての気づき」とい
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感を向上させるという意味においては，効果は限定的
なものであった．この点をより促進させるための要素
として先に挙げた美術作品の鑑賞や他者とのインタラ
クションについては，従来の美術教育手法の中に豊か
な蓄積がある．そうした従来手法との組み合わせは，
今後検討すべき課題の一つである．その上で，実験と
いう手法だけでなく，教育実践の現場との連携も重要
な課題となるであろう．
今後はこうした改良を通して，美術体験における学
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Abstract

ンダムドット表示群の隣の領域に表示する

When we see many random dots and really moving dots
that are shown at some constant time intervals, we can
recognize the real movement on some conditions, and we
cannot do that on other conditions.
In this paper we research what conditions on really moving
dots and random dots permits us to recognize the real
movement, by presenting an observer the images in which
random dots and really moving dots are displayed.
As the number of total dots, the rate of random dots, and
the velocity of really moving dots becomes larger, it
becomes harder to recognize the real movement.

（図 1—図は文献[4]の実験）
．そうして,実際に落下（上
昇）するドット群（実運動ドット（群）とよぶ）の速
度を上げていき,観察者がランダムドット群により認
知されるドットの流れの運動速度と,実運動ドット群
の速度が一致したとき,すなわち,両者の区別がつかな
くなったとき,この実運動落下群の速度を「ランダムド
ット群により認知される流れの速度」とみなし,これに
よりランダムドット群の認知速度を計測した．

Keywords ― Apparent movement(motion), Random
Dots, Translational velocity, Virtual Measurement
この縦線は実際には描画しない

1. はじめに
砂糖や砂などの粒子がさらさらと自然に落下してい
る場合,人間は粒状や粉状の物質の流れ,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？ そのた
めの基礎的な知見を得るのが文献[3][4][6]そして本研
究の目的である
速度認知の大雑把な推定としては,ある時刻 t での各
粒子と,微小時間後(t+Δt)時刻での各粒子の位置を,そ
れぞれの粒子を同一視しながら結びつけることを繰り
ランダム配置

返し行うことにより流れの認知,流れの速度の認知を
実落下（上昇）領域

しているのであろうと考えられる．

領域

図 1 ランダムドット画面の例（文献[4]）

それでは,この「粒子の同一視と結び付け」をどのよ
うに行うのか,またその結び付けの人間の能力はどの
程度正確なのかが問題になる．これらの疑問に答える

この実験の結果,

ために,我々は,「一定周期（例えば 100[ms] ）ごとに表

（１）ランダムドット群の落下（上昇）認知速度と,

示される毎回ランダムに配置した点を見ていると,人

「ランダムドット群の最近点移動平均速度」[3]と

間は,それを一定方向に流れる粒子群と認知する」とい

には強い相関があること,
（２）認知速度には相当個人差があること

う錯視現象に着目している．
そして文献[3][4]では,次のような実験を行った．まず

（３）図 1 の場合[4],実落下（上昇）領域の大きさも,

一定周期ごとに,毎回ランダムな点を表示枠（10[cm]四

ランダムドット群の落下（上昇）認知速度に影響

方の正方形）内のある領域に表示する．また,同時に実

すること
等がわかった．

際にある速度で落下（or 上昇）する比較対象の 1 つの
ドット（文献[3]）,あるいはドット群（文献[4]）を,ラ
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本論文では,より一般的に,どのようなランダムドッ

に位置を選び表示しているところである．ドット数,
提示周期等は,図 2（A）から設定可能としてある．

ト群の条件（ランダムドットの密度（一定枠内のドッ
ト数――それは最近点移動平均距離に関係している）,
実運動ドット群の割合,速度等）で,実運動ドット群と

（A）

ランダムドット群の区別がつかなくなるのか,すなわ
ち,実運動ドット群を認知できなくなるのかについて
調べることとした．これは,どのような条件で,実運動
ドット群の同一視と結び付けが,ランダムドット群に

一辺 15[cm]の表示枠

乱され機能しなくなるのかを調べることになる．
さて,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
研究事例が多数ある[2][5][7][8][9][10]．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現象
等があげられる．
そして,仮現運動の視覚心理学的研究には,ランダム

（C）

ドットキネマトグラムによる,刺激提示時間,刺激提示

（B）

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[2][9]．
また,特にはじめランダムに配置したドットを,一部
一定方向,一部をランダムな方向に実際に移動する画
像による,一定方向運動の認識の研究がある[2]が,しか
し全くの「ランダムドット群の周期的提示刺激（提示
図 2 実験画面

する刺激は提示するたびに異なった,ランダムにドッ

この dn 個のドットのうち,ある割合 α のドットは実

トを配置した画像）
」に対する運動認知に関する従来の
研究は少ないと思われる．

際に左右上下のいずれかの方向に速度 v で動くものと

そこで,我々の研究は,砂粒などの粒子の流れを認識

してあり,残りの(1-α)の割合のドットは,まったくラン

するための「粒子の同一視と結び付け」の機能を,ラン

ダムに表示枠の中に表示される（α はランダムに区間

ダムドットという,本来粒子同士が位置的に結びつい

[0,1]から選ばれ,速度 v は 0～20][cm/s]からランダムに

ていない粒子群の周期的提示により明らかにしようと

選ばれる）
．

するものである．特に今回は「実運動ドット群の結び

観察者は,上下左右のある一つの方向に実際に動く

付けと認知」がランダムなドットによってかき乱され,

ドット（実運動ドット）と,ランダムに描かれるドット

認知できなくなる条件を調べることになる．

が入り混じった画面を見ることとなる．
実験は次のような手順で行った．

2. 実験方法

①観察者は,ディスプレイ画面から 60[cm]離れたと

今回は,図 2 のような画面を用いて実験を行った．

ころに,表示画面（15[cm]×15[cm]の正方形）を正面

図の中央が表示される画面全体で,3 か所拡大したも

に見るように顔を固定する．ただしキーボード,マウ

の(A)(B)(C)が示されている．

スは操作できる状態とする．

図 2 では,一辺 15[cm]の正方形の枠に dn=150 個のド

②図 2 を表示するプログラムを実行し,各定数

ットを,100[ms]に一回,毎回確率的に独立にランダム

・ドット数,
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・表示周期（今回は 100[ms]固定とした）,

の速度 v をとり,そのときの観察者の正解／不正解を,

・ドットの大きさ
（今回は 3 ピクセル＝直径 0.150[cm]

上記 0,1,3,4 にしたがって色分けして表示してある．

固定とした）

15[cm]四方

を入力する．

表示枠内の

③観察者は,マウス操作により,（B）の「実験ボタン」
を押す．

ドット数
dn＝50 個

④実運動ドット割合 α,その運動方向（左右上下）,速

◎165

度(v)がランダムに選ばれ,それにしたがって,ドッ

〇 55

ト群が周期的に表示される．

△ 27

⑤観察者は,実運動ドット群の運動方向を推定し,画面

× 3

（B）から「↑↓← →」ボタンで,その方向を選択す

計 250 回

る．なお,方向が分からず（自信がなく）,勘で方向

実験

を選んだ場合は「??」ボタンを押すこととした．
そうして最後に画面（B）の「解答ボタン」を押す．
⑥これで１試行が終了する．

dn＝100 個
◎132

プログラムにより,今の試行の正解/不正解が示さ

〇 65

れる．それは図 2(C)の StringGrid（表）に,

△ 49

・速度 v （値は,上方向↑と右方向→を正（＋）,

× 4

下方向↓と左方向←を負(－)としてある),

計 250 回

・実運動ドット割合 α,

実験

・実運動ドットの運動方向（↑↓← →）,
・正解（〇）／ 不正解（×）
・正解/不正解種類
（この「数（◎）
」等は次の意味である）
dn＝150 個

0（×）:自信があったが（i.e.「??」が押され
ずに）不正解,

◎144

1（◎）:自信があって正解,

〇 57

3（〇）:自信がなく（
「??」が押されて）正解

△ 38

4（△）:自信がなく不正解

× 11
計 250 回

が表示される．
⑦観察者は③～⑥の試行実験を繰り返す．

実験

⑧定められた回数試行実験を行ったら,観察者は
（B）の「実験終了（保存）
」ボタンを押す．
これで今までの実験結果がテキストファイル形式
で保存される．

dn＝200 個

図2の例では,試行実験が3 回行われ,1回めは,
「実

◎98

運動ドット群の速度が左方向（←）約 16.1[cm/s],割合

〇88

が 69.2％,観察者は正解した（〇）,上記 0,1,3,4 分類

△59

では 1 であったこと等を示している．

× 6
計 251 回

3. 実験結果および考察

実験

3.1 実験結果
実験結果は次の図 3 のとおりとなった．図 3 では,
横軸に実運動ドット群の割合 α,縦軸に実運動ドット群
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ボタンを押した場合）でも,相当正解を出す能力がある．
ここで（１）,（２）は,ある意味自然であると考え
られる．実運動ドット群が,多数ゆっくりと動いていれ
dn＝250 個

ばその動きを認識することが容易であることは当然で

◎114

あろう．

〇 65

（３）についても,次のように考えればこれは自然な

△ 60

傾向である．

× 11

実運動ドット群の動きを認識する際に,ある点 P の時

計 250 回

刻 t での位置を P(t),微小時間 Δt 後のこの点の位置を

実験

P(t+Δt)とすると,人間は P(t)と P(t+Δt)を,「これは同じ
点である」と同一視し,この同一視を各ドットに対して
行い,全体のドットの動きを認識していると考えられ
る．
このとき,枠内のドット数が多くなるということは,

横軸：実運動ドット割合（α）,

各実運動ドットの P(t)や P(t+Δt)の近傍にランダム表示

縦軸：実運動ドット速度（v）

されるドット数も多くなることを意味する．これは当

●:「??」なしで正解（◎）

然ながら,P(t)と P(t+Δt)の同一視過程を乱すことになる．

●:「??」ありで正解（〇）

したがって,（３）も自然であると考えられる．

●:「??」ありで不正解（△）

次に（４）について考察する．文献[4]で図 1 の画面

●:「??」なしで不正解（×）

でランダムドットを一定周期で表示する際のランダム
ドット群に対する認知速度であるが,前述（本論文 1
節）の通り,

図 3 実験結果

「
（３）図 1 の場合,実際に落下（上昇）する領域の大
なお,15[cm]×15[cm]の表示枠に配置するドット数

きさも,ランダムドット群の落下（上昇）認知速度に

（実運動ドットと,ランダム配置ドットを合わせた数）

影響する」[4]また「実落下（上昇）領域が大きくな
ると速く感じる個人もいる」[4]ことが示されていた．

dn を dn=50,100,150,200,250 と変化させて実験を行っ
ている．それぞれのドット数について 250 回（一部 251

この傾向も今回の実験でかなりの程度明らかになっ

回）ランダムに(α,v)を選び実験を行った．

た．
すなわち,「ランダムドット群の周期提示によるラン

3.2 考察１

ダムドット群の認知速度」は,自然に「ランダムに表示

この実験結果を見ると,次の傾向が見て取れる．

されるドット群と,実運動ドット群の速度が区別でき

（１）実運動ドット群の割合 α が小さいと実運動ドッ

なくなる条件での,実運動ドット群の速度」と考えられ
るから,図 3（dn=250）で見ると,おおよそ右上がりの

ト群の動きを認知しにくくなる．
（２）実運動ドット群の速度 v が速くなると,実運動ド

破線のところが,「区別できなくなる条件」といえる（観

ット群の動きを認知しにくくなる．

察者が速度認知に自信が持てなくなったところ）
．これ

（３）表示枠に表示するドット数 dn が大きくなると,

より,上記文献[4]で示されていることが,今回の観察者

実運動ドット群の動きを認知しにくくなる．

でも成り立つことが示されたことになる．

（４）ランダムドット群の周期提示により認知される

また,文献[3][4]でも指摘されているが,ランダムな

ランダムドット群の速度は,比較する実運動ド

ドットの数が多くなるほど
（dn=50,100,150,200,250 とな

ット群 α の割合が多くなると速く感じられる傾

るにつれて）,同一視される点が近くに表示されるため,

向がある．

ランダムドット群の認知速度は小さくなる傾向がある

そして全体のドット数 dn が多いほどランダ

も今回の実験から確認できる．

ムドット群の認知速度は小さくなる傾向にある．
（５）
「自信がない」
「分からない」場合（観察者が「??
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3.3 考察 2

20

今回の全データ（1251 データ）を

[cm/s]

(vk,αk,dnk,yk) （k=1,2,…,1251, k は試行番号）として,
統計的に解析してみる．

dn=50 個

ここで,
vk：実運動ドットの速度（0～20[cm/s]）
αk：実運動ドットの割合（0～1）
dnk：表示ドット数（50,100,150,200,250）
O
20

yk：正解しやすさの点数
である．yk はいろいろ考えられるが,今回は

100%

[cm/s]

0:（(「??」なし)自信あり）不正解（×）を yk= 0 点,
1：
（
（
「??」なし）自信あり）正解（◎）を yk= 100 点,

dn=100 個

3:（
（
「??」あり）自信なく）正解（〇）を yk= 50 点
4：
（
（
「??」あり）自信なく）不正解（△）を yk= 0 点
とした．

1 v1  1 dn1 
1 v  dn 
2
2
2 
X= 
 



1 vm  m dnm 

 y1 
y 
2
Y=  
 
 
y m 

O
20

100%

[cm/s]

(m=1251)

dn=150 個

として,y=f(α,v,dn)=a0＋a1α＋a2 v＋a3dn で正解しやす
さ,すなわち認知しやすさ（y が大きい方が実運動ドッ
ト群の運動を認知しやすいと考える）を 3 変数の線形
関数 f で近似的に表すことを仮定し重回帰分析を行っ

O
20

た．A=[ a0, a1, a2, a3]t = (Xt X)-1(Xt Y) （[ ]t は転置行列）

[cm/s]

100%

により A を求めたところ,
A=[43.21，72.33，－0.065，－0.087] t であった．

dn=200 個

A の成分の符号から,実運動ドットの割合 α が小さく
なると,また実運動ドットの速度 v が大きくなると,そ
して表示ドット数 dn が大きくなると,実運動が認知さ
れにくいことが f の特徴として表れている（→3.2）
．
O
20

この回帰分析結果を視覚的に表現したのが図 4 であ
る．図 4 は図 3 に対応して回帰分析の結果（上記 3 変

[cm/s]

数関数 f( )の値）を色表現したものである．ただし,実

100%
dn=250 個
赤が濃いほど認知

運動ドット速度 v に関しては,a2= ―0.065 と小さいた

しにくく,

め,α が一定の場合 f( )の値の変化が少なく,その差が見

青が濃いほど認知

えにくいため 縦軸を 1/20 倍に縮小して強調して表現

しやすい

している．この視覚化したグラフにより,実運動の認識

（横軸 α）

しやすさが,確かに,「α：小さいほど,v：大きいほ

（縦軸 v 1/20 倍）

ど,dn：大きいほど」実運動が認知しにくくなっている

O

ことが視覚的に見て取れる．

100%

図 4 実運動の認知しやすさ関数 f( α,v,dn)の視覚化
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このベクトル A が,個人の「ランダムドットの周期

[8] 田崎 京二他編,（1979 年）“視覚情報処理”朝倉書店,
pp.296－343

的な提示による運動認知能力を特徴づけるパラメー
タ」になると考えられる．

[9] 西田真也,（1995 年）運動視研究の最近の動向,ビジョ
ン,Vol.7,pp.1-7

4. 今後の課題

[10] D.マー（乾,安藤訳）,（1987 年）
“ビジョン”産業図
書,pp.174－237

今後の課題として,次のことがあげられる．
（１）今回の実験は観察者が一人のみであった．
被験者数を増やして,今回と同じ実験を行い
個人差がどの程度あるかを調べること．
（２）特に複数人の被験者で今回同様の統計解析を行
い,上記ベクトル A により個人の特徴づけを行
うこと．
（３）文献[3][4]の実験結果と,今後の実験結果の関係
を明らかにすること．
（今後の実験から推定さ
れる「ランダムドット群の周期提示によるラン
ダムドット群に対する認知速度」と,文献[3][4]
の実験による認知速度が一致するか,相関があ
るか等々について調べること）
（４）ランダムドット群の周期提示刺激に対して,人
間と同じように運動認知をするコンピュータア
ルゴリズムを構築すること．
（５）ランダムドットの周期提示刺激に対して,人間
と同じように運動認知能力を獲得する学習モデ
ルを構築すること．
（６）前節（3.2 節）
（５）について考察すること．
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Abstract

-

Short-term study abroad programs may bring about a
noticeable change within the participants' attitude and
motivation for communication and interaction with others.
The authors are interested in finding out what existing
tests might help us examine the impact of the program. In
this presentation, we discuss results of pre- and post-test
scores for multiple intelligence measures.
In the theory of multiple intelligences, proposed
originally by Gardner (1983), human intelligence is divided
into eight facets: musical-rhythmic, visual-spatial,
verbal-linguistic, logical-mathematical, bodily-kinesthetic,
interpersonal, intrapersonal, and naturalistic. Undergraduate
students in Kansai area in Japan answered a questionnaire
based on MI theory twice, before and after a study abroad
program for a semester (4 to 5 months). The questionnaire
consists of 40 items asking questions on a scale of 1 to 4.
The results show that the students marginally
improved in verbal-linguistic, logical-mathematical, and
naturalistic intelligences, while they lowered their scores in
bodily-kinesthetic,
interpersonal,
and
intrapersonal
intelligences. We will further investigate the relationship
between the above scores and their English proficiency.
Keywords
Study Abroad Programs, Multiple
Intelligence
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色の好みは自発的行為に対する運動主体感に影響するか？
Does color preference affect sense of agency over voluntary action?
村上 久†，井澤 玲‡, 西山 雄大§, 秋吉 政徳‡
Hisashi Murakami, Rei Izawa, Yuta Nishiyama, Masanori Akiyoshi
†

‡

§

東京大学， 神奈川大学, 長岡技術科学大学
The University of Tokyo, Kanagawa University, Nagaoka University of Technology
hisashi.murakami@mail.u-tokyo.ac.jp

Abstract

き起こされると考えられてきた[4]。しかし近年、こう

Sense of agency refers to the feeling that one’s voluntary
actions produce external sensory events. Previous studies
have reported that the sense of agency is enhanced by
high-level narrative processes when positive outcome is
caused by one’s own actions. However, recent studies
showed that low-level sensorimotor processes also would be
bases of such emotional modulations. The intentional
binding paradigm is usually used for implicit estimate of the
sense of agency. However, most previous studies employed
auditory stimulus rather than visual stimulus as sensory input
for the paradigm. Particularly, for visual stimulus, how
different colors affect the degree of the sense of agency has
not been investigated. In this thesis, we first constructed an
experimental setup to quantitatively measure the effect of
color presentation as visual stimulus on the sense of agency.
Second, we presented different color presentations with
different valences as outputs of participant’s voluntary
actions, and examined how they influence on the sense of
agency. Then, we found that the sense of agency would be
enhanced when presenting colors with neutral valances.

した影響が、より低次の身体感覚処理がベースとなり
起こり得るとする研究が報告されている[5]。ここでは
運動主体感の評価方法として広く研究されている意図
的結合パラダイム
（IB パラダイム；Intentional binding
paradigm）が用いられた（IB パラダイムについては
後述）
。これにより、自発的行為の結果として、ネガテ
ィブな音声（悲鳴など）が感覚入力として得られた時、
ポジティブ（歓声など）
、またニュートラルな場合に比
べ、より弱い運動主体感が得られたとされた。このよ
うな IB パラダイムにおける研究では、感覚入力として
用いられるのは主に聴覚刺激であり、視覚刺激が用い
られることは殆どない。特に色を刺激とする場合につ
いては検証がされていない。
そこで本研究では、まず色を用いた視覚刺激をフィ
ードバックとする運動主体感を評価可能な実験系を構
築した。そして、ヒトの自発的行為に対して異なる感

Keywords ― sense of agency, intentional binding, color
preference

情価を持つ色を提示し、運動主体感に及ぼす影響を検
証した。具体的には、色の感情価が運動主体感に与え

1.

はじめに

る影響について、
「人の自発的行為に対してポジティブ

運動主体感（sense of agency）とは、外的な感覚的

な色を提示した場合の方が運動主体感を向上させる」

事象が自発的行為により生み出されたとする感覚であ

という作業仮説を立て検証した。

る。運動主体感は他の誰でもないわたしの身体感覚・
イメージを構成する上で身体所有感と並んで近年最も

2.

重要視されている[1]。身体における自他の分離は一見

方法

本研究では色の好みと運動主体感の関係を研究する

自明なものに思えるが、統合失調症患者は自分の行動

ため、第一に色の印象評定課題実験を行い、その結果

を他者に帰属されるが故に幻覚が起こると考えられ、

に基づき、色をそれぞれの感情価（ポジティブ・ネガ

また定型者においても例えば二人羽織やコックリさん

ティブ・ニュートラル）によって分類した。第二に、

等の状況においては、自身が起こした運動か否か簡単

IB パラダイムをベースとして、印象評定課題で得られ

にわからなくなることが考えられる[2,3]。運動主体感

た各感情価の色を感覚入力刺激とする時間推定課題実

は、こうした自他の区別と混同に本質的に関わると考

験を行った。

えられる。

2.1 印象評定課題

また、自身の運動により肯定的な結果が起こった場

各感情価の色を選定するため、色の好みに関する先

合、そうでない場合に比べ、その運動主体感がより高

行研究にならい[6,7]、Berkeley Color Project の 32

まることが知られている。こうした運動結果の感情価

色を対象とする印象評定課題を予備実験として行った。

（ポジティプ・ニュートラル・ネガティブ）による

被験者（n=17）は、色に対して持つ印象 (ポジティプ・

主体感への影響は、従来、高次の言語処理によって引

ネガティブ) を-100 から 100 までの値で評価した。
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この結果から、評価値の最も高い・0 付近・最も低

被験者が、回転する時計の針を見ていると、ラ

い、４色（計 12 色）を選択し、夫々ポジティプ・ニュ

ンダムなタイミングでディスプレイの 背景色

ートラル・ネガティブ条件における色の提示刺激とし

が変化する。その後被験者は、色変化開始時に時

た。

計の針がどこにあったかを報告する。
3.

オペラント：キー押し報告

2.2 時間推定課題

被験者は、回転する時計の針を見ながら、任意

2.2.1 色を用いた意図的結合パラダイム

のタイミングでキー押 し 動 作 す る と 、 そ の
250ms 後にディスプレイの背景色が変化する。

実験は、視力が正常 (コンタクトレンズ、眼鏡着用
による矯正視力を含む) で若年健常者 17 名を対象と

その後被験者は、キー押し開始時 に時計の針が

して行った。

どこにあったかを報告する。

運動主体感を間接的に評価可能な IB（Intentional

4.

オペラント：色変化報告

binding）パラダイムを用いた。IB とは、自身の行為

被験者は、回転する時計の針を見ながら、任意

とそれによる行動結果に因果関係を認めるとき、ヒト

のタイミングでキー押 し 動 作 す る と 、 そ の

が両者の時間感覚を短く推定する、という現象である。

250ms 後にディスプレイの背景色が変化する。

本パラダイムでは被験者は、時計を見ながら任意のタ

その後被験者は、色変化開始時に 時計の針がど

イミングでキーを押し、その 250ms 後にブザー音が鳴

こにあったかを報告する。

らされる。その後被験者は、キー押し（もしくはブザ

従来研究の聴覚刺激を用いた実験同様、キー押し報

ー音）開始時に、時計の針がどこにあったかを報告す

告 に お け る ベ ー ス ラ イ ン か ら の シ フ ト 量 Action

る。結果として、被験者はキー押しから音の提示まで

binding と色変化報告におけるベースラインからのシ

を短く推定する。これは意図的なキー押しとその結果

フト量 Effect binding を運動主体感の評価指標とした。

としてのブザー音が因果的に結合されることで引き起
こされ、それ故に時間間隔のシフト量が運動主体感の
指標として考えられている[5, 8-11]。
本研究では、ブザー音の代わりに、時間推定を行う
ための時計が映し出されたディスプレイの背景色を変
化させることで、視覚刺激を提示する手法を用いた（図
１）
。

図２ 実験ブロック構成
2.2.3 実験手順
被験者は、ポジティブ・ニュートラル・ネガティ
図１ 色を感覚入力とする IB パラダイム

ブの 3 つの条件において、意図的結合 パラダイムの
4 つのブロックに取り組んだ。課題全体は、キー押し

2.2.2 実験ブロック構成

報告セッションと色変化報告セッションの 2 つのセ

本研究の意図的結合パラダイムは以下のように４ブロ

ッションに分割されており、セッション内のブロッ

ックから構成されている（図２）
。

クは音報告及び色変化報告のいずれかで統一されて

1.

ベースライン：キー押し報告

いる。各ブロックは、24 試行 (4 色 × 6 試行) で構

被験者は、回転する時計の針を見ながら、任意

成されており、さらに 12 試行の 2 つのサブブロック

のタイミングでキー押し動作をする。その後、

に分割されている。また、カウンターバランスをとる

キー押し開始時に時計の針がどこにあったかを

ため、ブロック内で提示される色は、完全にランダム

報告する。

になっており、サブブロック間で均 一にならないよ

ベースライン：色変化報告

うに設定した。ベースラインキー押し報告ブロック

2.
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は、すべての条件で共通の 1 ブロックとして取り扱

続いて各条件間の差に関して、Effect binding にお

っているため、課題全体で 10 ブロックで構成されて

いてはいずれの条件においても差がなかった。一方で

いる。被験者は、計 240 試行の課題に取り組み、各ブ

Action binding においては、ニュートラルが他の二つ

ロック開始前には、課題を理解するために 5 回 の練

に対して結合効果が高い傾向にあった（positive vs

習試行に取り組んだ。また被験者には、課題に対す

neutral: P=0.066<0.1; positive vs negative: P=0.904;

る注意力を確認するために、サブ ブロック内におい

negative vs neutral: P=0.066<0.1）
（図４）
。

オペラントブロックを連続して取り組むように設定
した。また、セッション (キー押し報告・色変化報告)、
条件 (ポジティブ・ニュートラル・ネガティブ) 、ブ
ロック (ベースライン・オペラント) の順序は被験者
内で統一され、被験者間では均一になるように調整

0

した。

40

するために、一つの条件においてベースラ イン及び

20

action binding (msec)

た。セッション内では、感情価による効果を最大化

60

80

てどの色が最も多く提示されたかを報告してもらっ

2.2.4 統計検定

positive

neutral

negative

異なる条件（ポジティプ・ニュートラル・ネガティ
図４ Action binding の結果

ブな色の提示）において、夫々の時間収縮量を比較し
た。3 群の比較には Benjamini and Hochberg 補正に
よる対応のある t 検定を用いた。

4.

議論

今回の実験では、ポジティプ・ネガティブ条件間で

3.

結果

有意差が得られず、むしろ両者よりもニュートラル条

まず印象評定課題の結果としては、先行研究[5,6]と

件において時間収縮量が大きくなる傾向が得られた。

同様の結果が得られた（図３）
。

このことは、自発的行為の結果として得られる感覚入
力が、
（ポジティブであれネガティブであれ）感情価を
持つ視覚刺激である場合よりも、ニュートラルな視覚
刺激である場合のほうが、運動主体感を高めることを
示唆する。従って、否定的な行動結果が運動主体感を
高めるという既存研究の報告とは異なる結果になった。
言語処理における高次認知に比べ、聴覚や視覚とい
った感覚はより低次認知によって処理にされるが、こ
うした感覚処理をベースとする感情価と操作感の関係
は近年明らかになったばかりであり、大部分が未解明

図３ 印象評定課題の結果

であると言える。既存研究では言語処理の場合の場合
と類似してネガティブな感覚入力が操作感を減じさせ

そこで、方法で述べたとおり、評価値の最も高い・0

たが、本研究はこれとは異なる結果となった。これに

付近・最も低い、４色（計 12 色）を選択し、夫々ポジ

ついてどのように考えられるだろうか。まず従来研究

ティプ・ニュートラル・ネガティブ条件における色の

が感覚入力として聴覚刺激を用いていたことに対して、

提示刺激とした。

本研究では視覚刺激を用いたことを考える必要がある

以上の条件において、色における IB パラダイムに基

だろう。人の視覚や聴覚では、夫々V1 野や A1 野など

づいた時間推定課題を行なった。結果として、いずれ

の低次処理から徐々に、階層的に高次領野へ情報が伝

の条件においても時間収縮が確認され、聴覚刺激をフ

達されることが知られる。視覚と聴覚の両者は、この

ィードバックとする先行研究と同様の結合効果が得ら

ような構造を持ちながらも、一般には、視覚の方が高

れた。

次認知との結びつきがより強く神経系が複雑であるが
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(2009) “Feelings of control: contingency
determines experience of action” Cognition,
110(2), 279-283.
[11]J. W. Moore, & S. S. Obhi (2012) “Intentional
binding and the sense of agency: a review”
Consciousness and cognition, 21(1), 546-561.

故に処理速度が聴覚よりも低いと考えられる。以上を
踏まえた上で、本研究の結果を考えるとき以下のよう
な解釈が考えられる。すなわち、従来の聴覚刺激の場
合と異なり、視覚刺激においては、その処理にかかる
時間の都合上、感情価を持つ感覚入力は、
（ポジティブ
かネガティブかの）処理が一旦保留され、むしろその
効果が抑制されている可能性がある。他方、感情価の
無いニュートラル条件においては処理が保留されるこ
となく、その結果相対的に最も運動主体感を感じたと
考えることができる。
なお、本研究においては、色の評定に対して感情価
のみを用いた。しかし、人の感情は感情価(ポジティ
プ・ネガティブ)に加え、覚醒度(興奮・沈静)という 2
つの次元で構成されると考えられており、行動結果の
覚醒度を考慮した実験を行うことで、今後より詳細に
検証していく必要がある。
参考文献
[1] S. Gallagher (2000) “Philosophical conceptions of
the self: implications for cognitive science”,
Trends in Cognitive Sciences, 4(1),14 - 21.
[2] D. M. Wegner (2002). “The illusion of conscious
will” MIT Press.
[3] D. M. Wegner (2003) “The mind’s best trick: How
we experience conscious will” Trends in
Cognitive Sciences, 7(2), 65–69.
[4] J. Greenberg, T. Pyszczynski, J. Burling and K.
Tibbs (1992) “Depression, self-focused attention,
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Individ. Dif. 13, 959–965.
[5] M. Yoshie, P. Haggard (2013) “Negative
emotional outcomes attenuate sense of agency
over voluntary actions”, Current Biology, 23,
2028 - 2032.
[6] S. E. Palmer, K. B. Schloss (2010) “An ecological
valence theory of human color preference”, Proceedings of the National Academy of Science,
Vol.107, No.19, pp.8877 - 8882.
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Palmer (2016) “Ecological Effects in Cross ‐
Cultural Differences Between US and Japanese
Color Preferences” Cognitive science, 40(7),
1590-1616.
[8] P. Haggard, S. Clark and J. Kalogeras, (2002)
“Voluntary action and conscious awareness”,
Nature Neuroscience, 5(4), 382 - 385.
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Abstract

今回は，ごくわずかな時間で相手に意図した情報を伝

俳句は断片的な要素の集合であり，読者は個々の要
素を様々な情報と結びつけることにより解釈を生み出
す．この解釈過程を参考に，筆者は俳句からの物語生成
を考案している．本稿では，俳句の中の単語から単語ネ
ットワークを構築し，このネットワークの語を用いて
生成の核となる物語を生成する手順を示す．
さらに CM
に関する情報を体系的にまとめた Creative Genome の要
素を用いることで，俳句の印象を反映した CM 生成へ
の展開を目指す．
Keywords ― Haiku, Creative Genome, Integrated
Narrative Generation System.

え，読後感を与える CM を目標とする．俳句がわずか
な文字数で表現され，読者に何らかの読後感を与える
ものであるとすると，俳句と CM は，限られた枠の中
で表現し，ある印象を与えるという共通点を持ち，この
印象という観点をつながりとして俳句から CM が生成
できるのではないかと考えた．読者が俳句を読んだ時
に感じる印象が，CM の印象とつながることにより，俳
句から CM 生成のプロセスへとつながる．
CM に関するデータとして，佐々木は過去 15 年分の

1.

はじめに

日本の代表的な CM およそ 1000 本を対象として，CM

筆者らが開発中の統合物語生成システム（Integrated

のコンセプトや制作に関する手法，視聴者に与える印

Narrative Generation System : INGS）[1]は物語を自動生成

象などのデータを体系的にまとめ，これを Creative

するための機構である．ストーリーを生成するための

Genome と呼んでいる[4][5]．Creative Genome のタグに

「ストーリー生成機構」
，ストーリーの語り方を操作す

は，様々な種類が存在するが，大きく分類すると，
「印

る「物語言説機構」
，映像や音楽など表現に関する「物

象に関するタグ」と「制作に関するタグ」の二種類に分

語表現機構」
，そして様々な知識を登録した辞書群から

けられる．前者には，Creative Genome の中心的なタグ

構成される．INGS は大局構造や長さ，非現実性などの

であるコミュニケーションコンセプトタグ（CCT）をは

パラメータから物語を生成するが，本来の構想ではこ

じめ，アフォーダンス，トーン，読後感（UX）などが

うしたパラメータに限らず，画像や音楽など，多種多様

含まれる．後者は作劇パターンや物語技法などのタグ

な入力からの物語生成を考案している．本稿ではその

を持つ．個々の CM はこれらのタグから構成され，そ

多様な入力の一環として，俳句の利用を目指す．

れぞれのタグの具体的な要素の集合で表現されている．

俳句は多くの場合，わずか十七音の中に様々な情報

この Creative Genome を利用して CM の生成を目指

が詰め込まれている．読者の解釈過程では，俳句の中の

す．俳句の印象を表す単語と類似する「印象に関するタ

断片的な要素と，読者の経験，知識とが結び付き，その

グ」の要素を検索することにより，Creative Genome が

結果として読者の数だけ多様な解釈が誕生する[2]．

持つ CM の情報とつなげることができる．
「印象に関す

このような俳句の解釈過程から，筆者は俳句からの

るタグ」と「制作に関するタグ」は個々の CM ごとに

物語生成を提案した[3]．俳句からの物語生成において

つながっており，このつながりから CM の制作に関す

は，俳句中の要素をどのようにして展開していくか，ま

る情報を参照できるようになる．複数の CM が候補と

た広がった要素からどのようにして要素を選択するか

なることが考えられ，この場合俳句の印象を表す単語

が重要であると考えている．本稿では，俳句中の単語か

群とより多くのタグの要素が類似した CM の情報を利

ら，共起関係による単語ネットワークを構築すること

用する．この CM の制作に関する情報により，俳句の

により，要素の展開と選択の枠組みを示す．

印象に近い CM の生成が行う．

また一言に物語といっても，その種類は様々である．
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俳句から単語を抽出し，単語ネットワークを構築，この

ク中の動詞から選択する．この動詞の選択で

ネットワークを用いて生成の核となる物語の生成と

は，INGS に登録された，連続した事象のつ

Creative Genome のタグの選択を行うまでの手順を示す．

ながりを表すスクリプト知識を利用する．
➢

この手順の結果得られる，生成の核となる物語と CM

文生成：選んだ動詞をそれぞれ動詞概念辞書

生成のための Creative Genome の要素の集合を本稿では

で検索し，文型パターンの情報を獲得する．

CM コンセプトと呼ぶ．

動詞概念辞書とは INGS の辞書の一つである．
また文型パターンは動詞を物語で利用する

俳句からの CM コンセプトの生成過程

ための型であり，単語ネットワークの名詞を

俳句からの CM コンセプト生成の流れを図 1 に示す．

挿入することで単純な文の物語が得られる．

2.

⚫

俳句

CM 要素の選択：単語ネットワークの形容詞に基
づき，Creative Genome における CM の印象に関す
るタグを検索する．これにより，1 節で述べたよ

俳句からの単語抽出

うに，一つの CM を媒介として，CM の制作に関
するタグを参照可能となる．参照した制作に関す
るタグを用いて，CM 生成を行うことで，入力の

各単語と共起関係にある形容詞
の検索（単語ネットワークの構築）
名詞，動詞による
単語ネットワークの拡張
INGS
スクリプト知識
概念辞書

CM

核
の
物
語
生
成

俳句の印象を反映した CM が実現できる．

CMの心象に関するタグとの
要 単語ネットワークの拡張
素
の CMの製作に関するタグの
選
択 要素の選択

ここまでの手順により CM コンセプトが生成される．
CM コンセプトは，数文の物語と，Creative Genome に
おける CM の制作に関するタグの要素を複数持つ情報
の集合を想定している．

CMコンセプト

3.
図 1 俳句からの CM コンセプト生成過程

おわりに

俳句から，CM 生成のための CM コンセプトの生成
手順を提案した．俳句の印象から単語，INGS，Creative

⚫
⚫

俳句からの単語抽出：形態素解析により，俳句に

Genome を関連付けることで俳句の印象を反映した CM

含まれる単語を抽出する．

生成のための CM コンセプトを生成する．今後，本稿

単語ネットワークの構築：抽出された単語に関し

で提案した CM コンセプト生成のアルゴリズムを詳細

て，単語ネットワークを構築する．この手順では

化し，プログラムの実装および評価・検証を行う．

俳句から抽出された単語と共起関係にある形容詞
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できる．
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核の物語生成：
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単語ネットワークの拡張：すべての単語ネッ
トワーク中の形容詞と共起関係にある名詞
と動詞を検索しネットワークを拡張する．

➢

動詞の選択：単語ネットワークと結びついた
名詞と動詞を用いて，生成のための核となる
物語を生成する．各単語ネットワーク中の動
詞をリストアップし，これらの動詞の中から
物語の最初の事象として利用する動詞を選
択する．次に最初の動詞の事象に続く事象を
生成するための動詞を他の単語ネットワー
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ベクトル空間モデルによる人の四項類推の最適近似

Optimal Estimation of Analogy using Vector-Space
Models
加藤 龍彦 † ，日高 昇平 †
Tatsuhiko Kato, Shohei Hidaka
†

北陸先端科学技術大学院大学

Japan Advanced Institute of Science and Technology
skylark@jaist.ac.jp

概要
人の記憶は物事の間の関係性，つまり意味を基盤と
して構造化されている．本研究ではこうした意味構造

ベクトル空間モデル

トピックモデル

グラフのノード

空間上の点

単語上の確率分布

意味

グラフのエッジ

点間の距離

トピック上の確率分布

表 1 意味表現の代表的なモデルクラス．1 行目はモ

のモデルとしてベクトル空間モデル，特に Skip-gram

デルにおいて概念がどのように表現されているか，2

に着目して分析，その四項類推が一部単語クラスにつ

行目は同様に意味がどのように表現されているかを

いて最適化されていないことを示す．その上で，四項

示す．

類推になりたつ関係を用いて，モデルの類推能力を人
により近似するような演算を提案，それによって四項

トル空間モデルの発想に則って提案されてきた．本稿

類推の性能を大きく向上可能であることを示す．この

では，ベクトル空間モデルの中でも特に Skip-gram に

ことは，四項類推関係を一般化することで単語空間の

焦点を当てて分析を行う．その理由としては，本稿執

関係性をよりよく捉えることができることを示唆す

筆現在最高精度で四項類推課題に回答可能なモデルで

る．

あること [5]，またモデルの学習方法が共起関係を直

キーワード：意味表現, 類推, ベクトル空間モデル

1.

意味ネットワークモデル
概念

接圧縮するような単純で本質的ものであること，の二

はじめに

点がある．
このようなモデルの基本的な仮定は分布仮説である

象は動物の一種である，リスは木の実を食べる，と

[10]．それによれば，コーパス中の単語間のある文脈
における共起関係を知ることで，その意味的関係につ
いても多くを学ぶことができるという．例えば「王」，

いったように，環境中の物事は相互に関係して存在す
る．限られた資源の下で効率的な情報処理を行う必要
がある脳やコンピュータにとって，これらの関係をど
う利用して情報を処理するかは重要な問題である．こ

「女王」，
「男」，
「女」という 4 つの単語を考えてみよ

のような意味表現の問題は，記憶や学習といった認知

う．
「王」や「女王」は「戴冠」などの王位に関連する

の重要な課題と密接に関連し，認知科学の根本的な問

語と多く共起し，
「男」や「王」は「髭」などの男性に

いとされる [3]．

関する語と，
「女」や「女王」は「化粧」など女性に関

意味表現をモデル化する試みとして，これまでに意

する語とそれぞれ多く共起する．そのため，共起関係

味ネットワークモデル [2]，ベクトル空間（または意

は「王」と「女王」が同じ「王族」という単語クラス

味空間）モデル [4]，トピックモデル [3] といったモデ

に属する，といった意味的な関係を捉えていると考え

ルが提案されてきた．各モデルはそれぞれ，どのよう

られる．

に単語や概念，またそれらの間の意味を表現するか，

本研究では，ベクトル空間モデルが人の意味表現の

という点で異なる（表 1）．中でも近年，機械学習分

モデルとしてどこまで妥当かを検討するため，モデル

野においては単語表現のモデルとしてベクトル空間モ

の代表例として Skip-gram を取り上げ分析，四項類推

デルが注目されてきた [11, 7, 6, 8]．例えば word2vec

関係を一般化することでより人の類推を近似するよう

(Skip-gram モデル) [7, 6] は，簡単な四項類推課題に

な演算を定式化する．

おいてではあるが，人と近似した回答を高精度で与え

2.

四項類推課題と Skip-gram モデル

ることが示されている. 認知科学においても，潜在意

認知科学において四項類推は，
「関係性の間の関係

味解析 (LSA)[4] をはじめ，多くの言語モデルがベク

性」という高次の理解を必要とするため，人の推論
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能力の重要な特質とされてきた [12]．四項類推課題と

テストセット中でのクラス名

例題

は，(a : b) と (c : d) の対からなる 4 つの単語や物の

capital-common-countries
capital-world

Berlin : Germany :: Paris : France
London : England :: Rome : Italy

currency
city-in-state

Japan : yen :: USA : dollar
Boston : Massachusetts :: Honolulu : Hawaii

family

man : woman :: king : queen

gram1-adjective-to-adverb

amazing : amazingly :: calm : calmly

gram2-opposite
gram3-comparative

acceptable : unacceptable :: aware : unaware
bad : worse :: big : bigger

gram4-superlative

bad : worst :: big : biggest

gram5-present-participle

code : coding :: dance : dancing

gram6-nationality-adjective

France : French :: Germany : German

gram7-past-tense

dancing : danced :: decreasing : decreased

gram8-plural
gram9-plural-verbs

banana : bananas :: bird : birds
decrease : decreases :: describe : describes

内 a,b,c のみが与えられたとき，(a : b) の関係と (c :

d) の関係から d を推定する，という課題である [12,
p.147]．この課題に対して想定される回答を得るため
には，(a : b) ， (c : d) それぞれの関係を発見し，そ
こから D を推定する必要がある．例えば，
「大阪府」と
「大阪市」に対して「石川県」に対する d は何か，と
いう問いには県-県庁所在地という関係を満たす「金
沢市」が想定される回答となる．
近年自然言語処理分野においては，四項類推が単語

表 2 モデルの類推性能のテストで標準的に使用され

埋め込みモデルの意味の表現能力の評価課題として採

る Google テストセットの各課題クラスとその例題．::

用されている．Mikolov ら [7, 6] は，単語ベクトルを

で区切られた左右二組が関係性を持つ．

用いて四項類推を行うための演算として以下を提示
した:

必要な演算（演算 (1) と同じもの) と，この演算が人

f (wa , wb , wc ) = arg max(sim(wc − wa +wb , wd )) (1)

の類推と合致する必要条件として空間上での平行四辺

wd

形関係を定式化し，人を用いた実験を行って理論の妥

ここで wi はある語 i の単語ベクトル表現で，wd が

当性を検証している．また，人による単語の自由想起

推定結果の単語である．また，関数 sim(v, w) は特

課題の評価スコアとコーパスの共起頻度によって作成

定の類似性の指標で，典型的にはベクトル v, w のコ
サイン類似度 ∼ (v, w)

=

v⊤ w
∥v∥∥w∥

した単語表現の間には強い正の相関関係が存在するこ

を用いる. 例え

ば，(man, woman), (king, ?) が与えられた場合には，

wking − wman + wwoman ≈ wqueen という結果が正答
となる．

3.

とも確かめられており [5]，ベクトル空間モデルによ
る人の類推能力の表現には一定の妥当性があると考え
られる．
それにも関わらず先行研究のモデルが人の類推をう
まく近似できない理由の 1 つとして，モデルが単語

Skip-gram と人の類推

の共起関係の情報圧縮に主眼を置いており，類推課題

Skip-gram は現行のモデル中で最高精度の四項類推
課題正答率を持つと述べたが，モデルの正答率の評価

への高い正答率はその副産物として表れる，というこ
とが挙げられる．モデル上の類推である演算 (1) は必

に使用されるスタンダードな課題セット (以下 Google

ずしも人の類推の近似を目的としていない．本研究で

テストセット) は，人の基準からすると単純なもので

は，演算 (1) を四項類推関係が成立するために適切な

ある．このテストセットは 14 のクラスに分けられた

部分空間の選択も含めて一般化したベクトル演算を定

19544 組の類推課題からなり，例えば，よく知られた
(man : woman :: king : queen) や (Germany : Berlin

式化し，この演算がよりよく人の類推を近似できるか
を検討する．

:: France : Paris) といった意味的課題と (bad : worse
:: big : bigger) のような文法的課題を含む（表 2）．そ
のため人であれば，必要な単語さえ記憶していれば関

3.1

係性を見抜くことは容易で，100 ％に近い精度で回答

Skip-gram のベクトル演算は最適か

我々は定式化の前段階として，Skip-gram [7, 6] に関

できると思われる．しかし (1) による演算では，いく

して探索的な分析を行った [13]. その結果，以下の示

つかのクラスについてはモデルの正答率は 30-40%程

唆を得た. （1）Skip-gram の単語表現では，語の関係

度と低い．

を上記のベクトル演算で捉えられない単語クラスがあ

一方，共起関係を用いた単語埋め込みと人の類推能
力とが強く関連する，ということも調べられている．
演算 (1) の結果が「正しい」回答になるためには，ベ

る（関連研究 [1]）.（2）四項類推に本質的な特徴を捉
えるには，単語の共起確率で十分である. （1）を端的
に示す結果が，すでに参照した Google テストセット

クトル空間上の単語表現の対の差が近似的に平行四
辺形になっている必要があるが，Rumelhart ら [9] は

1973 年の時点で既にベクトル空間上でアナロジーに
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図 2 Google テストセットのクラス毎正答率に関し

図 1 Google テストセットのクラス毎正答率．縦軸

て，演算（1）と提案手法を比較した．縦軸はデータ

はデータセット中でのクラス名，横軸は各クラスの全
データ中の正解の割合を示す．

セット中でのクラス名，横軸は各クラスの全データ中

[6]1 に対する単語クラス毎の正答率である（図 1）．こ
の図では，対義語（gram2-opposite），形容詞−副詞

4.1

の正解の割合を示す．

（gram1-adjective-adverb），通貨（currency）の 3 ク

演算の一般化は，Skip-gram の単語の持つ次元の分

ラスだけ正答率が 30%程度と低くなっていた．この結

布の性質を考慮し，類推によって発見したい単語の分

果は，Skip-gram のベクトル演算が，ある単語クラス

布とそれ以外の単語の分布を切り分けるような次元を

の四項関係を適切に表現していないことを示唆する．

4.

最適ベクトル演算の推定

重み付けるよう行う．

Mikolov らが Skip-gram を用いて訓練した単語表

定式化

2

現 は各 300 次元を持つ約 300 万の単語によって構成

前節の Skip-gram の検討において示された，類推精

される．これら約 300 万単語の各次元は，近似的に指

度の低い種類の単語群にも有効なベクトル演算を調べ

数分布

るため，本研究では以下のように定式化を行う. 4 単

P (V |Λ) ∝ λe−λ|V |

語 wi , wj , wk , wl の四項類推に相当するベクトル演算

に従う．ここで V は単語表現中の全単語からなる行列

を以下のように定義する：

である．Mikolov らの演算による四項類推においては，

gM1 ,M2 (wa , wb , wc ) =

四単語 wa , wb , wc , wd が与えられた時これら約 300 万
単語の中から wa − wb + wc にコサイン類似度で最も

arg max(sim(M1 wc − M1 wa + M2 wb , M2 wd ))
wd

近い単語として wd が選択される必要がある．そのた

ここで M1 , M2 は回転や平行移動などのある線形変換

め，w1 = wc − va + vb とすると，このような類推にお

である. この変換の対 (M1 , M2 ) で定義されるベクト

いて誤った回答 (wd 以外の単語を選択する確率) を得

ル演算 gM1 ,M2 により先行研究のモデルを拡張する. こ

る確率は以下のように定式化できる．

の定式化で，M1 = M2 = I (ここで I は単位行列) と

P (error) = P (∥Vi − wd ∥ < ∥w1 − wd ∥)

すると，先行研究 (式 (1)) と一致する (f = gI,I ). こ
のような演算の一般化により，人の四項類推を表現す

式中の ∥Vi − w1 ∥ < ∥w1 − wd ∥ は，全単語の内 w1

るのに平行四辺形関係より優れた演算を模索する．

との距離が wd よりも近い単語が存在することを表す．
このエラー確率を最小化するような重みを用いて単語
の次元を選択することで，演算 (1) を次元の選択も含
めて最適化することができる．積分に関する計算から

1 https://github.com/tmikolov/word2vec/blob/master/questions2 ”GoogleNews-vectors-negative300.bin.gz”,
words.txt
https://code.google.com/archive/p/word2vec/
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この定式化の厳密解を得ることは難しいため，本研究

項類推課題を最適に解く方法を模索したが，今後の研

ではその 1 つの近似として，ϵ = ∥Va,i − Vb,i ∥ として

究としては四項類推関係を用いて，言語中にどのよう

以下の重みを用いる．

な単語間の関係を発見可能かを検討予定である．

wi = emax(Va,i )−max(Vb,i )+ϵ

文献

(2)

以下の実験は約 300 万の単語ベクトル表現の各 300 次
元をこの wi によって重み付けした演算 (1) によって
行った．これは，四項類推に最適な部分空間を用いる
ことで演算 (1) を拡張することを意味する．

5.

結果

提案手法で Google テストセットの四項類推の正答
率を計算した結果を図 2 に示した．多くのクラスに
おいて 10-20 ％程度正答率が向上していることがわか
る．また以下の表は，2 つの演算のテストセット全体
での正答率である．全体としても，正答率が 7 ％程度
向上していることがわかる．
演算（1） 提案手法

69%

76%

今回の結果とは訓練コーパスなどの実験環境が異
なるため厳密な比較はできないが，現在自然言語処理
分野において最高精度を持つとされる演算 (3CosMul)
は，(1) と比較して 2〜3 ％程度の向上しか見せておら
ず，その性能も 71%に留まる [5]．そのため，提案手法
はモデルの類推性能を大きく向上させたと言える．こ
れは，四項単語の対応付けを最大化しつつエラーとな
る確率を最小化するような次元によって重み付けを行
う，という本研究のアプローチの有効性を示している．

6.

議論・考察

上の結果から，我々が提案した部分空間の選択につ
いても考慮したベクトル演算によって，四項類推の性
能が他の関連する先行研究の手法と比べても一部大き
く向上することが分かった．本研究の限界として，上
述のように本研究の実験で用いた重みが近似的な計算
に基づくものであることが挙げられる．そのため，よ
り厳密な計算に基づく重みを使用することで，四項類
推関係を捉えるような演算を推定可能であると考えら
れる．
本研究の結果は，類推関係を捉えるための演算・規
則が，従来想定されてきたよりも多様であり得ること
を意味する．言い換えれば，こうした多様な四項関係
を積極的に利用する事で，単語の共起関係に潜在する
意味構造を探索できる可能性を示唆する．本研究では

Google テストセットを用い，人が事前に選択した四
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自然の循環と融合の論理のモデルを考える

Researching into Model of Logic on Circulation and Fusion in Nature
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キーワード : ラティスの構造モデル，３軸認知場のモ
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[アブストラクト・abstract]
【１】２１世紀に生きるわれわれは人間の過去の営みが
招いた地球規模の難題群の発生に直面している．
【２】これらに主体的かつ能動的に対処するためには,
環境の淘汰圧に対する自由度の高い，環境の変化に中立
的な，経験と学習の認知，思考と行動，評価・感情を自
己完結的に実現しなければならない．
【３】それは，自然の循環と融合の論理に適合するよう
に，営みの全方位において，高深度・広域・高次の経験
と学習の認知，思考と行動，評価・感情を自己完結的に
実現することでなければならない．
【４】自然や社会の系には，部分（ＸorＹ）／全体（Ｘ
andＹ）, 深さ（ＸorＹ）／拡がり（ＸandＹ）, 斥け合
う（ＸorＹ）／引き合う（ＸandＹ）, 競争（ＸorＹ）／
協調（ＸandＹ）など，
「自然の循環と融合の論理」を表
わす「（ＸorＹ）／（ＸandＹ）
」という互いに相補的なベ
クトルの枠組みが多様に存在している．
この枠組みは，
（ＸorＹ）という主としてタテ方向の演
繹の推論プロセスと，
（ＸandＹ）という主としてヨコ方
向の帰納の推論プロセスの，相補的な相互作用を表わし
ている．
【５】
自然の循環と融合の論理に適合するための条件は,
時間の情報を主成分とする演繹の推論（ＸorＹ）と，空
間の情報を主成分とする帰納の推論（ＸandＹ）という，
互いに相補的な（complementary）推論を接合して，時空
間の情報をアブダクションという高次の推論で統合し，
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経験と学習の認知，思考と行動，評価・感情を，高深度・
広域・高次のストーリー線として自己完結的に自己組化
していくことである.
（１）We live in 21 century and are faced with many difficult
problems of the Earth which humans have ever brought about.
（２）To cope with these problems independently and actively,
We have to realize such Cognition of experience and learning,
Thinking and Action, Evaluation and Emotion selfconclusively as being of high degree of freedom for
environmental selective pressure, and neutral to environmental
change.
（３）That should be carrying out and realizing wide , deep,
and high-dimensional activities self-conclusively in Cognition
of experience and learning, Thinking and Action, Evaluation
and Emotion omni-directionally in order to adapt ourselves to
Logic on Circulation and Fusion in Nature.
（４）In natural and social systems, we find there many kinds
of framework of complementary vectors as part（ＸorＹ）／
whole（ＸandＹ）, depth（ＸorＹ）／width（ＸandＹ）,
exclude（ＸorＹ）／include（ＸandＹ）, competition（Ｘ
orＹ）／cooperation（ＸandＹ）, and so on.
These framework express complementary interaction between
mainly vertical inference process of deduction and mainly
horizontal inference process of induction.
（５）It may be the condition for adapting ourselves to Logic
on Circulation and Fusion in Nature to unite time information
based inference of deduction and space information based
inference of induction to space-time high-dimensional
integration inference of abduction, to self-organize Cognition
of experience and learning, Thinking and Action, Evaluation
and Emotion self-conclusively as wide, deep, and high
-dimensional story line in everyone’s cognitive field of brain.
１ 広域学の基盤の確立を目指す研究の経緯を述べる
【１】昨年２０１７年，わたくし（筆者）は『自然の循
環の論理と人間の情報処理』というテーマについて，合
計４回の学会発表をした．
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【２】わたくしは，１９８４年に，人間の経験と学習の
認知，思考と行動，評価と感情の不可思議を解明してい
きたいと決心した．
【３】社会では，当時から既に地球規模の難題の萌芽を
示す傾向が感じられるようになっていた．
【４】わたくしは，人間が自らの恣意性に任せ惰性に流
れてしまって，人間の持続可能性を危うくするような事
態に陥ることのないように，今からそのライフスタイル
を変える方向に人間の経験と学習の認知，思考と行動，
評価と感情の望ましい情報処理の構造モデルを描いてい
かなくてはならないと考えた．
【５】１９９０年までの６年間は，関連する基本的な文
献や書籍を探索して，知見を学ぶとともに，１９６４年
から積み上げてきた自らの２０年間の仕事における経験
と学習の認知，思考と行動，評価と感情の事跡を振り返
って，個人と集団の営みを分析し総合する試みに取り組
んだ．
また，多様な分野における重点領域研究の発表会，多
様な分野における学術団体や研究者の講演会に参加して，
新たな知見を学ぶとともに，自らのテーマに関わる視点
から積極的な質疑を試みていった．
【６】１９９０年から，日本認知科学会での発表を皮切
りにして，研究発表の活動を開始した．
また，日本シミュレーション＆ゲーミング学会など，
いくつかの広域的な学会に入会するとともに，大学の研
究会にメンバーとして参加し，大学院のシステム科学の
講義にも出席して，
学術の研究者と交流を重ねていった．
【７】人間の営為と自然の循環が調和し，融合する世界
を実現しなければならない．明治の開国の時期に夏目漱
石が理想としたといわれる則天去私の世界を人間の心の
理想として，来るべき困難な時代のコンセプトを構築し
ていかなければならない，と考えながら学術の研究と発
表に取り組んでいった．
【８】１９９６年には，東京でアブダクション研究会を
設立し，今日に至るまで２０年以上にもわたって，実に
多くの皆様と広域学の基盤の確立に向けて，アブダクシ
ョン研究会を開催してきた．
設立会合では，
『部分域と全体域の誘導合致のモデル』
の概念構想を説明した．誘導合致（induced fit）という語
は，生物物理学の清水博氏が自らの講演会で誘導合致と
いう酵素反応の用語を援用されたのに触発されて用いた
ものである．
程なく，わたくしは『部分域と全体域の誘導合致のモ
デル』と数学におけるラティスの論理との同型性に気づ
いたので，自らのコンセプトを『ラティス（lattice）の構
造モデル』と称するようになり，そのように命名した．
【９】１９９７年に東京大学安田講堂で開催された日・
米・欧３極の環境工学シンポジウムで，わたくしは場内
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から質疑に立ち，人間と社会が目指さなければならない
方向として『トレード・オフ（trade-off）からラティスの
構造へ』という考え方を提唱した．
【１０】１９９９年に京都大学で開催された日本機械学
会・第１回生産加工／工作機械部門講演会で，わたくし
は基調講演の一つとして，『人の営為の質の転換を求め
て』というテーマで講演し，三本の式と一つの定数から
なる『ラティスの構造モデル』について，説明をした．
【１１】２００３年には，一つの定数を導出する恒等式
を生み出すことができた．このことによって，四本の式
からなる現在の『ラティスの構造モデル』が完成した．
【１２】２００４年からは，『ラティスの構造モデル』
（Model of Lattice Structure）と一体をなす次の四つのモデ
ルを整合的に構築することに集中的に取り組んだ．
（１）『３軸認知場のモデル』
（Model of 3 Axial Cognitive Field）
（２）
『双方向の自然の循環ネットワークモデル』
（Interactive Circulation Network Model of Nature）
（３）『自然の高深度・広域・高次の循環モデル』
（Model of deep, wide, high-dimensional Circulation of
Nature）
（４）
『人間の全方位の持続可能な思考と行動のモデル』
（Model of Omni-directional Thinking and Action of Human
for Sustainability）
【１３】このようにして，昨年２０１７年には，１９８
４年に創案することを発意し，１９９０年から発表して
きた『自然の循環の論理と人間の情報処理』という理論
モデルの大枠が完成した．
【１４】そのポイントは，「自己・人間」という部分域
の最適化（ＸorＹ）と，「他者・生態系」を含む全体域
の最適化（ＸandＹ）という二つの相補的なベクトルが，
共進化を達成して，融合し統合することにある．
【１５】昨年２０１７年は，各国の国内でも，また国際
的にも，世界の広域的な市場統一を目指すグローバリズ
ム（ＸandＹ）と，各国の主権による民族文化と利益の尊
重を目指すナショナリズム（ＸorＹ）が，激しく相克す
る潮流がはっきりと顕在化した，歴史的な節目の年でも
あった．
人間という種の絶滅を回避するためには，二つの相補
的なベクトルが，共進化を達成して，融合と統合の道を
たどる以外に賢明なる選択肢はなく，これこそが世界の
安定装置としてのわが国の進路であるのかも知れない．
２ 広域学の基盤を確立するために中間の世界の論理を
考える
世界をマクロスコーピックに捉える相対性理論は，実
在論的な立場から，主として演繹的な論理（ＸorＹ）に
基づいて構築され，展開されてきた．また，世界をミク
ロスコーピックに捉える量子力学や量子場理論などの量
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子論は，確率論的な立場から，主として帰納的な論理（Ｘ
andＹ）に基づいて構築され，展開されてきた．
これらに対し，自然や社会の系における循環と融合や
ネットワークの問題など，われわれの目線のレベルのリ
アリティーを取り扱うメゾスコーピックな中間の世界は，
実在論的な立場と確率論的な立場が共存する世界である
ように思われる．そこでは，因果的な現象と相関的な現
象が相補的に共存し，演繹的な論理（ＸorＹ）と帰納的
な論理（ＸandＹ）が相補的に共存している．
そして，そのような中間の世界が有する特性や条件が
あるからこそ，自然史や人類史という歴史的な時空間の
ストーリー線が連綿として織り上げられ，刻まれてきた
のである．
中間の世界の論理とは，時間の情報が主成分の演繹に
よる貫く推論（ＸorＹ）と，空間の情報が主成分の帰納
による連ねる推論（ＸandＹ）が，互いに相補的に接合し
合って，時空間の情報をアブダクションという高次の推
論で統合し，世界の今ここにおいて存在し生起する事物
や事象の情報を，高深度・広域・高次のストーリー線と
して自己完結的に自己組織化していく，自然や社会のシ
ステムの循環と融合の論理のことである．
２１世紀に生きるわれわれは人間の過去の営みが招い
た地球規模の難題群の発生に直面しているが，これらに
主体的かつ能動的に対処して持続可能性を確保するため
には,既存の領域的な知識をベースに，
新たな領域的な知
識を探究し，それらを高深度・広域・高次のより一般的
な知識に組み換えていくことを目指す広域学の基盤を確
立していかなければならない．
そして，それは中間の世界における循環と融合の自己
組織化の論理を探究して，われわれが実践できる知見と
して確立していくことであろう．
３ 持続可能性を確保する「自然の循環と融合の論理」
を考える
3.1 今や地球規模の難題群の発生に直面している
２１世紀に生きるわれわれは，地球環境問題，資源・
エネルギーの枯渇，貧富の差の拡大，人口の爆発，難病
の発生，災害や事故の巨大化，民族・宗教・文化・政治・
経済をめぐる対立と紛争の激化，凶悪な犯罪やいじめ・
虐待行為の多発など，
地球規模の難題群の発生に直面し，
今や紛れもなく，生存と進化の袋小路に陥っている．
3.2 自然や生命・社会の系には保存と変革の相補的な循
環と融合の方向性がある
自然や生命・社会の系には,（１）安定度を増大させる
保存の方向性,すなわち,内部エネルギーを減少させる方
向性と,（２）自由度を増大させる変革の方向性，すなわ
ち,エントロピーを増加させる方向性，
の相補的な二つの
ベクトルが相互に作用し,循環して,融合という臨界性を
実現し,システムの恒常性（ホメオスタシス）や定常性が

524

維持されているものと考えられる.
そして，前者は自然や社会の系の部分域同士が，互い
に斥け合う（ＸorＹ）という排他的な作用を志向して，
保存のベクトルとして働き，後者は自然や社会の系の部
分域同士が，互いに引き合う（ＸandＹ）という包括的な
作用を志向して,変革のベクトルとして働く．
3.3 持続可能性を確保する「自然の循環と融合の論理」
は，相補的なベクトルを逆理（パラドックス）とみなす
数学や論理学の論理を乗り越える
例えば，人間の脳という自然の系では，その情報処理
に当たって，情報の自己言及，個の情報と全体の情報の
相互作用，情報の自己組織化という機能を発揮している
が，そのダイナミックスを説明するためには，自然の系
の相補的なベクトルの相互作用の論理を必要としている．
ところが，
人間が生み出した数学や論理学の論理では，
今日に至るまで，こうした相補的なベクトルを逆理（パ
ラドックス）とみなして，自らは対象とせずに，その取
り扱いを専ら哲学的な推論に委ねてきた．
「自然の循環と融合の論理」とは，自然や生命・社会
の系に内在する論理であり，自然や生命・社会のシステ
ムを,その部分域同士が互いに斥け合うという，
ネガティ
ヴ・フィードバックと, その部分域同士が互いに引き合
うという，ポジティヴ・フィードバックの間の大きなネ
ガティヴ・フィードバックの行き来として捉え，恒常性
や定常性を自己完結的に実現して行く，非平衡システム
における非線形の動態的な論理のことである．
２１世紀に生きるわれわれは人間の過去の営みが招い
た地球規模の難題群の発生に直面している．
そして，それらは根源的には，近代以降の主知主義的な
伝統によって，数学や論理学の「演繹の論理」に対する
過度の傾斜と偏向が続いてきたことに起因している.
つまり，近現代の長い期間を通じて，自然や生命・社
会の系が示す相補的な二つのベクトルの間の循環と融合
を，高深度・広域・高次の思考や行動として実現するこ
とができずに，
「演繹の論理」によって，主として領域的
で高深度の知識と行動を追求し，専ら足元の部分域の最
適化だけを優先して実現し続けた営みの累積的な結果が
招いた不幸な結末だと言えるだろう．
様々な時間・空間のスケールで問題が生起し，多様な
姿をもつ自然を破壊し自律的な人間の精神の荒廃を伴っ
てきた地球規模の難題群の発生に対して，われわれが主
体的かつ能動的に対処して持続可能性を確保するために
は,人間の営みのパラダイムを，
自然の循環と融合の論理
とよりよく適合するものに転換しなければならない．
４ 「自然の循環と融合の論理」は，時間の情報と空間の
情報を統合する高深度・広域・高次の推論を実現する
4.1 時間の情報と空間の情報を織り合わせて統合する
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タテ糸としての時間の情報とは，Ｘの後にＹが継起する
非同期的な情報の組み合わせであり，ヨコ糸としての空間
の情報とはＸとＹが隣接し同期する非継起的な情報の組
み合わせである．
人間はタテ糸の時間の情報とヨコ糸の空間の情報をあ
たかも縄をあざなうように織り合わせて，時空間の情報構
造として統合し，高深度・広域・高次の推論を実現する．
4.2 演繹は時間的な情報の同型性に基づく類比の推論で
ある
時間の情報−空間の情報−時間の情報の順で統合された
時空間の情報構造は，「ＸにＹが継起するように，Ｘ’に
Ｙ’が継起する」という時間的な情報の同型性に基づくタ
テ型の類比の推論を実現し，演繹の推論と呼ばれる．
演繹の推論は，領域・高深度の情報処理を担う．
4.3 帰納は空間的な情報の同型性に基づく類比の推論で
ある
空間の情報−時間の情報−空間の情報の順で統合された
時空間の情報構造は，「ＸがＹと同期するならば、Ｘ’が
Ｙ’と同期する」という空間的な情報の同型性に基づくヨ
コ型の類比の推論を実現し，帰納の推論と呼ばれる．
帰納の推論は，広域・低深度の情報処理を担う．
4.4 アブダクションは演繹と帰納を接合する高次の統合
の推論である
時間の情報−空間の情報−時間の情報の順で統合された
タテ型の類比の推論と，空間の情報−時間の情報−空間の情
報の順で統合されたヨコ型の類比の推論を，蓋然的に接合
して，高次のレベルで統合するのが，アブダクションと呼
ばれる斜め（ナナメ）型の高次の統合の推論である．
それは，「Ｙ’がＹ”と同期するならば，Ｘ’がＸ”と
同期する」という類比の逆行推論（retroduction）を実現し
て，Ｘ’とＸ”を蓋然的に高次のレベルで統合し，引き続
くタテ型の類比の推論に対して高次の前提をもたらす．
アブダクションの推論は高深度・広域・高次の情報処理
を担う．
５ 『ラティスの構造モデル』は自然や社会の相補的な
二つのベクトルの間の「循環と融合の論理」を表わす自
然のシステムの相互作用のモデルである
5.1 自然のシステムの保存（ＸorＹ）と変革（Ｘand
Ｙ）の二つの相補的なベクトルの相互作用を表わす
Ｘ, Ｙ, ＸorＹ（exclusive）,ＸandＹ,からなる数学
的なラティスは静態的な論理概念である.
『ラティスの構造モデル』
（Model of Lattice Structure）
は自然や社会の系の互いに“斥け合う”というネガティ
ヴ・フィードバックをラティスのＸorＹに見立てて（Ｘ
orＹ）と表わし,互いに“引き合う”というポジティヴ・
フィードバックをラティスのＸandＹに見立てて（Ｘand
Ｙ）と表わして,脳を含む自然や社会の系の保存（Ｘor
Ｙ）と変革（ＸandＹ）の二つの相補的なベクトルの相互
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作用を，次の四本の計算式で表現する自然の循環と融合
の論理の構成的な動態モデルである.
5.2 部分域Ｐ₂とＰ₁の相互作用を①〜④式で表わす
自然や社会の系において,相互に作用する二つの部分域
をＰ₂ ，Ｐ₁ とし,それぞれが保持するエネルギーの準位
の相対的な比率を ℓＰ₂，ℓＰ₁ として, ℓＰ₂＝１，
1＞ℓＰ₁＞０，とする.
ℓＰ₂／ℓＰ₁＞（ℓＰ₂＋ℓＰ₁）／ℓＰ₂
ℓＰ₂／ℓＰ₁＜（ℓＰ₂＋ℓＰ₁）／ℓＰ₂
ℓＰ₂／ℓＰ₁＝（ℓＰ₂＋ℓＰ₁）／ℓＰ₂
(ＦＬ＋ＣＬ)2＝ＦＬ

①
②
③
④

ＦＬは,系における，二つのベクトルの融合という臨界点
のエネルギー準位を意味する．
ここでエネルギー準位とは,位置エネルギーと運動エネル
ギーを合わせた全エネルギーの準位をいう.
ＣＬは相互作用のために,Ｐ₂からＰ₁へ移動するエネル
ギ－の準位をいう.
5.3 二つの計算項が互いに相補的な動きを示すことがわ
かる
二つの計算項 ℓＰ₂／ℓＰ₁，（ℓＰ₂＋ℓＰ₁）／ℓＰ₂ は,
ℓＰ₂とℓＰ₁の格差が大きくなると,前者の計算項の値が大
きくなり,後者の項の値が小さくなる.
ℓＰ₂とℓＰ₁の格差が小さくなると,前者の計算項の値が
小さくなり,後者の項の値が大きくなる.
このように二つの計算項 ℓＰ₂／ℓＰ₁ ,（ℓＰ₂＋ℓＰ₁）
／ℓＰ₂ が互いに相補的な動きを示すことがわかる.
5.4 左辺を「引き合う力」，右辺を「斥け合う力」と見立
てる
ℓＰ₂／ℓＰ₁を「引き合う力」を表象するものと見立てる
ならば,（ℓＰ₂＋ℓＰ₁）／ℓＰ₂ は「斥け合う力」を表象す
るものと見立てることができる.
5.5 ℓＰ₁は値の小さい値域で有理数，値の大きい値域で無
理数を取る
これは式①式②において,ℓＰ₁が, ℓＰ₁＜（√５－１）
／２≒0.61803398 の値域で有理数の値を取り, ℓＰ₁＞
（√５－１）／２≒0.61803398 の値域で無理数の値を取
るときに実現する.
5.6 式①では離隔する部分域同士が「引き合う力」が勝り，
式②では近接する部分域同士が「斥け合う力」が勝る
この場合，「引き合い」では，互いの波長が離隔する二
つの波形同士が波形と情報の類似（共通）性を探索し合い，
「斥け合い」では，互いの波長が近接する二つの波形同士
が波形と情報の差異（領域）性を探索し合う作用をする．
結果として式①では「引き合う力」が勝ることになる．
反対に式②では「斥け合う力」が勝ることになる．
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5.7 左辺を「斥け合う力」，右辺を「引き合う力」と見立
てる
ℓＰ₂／ℓＰ₁を「斥け合う力」を表象するものと見立てる
ならば，（ℓＰ₂＋ℓＰ₁）／ℓＰ₂ は「引き合う力」を表象
するものと見立てることができる．
5.8 ℓＰ₁は値の大きい値域で有理数，値の小さい値域で無
理数を取る
これは式①式②において，ℓＰ₁が，ℓＰ₁＞（√５－１）
／２≒0.61803398 の値域で有理数の値を取り，
ℓＰ₁＜（√５－１）／２≒0.61803398 の値域で無理数の
値を取るときに実現する.
5.9 式①では離隔する部分域同士が「斥け合う力」が勝り，
式②では近接する部分域同士が「引き合う力」が勝る
この場合，「引き合い」では，互いの波長が近接する二
つの波形同士が波形と情報の類似（共通）性を探索し合い，
「斥け合い」では，互いの波長が離隔する二つの波形同士
が波形と情報の差異（領域）性を探索し合う作用をする．
結果として式①では「斥け合う力」が勝ることになる．
反対に式②では「引き合う力」が勝ることになる．
5.10 式③の解は，左辺の作用の力と右辺の作用の力が均
衡する臨界点（ＦＬ）のエネルギー準位を示す
式③の解は，ℓＰ₁＝（√５－１）／２≒0.61803398 と
なる．それは，この値で，左辺の項が示す作用の力と，右
辺の項が示す作用の力が均衡していることを示すところ
の，臨界点（ＦＬ）のエネルギー準位を意味している．
これにより，式④において，ＣＬ＝√｛(√５－１)／２｝
－（√５－１）／２≒0.168117389 となる.
5.11 臨界性からの逸脱と臨界性への回帰が自然の循環と
融合の現象を示している
式①の作用が，式③の臨界性からの逸脱である場合には，
式②の作用は，式③への回帰となる．また，式②の作用が，
式③からの逸脱である場合には，式①の作用は，式③の臨
界性への回帰となる．
臨界性からの逸脱と臨界性への回帰が自然の循環と融合
の現象を示している．
６ 「自然の循環と融合の論理」は，時間の情報と空間の
情報を時空間の情報構造として統合し，三態様の「自然
の循環と融合の論理」を実現する
『自然の高深度・広域・高次の循環と融合のモデル』
（Model of deep,wide, high-dimensional Circulation and
Fusion of Nature）は，
［フェーズ I］
［フェーズ II］
［フェ
ーズ III］という三態様の「自然の循環と融合の論理」
を実現している．
6.1 ［フェーズ I］は高深度・領域の循環と融合の論理
を示す
5.9 のように，式︎①が［離隔する部分域同士が互いに
斥け合う作用］
（ＸorＹ）＞［近接する部分域同士が互い
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に引き合う作用］
（ＸandＹ）で, 式②が［離隔する部分
域同士が互いに斥け合う作用］
（ＸorＹ）＜［近接する部
分域同士が互いに引き合う作用］
（ＸandＹ）の場合,自然
は［フェーズ I］として,近接する部分域同士が互いに引
き合う作用と，離隔する部分域同士が互いに斥け合う作
用が交互に現われる，高深度・領域の循環と融合の論理
を示す．
この高深度・領域の循環と融合の論理は，演繹の推論
に当たるものである．
6.2 ［フェーズ II］は低深度・広域の循環と融合の論
理を示す
5.6 のように，式①が［離隔する部分域同士が互いに
引き合う作用］
（ＸandＹ）＞［近接する部分域同士が互
いに斥け合う作用］
（ＸorＹ）で，式②が［離隔する部分
域同士が互いに引き合う作用］
（ＸandＹ）＜［近接する
部分域同士が互いに斥け合う作用］
（ＸorＹ）の場合，自
然は［フェーズ II］として，離隔する部分域同士が互い
に引き合う作用と，近接する部分域同士が互いに斥け合
う作用が交互に現われる，低深度・広域の循環と融合の
論理を示す．
この低深度・広域の循環と融合の論理は，帰納の推論
に当たるものである．
6.3 ［フェーズ III］高深度・広域・高次の循環と融合
の論理を示す
5.9 の作用と 5.6 の作用が交互に働く場合，自然は［フ
ェーズ III］として，
［近接する部分域同士が互いに引き
合い］
（ＸandＹ）
，
［離隔する部分域同士が互いに斥け合
う］
（ＸorＹ）作用と，
［離隔する部分域同士が互いに引
き合い］
（ＸandＹ）
，
［近接する部分域同士が互いに斥け
合う］
（ＸorＹ）作用が交互に現われる，高深度・広域・
高次の循環と融合の論理を示す．
この高深度・広域・高次の循環と融合の論理は，アブダ
クションの推論に当たるものである．
７ 人間は厳しく変化する環境に柔軟に適応するため，
（ＸorＹ）という「時間的な情報」を主成分とする演繹
の推論と，
（ＸandＹ）という「空間的な情報」を主成分
とする帰納の推論とを循環させ融合させて，アブダクシ
ョンの推論を蓋然的に実現し，知識の組み換えを図って
知識を高次化し，生存と進化を目指して，より自由度の
高いストーリー線を自己組織化している
【１】人間は直面するテーマを対象にして，第一に，既存
の領域的な知識を論理的に適用して逐次的で分析的な，高
深度で領域的な推論を進める．これが（ＸorＹ）を主成分
とする，アルゴリズムによるタテ方向の演繹の推論プロセ
スである．
【２】次に，このプロセスによる問題の解決に行き詰まり
を生じると，第二には，先の既存の知識による理解し難い
帰結と，その帰結を導出したパターンに同型性のありそう
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な，暗黙知を含む新しい領域的な知識を蓋然的に探索して，
行き詰まった帰結に接合し，広域的で低深度の複合知識を
構成的に生み出すことを試みる．
このプロセスが（ＸandＹ）を主成分とする，ヒューリス
ティックによるヨコ方向の帰納の推論プロセスである．
【３】そして，第三に，第一の（ＸorＹ）を主成分とする
アルゴリズムによるタテ方向の演繹の推論プロセスの帰
結と，第二の（ＸandＹ）を主成分とするヒューリスティ
ックによるヨコ方向の帰納の推論プロセスにおいて接合
した，暗黙知を含む新しい領域的な知識との間で，蓋然的
に知識の組み換えを図って，より一般的な知識として高次
化するのが，斜め（ナナメ）方向のアブダクションの推論
である。
【４】このように，蓋然的なアブダクションの推論によっ
て，高深度・広域・高次の知識を構成的に生み出すことを
試みる．
これに成功すれば，第一のアルゴリズムによる推論のプ
ロセスに戻って，実現できた高深度で広域的で高次の，よ
り一般的な知識を当該の問題に論理的に適用して，逐次的
に分析的な推論を進めることができる．
【５】このように，人間は厳しく変化する環境に柔軟に適
応するため，
（ＸorＹ）という「時間的な情報」を主成分と
する，演繹の推論プロセスと，
（ＸandＹ）という「空間的
な情報」を主成分とする，帰納の推論プロセスとを循環さ
せ融合させて，アブダクションの推論を蓋然的に実現し，
知識の組み換えを図って知識を高次化し，生存と進化を目
指して，より自由度の高いストーリー線を自己組織化して
いる．
８ 自然や社会の系には，
「自然の循環と融合の論理」を
表わす互いに相補的なベクトルの相互作用の枠組み
「
（ＸorＹ）／（ＸandＹ）
」が多様に存在している
【１】自然や社会の系には，部分（ＸorＹ）／全体（Ｘ
andＹ）, 深さ（ＸorＹ）／拡がり（ＸandＹ）, 斥け合
う（ＸorＹ）／引き合う（ＸandＹ）, 競争（ＸorＹ）／
協調（ＸandＹ）など，
「自然の循環と融合の論理」を表
わす「（ＸorＹ）／（ＸandＹ）
」という互いに相補的なベ
クトルの相互作用の枠組みが多様に存在している．
この枠組みは，
（ＸorＹ）という主としてタテ方向の演
繹の推論プロセスと，
（ＸandＹ）という主としてヨコ方
向の帰納の推論プロセスの，相補的なベクトルの間の循
環と融合の相互作用を表わしている．
【２】その典型例として，「部分（ＸorＹ）／全体（Ｘ
andＹ）
」を取り上げてみよう．
持続可能性を確保するためのポイントは，例えば「自
己・人間」という部分の最適化（ＸorＹ）を目指すタテ
方向の演繹の推論プロセスと，「他者・生態系」を含む
全体の最適化（ＸandＹ）を目指すヨコ方向の帰納の推
論プロセスという二つの相補的なベクトルを循環し融合
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させて，知識と行動をより自由度の高い高深度・広域・
高次のものに組み換えることにより，二つのベクトルの
共進化を達成していくことにある．
【３】「他者・生態系」を含む全体の最適化（ＸandＹ）
を欠いた「自己・人間」という部分の最適化（ＸorＹ）だ
けでは，一時的な持続はあっても, やがては生存の領域が
限局されたものとなるだろう．
「自己・人間」という部分の最適化（ＸorＹ）を放擲し
た「他者・生態系」を含む全体の最適化（ＸandＹ）だけ
では，生存の基盤を喪失するので，成り立たずに消滅する
だろう.
「自己・人間」という部分の最適化（ＸorＹ）と「他者・
生態系」を含む全体の最適化（ＸandＹ）が矛盾し相食む
状況は, 早晩に破局と滅亡をもたらすだろう．
【４】もう一つの典型例として，「守成（ＸorＹ）／創成
（ＸandＹ）
」を取り上げてみよう．
人間が環境の変化や変動を乗り越えて持続的な生存と
進化を遂げるためには，その営みの「守成」
（ＸorＹ）の契
機と「創成」
（ＸandＹ）の契機をしっかりと捉えて両立さ
せ，それぞれのための知識と行動を矛盾なく融合し循環さ
せて実現し，個人と集団が，資源やエネルギーの利用効率
と活用効果を上げるための営みをエンドレスに追求して
達成することが必要不可欠となる．
これは，生存の現在域の最適化と，未来域の最適化を，
両立させる知識と行動を矛盾なく実現することにつなが
る必須の営みである．
【５】ここで「守成」とは既存の方法によって，資源やエ
ネルギーの利用効率と活用効果を維持し高めることを言
い,「創成」とは既存の方法を踏まえた，新規の方法によ
って, 資源やエネルギーの新たな利用効率と活用効果を
創り出すことを言う．
「創成」を欠いた「守成」では，一時的な持続はあって
も, やがては生存の領域が限局されたものとなるだろう．
「守成」を放擲した「創成」だけでは，生存の基盤を喪
失するので，成り立たずに消滅する．
「守成」と「創成」が矛盾し相食む状況は, 早晩に破局
と滅亡をもたらすだろう．
【６】
「守成」と「創成」の営みを循環させて融合し，生
存の現在域の最適化と，未来域の最適化を，両立させる
知識と行動を矛盾なく実現し続けるためには，環境の淘
汰圧に対する自由度の高い，環境の変化に中立的な経験
と学習の認知，思考と行動，評価・感情の営みを全方位
において自己完結させて，高深度・広域・高次のストー
リー線を矛盾なく自己組織化し続けなければならない．
それは，個人や集団が，厳しく変化し変動する環境の
中で，生存と進化を達成して，しっかりとアイデンティ
ティを確保して行くことにつながるであろう．
９ 『３軸認知場のモデル』では「時間の情報」
（ＸorＹ）
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と「空間の情報」
（ＸandＹ）を交互に連接して，時空間
の情報がストーリー線として自己組織化され，作動し遂
行される
9.1 時間を空間化し,空間を時間化して,「時間の情報」
と「空間の情報」を形成する
「時間の情報」を通時的な空間で表わし，
「空間の情
報」を共時的な時間で表わすために，時間と空間からな
る認知場のモデルを構成しなければならない．
『３軸認知場のモデル』
（Model of 3 Axial Cognitive Field）
は「知」
「情」
「意」の時間の情報と空間の情報が連接し
て，
時空間の情報がストーリー線として自己組織化され，
作動し遂行される，脳という認知場の座標のモデルであ
る.
（１）
「知」は「事実」の系を意味し，主として，主体・
他者の誰か，事物・事象の何かが，何をした，どのよう
になった，どのように存在した，という経験と学習の「認
知の情報」を表象する．
（２）
「情」は「価値」の系を意味し，主として，
「事実」
の系および「目的」の系の個々の情報に対する，
「リター
ンとリスク」の「評価・感情の情報」を表象する．
（３）
「意」は「目的」の系を意味し，主として，主体が，
何をどのように考えるのか，主体が，何をどのように行
なうのか,という「思考と行動の情報」を表象する．
9.2 座標は，Ｘ軸＝「事実」と「目的」の空間軸，Ｙ軸
＝時間軸，Ｚ軸＝「価値」の空間軸である
人間は,現前の［今］
［ここ］において発生する下記の三
種類の情報を，Ｘ軸＝「事実」と「目的」の空間軸，Ｙ軸
＝時間軸，Ｚ軸＝「価値」の空間軸，からなる「３軸認知
場」という自らの情報処理の場において,互いに相補的な
「時間の情報」
（ＸorＹ）と「空間の情報」
（ＸandＹ）を交
互に連接した時空間の情報のストーリー線として自己組
織化し，
「知」
「情」
「意」の各系を作動させて，生存と進
化の機能を遂行する．
（１）外部環境に存在し生起する事物や事象という事実
の経験と学習に関する「認知の情報」
（２）
「認知の情報」と主体の「思考と行動の情報」に対
して,生体の内部環境が表わす「評価・感情の情報」
「評価・感情の情報」は,チャンスの希望を増やし,リス
クの不安を減らすための指標として働く．
（３）
「認知の情報」
「評価・感情の情報」
「思考と行動の
情報」
の間に発生する不均衡を発見し,三つの系の関係を
制御して,その時々のベスト・プラクティスに近づけよう
とする「思考と行動の情報」
なお，座標の上で，三種類の情報は，互いに同型な
ストーリー線のシークエンスを描きながら,互いに一対
一に対応して布置される.
9.3 「時間の情報」と「空間の情報」を定義する
（１）「時間の情報」とは,空間の軸が同じ位置の［ここ］
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において,時間的に継起して，異時的に存在・生起した，
事物・事象という「事実」に関する主体の経験と学習の「認
知」または主体の「思考と行動」または主体の「評価・感
情」の情報の，通時的で，（ＸorＹ）という差異性と排他
性の関係を示す組み合わせを言う.
（２）「空間の情報」とは,時間の軸が同じ位置の［今］
において,空間的に隣接して，同時的に存在・生起した，
事物・事象という「事実」に関する主体の経験と学習の「認
知」または主体の「思考と行動」または主体の「評価・感
情」の情報の，共時的で，（ＸandＹ）という類似性と包
括性の関係を示す組み合わせを言う.
9.4 「自然の循環と融合の論理」が「時間の情報」と「空
間の情報」を連接して，
「起」
「承」
「転」
「結」の自己完
結的なプロセスからなるストーリー線を自己組織化する
３軸認知場において，
「自然の循環と融合の論理」によ
り，互いに“引き合う”というポジティヴ・フィードバ
ックの作用と，互いに“斥け合う”というネガティヴ・
フィードバックの作用が交互に果たされて，
「時間の情報」
と「空間の情報」が連接され，
「起(begin)」
「承(succeed)」
「転(change)」
「結(conclude)」の自己完結的なプロセス
からなるストーリー線が自己組織化される．
9.5 ３軸認知場において，事実・目的・価値に関する「時
間の情報」と「空間の情報」はタテ型・ヨコ型・斜め型
の推論として自己組織化される
（１）
（起→承）が「時間の情報」
（ＸorＹ）であれば，
（承→転）には「空間の情報」
（ＸandＹ）が連接する．
そして（転→結）として「時間の情報」
（ＸorＹ）が連接
する．
３軸認知場において，このような順序で自己組織化され
た事実・目的・価値に関する情報は，「ＸにＹが継起する
ように，Ｘ’にＹ’が継起する」という時間的な情報の同
型性に基づくタテ型の類比の演繹の推論として表象され，
高深度・領域的な経験と学習の認知，思考と行動，評価・
感情のストーリー線が自己組織化される．
（２）
（起→承）が「空間の情報」
（ＸandＹ）であれば，
（承→転）には「時間の情報」
（ＸorＹ）が連接する．そ
して（転→結）として「空間の情報」
（ＸandＹ）が連接
する．
３軸認知場において，このような順序で自己組織化さ
れた事実・目的・価値に関する情報は，「ＸがＹと同期
するならば、Ｘ’がＹ’と同期する」という空間的な情
報の同型性に基づくヨコ型の類比の帰納の推論として表
象され，低深度・広域的な経験と学習の認知，思考と行
動，評価・感情のストーリー線が自己組織化される．
（３）３軸認知場において，時間の情報−空間の情報−時間
の情報の順で連接されたタテ型の類比の推論と，空間の情
報−時間の情報−空間の情報の順で連接されたヨコ型の類
比の推論が，蓋然的に接合されて，斜め（ナナメ）型のア
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ブダクションの推論として表象され，高深度・広域・高次
の経験と学習の認知，思考と行動，評価・感情のストーリ
ー線が自己組織化される．
その大きな時空間のストーリー線は，「Ｙ’がＹ”と同
期するならば，Ｘ’がＸ”と同期する」という類比の逆行
推論（retroduction）を実現して，Ｘ’とＸ”を蓋然的に高
次のレベルで接合して，情報の組み換えが図られ，引き続
くタテ型の類比の推論に対して高次の前提をもたらす．
１０ 人間は,過去を想起し,未来を想像し予期して,［今］
［ここ］に対処している
10.1 生存と進化のストーリー線を一歩一歩積み重ねて
行く
人間は自然や生存環境の厳しい変化や変動に柔軟に対
処し，リスクの不安を減らしチャンスの希望を増やすた
めの営みを追求して，生存と進化を遂げて行かなければ
ならない．
人間は，過去の経験と学習の認知，思考と行動，評価・
感情を想起し，未来の経験と学習の認知，思考と行動，
評価・感情を想像し，予期して，
［今］
［ここ］の現前の
状況に対処し，未来に向けて，生存と進化のストーリー
線を一歩一歩積み重ねて行っている．
10.2 ［今］
［ここ］の新しい情報の意味をフィード・バ
ックとフィード・フォワードの両側的視点から同定する
そこでは，人間は，時間の情報（ＸorＹ）と空間の情
報（ＸandＹ）を交互に連接しながら，１１に記述する
『自然の双方向の循環と融合のネットワークモデル』
（Interactive Circulation and Fusion Network Model of Nature）
が示すフィード・バックとフィード・フォワードのネッ
トワークを同時に自己組織化して，現前の［今］
［ここ］
において知覚した新しい情報の意味を，フィード・バッ
クとフィード・フォワードの両側的な視点から同定する．
フィード・バックでは，5.2 に記す ℓＰ₂／ℓＰ₁の比率
に起因する新しい情報の時間と空間の視点に立って，新
しい情報の側から，既存の情報群に対して，それらの時
間と空間の接続パターンとのマッチングの整合性が探索
される．それは，新しい情報の側から，新しい情報と最
も時間と空間の接続パターンが似通った既存の情報が選
択されて，新しい情報の側の視点から，新しい情報の意
味が推定されるプロセスである．
フィード・フォワードでは，5.2 に記す ℓＰ₂／ℓＰ₁の
比率に起因する既存の情報群のそれぞれの時間と空間の
視点に立って，既存の情報の側から，新しい情報に対し
て，その時間と空間の接続パターンのマッチングの整合
性が探索される．それは，既存の情報の側から，新しい
情報と最も時間と空間の接続パターンが似通った既存の
情報が選択され，既存の情報の側の視点から，新しい情
報の意味が推定されるプロセスである．
そして，5.2 に記す ℓＰ₂／ℓＰ₁の比率に起因する両者
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の時間と空間の視点の同調が実現して，互いに最も時間
と空間の接続パターンが似通った情報となり得たときに，
現前の［今］
［ここ］において知覚した新しい情報の意味
が両側的な視点から同定されることになる．
以上のプロセスによって選択された既存の情報の次に
位置する，時間の情報（ＸorＹ）または空間の情報（Ｘ
andＹ）が，現前の［今］
［ここ］において意味が同定さ
れた新しい情報の次に生じる，未来の［今］
［ここ］に仮
想的に投影される．
こうして人間は，来たるべき次の［今］
［ここ］にお
いて現実に生じそうな事態を想像し（ＸandＹ）予期し
（ＸorＹ）ながら，現前に対処して行く．
１１ 『双方向の自然の循環ネットワークモデル』
（Interactive Circulation and Fusion Network Model of Nature）
を考える
11.1 『ラティスの構造モデル』からフィード・バックの
ネットワークの論理を導出する
自然の循環の論理を表わす『ラティスの構造モデル』
の四式から，次のようにして，10.1 で述べたフィード・
バックの論理を導出することができる.
（１）新たな情報Ｎn を起点として，5.2 に記す ℓＰ₂／
ℓＰ₁の比率に起因するＮn の視点に立って，１つ前のＮn
−1，２つ前のＮn−2，３つ前のＮn−3，
・・，m 個前の情報
Ｎn−m，に対して，次々にネットワークが形成される．
（２）Ｎn とＮn−1 が準位１／ＦＬで融合し，生じた時間
の情報または空間の情報がＮn・Ｎn−1 の区間に表象され
ると共に，生じた空間の情報または時間の情報は，次の
Ｎn−1・Ｎn−2 の区間に表象される．
Ｎn の準位は（１−ＣＬ）に，Ｎn−1 の準位は（ＦＬ＋Ｃ
Ｌ）に変わる．
（３）Ｎn−1 とＮn−2 が準位（ＦＬ＋ＣＬ）／ＦＬ（ＦＬ
＋ＣＬ）で融合し，生じた空間の情報または時間の情報
がＮn−1・Ｎn−2 の区間に重ねて表象されると共に，生じ
た時間の情報または空間の情報は，次のＮn−2・Ｎn−3 の
区間に表象される． Ｎn−1 の準位は（ＦＬ＋ＣＬ）− Ｃ
Ｌ（ＦＬ＋ＣＬ）に，Ｎn−2 の準位はＦＬ（ＦＬ＋ＣＬ）
＋ＣＬ（ＦＬ＋ＣＬ）＝（ＦＬ＋ＣＬ）２＝ＦＬに変わ
る．
（４）Ｎn−2 とＮn−3 が準位ＦＬ／ＦＬ２＝１／ＦＬで融
合し，生じた時間の情報または空間の情報がＮn−2・Ｎn
−3 の区間に重ねて表象されると共に，生じた空間の情報
または時間の情報は，次のＮn−3・Ｎn−4 の区間に表象さ
れる． Ｎn−2 の準位は（ＦＬ−ＦＬ・ＣＬ）＝ＦＬ(1−
ＣＬ)に，Ｎn−3 準位は（ＦＬ２＋ＦＬ・ＣＬ）＝ＦＬ（Ｆ
Ｌ＋ＣＬ）に変わる．
（５）Ｎn の準位が（１−ＣＬ）で，Ｎn−2 の準位は ＦＬ
( 1−ＣＬ)である．
Ｎn とＮn−2 の準位は １／ＦＬとなるので，斜交的に融
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合し，生じた空間の情報または時間の情報がＮn・Ｎn−2
の区間に表象されると共に，生じた時間の情報または空
間の情報は，次のＮn−2・Ｎn−3 の区間に表象される．
Ｎn の準位は（１−ＣＬ）−ＣＬ（１−ＣＬ）＝（１−ＣＬ）
（１−ＣＬ）＝（１−ＣＬ）２ に，Ｎn−2 の準位はＦＬ(1
−ＣＬ)＋ＣＬ（１−ＣＬ）＝(1−ＣＬ)(ＦＬ+ＣＬ)に変わ
る．
（６）再度，Ｎn−2 とＮn−3 が準位(1−ＣＬ)(ＦＬ+ＣＬ)
／ＦＬ(1−ＣＬ)(ＦＬ+ＣＬ)＝１／ＦＬで融合し，
生じた
時間の情報または空間の情報がＮn−2・Ｎn−3 の区間に重
ねて表象されると共に，生じた空間の情報または時間の
情報は，次のＮn−3・Ｎn−4 の区間に表象される．
Ｎn−2 の準位は(1−ＣＬ)(ＦＬ+ＣＬ)−ＣＬ(1−ＣＬ)(Ｆ
Ｌ+ＣＬ)に変わる． Ｎn−3 の準位はＦＬ(1−ＣＬ)(ＦＬ
+ＣＬ)+ＣＬ(1−ＣＬ)(ＦＬ+ＣＬ)＝(1−ＣＬ)(ＦＬ+Ｃ
Ｌ)２ に変わる．
（７）Ｎn−3 とＮn−4 が準位 (1−ＣＬ)(ＦＬ+ＣＬ)2／Ｆ
Ｌ(1−ＣＬ)(ＦＬ+ＣＬ)2＝１／ＦＬで融合し，生じた空
間の情報または時間の情報がＮn−3・Ｎn−4 の区間に重ね
て表象されると共に，生じた時間の情報または空間の情
報は，次のＮn−4・Ｎn−5 の区間に表象される．
Ｎn−3 の準位は(1−ＣＬ)(ＦＬ+ＣＬ)2 −ＣＬ(1−ＣＬ)(Ｆ
Ｌ+ＣＬ)2 ＝（１−ＣＬ）2 (ＦＬ+ＣＬ)2 に変わる．
Ｎn−4 の準位はＦＬ(1−ＣＬ)(ＦＬ+ＣＬ)2＋ＣＬ(1−Ｃ
Ｌ)(ＦＬ+ＣＬ)2＝(1−ＣＬ)(ＦＬ+ＣＬ)2 ＋（ＦＬ＋Ｃ
Ｌ）に変わる．
（８）Ｎn の準位が（１−ＣＬ）２ で，Ｎn−3 の準位は
（１−ＣＬ）2 (ＦＬ+ＣＬ)2＝ＦＬ（１−ＣＬ）2 である．
Ｎn とＮn−3 の準位は １／ＦＬとなるので，斜交的に融
合し，生じた時間の情報または空間の情報がＮn・Ｎn−3
の区間に表象されると共に，生じた空間の情報または時
間の情報は，次のＮn−3・Ｎn−4 の区間に表象される．
（９）そして一般に，起点Ｎn の準位が（１−ＣＬ）m−１
で，以前のＮn−m の準位がＦＬ（１−ＣＬ）m−１であるとき，
起点Ｎn は，Ｎn の視点に立って，Ｎn−m と準位１／ＦＬ
で，コヒーレントで悉皆的に融合する．
Ｎn の準位は（１−ＣＬ）m−1 −ＣＬ（１−ＣＬ）m−1 に，Ｎn
−m の準位は ＦＬ（１−ＣＬ）m−1 +ＣＬ（１−ＣＬ）m−1 に
変わる．
11.2 『ラティスの構造モデル』からフィード・フォワー
ドのネットワークの論理を導出する
自然の循環の論理を表わす『ラティスの構造モデル』
の四式から，次のようにして，10.1 で述べたフィード・
フォワードの論理を導出することができる.
（１）既存の情報Ｅ１に，Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４，Ｅ５・・，
Ｅn-1,Ｅn，の情報が，次々と新たに加わるものとする．
既存のＥ１を起点として，5.2 に記す ℓＰ₂／ℓＰ₁の比率
に起因するＥ１の視点に立って，次には，Ｅ２，
・・を起
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点として，5.2 に記す ℓＰ₂／ℓＰ₁の比率に起因するそれ
ぞれの視点に立って，新たなＥn に対し，次々とネット
ワークが重層的に形成される．
（２）プロセスの基本は 11.1 と同様なので，細部の計算
の表現を省略するが，一般に，既存の情報の起点(Ｅ１，
Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４，Ｅ５・・，Ｅn-1,)の準位が（１− Ｃ
Ｌ）ｎ−２で，Ｅn の準位が（１−ＣＬ）ｎ−２ (ＦＬ+ＣＬ)ｎ−
２
＝ＦＬ（１−ＣＬ）ｎ−2 であるとき，既存の情報の起点(Ｅ
１，Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４，Ｅ５・・，Ｅn-1,)の視点に立っ
て，新たなＥn と準位１／ＦＬで，コヒーレントで悉皆
的に融合する．
既存の情報の起点の準位は（１−ＣＬ）ｎ−２ −ＣＬ（１−
ＣＬ）ｎ−２ に，Ｅn の準位は ＦＬ（１−ＣＬ）ｎ−２ +ＣＬ
（１−ＣＬ）ｎ−２ に変わる．
１２ 『人間の全方位の持続可能な思考と行動のモデル』
（Model of Omni-directional Thinking and Action of Human
for Sustainability）を考える
12．1 全方位の思考と行動をバランスよく，自己完結的
に実行して，全方位の営みに普遍性と発展性を確保する
ことが必要不可欠である
われわれが，
営みの全方位において,環境の淘汰圧に対
する自由度が高く，環境の変化に中立的な経験と学習の
認知，思考と行動，評価・感情を自己完結的に実現する
ためには，「起(begin)」
「承(succeed)」
「転(change)」
「結
(conclude)」のプロセスからなる全方位の思考と行動を
バランスよく，自己完結的に実行して，全方位の営みに
普遍性と発展性を確保することが必要不可欠である.
12．2 起(begin)＝生成 ： アクションを重ねて,循環的
なストーリー線を紡ぎ出し,高深度・広域・高次の知識と
行動を形成して蓄積しながら,前なる [結＝収束]を想起
し,次なる [承＝継続]を想像し予期して,テーマを発意し
方向づける
「アクションを重ねる」の情報処理フレームは,３項か
ら成り立つ.
12．2．1 [重負担からの脱却と生存の効率化を図る] の
情報処理フレームは相補的な２項から成り立つ
①「深化し分析するフレーム」（ＸorＹ）：生存のための
資源・エネルギー・情報の利用効率の向上を図る
②「拡張し構成するフレーム」
（ＸandＹ）
：資源・エネル
ギー・情報の活用効果を高めて生存を脅かしている重苦
や重負担からの脱却を図る
12．2．2 [多能なイニシアティブと英明なコーディネー
ションを確保する] の情報処理フレームは,相補的な２
項から成り立つ
①「深化し分析するフレーム」（ＸorＹ）：注意の制約を
前提に個人やリーダーの能力の限界を補完して課題を掘
り下げる
②「拡張し構成するフレーム」
（ＸandＹ）
：多能化をめざ
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して個人やリーダーが自己の能力の限界を打破して課題
を拡張する
12．2．3 [理解と働きかけのコンセプトを構築し,実行・
検証して更新する] の情報処理フレームは相補的な２項
から成り立つ
①「深化し分析するフレーム」（ＸorＹ）：現に生存する
時間・空間領域での生存と進化のコンセプトを構築し,実
行・検証して更新する
②「拡張し構成するフレーム」
（ＸandＹ）：より大きな時
間・空間領域での生存と進化のコンセプトを構築し,実
行・検証して更新する
12．3 承(succeed)＝継続 ： 経験と学習を重ねて,循環
的なストーリー線を紡ぎ出し，高深度・広域・高次の知識
と行動を形成して蓄積しながら，前なる[起＝生成]を想起
し,次なる [転＝変化]を想像し予期して,テーマを深化し
拡張する
「経験と学習を重ねる」の情報処理フレームは,３項か
ら成り立つ.
12．3．1 [事業分野の拡大と深化を図る] の情報処理フ
レームは,相補的な２項から成り立つ
①「深化し分析するフレーム」（ＸorＹ）：事業分野の深
さを追求する
②「拡張し構成するフレーム」
（ＸandＹ）
：事業分野の拡
がりを追求する
12．3．2 [機能分野の拡大と深化を図る] の情報処理
フレームは,相補的な２項から成り立つ
①「深化し分析するフレーム」（ＸorＹ）：機能分野の深
さを追求する
②「拡張し構成するフレーム」
（ＸandＹ）
：機能分野の拡
がりを追求する
12．3．3 [知見分野の拡大と深化を図る] の情報処理
フレームは,相補的な２項から成り立つ
①「深化し分析するフレーム」（ＸorＹ）：知見分野の深
さを追求する
②「拡張し構成するフレーム」
（ＸandＹ）
：知見分野の拡
がりを追求する
12．4 転(change)＝変化 ： 部分と全体の整合化へ擦り
合わせを重ね,循環的なストーリー線を紡ぎ出し，高深
度・広域・高次の知識と行動を形成して蓄積しながら，前
なる[承＝継続]を想起し,次なる [結＝収束]を想像し予
期して,テーマに有意な高深度・広域・高次の一般的な
（general）知識と行動を構成する
「部分と全体の整合化へ擦り合わせを重ねる」の情報処
理フレームは,３項から成り立つ.
12．4．1 [人為を自然のル－ルに適合させる] の情報
処理フレームは相補的な２項から成り立つ
①「深化し分析するフレーム」（ＸorＹ）：人為の自然の
ルールへの不適合度を下げる
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②「拡張し構成するフレーム」
（ＸandＹ）
：人為の自然の
ルールへの適合度を上げる
12．4．2 [トータルなコントロールを働きかけ受け入れ
る] の情報処理フレームは相補的な２項から成り立つ
①「深化し分析するフレーム」
（ＸorＹ）
：他の機能・事
業・知見からトータルなコントロールを自らに受け入れ
る
②「拡張し構成するフレーム」
（ＸandＹ）：自らの機能・
事業・知見からトータルなコントロールを他に働きかける
12．4．3 [時間・空間領域の部分と全体の間に矛盾のな
い最適化を実現する] の情報処理フレームは相補的な２
項から成り立つ
①「深化し分析するフレーム」（ＸorＹ）：短期・小域と
中期・中域の間に矛盾のない理解と働きかけを実現する
②「拡張し構成するフレーム」（ＸandＹ）：中期・中域
と長期・大域の間に矛盾のない理解と働きかけを実現する
12．5 結(conclude)＝収束 ： 能力開発と人材育成を重
ねて,循環的なストーリー線を紡ぎ出し，高深度・広域・
高次の知識と行動を形成して蓄積しながら，前なる[転＝
変化]を想起し,次なる[起＝生成]を想像し予期して,テー
マに有意な高深度・広域・高次の一般的な（general）知識
と行動を実行に移すと共にテーマに有意な高深度・広域・
高次の一般的な（general）知識と行動の見直しと改善を図
る
「能力開発と人材育成を重ねる」の情報処理フレームは,
３項から成り立つ.
12．5．1 [組織責任者ならびに独創専門家としての能力
を開発し人材を育成する] の情報処理フレームは,相補
的な２項から成り立つ
①「深化し分析するフレーム」（ＸorＹ）：組織の運営責
任者としての能力を開発し人材を育成する
②「拡張し構成するフレーム」
（ＸandＹ）
：独創のできる
専門家としての能力を開発し人材を育成する
12．5．2 [研究開発型人材ならびに導入活用型人材とし
ての能力を開発し育成を図る] の情報処理フレームは,
相補的な２項から成り立つ
①「深化し分析するフレーム」
（ＸorＹ）
：導入活用型の
人材としての能力を開発し人の育成を図る
②「拡張し構成するフレーム」
（ＸandＹ）
：研究開発型の
人材としての能力を開発し人の育成を図る
12．5．3 [職種転換重視ならびに一貫経験重視の能力開
発や育成を図る] の情報処理フレームは,相補的な２項
から成り立つ
①「深化し分析するフレーム」
（ＸorＹ）：同職種での一貫
経験を重視して能力を開発し人材を育成する
②「拡張し構成するフレーム」
（ＸandＹ）
：異職種への職
務転換を重視して能力を開発し人材を育成する
【２０１８・６・２９】
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Abstract

/ba/ (/pa/) is played over lip movements for /ga/ (/ka/), /da/

Previous studies have suggested that Japanese people place
weight on auditory information in multisensory perception
of affective and phonetic information. Is this because each
type of perception shares the same integration process? To
examine this hypothesis, we conducted three studies on the
commonality between audiovisual perception of affective
and phonetic information. Study 1 investigated the
correlation between weighting on auditory information in
audiovisual emotion perception and that on audiovisual
phoneme perception using adult Japanese and Dutch
speakers. The results showed that the correlation coefficient
was low, suggesting that these two types of audiovisual
perception have no relationship in the integration process.
Study 2 explored the developmental changes in audiovisual
perception of affective and phonetic information with
Japanese-learning 5- to 12-year-olds and demonstrated that
the developmental patterns were different between ages and
in direction. In Study 3, we examined whether the
incongruency of audiovisual phoneme information can affect
emotion perception or vice versa with adult Japanese
speakers. The results showed that each type of perception
was not affected by the other types of perception. Overall,
the results suggest that audiovisual perception of affective
and phonetic information are processed independently and
that the tendency of Japanese individuals to place greater
weight on audiovisual information may be caused by another
factors.

(/ta/) can be perceived by a listener. This phenomenon

Keywords ― Multisensory, Audiovisual Integration,
Emotion, Phoneme

[7].

1.

reflects the fact that humans’ perception of speech sound is
affected by lip movements. Thus, phoneme also is perceived
by the integration of information from facial and vocal cues.
Recent studies have suggested that the way of the
audiovisual integration varies depending on the perceiver’s
cultural background. When people judge others’ emotion
from short movies, Japanese adults tend to be influenced by
vocal expression, while Dutch adults are affected by facial
expression [5]. These results suggest that Japanese people
place weight on auditory information in emotion perception
to a greater extent than Dutch people in audiovisual
integration. Such a cultural difference has also been reported
in the context of phoneme perception. For instance,
Sekiyama and Tohkura’s study [6] reported that the McGurk
effect was induced more frequently in English speakers than
in Japanese speakers1. That is, Japanese people are less
affected by lip movement in audiovisual phoneme
perception than English speakers. Moreover, another study
revealed the McGurk effect in English speakers increases
during childhood, while that of Japanese speakers does not
Given these findings, it can be stated that Japanese
people are less influenced by visual information from facial

Introduction

cues and that they place weight on auditory information

It is important to properly recognize other’s emotion

from vocal cues in both emotion perception and phoneme

for smooth communication. Such communicative cues come

perception. It is interesting that such a similar tendency can

from both facial and vocal cues. The emotional value of

be observed in different types of perception. Why do

vocal cues can affect the categorization or perception of

Japanese people perceive both emotion and phoneme

facial expression [1] and vice versa [2][3]. Thus, emotion is

weighting with respect to auditory information? There are

perceived by the integration of information from facial
(visual information) and vocal (auditory information) cues.

These previous studies [6][7] targeted two different
language speakers, not people of different cultures. However,
given the case of Japan, we consider people with a Japanese
cultural background can be equated with Japanese native
speakers.
1

Moreover, such audiovisual integration is also observed in
the processing of linguistic information: phoneme perception.
A famous example is the McGurk effect [4]: when sound
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two possible hypotheses. The first hypothesis is that

emotion perception and audiovisual phoneme perception are

audiovisual perception of affective and phonetic information

correlated.

share the same process in which visual and auditory

2.2 Method

information are integrated (Figure 1A). The alternative

2.2.1 Participants

hypothesis is that there is an independent integration process

The participants composed Japanese participant and

for each process (Figure 1B), whereby other cultural factors

Dutch participant groups. The Japanese participants were 50

may affect Japanese people’s culturally specific way of

undergraduate students of Tokyo Woman’s Christian

audiovisual integration.

University (age: M=20.0, SD=2.6), and the Dutch

To examine which possibility holds true, we explored

participants were 50 undergraduate and graduate school

the commonality of audiovisual emotion perception and

students of Leiden University (age: M=20.6, SD=2.9). All

phoneme perception from the following three perspectives:

participants in the Japanese participant group and the Dutch

First, we conducted both an audiovisual emotion perception

participant group spoke Japanese and Dutch as their native

task and a phoneme perception task with adult Japanese and

language, respectively. They were all recruited in each

Dutch people and calculated the correlation coefficient to

university.

determine a potential relation in these audiovisual

2.2.2 Apparatus

perceptions in Study 1. Second, we focused on the

The experimenters used a 15-inch laptop to present and

acquisition process of audiovisual integration and compared

control audiovisual stimuli through Hot Soup Processor 3.4

the developmental patterns for these types of perception with

(Onion software). The participants were seated in front of a

Japanese children from 5 to 12 years old in Study 2. Finally,

laptop at a distance of about 50 cm. Visual stimuli were

we conducted a more direct investigation in Study 3, where

displayed in the middle of the monitor with a 640×480 pixel

we examined whether the incongruency of audiovisual

resolution (12.2×16.3 cm size on the display). Sound stimuli

phoneme information can affect audiovisual emotion

were

perception or vice versa in adult Japanese people.

SENNHEISER) at approximately 70 dB SPL at most, which

presented

through

headphones

(HDA300,

was adjusted using headphone amplifiers (DAC-HA200,
ONKYO).
2.2.3 Stimuli and Procedure
The experiment was conducted in an experimental
laboratory at Tokyo Woman’s Christian University or Leiden
University.
[Emotion perception task] Audiovisual stimuli were short
movies in which a female actor (one of two native Japanese
and two Dutch speakers) expressed her emotions. In each
movie, the actor expressed happiness or anger in her face
and voice. The linguistic vocal information was emotionally
neutral (“Hai, moshimoshi” in Japanese and “Hallo, daar
Figure 1 Two models of audiovisual integration

ben je” in Dutch (Hello) / “Sayonara” in Japanese and “En

in perception of affective and phonetic information

goede dag” in Dutch (Good-bye) / “Korenani” in Japanese
and “Hey, wat is dit?” in Dutch (What is this?), or

2.

Study 1: Correlation between audiovisual

“Sounandesuka” in Japanese and “Eh, is dat zo?” in Dutch

emotion perception and phoneme

(Is that so?)). A total of 64 movies (two languages × two
actors × four emotions (congruent movies: AngryFace /

perception

AngryVoice, HappyFace / HappyVoice; incongruent movies:

2.1 Purpose of Study 1

AngryFace / HappyVoice; HappyFace / AngryVoice)) × four

The aim of Study 1 is to examine whether audiovisual

utterances) were used as test stimuli (Figure 2). In addition,
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two other movies in which a Japanese actor expressed

Participants were asked to judge whether the speaker said

emotion were used as practice stimuli to check whether

/ka/, /pa/, or /ta/ and to respond by pressing a key (Z, V, or

participants pressed the key properly.

M). After 500 ms from the participant’s response, the next

In each trial, a fixation point was displayed at the

test trial began. Each congruent movie was presented once

center of the monitor for 500 ms, and a signal sound (a 440

(24 congruent trials), while each McGurk type movie was

Hz pure tone lasting 100 ms) was played simultaneously.

presented twice (24 McGurk trials), resulting in a total of 48

After 500ms from the onset of the presentation of the

test trials. Congruent trials were included in order to avoid

fixation point, a movie and a blank display were presented

response bias among participants. The order of test trials was

successively. Participants were asked to judge whether the

randomized.

woman was happy or angry and to respond by pressing a key
(D or K). After 500 ms from the participant’s response, the
next test trial began. A total of 64 test trials, including 32
congruent trials and as many incongruent trials, were
conducted, following two practice trials. The order of test
trials was randomized.

Figure 3 An example of audiovisual stimuli in the
phoneme perception task
2.3 Results and Discussion
[Emotion perception task] The voice responses, which
indicate the rates of participants’ emotion judgement based
Figure 2 An example of audiovisual stimuli in the

on the speaker’s voice, are shown in Figure 4. To examine

emotion perception task

cultural differences, we performed a Group (Japanese
participant, Dutch participant) × Language (Japanese stimuli,

[Phoneme perception task]

Dutch stimuli) × Emotion (congruent, incongruent)

Audiovisual stimuli were short movies in which an

three-way ANOVA on the voice responses. Since the

actor (one of six native Japanese and six Dutch speakers)

second-order interaction (F(1, 98)=100.11, p<.001, ηp2=.51)

pronounced one syllable (/ka/, /pa/ or /ta/). The 24

was significant, we conducted a Group × Language ANOVA

audiovisual stimuli were congruent in lip movement and

on each emotion trial. For incongruent trials, the simple

sound (two languages × six actors × two syllables2). The

interaction between Group and Language (F(1, 98)=148.13,

twelve movies were incongruent stimuli in which a sound

p<.001, ηp2=.60) was significant. Shaffer’s post hoc t-tests

/pa/ was combined with a lip movement /ka/ (Figure 3).

revealed that Japanese participants’ voice responses to

In each trial, a fixation point was displayed at the

Japanese incongruent stimuli were higher than those of

center of the monitor for 800 ms, and a signal sound (a 440

Dutch participants (p<.001). By contrast, the voice responses

Hz pure tone lasting 100 ms) was played simultaneously;

to Dutch incongruent stimuli did not differ between Japanese

then, a blank display was presented 500 ms. After 1300 ms

and Dutch participants (p=.313). Such a cultural difference

from the onset of the presentation of the fixation point, a

was not observed for the congruent stimuli for both the

movie and a blank display were presented successively.

Japanese and Dutch stimuli (F(1, 98)=0.19, p=.663, ηp2=.00).
Table 1 shows the voice responses in each combination of
audiovisual information. Thus, the results demonstrated that

To equalize the number of congruent trials with that of
incongruent trials, we adopted two of three syllables for each
speaker. As a result, each syllable was pronounced four times
in the whole congruent trials.
2

Japanese participants judged emotion weighing on voice
more than Dutch participants, replicating results in previous
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studies [5].

present study show that Japanese participants place greater
weight on auditory information than Dutch participants, as
shown in previous studies [6][7].

Figure 4 Voice response rates in the emotion perception
task
[Phoneme perception task] Regarding the responses to the

Figure 5 The rate of each response in McGurk trials

McGurk trials, we regarded participants’ /ka/, /ta/, /pa/

(Left: Japanese Stimuli, Right: Dutch Stimuli)

responses as visual, fusion, and auditory responses,
respectively. We present participants’ rates for each type of

[Correlation between two tasks] To explore the relation

response in Figure 5. To examine cultural differences in

between two types of audiovisual perception, we calculated

weighting auditory information, we performed a Group ×

Pearson’s correlation coefficients between the emotion

Language mixed-factor ANOVA on auditory responses. The

perception task and the phoneme perception task (Table 2).

main effect of Group was marginally significant (F(1,

For Dutch participants, there was no significant correlation

98)=3.69, p=.057, η2=.04), suggesting that Japanese

between the voice responses in the emotion perception task

participants’ auditory responses were slightly higher than

and the auditory responses in the phoneme perception task.

those of Dutch participants. A two-way ANOVA on visual

For Japanese participants, the correlation coefficient between

responses revealed the main effects of Group (F(1, 98)=5.44,

voices responses between these two tasks was significant

p=.021, ηp2=.05) and Language (F(1, 98)=76.18, p<.001,

only when they viewed Dutch stimuli. This may suggest that

ηp2=.44). A two-way ANOVA on fusion responses revealed

Japanese people who tend to place greater weight on

the main effect of Language (F(1, 98)=50.23, p<.001,

auditory information in emotion perception are more

ηp2=.34). However, fusion responses did not differ between

affected by visual information than phoneme perception

Groups (F(1, 98)=0.59, p=.446, ηp2=.01).

information compared with Dutch people. However,

For congruent trials, we performed a Group ×

considering that Japanese participants’ voice responses to

Language mixed-factor ANOVA on accuracy. Japanese

Dutch stimuli were very small (only 4%), this correlation

participants’ accuracy was higher than that of Dutch

coefficient is not reliable to support the hypothesis that

participants (F(1, 98)=6.57, p=.012, ηp2.=04). The accuracy

audiovisual perception of affective and phonetic information

of participants in both groups was higher for Japanese

share the same integration process.

stimuli than for Dutch stimuli (F(1, 98)=4.20, p=.043,

Table 2 Correlation coefficients between two tasks

ηp2=.03).

(Emotion: Voice response rate

Thus, the occurrence of fusion responses was not

Phoneme: Auditory response rate)

different between cultures. However, considering that

Japanese Participant

Japanese participants responded based on visual information

All
.30 *

to a lesser extent and depended on auditory information to a

Japanese Stimuli

Dutch Participant
All

Dutch Stimuli

.18

.49 ***

Japanese Stimuli

-.19

Dutch Stimuli

-.18

-.14

greater extent than Dutch participants, the results of the
Table 1 Voice response rates in each combination in the emotion perception task
Japanese Stimuli

Dutch Stimuli

AngryFace
AngryVoice

HappyFace
HappyVoice

AngryFace
HappyVoice

HappyFace
AngryVoice

AngryFace
AngryVoice

HappyFace
HappyVoice

AngryFace
HappyVoice

HappyFace
AngryVoice

Japanese Participant

100%

92%

6%

59%

99%

95%

2%

7%

Dutch Participant

98%

97%

4%

5%

99%

97%

6%

5%
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We should note that previous studies have revealed

A simple main effect analysis showed that voice

that integration processes can be acquired during childhood

responses were different among ages for both incongruent

[7][8]. Accordingly, it may be useful to consider the

(F(3, 345)=14.38, p<.001) and congruent (F(3, 345)=5.37,

possibility that this relationship can be observed in

p=.001) trials. Shaffer’s post hoc t-tests revealed that 5- to

development. Thus, Study 2 investigated this possibility by

6-year-olds’ and 7- to 8-year-olds’ voice responses were less

conducting similar tasks with children.

than those of 9- to 10-year-olds and 11- to 12-year-olds and
that 9- to 10-year-olds’ voice responses were less than those

3.

Study 2: The Development in audiovisual

of 11- to 12-year-olds in incongruent trials. Overall, voice

emotion perception and phoneme

responses increased with development during childhood
(Figure 6). Table 3 shows voice responses for each

perception

combination of audiovisual stimuli. In congruent trials, 5- to

3.1 Purpose of Study 2

6-year-olds’ voice responses were less than those of 7- to

The purpose of Study 2 is to compare a developmental

8-year-olds, 9- to 10-year-olds, and 11- to 12-year-olds.

path of audiovisual emotion perception with that of
audiovisual phoneme perception and to investigate the
correlation coefficient for each age group.

3.2 Method
3.2.1 Participants
The participants were 82 5- to 6-year-olds (M=5.6;

Figure 6 The developmental path of children’s voice

SD=0.5), 92 7- to 8-year-olds (M=7.5; SD=0.5), 95 9- to

response rates in incongruent trials in the emotion

10-year-olds (M=9.5; SD=0.5), and 80 11- to 12-year-olds

perception task

(M=11.4; SD=0.5). All participants were native Japanese
speakers, recruited from the National Museum of Emerging

Table 3 Children’s voice response rates in each

Science and Innovation (Miraikan), Tokyo, Japan.

combination in the emotion perception task

3.2.2 Stimuli and Procedure
The experiment was conducted in an experimental

AngryFace
AngryVoice

HappyFace
HappyVoice

AngryFace
HappyVoice

HappyFace
AngryVoice

5-6y

93%

94%

15%

19%

7-8y

98%

97%

18%

24%

9-10y
11-12y

99%
99%

95%
93%

19%
24%

38%
49%

laboratory at Miraikan. The apparatus was the same as that
in Study 1. We adopted half of the movies (movies in which
Japanese actors appeared) used in Study 1 as audiovisual
stimuli in Study 2. As a result, the procedure was the same as
that in Study 1 except that the number of test trials was half
(the emotion perception task: 32 trials, the phoneme
perception task: 24 trials).

3.3 Results and Discussion

[Phoneme perception task] Regarding responses for McGurk

[Emotion perception task] As with Study 1, we used voice

trials, we regarded participants’ /ka/, /ta/, /pa/ responses as

responses as an index of auditory influence. To examine age

visual, fusion, and auditory responses, respectively. We show

differences, we performed an Age (5-6 y, 7-8 y, 9-10 y, 11-12

participants’ auditory responses in Figure 7 and 8. The

y) × Emotion (congruent, incongruent) mixed-factor

one-way ANOVA on auditory responses showed no

ANOVA on the voice responses. This revealed that the

significant differences among age groups of children (F(3,

interaction between Age and Emotion (F(3, 345)=9.32,

345)=1.05, p=.367, η2=.01). This tendency was also

p<.001, ηp2=.08) and the main effects of Age (F(3,
345)=18.81,

p<.001,

ηp2=.14)

and

Emotion

observed for visual responses (F(3, 345)=0.1357, p=.939,

(F(1,

η2<.01) and fusion responses (F(3, 345)=1.35, p=.258,

345)=3047.78, p<.001 , ηp2=.90) were significant.

η2=.01).
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Regarding congruent trials, a one-way ANOVA

were not observed in each group (Table 4). Thus, as with

revealed that the main effect of Age on correct responses was

Study 1, no significant correlation coefficients were

significant (F(3, 345)=4.30, p=.005, η2=.04). Shaffer’s post

observed even for children.

hoc t-tests revealed that 5- to 6-year-olds had fewer correct
responses than other age groups.

Table 4 Correlation coefficients between two tasks in
each age group

5-6y

.08

7-8y

.01

9-10y

.06

11-12y

.13

To summarize, Study 2 demonstrated that each
Figure 7 The developmental path of children’s

developmental

path

of

audiovisual

integration

was

auditory response rates in McGurk trials in the phoneme

“process-specific.” Moreover, a correlation was not observed

perception task

for either children or adults in Study 1 in the situation that
they were shown Japanese stimuli. Thus, the results of Study
2 do not support the hypothesis that audiovisual perception
of affective and phonetic information share the same
integration process. However, the results are no more than an
indirect suggestion about the integration process itself. It is
desirable to investigate the independence of the mechanism
of audiovisual integration in affective and phonetic
information more directly. Additionally, in our daily life, we
often perceive others’ emotional expression and linguistic

Figure 8 The rate of each response in McGurk trials

information simultaneously. Thus, we examine both
audiovisual emotion perception and phoneme perception in a

Thus, the results showed that the developmental path

single trial in order to investigate the interaction between

acquiring the manner of audiovisual integration differs

them in Study 3.

between emotion perception and phoneme perception in two
ways. First, the direction of development is different. In

4.

audiovisual emotion perception, the auditory influence

Study 3: Interaction between audiovisual
emotion perception and phoneme

increased. In contrast, the auditory influence decreased, and

perception

the visual influence increased in audiovisual phoneme

4.1 Purpose of Study 3

perception together with the results of Study 1. Second, the

The purpose of Study 3 was to examine the interaction

age of development in audiovisual emotion perception

between audiovisual emotion perception and phoneme

differs from that in audiovisual emotion perception.

perception in order to more directly explore the commonality

[Correlation between tasks] To explore the relation between

of audiovisual integration. For this examination, we

two types of audiovisual perception, we calculated Pearson’s

investigated whether the congruency of audiovisual stimuli

correlation coefficients between the voice response rate in

of emotion or phoneme affects the other types of perception.

the emotion perception task and the auditory response rate in

In each trial, participants were shown a short movie in which

the phoneme perception task for each age group. A partial

one speaker pronounced syllables (last phoneme was /ka/,

correlation was not significant when we controlled for each

/ta/, or /pa/) expressing emotion. They were asked to judge

child’s age (r=.07). Moreover, any significant correlations
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phoneme

students of Tokyo Woman’s Christian University (age:

simultaneously. If emotion perception and phoneme

M=18.8, SD=1.4). All participants spoke Japanese as their

perception share the integration process, the congruency of

native language. They were all recruited in each university.

one type perception would affect the other type of perception.

4.2.2 Stimuli

For example, if an audiovisual phonemic incongruent movie

The audiovisual stimuli were short movies in which a

inducing the McGurk effect is shown, a participant may be

female actor (four native Japanese speakers) said /aka/, /ata/,

affected by visual information and perceive emotion

or /apa/ while expressing anger or happiness in her facial and

weighing on facial expression (Figure 9 top). Moreover, if an

vocal expression. Since it is difficult to express emotion in

emotional incongruent movie is shown, a participant would

one syllable, we added /a/ to /ka/, /ta/, and /pa/. As in Study 1

perceive phoneme weighing on lip movements (Figure 9

and Study 2, the combination of facial and vocal emotion

bottom).

was congruent (AngryFace / AngryVoice, HappyFace /

Alternatively, if each audiovisual integration is

HappyVoice) or incongruent (AngryFace / HappyVoice,

independent, emotion perception would not differ between

HappyFace / AngryVoice). As for phonemes, we used four

phonemic congruent and incongruent stimuli, and phoneme

types of combination (congruent: /aka/, /ata/, /apa/;

perception would not differ between emotional congruent

incongruent (McGurk): visual /aka/ + auditory /apa/). That is,

and incongruent stimuli (Figure 10).

64 (four actors × 4 emotions × 4 phonemes) movies were
used as audiovisual stimuli (Figure 11). Each congruent
phoneme stimulus was shown once (48 movies = 48 trials),
while each McGurk stimulus was shown three times (16
movies × 3 = 48 trials) in order to present congruent and
incongruent stimuli at the same time. Accordingly, a total of
96 trials were conducted, as described in the Procedure
section.

Figure 9 Expectation from the Sharing Model
(numbers enclosed within a circle are corresponding to
those in Figure 13 and 14)

Figure 11 Audiovisual stimuli in Study 3
(In case of Angry Face)

4.2.3 Procedure
Study 3 was conducted in the experimental laboratory
at Tokyo Woman’s Christian University. The apparatus was
the same as that in Study 1 and 2. In each trial, a fixation
point was displayed at the center of the monitor for 800 ms,
Figure 10 Expectation from the Independent Model

and a signal sound (a 440 Hz pure tone lasting 100 ms) was
played simultaneously. After 1000 ms from the onset of the

4.2 Method

presentation of the fixation point, an audiovisual stimulus,

4.2.1 Participants

the first instruction sentence, and the second instruction

The participants were 50 undergraduate and graduate

sentence display were presented successively (Figure 12).
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For the half of participants, the first instruction was to judge

incongruency in both the emotional congruent and

whether the speaker’s emotion was happy or angry and to

incongruent trials.

press the corresponding key (E or U). Unlike Study 1 and 2,
they were instructed to judge emotion based on the voice
despite watching a face during trials in order to unified the
attended modality between emotion perception and phoneme
perception. After the response to the first instruction, as a
second instruction, the participants were asked to judge
which phoneme the speaker said, /aka/, /ata/, or /apa/ and to

Figure 13 An accuracy in emotion perception

press the corresponding key (Z, V, or M). The other half of
participants were asked to judge them in the reverse order

The effect of emotional incongruency on phoneme

(with the first instruction being phoneme judgement and the

perception

second instruction being emotion judgement). After the

investigate the impact of audiovisual emotional information

second response, the next test trial began. Thus, the

on phonemic audiovisual integration, we compared the

participants judged both emotion perception and phoneme

accuracy of phoneme perception in phonemic congruent

with respect to one movie simultaneously. In total, 96 test

trials and the occurrence of the McGurk effect in phonemic

trials were conducted, and the order of test trials was

incongruent trials between emotional congruent and

randomized.

incongruent stimuli. The accuracy of phoneme perception in

The results are shown in Figure 14. To

phonemic congruent trials did not significantly differ
regardless of emotional congruency (t(15)=1.38, p=.188,
d=.52). Regarding phonemic incongruent trials, the fusion
responses (t(15)=0.53, p=.604 d=.09), auditory responses
(t(15)=0.54, p=.596), and the responses (t(15)=0.14, p=.891
d=.07) were not significantly different between emotional
Figure 12 A flow of a trial

congruent and incongruent stimuli. Thus, audiovisual
emotional perception was not affected by phonemic

4.3 Results and Discussion

audiovisual incongruency in both the emotional congruent

The effect of phonemic incongruency on emotion perception

and incongruent trials.

The results are shown in Figure 13. To investigate the impact
of audiovisual phonemic information on audiovisual
integration of emotional information, we conducted a
Phonemic Congruency (phonemic congruent, phonemic
incongruent) × Emotional Congruency (emotional congruent,
emotional incongruent) within-subjects ANOVA (within
subjects) on the accuracy of emotion perception. The main

Figure 14 The results of phoneme perception

effect of emotional congruency was significant (F(1,
15)=66.35, p<.001, ηp2=.82), suggesting that emotion

To summarize, the results of Study 3 suggest that the

perception from voice was inhibited by facial expression in

incongruency of audiovisual information does not affect

emotional incongruent stimuli and that such perception was

other types of perception: there is no interaction between

more difficult than congruent stimuli. However, the

audiovisual emotion perception and phoneme perception.

interaction (F(1, 15)=2.00, p=.178, ηp2=.12) and the main
effect of Phonemic Congruency (F(1, 15)=0.81, p=.383,

5.

General Discussion

ηp2=.05) were not significant. Thus, audiovisual emotional

This study aimed to examine the commonality of

perception was not affected by phonemic audiovisual

audiovisual emotion perception and phoneme perception in
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three aspects: the characteristics of audiovisual integration in

and phonetic information, other aspects within same

Japanese adult people, the developmental pattern, and the

modality may be required. Lipreading skill may be

interaction of each perception. The results of Study 1

independent of the recognition of facial expression,

showed that there was no significant correlation between

considering that lipreading skills develop later than the

weighting on auditory information in audiovisual emotion

perception of facial expression [10]. Moreover, phoneme is

perception and that in audiovisual phoneme perception in

segmental information of speech sound, while vocal emotion

Dutch people. However, a significant correlation was

is

observed only when Japanese participants were shown

demonstrated in previous studies using fMRI, fNIRS, and

Dutch stimuli. Thus, the results in Study 1 were mixed.

EEG, it is possible that segmental and suprasegmental

Study 2 demonstrated that the way of audiovisual integration

information are processed in different brain areas [12].

in emotion perception develops during childhood in a

Considering these characteristics of audiovisual perception,

different way from phoneme perception. Regarding emotion

some audiovisual integration can exist simultaneously along

perception, the visual influence decreases and the auditory

with readable information.

conveyed

by

suprasegmental

information.

As

influence increase from the age of 5 to 12 years. In contrast,

Nonetheless, it should be noted that the results of the

the rate of visual or auditory influence in audiovisual

present study do not confirm that Japanese tendency of

phoneme perception remains the same. Additionally, there

weighting vocal expression and their characteristics of

was no significant correlation coefficient for each of the age

audiovisual phoneme perception are totally irrelevant.

groups. In Study 3, we examined whether the incongruency

Therefore, future research should investigate factors which

of phonemes affects audiovisual emotion perception and

can induce cultural difference in audiovisual integration. For

vice versa. The performance of audiovisual emotion

example, it is useful to examine the relationship between

perception did not differ between the congruency and

gaze patterns on faces and audiovisual integration. Cultural

incongruency (McGurk stimuli) of the actor’s pronouncing

difference in such gaze patterns [13] may have affect

phoneme. Moreover, the performance of audiovisual

audiovisual perception. Additionally, we should reveal

phoneme perception was the same regardless of the actor’s

whether cultural differences is caused by people's culture or

emotional congruency. Overall, the results of the present

their languages. To shed light on these mechanism, it may be

study support the hypothesis that audiovisual perception of

important to investigate factors shaping the way of

affective or phonetic information is processed independently

audiovisual integration.

(Figure 1B). Therefore, the reason why Japanese people
place weight on auditory information can be explained by
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Abstract

を感じたユーザーがしめじの感情を認知している(愛

It is known that even a non-human object which acts socially
can evoke strong animacy. In this study, we predict that people
may feel animacy from such an object more strongly than
from a human-like object even when both objects act socially
in a similar fashion. We preliminarily investigated this
possibility by comparing the effects of animacy among
movies of two human-like illustrations, those of two simeji
mashrooms, and those of two matchsticks; all the objects in
the movies moved so that they came close to or departed from
each other in a pair.
The result of our experiment showed that participants
regarded human-like illustrations as having most human-like
appearance out of the three objects; on the other hand, when
they watched the movies of these objects’ approaching each
other, participants most highly estimated simeji mashrooms as
having feelings out of the three. These results suggest that
even a non-human object which does not have completely
human-like appearance can evoke strong animacy when it acts
socially.
Keywords ― Animacy, emotion recognition, nonhuman object, meaningfulness

1.

し合っている，等)ことが，ツイートへの反応から読み
取れる．この例を踏まえると，形状の点で必ずしもヒト
に類似しているわけではないしめじからでも，社会的
な関係性が想起され，結果的にアニマシーが強く知覚
されると考えられる．では，形状の点でヒトに類似した
対象よりもそうではない対象に対して，社会的な関係
性やアニマシーがより強く知覚される可能性はあるの
だろうか？ この可能性について検討した先行研究は
我々の知る限り存在しない．そこで，本研究ではヒトと
の類似度が異なると想定される 3 種の対象を用いて，
この可能性を実験により探索的に検討することを目的
とした．

2.

方法

30 名(平均 20.8 歳)の学生・院生が実験に参加した．
実験は 9 枚の静止画を見る静止画フェーズと 18 種の
動画を見る動画フェーズに分かれていた．参加者は各

はじめに

静止画と動画の閲覧後に「形状から感じられるヒトら

生物ではない物体に生物らしさ(ヒトらしさ)を感じ

しさ」(以下，形状質問)と「対象が感情をもっているか」

ることはアニマシー知覚として知られ，古くから研究

(以下，感情質問)という質問項目に対して，それぞれ

されてきた．例えば Heider & Simmel (1944)[1]で

VAS(Visual Analog Scale)を用いた 101 件法で回答し

は，複数の簡単な幾何学図形(○や△)の動きから，社

た．実験刺激の提示順はそれぞれのフェーズ内でラン

会的な関係性(△が○の邪魔をしている，等)を実験参

ダムとした．

加者が知覚したことが報告されている．このように心

静止画フェーズにおける実験刺激は図 2 のものを用

理学の分野では，簡単な幾何学図形であっても，動き

いた(以下，左から，人型，しめじ，マッチ)．全 9 枚の

を与えることでアニマシーを喚起させることが可能な

画像のうち，これら 3 枚を除く 6 枚の画像はディスト

ことが示されている[2]．これらの研究が示唆するよ

ラクタであった．

うに，必ずしもヒトのような形状をしていない対象に
対しても，アニマシーが知覚される場合が存在する．
一方で，対象がヒトらしい形態をもっていることを，
ヒトがアニマシーを感じる条件として挙げている研究
も存在する[3]．
たとえば，図 1 の添い寝しめじは，ツイッターで紹
介され話題になった画像を再現したものである．しめ

図 1 添い寝しめじ画像を再現したもの

じ同士に社会的な関係性(親子が添い寝している，等)
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図 2 静止画刺激

図 3 動画刺激で使われた画像の一部
動画フェーズでは，1 対の人型，しめじ，マッチを近

図 4 上：形状質問における評定の平均値

づける動画を用いた．動画は，42 枚の静止画を短時間

下：感情質問における評定の平均値

表示するストップモーションアニメの方式を用いて制

評定値が高かったのに対し，近づける動画では，しめじ

作された(図 3)．この動画を，通常通り再生したものを

の方が人型よりも評定値が高くなっており，評定値の

「近づける動画」
，逆再生したものを「離す動画」とし

逆転が見られた．

た．動画の長さはそれぞれ 10 秒間であった．全 18 種
の動画のうち，これら 6 種(対象物 3 種×動作 2 種)以

4.

外の 12 種はディストラクタであった．

考察

以上より，形状の点ではしめじより人型がヒトらし
いと評価されているものの，社会的な関係性を想起さ

3.

結果

せる動きを伴うと，人型よりしめじに対して強く感情

形状質問の結果を図 4 上に，感情質問の結果を図

を認知することが明らかとなった．さらに，この現象

4 下に示す．両質問に対して，対象要因(人型・しめじ・

は，同じような形状をもつものの，しめじよりもヒトと

マッチの 3 水準)とメディア要因(静止画・近づける動

の類似度が低いマッチには見られなかった．この結果

画・離す動画の 3 水準)を独立変数，質問の回答値を従

は，形状の点でヒトにある程度似た対象が社会的な関

属変数として 2 要因分散分析を行った1．

係性を想起させる動きを示す場合に，より強いアニマ

形状質問では，対象とメディアの間に有意な交互作

シーが喚起される可能性を示唆しているが，この可能

用がみられた(F(3.02, 116) = 3.02,p < .05)．さらに

性を検討するには今後さらなる検討が必要である．

下位検定の結果，すべてのメディア要因において，人型
がしめじよりも有意に高い値を示し(静止画: t(29) =

参考文献
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Abstract

作成，投稿して，それらの問題を学習者間で共有できる

The present study proposes an automatic item generation
system which creates the two types of combinational items,
the subject(noun)-predicate(verb) combinations and the
object(noun)-verb combinations, based on the co-occurrence
frequencies between Japanese nouns and verbs. Those cooccurrence frequencies have been computed by the statistical
analysis of large scale Japanese language data from a previous
study.
The present system, first selects proper verbs which have
high frequency with the initial input nouns to generate the
correct combinational items. Then, the system selects nouns
which have high frequency with the selected verbs to generate
the other correct combinational items. In the next step, the
system selects the nouns which have zero co-occurrence
frequency with the selected verbs to generate the wrong
combinational items. In those procedures, the difficulties of
the correct items are controlled by the abstractness of the
initial and selected nouns, while the difficulties of the wrong
items are controlled by the similarities between nouns of the
correct items and those of the wrong items.
In a practical test consisting of the two types of generated
combinational items, 54 university students were asked to
answer whether each item was correct or wrong. The results
show that the difficulties controlled in the system are
sufficiently consistent with the correct answer ratios of the
students.

自主学習素材共有システムを開発している．しかし，日
本語の語彙そのものに関する自動作問の研究はほとん
ど行われていないのが現状である．
日本語の語彙テストとしては既に，朝日新聞社とベ
ネッセコーポレーションが共同で実施している「語彙・
読解力検定[6]」がある．この「語彙・読解力検定」で
は，一単語の意味を問う問題や，文章中の単語の意味を
問う問題を出題している．一方，清水・萩原 [11]では，
言葉の印象の理解が，人間の感情理解や比喩理解にお
いて大きな役割を果たすことが指摘されている．特に
動詞は名詞と共起することで，言葉の印象を大きく変
えることがある．そこで，この研究では名詞と動詞の組
み合わせを正しく理解できれば，言葉の深層に含まれ
る意図や事実を推測することができると仮定し，名詞
と動詞の組み合わせに対する印象の自動推定システム
を提案している．
確かに，上記の研究で指摘されているように，単語の
意味は他の単語との組み合わせによって大きく変わっ
てしまうことが多い．特にこの変化は，名詞と動詞の組
み合わせにおいて顕著である．たとえば「走る」という

Keywords ― Automatic Generation, Combinational
Item

極めて基本的な意味の動詞でも，
「車が走る」という表
現の場合と「緊張が走る」という表現の場合では，その

1.

意味が異なっている．一方，
「緊迫が走る」という表現

研究背景と研究目的

近年，ICT 分野の急速な進歩に伴い，学校現場でも

は，字面は似ていても適切な表現とは言えない．これら

学習支援システムや，CBT 試験(Computer-Based

の点を考慮すると，同じ「走る」という動詞がどんな名

Testing)が導入され，より多くの問題を迅速かつ大量に

詞と組み合わさると適切な表現になるのかという組み

生成することが求められている．英単語の意味に関す

合わせの問題が極めて重要であると言える．

る自動作問領域ではすでに多くの研究[1,2,3,5,9]が発

つまり，個々の単語の基本的な意味を知っているだ

表されているが，日本語に関する自動作問の研究はま

けでは言語の理解能力としては不十分である．少なく

だ多くはない．たとえば，久田・前田 [7]は，ニュース

ともどの名詞とどの動詞の組み合わせが言語として意

記事を用いた時事問題の自動作問システムを提案して

味を成すかを知っていることは，言語を正しく話し書

いる．また，林・垂水[8]では学習者が多肢選択問題を

くために必要不可欠な知識であると言える．
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本研究では，特に名詞と動詞の組み合わせに着目し，

研究は自動作問の最初の試みとして，
「名詞（主語）が

それらの組み合わせの適切さが理解されているかどう

動詞（述語）
」と「名詞（目的語）を動詞」二種類の組

かを測定するための「語彙組み合わせ問題」の作成を試

み合わせについて，以下に示す手順で自動作問を行う．

みる．本研究における「語彙組み合わせ問題」とは，例

2.1 抽象的な名詞から始める組み合わせの
自動作問

えば「緊張が広がる」のような名詞と動詞の組み合わせ
語句が日本語として適切かどうかを答える問題形式を
意味する（以下では適切な組み合わせを正解，不適切な

この方法では，まず，抽象的な名詞を初期値として入

組み合わせを誤りとする）
．

力することにより，同じ動詞を用いて，
「抽象的な意味

しかし，新聞や文学作品等で一般的に用いられる名

を持つ語彙組み合わせ」と「具体的な意味を持つ語彙組

詞や動詞は各々数万を超えている．さらに，
「主語と述

み合わせ」の二種類の組み合わせを作ることができる．

語」
，
「目的語と動詞」の場合では各々その組み合わせパ

今回は，まず「抽象的な意味を持つ語彙組み合わせ」

ターンは異なっている．単に辞書を参照するだけで，名

として 4 個の抽象的な名詞各々に 4 個の動詞を組み合

詞と動詞の適切な組み合わせを組織的に構成し，組み

わせて 16 個の組み合わせを自動的に生成する．次に

合わせ問題を作成することは極めて困難である．さら

「具体的な意味を持つ語彙組み合わせ」として，同じ 4

に，問題作成では単なる大量生成ではなく，難易度が異

の動詞各々に 4 個の具体的な名詞を組み合わせて 16 個

なる問題の生成が求められている[10]．

の組み合わせを生成する．すなわち，
「名詞（主語）が
動詞（述語）
」
，
「名詞（目的語）を動詞」各々で 32 個

本研究では，上記の問題を解決するため，新聞データ
（毎日新聞 1991 年-2008 年）や文学作品を含む大規模

の組み合わせが自動的に生成されることになる．

言語コーパスから抽出した，三万以上の名詞と七万に
及ぶ動詞(表 1 参照)の組み合わせの共起頻度のデータ

2.1.1 「名詞（主語）が動詞（述語）
」の場
合の自動作問の手順

ベースを用いて，名詞と動詞の「語彙組み合わせ問題」
を難易度別に自動的に作成できるシステムを提案する．

「名詞（主語）が動詞（述語）
」の場合の自動作問の
手順を図 1 に示す．

表 1 本研究で用いた共起頻度データに含まれる

①まず，確率的言語構造を構成する潜在クラスのな

異なる名詞と動詞の語数
名詞（目的語）-を-

名詞（主語）-が-

動詞（述語）

動詞（述語）

名詞数

38,816

34,668

動詞数

92,567

70,398

かから，比較的抽象的な名詞群の所属確率が高い潜在
クラスを複数個抽出する．
②次に，上記の潜在クラスの一つをランダムに選定
し，そのクラスへの所属確率が高い名詞を任意個数選
出する．抽象度が高い名詞を用いると，難易度が高い組
み合わせを作ることができると期待される．
例 1：
「気運，機運，関心，緊張，緊迫，内圧」など

本研究の前提として，既に，上記の日本語大規模コー

③次に，これらの名詞の各々を主語として「が」で繋

パスの言語統計解析に基づく，名詞，動詞，形容詞に関

がる共起頻度が高い動詞群を選出する．

する共起頻度データベースおよび，確率的言語知識構

例 2：
「走る，生まれる，盛り上がる，集まる，

造(潜在クラス群)が作成されている[4]．本研究で提案

高まる」など

するシステムでは，この共起頻度のデータベースと潜
在クラス群に基づく以下のような一連の手続きに従い，
正誤の語彙組み合わせ問題を難易度別に自動的に作成

を組み合わせると，以下のような比較的難易度の高い
問題が作成できる．

する．

2.

④例 1 の名詞と共起頻度が高い動詞（例 2 の動詞）

例 3：
「緊張が走る」
，
「機運が生まれる」
，
「気運が盛
り上がる」
，
「関心が集まる」
，
「内圧が高まる」

研究方法

⑤次に，例 2 の動詞群の中から，特に共起頻度の高

前記の共起頻度データにおける日本語の語彙組み合

い動詞群を選別し，それらの動詞の主語として「が」で

わせは「名詞（主語）が動詞（述語）
」
，
「名詞（目的語）

繋がる共起頻度が高い名詞群を選出する．

を動詞」
，
「名詞（目的語）に動詞」三種類があるが，本
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合と同様の手続きで自動的に問題を作成する．

抽象的な意味のクラス
を一つ抽出する

抽象的な意味の名詞を複数抽出する

類
似
す
る
名
詞
・
類
似
し
な
い
名
詞
群

N1, N2, N3,

N1, N2, N3,

緊張

車

．．．

．．．

抽象的な意味の名詞を複数抽出する

．．．
「が」との共起頻度
が高く、抽象クラス
の順位が低い名詞

「が」との共起
頻度が高い動詞
「緊張が走る」

類
似
す
る
名
詞
・
類
似
し
な
い
名
詞
群

V1, V2, V3, 走る, V5, V6
V7, V8

．．．

共起頻度が 0 の組
み合わせを選ぶ

共起頻度が 0 の組
み合わせを選ぶ

「緊迫が走る」

「効果が走る」

類似する

類似しない

．．．

抽象的な意味のクラス
を一つ抽出する

N1, N2, N3,

N1, N2, N3,

難局

問題

．．．
「を」との共起
頻度が高い動詞

「難局を打開する」

図 1 抽象的な名詞から始める組み合わせの

「を」との共起頻度
が高く、抽象クラス
に順位が低い名詞
「問題を打開する」

V1, V2, V3, 打開する, V5, V6
V7, V8

．．．

共起頻度が 0 の組
み合わせを選ぶ
「複雑を打開する」

類似する

．．．

．．．

共起頻度が 0 の組
み合わせを選ぶ
「驚きを打開する」

類似しない

．．．

．．．

自動作問手順：
「名詞(主語)が動詞(述語)」の場合
図 2 抽象的な名詞から始める組み合わせの
⑥次は，⑤で選んだ名詞群から，比較的，抽象的な潜

自動作問手順：
「名詞(目的語)を動詞」の場合

在クラスでの順位が低い名詞（
「車，子供，気持，人，

2.2 具体的な名詞から始める組み合わせの
自動作問

気分」等）を選出し，上記の動詞と組み合わせる．同じ
動詞に対して抽象度が低い名詞を組み合わせると，よ

この方法では，2.1 の方法とは逆に，具体的な名詞の

り難易度の低い組み合わせを作ることができると期待
される．

所属確率が高い潜在クラスに属する任意個の名詞群を

例 4：
「車が走る」
，
「子供が生まれる」
，
「気持ちが盛

初期値として用いて問題を作成した．この方法では，ま

り上がる」
，
「人が集まる」
，
「気分が高まる」

ず「名詞（主語）が動詞（述語）
」
，
「名詞（目的語）を

⑦さらに，②で選定したのと同じ潜在クラスに属す

動詞」それぞれ，4 個の名詞，各々に 4 個の動詞を組み

る名詞群と③で選出した動詞群での共起頻度が 0 の組

合わせて，16 個の組み合わせを自動的に生成する.さら

み合わせを選び，誤り問題を作成する（例えば「緊迫が

にそれぞれ 2 個の組み合わせを追加し 2.1 の場合と合

走る」
）
．この誤り問題は，正しい組み合わせ（例えば

わせて各々計 50 個の組み合わせが生成される．

「緊張が走る」
）と名詞が類似していて，かつ同じ動詞

この方法における「名詞（主語）が動詞（述語）
」の
自動作問の手続きは図 3 に示すとおりである．

（
「走る」
）を用いている．そのため正誤の判断がそれだ
け難しいと考えられる．

①まず，確率的言語構造で「名詞(主語)が動詞(述語)」
に対応した名詞の潜在クラスの中から比較的具体的な

2.1.2「名詞（目的語）を動詞」組み合わせの
自動作問の手順

名詞群の所属確率が高い潜在クラスを一つ選び，その
クラスへの所属確率が高い名詞を任意個数選出する．

図 2 のように，
「名詞（主語）が動詞（述語）
」の場

例 1：
「大統領，議長，首相，書記」など
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具体的な意味のクラス一つを抽出する

具体的な意味のクラス一つを抽出する

具体的な意味の名詞を
複数抽出する

全く類似しないクラス

N1, 交差点, N3, 路上, N5, ．．．

具体的な意味の名詞を複数抽出する

類似する名詞

．．．

同じ動詞を使う

「が」との共起
頻度が高い動詞

「を」との共起
頻度が高い動詞

共起頻度が 0 の組
み合わせを選ぶ

同じ動詞を使う
「首相が訪問する」

「車が訪問する」

「交差点を右折する」 「路上を右折する」

図 3 具体的な名詞から始める組み合わせの

図 4 具体的な名詞から始める組み合わせの

自動作問手順：
「名詞(主語)が動詞(述語)」の場合

自動作問手順：
「名詞(目的語)を動詞」の場合

②次に，これらの名詞の各々を主語として「が」で繋

①まず，確率的言語構造で「名詞(目的語)を動詞」に

がる共起頻度が高い動詞群を選出する．

対応した名詞の潜在クラスの中から比較的具体的な名

例 2：
「訪問する，発表する，表明する」など

詞群の所属確率が高い潜在クラスを一つ選び，そのク

③例 1 の名詞と共起頻度が高い動詞(例 2 の動詞)を

ラスへの所属確率が高い名詞を任意個数選出する．

組み合わせると，以下のような比較的難易度の低い問

例 1：
「水中，海上，歩道，交差点」など

題が作成できる．

②次に，これらの名詞の各々を目的語として「を」で

例 3：
「大統領が訪問する」
，
「議長が発表する」
，
「首

繋がる共起頻度が高い動詞群を選出する．
例 2：
「泳ぐ，北上する，歩く，右折する」など

相が表明する」など
④さらに，①で選定した潜在クラスとはまったく類

③ ①で選んだ名詞と共起頻度が高い動詞(例 2 の動

似しない別の具体的意味を持つ潜在クラスに属する名

詞)を組み合わせると，以下のような比較的難易度の低

詞群の中から，②で選出した動詞群との共起頻度が 0

い問題が作成できる．
例 3：
「水中を泳ぐ」
，
「海上を航行する」
，
「廊下を歩

の組み合わせを選び，誤り問題を作成する（例えば「ダ
ンプカーが訪問する」
）
．この誤り問題は，正しい組み合

く」
，
「交差点を右折する」など

わせ（例えば「大統領が訪問する」
）とは名詞がまった

④さらに，①で選定した具体性の高い潜在クラスと

く異なっていながら，あえて同じ動詞(「訪問する」)を

同じ潜在クラスに属する名詞群の中から②で選出した

用いている．そのため正誤の判断がそれだけ易しいと

動詞群との共起頻度が 0 の組み合わせを選び，誤り問

考えられる．

題を作成する（例えば「廊下を右折する」
）
．この誤り問

一方，
「名詞（目的語）を動詞」の自動作問手順は図

題は，正しい組み合わせ（例えば「交差点を右折する」
）

4 に示すとおりである．

と名詞が類似していて，かつ同じ動詞(「右折する」)を
用いている．そのため正誤の判断がそれだけ難しいと
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考えられる．

率が低い．つまり抽象的名詞群の方が，表現として正し
いかどうかを正しく判断できないという意味では，難

3.

実験方法

易度が高いといえる．たとえば，抽象的名詞との組み合

以上の手順を用いて自動生成した問題に関して，シ

わせ，
「気運が盛り上がる」という正解項目の正答率は

ステムが想定した難易度が，実際の人間の判断と一致

0.2 と非常に低く，一方，同じ動詞と具体的名詞との組

するかどうかを検証するため，大学一年生 54 名を実験

み合わせ正解項目「議論が盛り上がる」の正答率は 0.93

参加者として Web 上で実験調査を実施した．

と非常に高い．

実験材料としては上記 2.1 と 2.2 の手続きに従って

4.1.2「名詞(目的語)を動詞」の場合

生成された，難易度が異なる組み合わせ項目を用いた.
「名詞(主語)が動詞(述語)」
，
「名詞（目的語）を動詞」

2.1.2. で作成した抽象的名詞群，具体的名詞群の正

各々につき 50 項目を生成し，全部で 100 項目の実験

解項目，誤り項目それぞれの正答率の平均値は表 3 に

課題を作成した．実験参加者は各項目に対して，日本語

示すとおりである．

として「正しい」
，
「正しくない」
，
「分からない」
，３つ
表 3 「名詞(目的語)を動詞」の正答率の平均値

の選択肢から一つを選択した．また，以降の結果の集計
では，正解項目を正しい，誤り項目を正しくないと判断

正解項目

した場合を正答とし，正解項目，誤り項目共に「分から
ない」を選択した場合はすべて正答に含めず，正答率を

抽象的

計算した．

名詞群
具体的

4. 結果と考察
4.1 抽象的な名詞から始める組み合わせの
実験結果
4.1.1「名詞(主語)が動詞(述語)」の場合

名詞群

誤り項目

N

Mean

N

Mean

5

0.485

11

0.620

9

0.689

8

0.831

この実験結果の正答率の逆正弦変化後の値に対して，
やはり，抽象・具体，正解項目・誤り項目の二元配置の

2.1.1 で作成した抽象的名詞群，具体的名詞群の正解

分散分析を行った結果，抽象・具体，正解項目・誤り項

項目，誤り項目それぞれの正答率の平均値は表 2 に表

目の二元配置の分散分析の結果では，抽象・具体要因に

わすとおりである．

有意水準 1 パーセントで有意差があり（F(1, 29)=7.83,

この実験結果の正答率の逆正弦変化後の値に対して，
抽象・具体，正解項目・誤り項目の二元配置の分散分析
を行った結果，抽象・具体要因に有意水準 1 パーセン
ト で 有 意 差 が あ り （ F(1, 29)=10.23, p=0.003,

2

p=0.009, η =0.20），正解項目・誤り項目要因（F(1,
2
29)=2.98, p=0.095, η =0.075），及び交互作用（F(1,
2
29)=0.017, p=0.90, η =0.0004）には有意差がなか
った．

2

η =0.25）
，正解項目・誤り項目要因（F(1, 29)=0.184,

上記の表 3 及び分散分析の結果から，抽象的名詞群

2

p=0.19, η = 0.04）及び交互作用（ F(1, 29)=0.03,
2
p=0.87, η =0.0006）には有意差がなかった．

の方が具体的名詞群より正答課題，誤答課題共に正答
率が低い，つまり難易度が高いことがわかる．具体的に
は，抽象的名詞との組み合わせ正解項目「熾烈をきわめ

表 2 「名詞(主語)が動詞(述語)」の正答率の平均値
正解項目
抽象的
名詞群
具体的
名詞群

る」の正答率は 0.35 で非常に低く，反対に同じ動詞と

誤り項目

N

Mean

N

Mean

7

0.642

9

0.537

9

0.877

8

0.785

具体的名詞との組み合わせ正解項目「道をきわめる」の
正答率は 0.7 でかなり高い．

4.2 具体的な名詞から始める組み合わせの
実験結果
4.2.1 「名詞（主語）が動詞（述語）
」の場合
2.2.1. で作成した具体的名詞群（単独）の正解項目，

上記の表 2 及び分散分析の結果から，抽象的名詞群

誤り項目それぞれの正答率の平均値は表 4 に示すとお

の方が具体的名詞群より正解項目・誤り項目共に正答

りである．
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誤り項目要因には有意差がなかった（F(1, 44)=0.02,

この場合の正答率の逆正弦変化値と，4.1.1 の正答率

2

p=0.89, η =0.0003）．

の逆正弦変化値とを合わせて，抽象・具体・具体単独，
正解項目・誤り項目の二元配置の分散分析を行った結
果，抽象・具体・具体単独要因に有意水準 0.1 パーセン

表 5 「名詞(目的語)を動詞」

ト で 有 意 差 が あ り （ F(2, 44)=16.35, p=0.00,

(具体的名詞群(単独))の正答率の平均値

2

η =0.41）
，正解項目・誤り項目要因（F(1, 44)=0.61,

正解項目

2

p=0.44, η =0.008），及び交互作用（F(2, 44)=1.52,
2
p=0.23, η =0.04）には有意差がなかった．また，下

具体的名詞群

位検定の結果，抽象的名詞群と具体的名詞群の間

(単独)

誤り項目

N

Mean

N

Mean

5

0.904

12

0.611

(t(44)=5.62, p=0.00)，及び抽象的名詞群と具体的名詞
単独群の間 (t(44)=3.82, p=0.00)，にそれぞれ有意水準

また，下位検定の結果，抽象的名詞群と具体的名詞群

0.1 パーセントで有意差があった．一方，具体的名詞群

の間 (t(44)=2.57, p=0.014)，及び抽象的名詞群と具体

と具体的名詞単独群の間には有意な差はなかった．

的名詞単独群の間 (t(44)=2.50, p=0.016) にそれぞれ
有意水準 5 パーセントで有意差があった．特に，交互

表 4 「名詞(主語)が動詞(述語)」

作用に関する下位検定では，具体的名詞単独群におい

(具体的名詞群(単独))の正答率の平均値
正解項目

具体的名詞群
(単独)

て正答課題と誤答課題の間に，有意水準 5 パーセント

誤り項目

N

Mean

N

Mean

9

0.930

8

0.968

で 有意 差があ るこ とが わか った （ F(1, 44)=5.76,
2

p=0.02, η =0.095）．上記の表 3, 表 5 及び分散分析
の結果から，やはり抽象的名詞群の方が具体的名詞群
より正答課題，誤答課題共に正答率が低い，つまり難易
度が高いことがわかる．さらに，交互作用を考慮した下

上記の表 2，表 4 及び分散分析の結果から，やはり

位検定の結果から，特に具体的名詞群(単独)では，誤答

抽象的名詞群の方が具体的名詞群より正解項目，誤り

課題の方が正答課題より難易度が高いことがわかる．

項目共に正答率が低い，つまり難易度が高いことがわ

具体的名詞群単独の場合のこの正答率の差は，誤り

かる．さらに，具体的名詞群(単独)より，抽象的名詞群

項目の名詞が同じ動詞を組み合わせた正解項目の名詞

の方は難易度が高いこともわかる．特に具体的名詞群

と類似している場合に顕著である．たとえば，
「交差点

(単独)ては，正解項目と誤り項目で，同じ動詞に対して

を右折する」という正解項目の正答率は 0.94 で非常に

まったく異なる種類の名詞を用いているため，誤りの

高いが，
「交差点」と類似した名詞と同じ動詞とを組み

項目の正答率が高くなっていると考えられる．例えば，

合わせた誤り項目「歩道を右折する」の正答率は 0.3 と

正解項目「大統領が訪問する」の正答率は 0.93 でかな

非常に低い．同じく，正解項目「海上を北上する」の正

り高いが，同じ動詞に対応する誤り項目「列車が訪問す

答率は 0.78 でかなり高いのに，類似した名詞を用いた

る」の正答率は 0.96 とさらに高くなっている．

誤り項目「路上を北上する」の正答率は 0.33 でかなり
低いと言える．
以上の結果から，本研究の自動作問のシステムを用

4.2.2 「名詞（目的語）を動詞」の場合
2.2.2. で作成した具体的名詞群（単独）の正解項目，

いて生成された「名詞（主語）が動詞（述語）
」と「名

誤り項目それぞれの正答率の平均値は表 5 に示すとお

詞（目的語）を動詞」二種類の組み合わせ問題について，

りである．

システムで想定された難易度が実際の人間にとっての

この場合の正答率の逆正弦変化値と，4.1.2 の正答率

難易度と十分一致していることが，実験に基づき実証

の逆正弦変化値とを合わせて，抽象・具体・具体単独，

された．すなわち，最初に入力した抽象的な名詞群と動

正解項目・誤り項目の二元配置の分散分析を行った結

詞の組み合わせ問題は，同じ動詞に対応する具体的名

果，抽象・具体・具体単独要因（F(2, 44)=4.21, p=0.02,

詞群との組み合わせよりも難易度が高い．また，具体的

2

2

η =0.14）と交互作用
（F(2, 44)=4.18, p=0.02, η =0.14）

名詞群を用いる場合でも，誤り項目の名詞が同じ動詞

に有意水準 5 パーセントで有意差があり，正解項目・

に対応する正解項目の名詞と類似している場合は，類
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似していない場合より，難易度が高くなることも確認

動生成システムの構成も試みていきたい.

された．これらの結果から，今回開発した自動作問シス
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Abstract

は不一致の手の動きをすることによって，絵画の美的

Psychological and cognitive science studies including
embodied cognition have been explored underlying
mechanisms of aesthetic and impressive evaluations of
paintings. In the present research, two types of artworks (i.e.,
standard paintings and paintings on the ceiling) by the same
artists were compared in the two types of viewing; looking
forward or looking upward to assess the spatial arrangement
of the artworks and these body conditions on various
subjective impression evaluations of the artworks. The
spatial arrangement (ceiling × wall) and the type of the
artworks (ceiling painting × wall painting) were independent
variables. The participants appreciated the paintings in a VR
space to watch the two types of arrangements (i.e., a painting
on the wall or a painting on the ceiling) with the same
distance. Although in the whole artworks the main effect and
the interaction were not significant, in some of the artworks,
evaluations of liking, emotion, beauty, arousal, and strength
were enhanced in accordance with the spatial arrangement
and the type of painting were matched: The paintings of the
ceilings were preferred when they are presented on the
ceiling than on the wall, while the paintings of the wall were
preferred more presented on the wall than on the ceiling. We
discussed possibilities that artists took the viewers' body
postures into consideration when they draw their paintings.

な評価が変化することが示されている[5]。筆づかいを
知覚した際に，ミラーニューロンシステムが賦活した
り[6]，筆づかいが示す運動方向と一致する動きが観察
者に誘発されたりする[7]ことから，絵画の筆づかいに
対する美は身体を基盤にして生じることが分かる。と
ころで，筆づかい以外にも，身体の影響が予想される
美術作品が存在する。例えば，作品の中には，身体の
動きを必然的に伴うような作品もあり，私たちは左右
に開いた祭壇画を見る際には首を左右に動かし，キャ
ンバスサイズの大きい作品や天井画を見る際には見上
げて鑑賞し，彫刻作品やインスタレーション作品では
作品を様々な角度から見て回ろうとする。作品の評価
に身体の状態や動きが影響するのであれば，これらの
作品に対する評価への影響があることが想定できる。
ところが，絵画の筆づかい以外に，このような身体と
作品の評価の間の関連性を示した研究はこれまでに行
われていない。そこで，まずはどのような対象におい
て身体の働きが認められるのかについて検討をする必
要があると考えられる。

Keywords ― embodied cognition, aesthetics, Ceiling
painting, painting on the feeling, virtual reality

1.

そこで，本研究では，その一つとして天井画を取り
上げる。天井画とは，寺院や宮殿の天井に描かれるな
いし飾られる美術作品のことを指す。最も著名な例と

はじめに

してはミケランジェロ・ブオナローティのシスティー

人の認知に関する考え方の一つに，人の認知が身体

ナ礼拝堂の天井画が挙げられる他，日本でも水墨画で

の働きによって作られている身体化認知（embodied

描かれた雲竜図や葛飾北斎の鳳凰図などの作品があり，

cognition）[1]と呼ばれる考えが存在する。身体化認知

洞窟壁画など旧石器時代にすでに天井面に描かれた絵

の研究では，思考や判断などの認知が様々な感覚モダ
リティと密接に関連していることを明らかにしており，
例えば，表情の違いが漫画の面白さに影響を与えるこ

も存在する。絵画は一般的に壁に飾られるないし描か
れるため，大抵は正面から作品は鑑賞されるが，天井
画は天井にあるため上を向いて鑑賞をする必要がある。

と[2]や，温度感覚が他者の人物特性の判断に影響を及

それを，あえて天井に描いた意味は，空間的配置ない

ぼすこと[3]，重さの感覚が責任の重さや物事の重要性

しそれに伴う身体状態の違いが，観察者の評価に影響

判断に影響を及ぼすこと[4]などが知られている。

を及ぼすからなのかもしれない。ところが，空間的配

昨今の研究では，身体化認知に基づいた美術作品に

置の違いが作品の評価にどのような影響を及ぼすのか

対する美的な評価に関する研究が存在する。例えば，

についてはまだ研究が行われていない。そのため，天

点描やストロークなどの絵画の筆づかいと一致あるい
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井画は天井にあるからこそ美的な評価や印象評価が変

ようにした。

化するのかどうかについて検討をする必要があると考

実験参加者 18 歳以上の男女 17 人（男性 5 人，女性

えられる。

12 人，平均年齢 21.65 歳）を実験参加者とした（発表
時には 30 人分のデータを取る予定）
。

天井画において，空間的配置やそれに伴う身体状態
が仮に評価に影響を及ぼす場合，そのパターンは二つ

実験装置 VR デバイスとして HTC Vive（HTC &

あると考えられる。一つは，空間的配置のみが作品の

Valve Corporation）を使用した。ゲーム画面の解像度

評価に影響を及ぼすパターンである。この場合は，評

は 2160（1080×2）×1200 であった。視野角は約 110

価の変化は，天井に配置されていることそのものの影

度だった。音声指示用にスピーカーを参加者の約 50

響であり，作品の内容は関係がない。身体化認知の研

cm 後方に設置した。

究では，上下の位置関係や身体動作はそれに関わる

刺激と仮想空間 刺激は，天井画と正面画（正面に描

様々な概念と結びついていることが知られている。例

かれるないし飾られる作品の略）の 2 種類を各 6 枚ず

えば，上下は感情価と関連しており，上はポジティブ

つ使用した。刺激の選出基準は，天井画と正面画で同

感情と，下はネガティブ感情と結びついており，画像

じ作者であることと，同じような内容が描かれている

の感情価の評価に上下の身体動作の影響を受けること

ことの 2 つであった。図 1 に本実験で選出した刺激を

が示されている[8]。また，その他にも，上下空間は力

示す。葛飾北斎の作品は，
『龍図』は『雪中虎図』と，

との結びつきもあることが示されており，対人関係上

『怒涛図 男浪』は『神奈川沖浪裏』と，
『鳳凰図』は

の力量関係を上方向の方が強く感じ，下方向の方が弱

『
「肉筆画帖」鷹』と内容を似せている。

く感じることが示されている[9]。そのため，作品の美

実験時に参加者が入る仮想空間は，ゲームエンジン

的な評価だけでなく，力強さのような印象評価とも関

Unity によって作成した。仮想空間は立方体空間とそ

連しているかもしれない。また，もう一つのパターン

の中の，刺激および看板で構成されており，刺激は参

として，空間的配置と作品内に描かれている視覚情報

加者の右手の壁もしくは天井に配置され，正面には

の相互作用が作品の評価に影響を及ぼす可能性が挙げ

“START”と書かれた看板を配置した。作品の大きさ

られる。これは，天井画は天井にあってこそ作品の魅

は縦 300 cm で，横幅は縦横比を変えずに拡大した。

力を感じるような視覚情報が描かれていることを指し

壁や天井までの観察距離は，400 cm とした。天井に配

ている。本研究では，この 2 つを検討するために，使

置する刺激は参加者の真上にあるとかなり首の負担が

用する刺激として，天井画および天井画と似た内容の

生じることが予想されたため，絵の中心は参加者の真

正面に飾られるないし描かれるような作品を用いて，

上から前方に 100 cm 離れていた。また，壁に配置す

作品の空間的配置によってどのような評価の変化が生

る刺激は，床から 10 cm 高く配置した。
（今回のデー

じるのかの比較を行う。また，この時，一般に 4 m 以

タは予備実験分も含めており，そのうち 5 人の壁に配

上の高さのある天井画の鑑賞状況を実験室で行うのは

置する刺激は床から 50 cm 高く配置しており，さらに

困難であると判断されたため，本研究では，Virtual

そのうち 1 人の天井の配置は真上から 15 cm 前方に離

Reality（VR）を用いて，仮想空間内で絵画の提示を

れていた。発表時にはこれらのデータを除いた 30 人分

して実験を行う。

のデータで分析する予定である。
）
手続き 実験は，天井条件 2 回と正面条件 2 回の練習試

2.

行と，天井条件 12 回と正面条件 12 回の本試行に分か

方法

実験デザイン 独立変数は，空間的配置（天井条件・正

れていた。両条件は交互に行われ，順序は参加者ごと

面条件）と作品の種類（天井画・正面画）の 2 要因混

にカウンターバランスを取った。参加者の椅子の高さ

合計画であった。従属変数は，作品の好ましさ（好き

を調整し，HMD を装着し，VR 空間内の看板が正面に

－嫌い）
，美しさ（美しい－醜い）
，感情価（快－不快）
，

見えていることが確認でき次第，実験を開始した。実

覚醒度（興奮－鎮静）
，強さ（強い－弱い）
，奥行き感

験の 1 試行の流れを図 2 に示す。実験は自動で流れる

（奥行き感のある－奥行き感のない）
，見やすさ（見や

音声を用いて行われた。まず，
「上を向いて（右を向い

すい－見づらい）の 7 項目とフィラー項目 2 項目で構

て）鑑賞を始めてください」という合図によって，参

成されていた。項目の順番は参加者ごとにランダマイ

加者は鑑賞を始めた。30 秒が経過したら，
「評価をし

ズされ，好ましさと美しさと感情価は連続にならない

てください」の合図とともに，評価用画像を作品の前
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に提示した。評価時間は次の試行まで一定時間空ける
ために最低 30 秒設けた。参加者は 9 項目の質問に口頭
で回答をした。回答が終了したら看板の方向に向いて
もらい，
「次の作品に移ります」という合図が鳴ったら，
実験者が手動で次の試行の場面に切り替え，再び音声
を流して次の試行を始めた。現実空間における姿勢の
状態を図 3 に，VR 空間内の配置を図 4 に，HMD に映
る絵画鑑賞時の左視野の画面のスクリーンショットを
図 5 に示す。

作品の種類
作者名

天井画

正面画

ミケランジェロ・
ブオナローティ

図 2 1 試行の流れ
システィーナ礼拝堂天井画

最後の審判

アンドレア・
マンテーニャ

プットーと女性たちが見下
ろしている円形天窓

銘板を支えるプットーたち

ピエトロ・ダ・

図 3 実験時の姿勢（①の準備段階では，看板の方向

コルトーナ

を向いている。②③は，各条件の鑑賞フェーズである。
）
神の摂理の勝利

サビニの女の略奪

龍図

雪中虎図

怒涛図 男浪

神奈川沖浪裏

葛飾北斎

鳳凰図

「肉筆画帖」鷹

図 1 本実験で使用した作品

図 4 VR 空間内の配置
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はなかった。下位検定の結果，好ましさについては，
天井画は天井にあるときの方が正面にあるときよりも
好ましいこと（p < .01）
，感情価については，正面では
正面画の方が天井画よりも快いと感じること（p < .01）
，
覚醒度については，天井画は天井にある方が正面にあ
るよりも興奮すること（p < .05）
，天井では天井画の方
が正面画よりも興奮する傾向（p < .10）
，正面では正面
画の方が天井画よりも興奮すること（p < .05）
，強さに
図5

HMD に映る絵画鑑賞時の左視野の画面の

ついては，天井画は天井の方が正面にあるときよりも
力強く感じること（p < .05）
，正面画は正面にある方が

スクリーンショット（左：天井条件，右：正面条件）

天井にあるときよりも力強く感じる傾向（p < .10）
，正

3.

結果

面では，正面画の方が天井画よりも力強く感じること

まず，全ての絵画について，各指標の平均値に対し

（p < .05）が示された。続いて，アンドレア・マンテ

て絵画の種類（天井画／正面画）×空間的配置（天井

ーニャの作品に対する各指標について，分散分析を行

／正面）の 2 要因参加者内計画で分散分析を行ったと

った結果，絵画の種類の主効果は，好ましさ（F（1，

ころ，いずれの指標においても空間的配置の主効果［好

16）= 4.56，p < .05）
，奥行き感（F（1，16）= 5.61，

ましさ（F（1，16）= 0.63，ns）
，感情価（F（1，16）

p < .05）において有意であり，感情価では有意傾向だ

= 0.19，ns）
，美しさ（F（1，16）= 0.31，ns）
，覚醒度

った（F（1，16）= 3.32，p < .10）
。空間的配置の主

（F（1，16）= 1.22，ns）
，見やすさ（F（1，16）= 2.89，

効果については，覚醒度（F（1，16）= 6.19，p < .05）

ns）
，奥行き感（F（1，16）= 0.00，ns）
，強さ（F（1，

や強さ（F（1，16）= 7.16，p < .05）では有意，見や

16）= 1.28，ns）
］および交互作用［好ましさ（F（1，

すさでは有意傾向であったが（F（1，16）= 3.36，p

16）= 0.02，ns）
，感情価（F（1，16）= 0.19，ns）
，美

< .10）
，好ましさ（F（1，16）= 0.71，ns）
，感情価（F

しさ（F（1，16）= 0.02，ns）
，覚醒度（F（1，16）= 1.50，

（1，16）= 2.70，ns）
，美しさ（F（1，16）= 0.09，

ns）
，見やすさ（F（1，16）= 2.33，ns）
，奥行き感（F

ns），奥行き感（F（1，16）= 0.71，ns）では有意で

（1，16）= 0.30，ns）
，強さ（F（1，16）= 0.16，ns）
］

はなかった。また，交互作用については，好ましさ（F

の有意な差は認められなかった。

（1，16）= 7.77，p < .05）
，見やすさでは有意（F（1，

続いて，作者ごとに各指標の平均値を算出して，分

16）= 5.06，p < 05）
，美しさでは有意傾向であったが

散分析を行った。なお，葛飾北斎においては，
『龍図』

（F（1，16）= 3.71，p < .10）
，感情価（F（1，16）

は『雪中虎図』と，
『怒涛図 男浪』は『神奈川沖浪裏』

= 0.04，ns）
，覚醒度（F（1，16）= 0.77，ns）
，奥行

と，
『鳳凰図』は『
「肉筆画帖」鷹』とで一対のペアと

き感（F（1，16）= 0.08，ns）
，強さ（F（1，16）= 1.44，

して扱って分析をした。結果として，ミケランジェロ・

ns）では有意ではなかった。下位検定を行ったところ，

ブオナローティでは，空間的配置の主効果については，

好ましさについては，天井では天井画の方が正面画よ

奥行き感で有意傾向が認められたが
（F（1，16）= 3.87，

りも好ましいこと（p < .01）や，天井画は天井にある

p < .10），好ましさ（F（1，16）= 2.93，ns），感情価

ときの方が正面にあるときよりも好ましい傾向（p

（F（1，16）= 0.00，ns）
，美しさ（F（1，16）= 0.82，

< .10）が示され，美しさについては，天井では天井画

ns），覚醒度（F（1，16）= 1.58，ns），見やすさ（F

の方が正面画よりも美しい傾向があることが示され（p

（1，16）= 0.87，ns）
，強さ（F（1，16）= 0.14，ns）

< .10）
，見やすさについては，正面画は天井にあると

では有意ではなかった。一方で，絵画の種類×空間的

きよりも正面にあるときの方が見やすいことが示され

配置の交互作用では，好ましさ（F（1，16）= 4.80，

た（p < .05）
。続いて，ピエトロ・ダ・コルトーナにつ

p < .05），感情価（F（1，16）= 7.31，p < .05）
，覚醒

いて，各指標に対して分散分析を行ったところ，絵画

度（F（1，16）= 10.71，p < .01）
，強さ（F（1，16）

の種類の主効果は，感情価（F（1，16）= 4.89，p < .05）

= 8.82，p < .01）において有意であったが，美しさ（F

および美しさ（F（1，16）= 5.47，p < .05）では有意，

（1，16）= 1.28，ns）
，見やすさ（F（1，16）= 0.91，

覚醒度（F（1，16）= 4.37，p < .10）では有意傾向で

ns），奥行き感（F（1，16）= 0.41，ns）では有意で

あったが，空間的配置の主効果［好ましさ（F（1，16）
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= 0.00，ns）
，感情価（F（1，16）= 0.07，ns）
，美し

= 0.12，ns）
，奥行き感（F（1，16）= 1.28，ns）
，強

さ（F（1，16）= 1.15，ns）
，覚醒度（F（1，16）= 0.18，

さ（F（1，16）= 0.32，ns）
］および交互作用［好ま

ns），見やすさ（F（1，16）= 0.29，ns），奥行き感（F

しさ（F（1，16）= 1.15，ns）
，感情価（F（1，16）

（1，16）= 1.89，ns）
，強さ（F（1，16）= 0.04，ns）
］

= 0.08，ns）
，美しさ（F（1，16）= 0.27，ns）
，覚醒

および交互作用［好ましさ（F（1，16）= 0.10，ns）
，

度（F（1，16）= 1.58，ns）
，見やすさ（F（1，16）

感情価（F（1，16）= 1.58，ns）
，美しさ（F（1，16）

= 1.34，ns）
，奥行き感（F（1，16）= 0.08，ns）
，強

= 2.69，ns）
，覚醒度（F（1，16）= 0.20，ns）
，見や

さ（F（1，16）= 0.12，ns）
］は有意でなかった。ミ

すさ（F（1，16）= 0.12，ns）
，奥行き感（F（1，16）

ケランジェロ，マンテーニャ，葛飾北斎の，空間的配

= 0.24，ns）
，強さ（F（1，16）= 0.52，ns）
］は有意

置および絵画の種類×空間的配置の交互作用の有意差

でなかった。続いて，葛飾北斎の龍（虎）が描かれた

および有意傾向が認められたデータを図 5～7 に示す。

作品に対して，分散分析を行った結果，絵画の種類の

なお，それ以外のデータを含むすべてのデータは付録

主効果については，好ましさ（F（1，16）= 6.19，p < .05）

に掲載した（図 8）
。

および強さ（F（1，16）= 7.11，p < 05）において有
意であった。また，空間的配置の主効果は見やすさに
おいて有意であった（F（1，16）= 9.89，p < .05）が，

7.00

好ましさ（F（1，16）= 0.08，ns）
，感情価（F（1，
16）= 0.00，ns）
，美しさ（F（1，16）= 1.21，ns）
，
覚醒度（F（1，16）= 0.21，ns）
，奥行き感（F（1，
16）= 0.88，ns）
，強さ（F（1，16）= 0.48，ns）で
は有意ではなかった。また，交互作用についてはいず

天井

正面

好 6.00
ま
し 5.00
さ
（
点
） 4.00

7.00

= 0.41，ns）
，美しさ（F（1，16）= 0.74，ns）
，覚醒

3.00

天井

正面画
正面

さ（F（1，16）= 0.92，ns）
］
。次に，葛飾北斎の波が
描かれた作品に対して，分散分析を行った結果，空間

3.00

= 0.23，ns）
，奥行き感（F（1，16）= 0.75，ns）
，強

的配置の主効果［好ましさ（F（1，16）= 0.10，ns）
，
7.00

= 1.06，ns）
，覚醒度（F（1，16）= 0.21，ns）
，見や

7.00

天井

正面画
正面

3.00

天井画

感情価（F（1，16）= 2.09，ns）
，美しさ（F（1，16）

天井画

奥 6.00
行
き 5.00
感
（
点 4.00
）

6.00

覚
醒
度 5.00
（
点
） 4.00

度（F（1，16）= 0.22，ns）
，見やすさ（F（1，16）

正面

6.00

天井画

しさ（F（1，16）= 1.03，ns）
，感情価（F（1，16）

天井

感
情
価 5.00
（
点
） 4.00

3.00

れの指標においても有意差は認められなかった［好ま

7.00

天井

正面画

天井画

正面画

正面

6.00

強
さ 5.00
（
点
） 4.00

すさ（F（1，16）= 2.29，ns）
，奥行き感（F（1，16）
= 0.84，ns）
，強さ（F（1，16）= 0.43，ns）
］および
交互作用［好ましさ（F（1，16）= 0.31，ns）
，感情
価（F（1，16）= 0.35，ns）
，美しさ（F（1，16）= 1.30，

3.00

天井画

ns），覚醒度（F（1，16）= 0.15，ns），見やすさ（F

正面画

＊＊ <.01，＊ <.05，+ <.10

（1，16）= 0.00，ns）
，奥行き感（F（1，16）= 2.35，

図 5 ミケランジェロ・ブオナローティの絵画の好

ns），強さ（F（1，16）= 0.08，ns）］ともに有意な差

ましさ・感情価・覚醒度・奥行き感・強さの評価

は認められなかった。最後に，葛飾北斎の鳥が描かれ
た作品について，分散分析を行ったところ，絵画の種
類の主効果が覚醒度において有意傾向が認められたが
（F（1，16）=3.83，p < .10）
，空間的配置の主効果［好
ましさ（F（1，16）= 0.79，ns）
，感情価（F（1，16）
= 0.94，ns）
，美しさ（F（1，16）= 1.36，ns）
，覚醒
度（F（1，16）= 0.35，ns）
，見やすさ（F（1，16）
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点
） 4.00
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点
） 4.00

3.00
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天井

画』は天井にある方が正面にあるよりも好ましいと感

正面

じ，
『最後の審判』は『システィーナ礼拝堂天井画』に

6.00

天井画
天井

7.00

正面画
正面

7.00

見 6.00
や
す 5.00
さ
（
点
） 4.00

3.00

3.00

天井画
天井

7.00

正面画

示された。この原因として，絵画内の視覚情報に天井
ないし正面にあるときに視知覚しやすい情報があった
可能性が予想される。天井画と正面画では，少なくと
天井画

覚
醒
度 5.00
（
点
） 4.00

6.00

比べて正面に配置されていた方が快いと感じることが

天井

正面画

も 2 つの視覚情報の違いが挙げられる。一つは，作品

正面

の上下の方向の有無である。
『最後の審判』では作品の
上下は決まっているが，
『システィーナ礼拝堂天井画』
では絵ごとに見ると人物や地面，空の関係に応じて方
向がある一方で，全体で見ると上下という概念がなく
なる。また，もう一つは，描かれた要素ではないが，
『システィーナ礼拝堂天井画』では，作品内に天井の

天井画

正面画

ドーム状の形が残っていた。こうした特徴は，天井に
直接描いているような作品では，屋根の形状上，必然

正面

的に付いてくることがある。そして，これらの二つの

6.00

強
さ 5.00
（
点
） 4.00

視覚情報が天井特有のものであるならば，作品はより
知覚しやすくなるのかもしれない。特に，ドーム状の
立体的なアーチは一般に壁ではなく天井にあることか
ら，天井にある方が認識しやすく，それが作品のポジ

3.00

天井画

正面画

ティブな評価につながった可能性が考えられる。天井

＊＊ <.01，＊ <.05，+ <.10

図 6 アンドレア・マンテーニャの絵画の

画と正面画の違いである上下の概念の有無については

好ましさ・美しさ・覚醒度・見やすさ・強さの評価

他の天井画おいても見られるが，ほとんどの作品で交
互作用が認められていない。このことからも，知覚し

天井

7.00

やすさが好ましさや快さの評価に影響を及ぼしたので

正面

あれば，天井の形によると予想される。また，そのほ

見 6.00
や
す 5.00
さ
（
点 4.00
）

かにも，壁画・天井画が本来あるべき場所と一致した
空間に提示されたことの気づきが評価に影響を与えた
可能性が考えられる。ドーム状の性質が壁には無いと
いうことに加えて，ミケランジェロの作品がかなり有

3.00

天井画

正面画

＊＊ <.01，＊ <.05，+ <.10

名であることから，一致不一致の関係に気づきやすか

図 7 葛飾北斎の龍（虎）の絵画の見やすさの評価

った可能性が考えられる。ミケランジェロの作品では
見やすさの評価において有意な交互作用が認められて
いないことも，気づきの影響による可能性を支持して

4.

考察

いる。

まず，本実験では，全ての絵画を含めた分析では，

次に，アンドレア・マンテーニャでは，天井画『プ

有意な差は認められなかった。空間的配置×絵画の種

ットーと女性たちが見下ろしている円形天窓』が正面

類の交互作用は作品ごとに差異があることも予想でき

よりも天井にあるときに好ましくなる傾向，天井では，

たが，空間的配置そのものの効果は作品の内容には関

『プットーと女性たちが見下ろしている円形天窓』の

係なく，生じるはずである。そのため，少なくとも天

方が，正面画『銘板を支えるプットーたち』よりも好

井と壁という比較では，配置やそれに伴う身体状態だ

ましいことと美しい傾向が示された。この原因として，

けによって作品の評価は変わらないのかもしれない。

ミケランジェロ同様，空間によって視認しやすい視覚

次に，作品ごとの分析に関する考察を行う。まず，

情報とそうでない情報があることと気づきによる影響

ミケランジェロの作品では，
『システィーナ礼拝堂天井

が予想された。ただしマンテーニャの場合，ミケラン
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ジェロと違って，その情報は絵画の中に描かれている。
マンテーニャの天井画は下から仰ぎ見るような遠近法
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が用いられている。この特徴があったからこそ，正面
から見たときより天井にあるときの方が知覚しやすく
なり，より好ましさの評価が高くなったのかもしれな
い。しかし，マンテーニャの場合でもやはり空間と絵
画の種類の一致不一致の気づきが好みや美しさを高め
た可能性は高いと考えられる。なぜなら，
『プットーと
女性たちが見下ろしている円形天窓』は天井にあると
きと正面にあるときで奥行き感や見やすさが変わらな
かったからである。さらに，正面画である『銘板を支
えるプットーたち』は天井にあるときよりも正面にあ
るときの方が見やすいのにもかかわらず，美的な評価
については正面にある方が好ましいという結果は無か
った。このことも，知覚しやすさと好ましさの関連性
は低い可能性を支持している。そのため，今後の研究
では気づきによる影響と知覚の影響をより明確に分け
た研究をする必要があると考えられる。また，マンテ
ーニャの作品では，どちらの作品も天井にあるときの
方が力強いと感じられることが明らかにされた。上下
空間は社会的な強さを表しており，上にあるときの方
が社会的な地位が高く，下にあるときの方が低く判断
されることが知られている[9]。そのため，どちらの作
品にも描かれていた天使が，上にあるときの方が位が
高く見えたことが可能性の一つとして考えられる。

experimental aesthetics: Steps toward an objective
psycholoy of aesthetic appreciation. Washington, DC:

以上のことから，本研究では，作品によっては，作
品の種類と空間的配置の一致・不一致により好まし
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さ・感情価・美しさ・覚醒度・見やすさ・強さの評価
が変容することが示された。その原因として，視知覚
しやすさや気づきの影響を挙げたが，今回の研究では，
そのメカニズムについて捉えきれなかったため，今後
の研究では，マンテーニャやミケランジェロと似た作
品を増やしたり，より単純な図形を利用したりするな
どして，どのような視覚情報が空間的配置と相互作用
が認められるのかについて検討する必要があると考え
られる。また，本研究では，ミケランジェロの作品に
おける覚醒度と強さの交互作用や奥行き感の空間的配
置の主効果，マンテーニャにおける覚醒度の空間的配
置の主効果，葛飾北斎（龍と虎）の見やすさの主効果
がどのような原因によるのか解明できなかった。覚醒
度については，美的な評価に影響を及ぼすこと[10]か
ら，好ましさの原因になっている可能性もある。その
ため，今後の研究ではこの原因に関する追及も重要な
課題であると考えられる。

557

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-31

付録
〇全絵画

〇ミケランジェロ・ブオナローティ

〇アンドレア・マンテーニャ

〇ピエトロ・ダ・コルトーナ

〇葛飾北斎（龍と虎）

〇葛飾北斎（波）

〇葛飾北斎（鳥）

図 8 全データ
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概要

形式は，
「もし，私が鳥であれば，あなたのところに飛

「そうしたら」と「そうすると」の会話における使

んでいけるのに」「あの薬を飲んでいたら，いまごろ

用傾向を『日本語日常会話コーパス』を用いて分析し

は大変なことになっていたところだ」[4](194) などの

た結果，前件の事実関係によって形式の使用傾向に偏

ように反事実的事態を表す場合には使えない，もしく

りがあることが明らかになった．

は馴染まないとされている [4, 5]．また，前件もしく

キーワード： 条件表現，そうしたら，そうすると，日

は前件と後件で表される事態が 1 回的に生起すること

常会話，コーパス

であるのか，反復・習慣的 (多回的) に生起することで
あるのかで使い分けがあるとされる．タラ形式は，多

1.

はじめに

回的な事態を表す用例がほとんどないのに対し，ト形

日本語の条件表現には「タラ」
「ト」
「バ」
「ナラ」等

式は 1 回的・多回的共に使用されると言われる [3]．

の形式があり，各形式の間には微妙な違いが存在する．

3.

このことから，これまで多くの研究者によって各形式

方法

の統語的・意味的特性の説明が試みられてきた．こう

分析対象として『日本語日常会話コーパス』(以降で

した特性は，研究者が表現の形式を換えるなどして意

は CEJC と呼ぶ) を用いた．CEJC は，国立国語研究

味が変化するかどうかや，自然な日本語の文として認

所の共同研究プロジェクト「大規模日常会話コーパス

められるかどうかを調査した結果に基づいて提唱され

に基づく話し言葉の多角的研究」で現在構築中 (2022

る．これまでの研究では，提案された特性が実際の言

年完成予定) のコーパスである [1]．CEJC には 200 時

語活動で，どの程度出現するのかという点は十分には

間の会話が収録される計画であり，そのうち 50 時間

検討されてこなかった．そこで本研究は，条件表現の

が 2018 年度中にモニター公開される予定となってい

一部である「そうしたら」と「そうすると」に注目し

る．モニター公開対象となっている会話はすでに転記

て，実際の会話でどのような状況で使用されているか

され，形態素解析情報が付与されてデータベースに

分析する．

格納されている．現在は解析結果の誤りや転記の修正
作業が行われている．本研究では，モニター公開対象

2.

従来研究

となっているデータから「そう (副詞)」+「する (動

さまざまな観点から条件文の研究がなされている

詞)」+「た (助動詞-仮定形)/と (助詞-接続助詞)」が出

が，その 1 つが前件と後件で表される事態の事実関係

現する箇所をデータベース (2018 年 5 月時点の状態)

である [2]．表される事態の事実関係によって使用され

から取得し分析対象とした．

る条件表現が異なると考えられており，さまざまな区

上記の条件でデータを抽出した結果，
「そうしたら」

分が検討されてきた．特に表される事態が「仮定」で

は 170 件，
「そうすると」は 84 件抽出された．それぞ

あるか「確定」であるかが区別されることが多い．仮

れについて，まず後件の特定を行い，その後件の成立

定とは，一般に未来のこと，仮想的なこと，実現する

に関わる前件の特定を行った．前件と後件の両方が特

かどうか不確かなことである．確定とは，現在や過去

定できたもののみを分析対象とし，どちらか一方でも

の事態などすでに実現した事態のことを指す．

特定できないものは分析対象外とした．この手順で分

タラ形式とト形式に共通する点として，確定的な事

析対象としたものについて，事実関係 (表 1) のアノ

態のうち，一回的 (偶発的) に生起した事態の関係を

テーションを行い，それぞれの形式が実際の会話でど

叙述する用法があるとされる [3, 4]．一方，仮定的な事

のように使用されているかを明らかにする．

態については．タラ形式は，未来の場合と反事実的な
事態を表すのにも使用されるのに対して [5, 6, 7]，ト

559

2018年度日本認知科学会第35回大会

表1
事実関係
反事実
未来
過去

一回
多回

現在

一回
多回
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が多いため，タラ形式内で比較すると [過去/多回] の

前件の事実関係の分類

事態を表す場合が少ないようにも見えるが，[過去/多

内容
事実と異なること．または，起こること
が想定されていないこと．
会話参加者の将来の計画・予測・期待す
る (されている) こと．
過去のある時点で偶然に起こったこと．
過去に複数回起こったこと．過去の認識，
知識，習慣．
会話中に行なわれていること．
過去，未来の特定の出来事に限定されな
いこと．複数回起こること． 現在の認
識，知識，習慣．

回] を表すト形式も少ないため [過去/多回] が少ないこ
とがタラ形式の特性とは言えない．タラ形式は [多回]
的事態を表す用例がほとんどないというよりは，[過
去/一回] の事態を表す場合はほとんどがタラ形式であ
りト形式がほとんどないと言う方が適切であろう．
したがって，[反事実][過去/一回] の事態を表す場合
にタラ形式が使用される傾向があると言えそうである
が，それ以外の [未来][過去/多回][現在/一回][現在/多
回] の場合ではどのような要因でタラ形式とト形式が

4.

選択されているかについてはさらに分析する必要が

結果

ある．

前件と後件の特定を行った結果，分析対象となった
のは「そうしたら」153 件，
「そうすると」が 80 件の計

6.

233 件だった．分析対象について事実関係のアノテー
ションを行った結果を表 2 に示す．

うすると」の使用傾向について分析を行った．従来議

表 2 に示したように，
「そうしたら」と「そうする

論されてきた前件が表わす事実関係についてアノテー

と」の使用は前件の事実関係によって偏りがみられた．

ションを行い，それぞれの使用頻度を調査した結果，

具体的には，[反事実] 的事態を表わす場合は，全体と

従来研究からの予測と異なり，タラ形式も [多回] 的事

して数はすくないものの，すべてタラ形式が用いられ

態を表すのに使用されることが少なくなかった．むし

ていた．また，タラ形式は [過去/一回] の事態を表す

ろ，[過去/一回] 的事態を表す場合にタラ形式が使用

場合で使用される例が最も多く，ト形式では [現在/多

されることが多く，ト形式ではほとんど使用されない

回] の使用が多かった．特に顕著なのは，[過去/一回]

傾向が見られた．今後は，タラ形式とト形式の使用傾

の事態を表す場合で，約 95%(63/66) でタラ形式が使

向に差が見られなかった状況においてどのような要因

用されていた．

5.

まとめ

本研究では CEJC を用いて，
「そうしたら」と「そ

で形式の選択されたのかを明らかにすることが課題で
ある．

考察

反事実的事態を表わす場合はすべてタラ形式が用い

文献

られていたことは，ト形式は反事実的事態と馴染まな
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いと従来より言われてきたことについて本研究でも確
認されたといえる．一方，従来研究からの予測と一致
しない傾向も見られた．それは，タラ形式が少なくな
い頻度で [多回] 的な事態を表わすのに使用されていた
ことである。前田 [3] は，タラ形式は多回的な事態を
表す用例がほとんどないとしていた．しかし，[現在]
の事態を表わす場合に注目してみると，[一回] 的事態
を表す場合より [多回] 的事態を表わす場合のほうが多
かった．タラ形式は [過去/一回] の事態を表わすこと

表2

前件の事実関係別出現頻度とタイプ別の出現比率

N(%)

反事実

未来

タラ

5 (3.3)

ト

0 (0)
5 (2.1)

計

過去

現在

計

一回

多回

一回

多回

37 (24.2)

62 (40.5)

8 (5.2)

11 (7.2)

30 (19.6)

153 (100)

18 (22.5)
55 (23.6)

4 (5.0)
66 (28.3)

7 (8.8)
15 (6.4)

7 (8.8)
18 (7.7)

44 (55.0)
74 (31.8)

80 (100)
233 (100)
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音響音声学を取り入れた，小学校外国語活動における音声教育の取り組み
―Praat を活用した/æ/音の調音指導と評価について―
Pronunciation Teaching with Acoustic Phonetics in Elementary School Foreign Language Activities: Evaluation
and Teaching /æ/ Sound using Praat Sound Analyzing Software
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Abstract

に調音指導を行っている先行研究もほとんどない．

English pronunciation teaching using Information and
Communication Technology tools was conducted in an
elementary school and students’ voices were evaluated by
analyzing their formants with Praat sound analyzing
software. This research was conducted over two years, with
158 students the first year and 162 students the following
year. Appropriate Linear Predictive Coding parameters were
found through this research. Students could be aware of the
tongue position when they practice English vowel
articulation. Praat is a useful software for schools.

本研究を通じて，小学校高学年児童の音声分析に適
切な LPC パラメータの設定を発見することができた．
また Praat と、エクセルを活用した教材を用いたこと
で自らの英語母音の調音位置を意識し，英語の母音を
変容させた児童が確認できた．

2.

Keywords ― Praat, Articulation, Pronunciation

1.

調音位置表示教材について

対象児童は，兵庫県姫路市立八幡小学校 5 年生 5 ク
ラス 167 名(2016 年度)，6 年生 5 クラス 167 名(2017
年度)である．授業実践では，IWB（電子黒板）やタブ

はじめに

レット型パソコン等の ICT 機器を活用する教材を作成

2018 年度より小学校学習指導要領の移行措置が開

し，児童に互いの口形を確認させたり，自身の発声を

始され，小学校 3，4 年生では外国語活動を年間に最低

聞きながら英語の音声発声に取り組ませたりした．ま

15 時間，5，6 年生では年間に最低で 50 時間の授業を

た，音声分析ソフトウェア Praat [2]の Vowel エディタ

行うことになった．小学校における英語教育はこれま

機能を活用し，人工的に合成した F0, F1, F2 の音を聞

で以上に注目されており，特に「聞く」
「話す」ための
音声教育の授業の在り方，評価方法が模索されている．
本研究は，音響音声学の知見を活かした教材開発，授

かせることで母音調音の仕組みを理解させたり，パソ
コン教室で児童自身に Praat を操作させ，自分の母音
を調音位置図にプロットさせながら発声練習に取り組

業実践，評価を通じた，2 年間の児童の発音変容を分
析したものである．発音研究の対象音は，/æ/音である。
その理由は，/æ/は音素として日本語にはない母音であ

ませたりした [3]．
一連の指導の後 Praat を活用し，児童全員のフォル
マント値を算出した．フォルマント値を調音位置図に

ること，/え/と/あ/の間に位置し，日本語との差が大き

プロットする教材をエクセルで作成し，児童の調音音

いため対比がしやすいことが挙げられる．また，外国

声を客観的に評価できるようにした（図 1）
．

語活動教材 Hi, friends! 1 において，内容語の強音
節と機能語における母音の中で[æ]の出現数は 50
で 5 番目に多く，Hi, friends! 2 においても出現数
は 48 で 5 番目に多い[1]．助動詞 “can”の強形や
“thank you ”にも含まれており，小学校外国語活
動に頻出する音であることからも/æ/音に焦点を絞る
ことにした．
小学校外国語活動は近年開始された領域であり，先
行研究は少ないのが実態である．児童の発音を分析し

（図 1） 児童 A エクセル評定教材の例

た研究はあるが，英語母語話者の発声との比較によっ
て分析をされている等，児童の発声そのものを分析し

この教材は，横方向から口腔内をイメージしたもので

た研究はほとんどない．また，ICT を活用して視覚的

目安として東京方言の女性の[あ] [え]調音位置を加筆
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した [4]．/æ/音の調音位置を[あ]音と[え]音と対比でき

器には，ZOOM 社の H1 を利用し，サンプリング周波

るので，教師，また児童本人が調音音声を評価できる

数は 44,100Hz に設定した．2016 年度は “Collect

教材である。

formant data from files”スクリプト [5] を活用し，
158 名の音声を分析した．2017 年度は 162 人の音声を
分析した．ピッチも観察するため， “Extract f0, f1,f2,
Duration”のスクリプト [6] を用いた．これは McCloy

/え/
[æ]

氏が Lennes 氏のスクリプトをモディファイしたもの
である．その他，ステレオをモノラルに変換したり，

/あ/

ファイル名をクラスと出席番号順変換したりするスク
リプトは Praat ヒストリーから自作した [7]．
図 4 は，Maximum formant を筆者と同じ 5000Hz

（図２）英語母語話者の[æ]の調音位置

に設定したものである．

図 2 は，アメリカ出身男性英語母語話者の声をプロ
ットしたものである．録音した単語の F0 平均値は
137Hz であり，Maximum formant は 5000Hz に設定
している．[æ]音は調音位置が/あ/音より前方に位置し，
/え/音の下方に位置する．つまり，F1 が[え]音より大き
く，F2 が[あ]音より大きい．この男性は日本語の/あ/，
/え/音を意識しているが，調音位置が日本語母語話者と

（図 4）児童 B 英語 Maximum formant = 5000Hz

異なる可能性もある.
A 児は声が高いためか，/æ/音が[あ]より後方に位置し
ており，実際の音声と合っていない．そこで，児童の

[え]
[æ]

日本語母音を録音してプロットした．すると日本語の
母音の調音位置もバラバラになっていることが明らか

[あ]

になった（図 5）
．

（図 3）筆者の[æ]の調音位置
図 3 は筆者の声をプロットしたものである．録音し
た単語の F0 平均値は 112Hz であり，Maximum
formant は 5000Hz に設定している．/æ/音は調音位置

（図 5）児童 A 日本語 Maximum formant = 5000Hz

が[あ]音より前方に位置し，[え]音の下方に位置する．
Lennes (2003)によると，話者が男性，女性，子供か

つまり，F1 が[え]音より大きく，F2 が[あ]音より大き

によって Maximum formant の数値を変えなければな

い．
児童の音声を録音する手順は，静かな教室内で一人

らない．男性は 5000Hz, 女性は 5500Hz 程度だが，小

ずつ「ええええ」
「ああああ」
（日本語の「え」と「あ」

学生児童については記述がなく，適切な LPC パラメー

を長めに発声させる） “apple” “map” “ant” “bat”

タの数値を探るため，Maximum formant を 5500,

（“bag”: 2

6000, 6500Hz に変更し，それぞれの調音位置をプロッ

年目のみ）1を発声させ，録音した．録音機

トした（図 6, 7, 8）
．

“apple”だけが 2 音節であり，onset の子音をみると/m/と/b/が 1 語，onset な
しが 2 語，coda が/p/, /t/, /nt/である．本実験では児童に身近な単語という観点
から様々な音節構造の単語を選んでいるが，児童にとっての調音困難度を決定
するという実験であれば音節構造を揃える必要がある．
1
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である．小学校 5，6 年生では男女共に F0 平均値が
200Hz 以上の児童が多い．
児童 C は，F0 平均値が 148Hz の男子児童である．
児童の中には声変わりをして 150Hz 以下の児童もい
る．声が低くなれば Maximum formant の数値も下げ
るべきだと思われるが，児童 C は Maximum formant
が 5000Hz（図 10）
，5500Hz（図 11）
，6000Hz（図
（図 6）
児童 B 日本語 Maximum formant = 5500Hz

12）でほとんど差がない．それぞれの児童に適切な
LPC パラメータの設定を求めることは，今後の課題で
ある．

（図 7）
児童 B 日本語 Maximum formant = 6000Hz
（図 10）児童 C 英語 Maximum formant = 5000Hz

（図 8）児童 B 日本語 Maximum formant = 6500Hz
（図 11）児童 C 英語 Maximum formant = 5500Hz
Maximum formant が 6000Hz より調音位置が安定
し，6500Hz ではほとんど差がない．そこで，Maximum
formant を 6000Hz に設定して，再度 /æ/音の調音位
置をプロットした（図 9）
．

（図 12）児童 C 英語 Maximum formant = 6000Hz

3.

3 段階評価について

2016 年度に欠席児童を除いた 158 名の音声を録音，
（図 9）児童 B 英語 Maximum formant = 6000Hz

フォルマントを算出し，プロットされた図を渡した．

すると，/æ/音と日本語の[あ]，[え]音の調音位置関係

2017 年度には欠席児童を除いた 162 名の音声を録音

が違和感なく表示された．児童 A は，/æ/音がほぼ日本

し，プロットされた図を渡した．2017 年度に図を渡し

語の[あ]音になっており，筆者が耳で確認した音声と調

た際，/æ/が[あ]と[え]の間に来ているか自己評価し，調

A の F0 平均値は 240Hz

音位置を工夫しようと話をしたが，児童から分かりに

音位置が一致している2．児童

くいとの声があった．そこで，児童の音声を確認しな
がら，/æ/の発音を 3 段階で評定した．評価の仕方とし

2 筆者は幼少期をアメリカで過ごした帰国子女であり，英検 1 級等の資格を保
有するバイリンガルである．音声学の教育を受けており，英語母語話者と同等
の母音識別能力を持っている．

ては，録音された音声を教師が直接聞いた上で，プロ
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ットされた児童の[え]，[あ]音と/æ/音の調音位置を確認

2 年目に入り /æ/音の調音が上達したことが示唆され

した．児童に評価を渡す際は，C, B, A や 1, 2, 3 等の

る．

評価ではなく，○，◎，☆の順で評価をした．評価を

また，劇的に上達した児童も数名いた．図 14 は，児

曖昧にしたのは，/æ/音の練習や録音に挑戦している段

童 E（男児）の 1 年目と 2 年目の “apple”フォルマ

階で児童の意欲は十分にあり，まずはその意欲自体を

ントを重ねて表示させた図である．
1 年目は細かい点，

評価したいという思いからである．

2 年目は太い点で表示している．横軸は時間，縦軸は

図 1 は，全て☆ (A)評価の男子児童である．この児

周波数を表している．/æ/の F2 値が上がり，調音位置

童は 5 年生，6 年生共に全て☆評価であるが，声変わ

が前方に移動していることが確認できる．

りをしているため，F0 は低くなっている．F1, F2 の
数値は変化しているが，/æ/，[あ]，[え]の相対的な位置
関係は変わっていない．
図 13 は，児童 D の調音位置図である． “ant”は
[あ][え]の間に位置しているが，他の/æ/音は[あ]に近い．
“apple”を「アッポー」
， “map”を「マープ」と発声し，
[あ]に近い音になっているが， “ant”は[あ]と[え]の間
を意識しやすいようだ．

(図 14) 児童 E “apple”のフォルマント

4.

結論

LPC パラメータの値を 6000Hz に設定することで，
男児，女児共にフォルマント値を算出することができ，
（図 13）児童 D 英語 Maximum formant = 6000Hz

調音位置をプロットできることが確認された．また，
エクセルを活用した教材を用いることで，児童が自ら

三段階評価は筆者の評価を児童に伝えるためのもの

の調音位置を意識しながら発音練習に取り組めること

で，筆者が音声を聞き，プロット図を参照した上で評

が確認された．上達がみられた児童に行ったインタビ

定したものなので質的なデータであるが，全体の傾向

ューから，口腔内の動きを意識することは有効である

を見ることができる．A を 3 点，B を 2 点，C を 1 点

こと，継続して音声指導に取り組むことの重要性が確

とし，平均点を算出した．1 年目と 2 年目を比較した

認された．英語母語話者の[æ]は、デューレーションが

ところ， “apple” “map” “ant” “bat”のそれぞれの単語

長い [8]．今後，音の長さを意識した指導，音声分析を

で平均点が上昇していた．また，もっとも平均点が高

行うことが必要である．

かったのは “ant”だった（表 1）
．

この実践を通して，小学校において児童の発音獲得
に向けた教材開発，児童の発音評定，児童の英語母音

表１ 単語別平均点

を習得させられる可能性について考察した．Praat は
フリーソフトなので無料で用いることができ，実行フ
ァイルのみで動作するためインストールの必要がなく，
セキュリティポリシーが厳しい公立学校でも活用しや
すい．5 クラスの児童の発声を分析するため，インタ
ーネット上で公開されている Script を用いたり，自作
Script を開発したりし，数十人分のフォルマントを一

“bag”は，急遽録音リストに加えた単語である．練習

斉に分析できるよう工夫したものの，まだまだ分析作

が足りていなかったことが平均点の低さに繋がったの

業が煩雑である．より多くの教室で用いられるよう，

かも知れない．平均点，プロット図，児童の音声から，

簡単にフォルマントを分析できるような手法を開発し
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ていくことが今後の課題である．
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kinesthetic illusion の誘発において
鏡面上の手のイメージが単独で果たす役割
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Abstract

Medina らが行った，MVF 下での Invisible hand の位置

Mirror Visual Feedback において発生する手の位置・筋
運動感覚の錯覚は Kinesthetic Mirror Illusion（KMI）と呼
ばれている．本研究では鏡面に裏側の手のイメージを
暗黙的に立ち上げることのできる状態（手のイメージ
の想起性）が KMI に与える影響を調査するため，手や
持ち手の有無などを組み合わせた条件を用いて，鏡と
裏側の手を同時に移動させた際の速度を報告してもら
う実験を行なったところ，手のイメージの想起性が高
いほど KMI の誘起が起こりやすいこと，具体的な手の
イメージを使用しなくともKMI を誘起することは可能
であるという結果が得られた．

を報告する課題[3]では，両手の動きが同期する場合，
同期しない場合よりも Invisible hand の位置感覚が鏡像
の位置に引き寄せられることを報告している．これら
は，鏡像に対して身体所有感を誘起する要因である，
Invisible hand と鏡像の形態的な類似と姿勢の合致が，
KMI の錯覚強度に直結することを示している．では,
KMI が<鏡像（視覚）>と<Invisible hand の筋固有感覚
>との二者間の単純な感覚間統合の結果であるかとい
うと，そうではない．実際, Guerraz らのグループの行

Keywords ― Mirror Visual Feedback, Body image,
Multisensory integration, Kinesthetic illusion, Body
perception

1.

った研究[4]では，MVF 中の Visible hand の筋固有感覚
を振動によってマスクした際，マスクしない場合と比
べ，Invisible hand の移動感覚が抑えられることを報告

背景

した．また同グループが行なった，MVF を行ってい

Mirror Visual Feedback (MVF)は幻肢痛や知覚運動障

る途中に視覚を遮る実験[5]においては，動いていない

害，半側不全麻痺などのリハビリテーションに利用さ

はずの Invisible hand が見えないはずの Visible hand の

れる錯覚である[1]．この錯覚では両腕の間に鏡を立て

動きにつられ，KMI が持続したことも報告している．

ることにより，鏡面裏側に配置した手（Invisible

これらの研究は，KMI には両肢の筋固有感覚のカップ

hand）が本来存在するはずの位置に鏡面の手前側に配

リング現象（Interlimb Coupling）が重要な役割を果た

置した手（Visible hand）の像（鏡像）を提示する．そ

すことを示している．よって，KMI の要因について考

の鏡像を観察することによって，被験者はあたかも鏡

える上では，<鏡像（視覚）>，<Invisible hand の筋固

像が Invisible hand として存在しているかのような感覚

有感覚>，<Visible hand の筋固有感覚>の 3 者間の感覚

が得られる．この時，Visible hand を動かすと，本当は

間統合を考える必要がある．それでは, KMI におい

動いていないはずの Invisible hand が，動いているかの

て＜視覚（鏡像）＞は具体的に, どのような影響を有

ように感じることができる．この MVF によって引き

するのだろうか. 実は, これまでの MVF の装置は, 鏡

起こされる位置・筋運動感覚の錯覚は Kinesthetic

像の動きを作り出すために Visible hand を動かさねば

Mirror Illusion（KMI）と呼ばれ，健康な被験者に対し

ならないという重要な制約が存在していたため,

て行った場合にも起こることが知られている．KMI の

<Visible hand の筋固有感覚>の影響を完全に取り去っ

錯覚強度には，鏡像に対する身体所有感（Body

た状態で KMI を観察することができなかった．

Ownership）が大きく関わることが分かっている．例

そこで我々は，鏡と Invisible hand を置く台をそれぞ

えば Holmes らの研究[2]では，木や姿勢の異なる手を

れ独立に機械的に動かすことのできる Movable

鏡像として用いた MVF を体験した後，指定の位置へ

Ramachandran’s Mirror Box（MRMB）を作成した．こ

と指を動かすリーチングタスクの精度が，実際の手を

の装置は鏡を左右に動かすことのできる機構を持つた

用いた場合よりも下がることを報告している．また，

め，Visible hand を動かさずとも鏡像を左右任意の方向
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へと動かすことができる． <視覚（鏡像）>が KMI に

かない構造となっている．
鏡と Invisible hand の台は，リニアアクチュエータ

単独で与える影響について調査するため，MRMB を
用いて，鏡と Invisible hand を様々な速度で同時に動か

（Firgelli : L16-P Miniature Linear Actuator 140mm 150:1）

した際に，Invisible hand がどちらの方向に動いたのか

を Arduino と Processing で制御することによって動作

について被験者に回答してもらう実験を行ったとこ

する．この時に起こるモーター音の影響を抑えるため，

ろ，鏡と逆方向に動く Invisible hand の移動速度が一定

実験内の試行では，被験者はヘッドホンを装着し，ホワ

の割合を超えない場合, Invisible hand の動きが鏡像と

イトノイズを聞かされた．

同じ方向に動いたように錯覚すること, すなわち＜視
覚（鏡像）＞が単独で KMI を誘発することができる
ことをはじめて示した[6]. 一方で, この実験では左右
の手の姿勢が異なる場合にも十分なレベルの KMI が
誘発されるという結果も得られており, どのような視
覚情報（身体, 背景, 持ち手などの特徴的物体）が具
体的に KMI に寄与したかについては, 十分に明らかと
されなかった. この理由として，Visible hand と
Invisible hand の持ち手の形状が同じであったために，
Invisible hand の存在を喚起する触覚的な手がかりが視

図１ 使用した Movable Ramachandran’s Mirror Box

覚的に与えられ，手の鏡像が一致しない場合でも，鏡
面の中に，Invisible hand のイメージを暗黙的に立ち上

3.

げることのできる状態，すなわち，
「手のイメージの

3.1.

想起性」が高い状態が作り出されていたことが挙げら

被験者

本実験では計 12 名（男性 6 名，女性 6 名）の大学生

れる．

の被験者に協力してもらった．その内，左利きが 3 名

そこで，本稿ではこの「手のイメージの想起性」が

（内 2 名が女性）であり，他は全員右利きであった．

KMI に与える影響を調査することを目的として，手や

ただし，左利きの女性 1 名のデータは結果にて述べる

持ち手の提示条件の異なる環境下において，鏡と

理由により，今回の結果には反映しなかった．

Invisible hand を同時に様々な速度で移動させた際に感
じた速度を報告してもらう実験を行なった．

2.

実験

3.2.

移動刺激

実験中提示する刺激として，“鏡の移動条件”と“手の

装置

移動条件”の組み合わせ 9 種を用意した．1 試行の提示

使用した MRMB（図 1）には左右に動くことのでき

時間は 3s であるが，実際に移動する時間はノイズ音が

る 30×45 cm の鏡と，2 つの持ち手（厚み 1.2cm）が取

鳴らしてから 0.5s 後の 2.5s 間である．右の動きを正の

り付けられている．これらの持ち手は鏡から左右 15cm

動きとすると，鏡は 4（Attraction），0（Pause），-4

ずつ離れた位置を基準に配置され，注視点として手前

（Separation）mm/s の 3 種いずれかの速度で移動する．

から 30cm の位置に赤いシリコンの突起を取り付けら

Invisible hand の持ち手については 3（Attraction），0

れている．また，Invisible hand の持ち手の外側には，円

（Pause）
，-3（Separation）mm/s の 3 種の内，いずれか

柱（直径 2.4cm）が取り付けられ，持ち手の移動ととも

の速度で移動を行う．鏡と Invisible hand の持ち手の移

に移動するようになっている．鏡とその裏側にある

動は同時に提示され，移動時間が終わると流れていた

Invisible hand の持ち手は可動式で、それぞれが独立し

ノイズ音と共に停止した．その後，被験者は刺激提示中

て左右に動かすことができる．鏡は装置の構造上，床面

の Invisible hand の速度感覚について，口頭で回答を行

と一緒に動くようになっているが，床面及び持ち手の

なった．

表面を白い紙で覆うことにより，鏡のみが動いている
ように見せている．さらに，鏡への映り込みの影響を抑

3.3.

えるため，実験は鏡面側に白い壁面が映るようにして

環境条件

今回の実験では手の像の提示の他，鏡像として提示

行われた．また，Invisible hand の持ち手は固定され，動
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される持ち手と Invisible hand が接する持ち手が同じ場

座標に赤い突起を取り付け，注視点とした．また，この

合／異なる場合を比較することで， KMI の誘起にど

5.NA 条件は Visible hand の動きが如実に分かる条件で

のような要因が重要となるのかについて詳細に検討す

あることが予想されたため，他の条件への影響を抑え

る．用いた 2 種類の持ち手 AB は全くタイプの異なる

るため，1-4 の条件を終えた後，使用した．

持ち手である．持ち手 A は板状をしており，被験者は

3.4.

赤いシリコンの突起に人差し指の先を合わせ，他の指

アンケート

で板を握り込んで使用する．持ち手 B は赤い突起の横

本実験では“環境条件”によって生じた身体所有感に

に配置された丸棒を握りこんで使用する．本実験では

対する影響についても合わせて観察するため，下記の

この持ち手を使用した 5 種の“環境条件”を作成し，

アンケート 2 項目を作成した:

KMI に対する「手のイメージの想起性」の影響を調査

A)

する（図 2）
：
1.
2.
3.

様子をイメージすることができた。

手を鏡像に写した上で，鏡に Invisible hand の持ち

B)

手 A と同じ持ち手 A を提示する場合（OCA）

これらについて -3（全くそう思わない）から 3（とて

手の鏡像は写さず，鏡に Invisible hand の持ち手 A

もそう思う）までの 7 段階評価を，各環境条件に対し

と同じ持ち手 A を提示する場合（TCA）

て回答してもらった．

5.

透明な右手を持っているように感じた。

手の鏡像は写さず，鏡に Invisible hand の持ち手 B

3.5.

と異なる持ち手 A を提示する場合（TI）
4.

手を鏡像鏡の中の赤い点に右手の指が乗っている

3 の状況に Invisible hand の持ち手 B と同じ形状の

基準の速度

回答する速度の基準となる Invisible hand の動きを被

物体を提示する場合（TCB）

験者に覚えてもらうため，被験者は実験を受ける前に，

鏡を不透明な白い紙で覆い，Invisible hand が持ち

目を閉じ，Invisible hand の持ち手を握った状態で，右，

手 A を使用した場合（NA）
．

左の順にそれぞれ 3s 間移動する感覚を，連続して体験

1 - 4 の条件では鏡面に映る持ち手 A の赤い突起もしく

する．この時提示された速度は，移動刺激と同様，

は人差し指の先端を注視点としたが，5.NA に関しては

3mm/s である．被験者にはこの時の右の動き（Separation）

白い紙に，持ち手 A の赤い突起と同じ高さ・奥行きの

を 10，左の動き（Attraction）を-10 として，刺激提示時
に感じた Invisible hand の速度についてレーティングす
るように指示した．この際，回答の例示として，基準よ

Visible hand

Invisible hand

Opaque hand

handle-shape CongruentA

りも半分の速度に感じた場合には 5，
倍の速度に感じた

1.OCA

場合には 20，全く動いていないと感じた場合には 0 と
述べること，左の動きにはマイナスを付けること，整数
handle-shape CongruentA

であれば 1 や 13 などの細かい数で回答できることを伝

2.TCA

Transparent hand

えた．

handle-shape Incongruent

3.6.

3.TI

手続き

被験者は装置に対して鏡面が左側となるように座り，
Invisible hand の様子が見えないように，鏡から右肩に
handle-shape CongruentB

かけて黒の布で覆われた．実験者は被験者が鏡の裏側

4.TCB

を見ることが無いよう，人差し指の先が持ち手 A の赤
い突起の位置にくるように被験者の両手を誘導した
（1.OCA の状態）
．そして被験者は左側から鏡をしっか

5.NA

りと覗き込み，実験中は鏡面内の Visible hand の人差し

No mirror

handle-shapeA

指先端もしくは赤い突起を見つめるよう，実験者から
指示を受けた．その後，被験者には目を閉じて基準の速
度を体感してもらい，回答の方法について実験者から
図 2 環境条件

教わった上で，実際の試行を数度体験した．
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実験では基準の速度を提示した後，鏡の移動刺激 3

度）で動くため，全体的なグラフの概形も負の方向に寄

種×手の移動刺激 3 種を組み合わせた 9 試行をランダム

っていることが分かる．
“鏡の移動条件”と“環境条件”

に提示する．その後，機材のノイズによる持ち手と鏡の

が KMI に与える影響を比較するため，2 要因被験者内

位置の基準の位置のズレを修正するため，持ち手と鏡

分散分析を行なったところ，“鏡の移動条件”×“環境条

を基準の位置に戻した上で，基準の速度の提示を再度

件”の有意な交互作用が見られた（𝐹(8, 80) = 2.37, p < .05,

行ない，再び移動刺激 9 種をランダムに提示する試行

𝜂# =0.034）
．さらに，“環境条件”における“鏡の移動条件”

を行った（ここまでの計 18 試行を 1 セットとする）
．

の単純主効果検定の結果，5.NA を除く全ての“環境条

被験者は 1 セットを終える毎にアンケート 2 項目を回

件”内において “鏡の移動条件”による効果が有意であ

答し，“環境条件”を 1 セット毎に変えて計 4 セットを

ることが示された（Mirror Speed×1.OCA : 𝐹 (2, 20) =

行う操作を，2 周行う．“環境条件”の提示順は被験者毎

16.66, p < .01, 𝜂# = 0.427; Mirror Speed×2.TCA : 𝐹 (2,

にランダムであったが，4 セットの提示順は 5 セット

20) = 3.70, p < .05, 𝜂# = 0.169; Mirror Speed×3.TI : 𝐹 (2,

目以降と同様であった．
これら計8 セットを終えた後，

20) = 6.21, p < .01, 𝜂# = 0.247; Mirror Speed×4.TCB : 𝐹

鏡を白い紙で覆い，Visible hand を置かない 5.NA 条件

(2, 20) = 10.39, p < .01, 𝜂# = 0.424）
．また，5.NA につい

を 1 セット行った．

ては p < .1 の有意傾向がみられた（Mirror Speed×5.NA :
𝐹 (2, 20) = 3.41, p = .05, 𝜂# = 0.158）
．また，“鏡の移動

4.

結果

条件”における“環境条件”の単純主効果検定の結果，

被験者毎のデータを確認したところ， Invisible hand

Mirror:Separation 条件においては“環境条件”による効果

が移動する場合に，鏡の移動方向が同じ方向に動いた

が有意であった（𝐹 (4, 40) = 3.50, p < .05, 𝜂# = 0.107）
．

としても，半数以上の“環境条件”内において，強く逆向

この他の条件に関しては，有意な主効果は見られなか

きの方向に速度感覚の回答（Subjective rating）をした被

った（Condition × Mirror:Attraction: 𝐹 (4, 40) = 1.81, p =

験 者 が 1 名 存 在 し て い た （ Hand:Attraction ×

0.15, 𝜂# = 0.054; Condition × Mirror:Pause: 𝐹 (4, 40) =

Mirror:Attraction で 10 以 上 ， Hand:Separation ×

0.840, p = .51, 𝜂# = 0.036）
．主効果が見られたものに

Mirror:Separation で-10 以下を回答）
．今回の報告ではこ

ついて，より具体的に調査するため，Holm 法による多

の被験者 1 名を除いた 11 名から得られた結果について

重比較を行なったところ，1.OCA，4.TCB 条件において

報告する．

は全ての“鏡の移動条件”間において有意な差を観察す
る こ と が で き た （ 1.OCA:Mirror:Attraction Mirror:Separation, 1.OCA:Mirror:Separation - Mirror:Pause
において p < .01; 他は p < .05）
．また，2.TCA 条件にお
いては Mirror:Attraction 条件よりも Mirror:Pause 条件の
方が p<.05 で有意に大きかった．また，3.TI 条件におい
ては Mirror:Separation と他の鏡の移動条件間で有意傾
向が見られた（双方 p = .07）これらは Invisible hand が
実際には Attraction 方向に動いているにも関わらず，
速
度感覚が鏡の移動応じて変調を引き起こしていること，
つまりKMI が起こっていることを示唆している．
また，
Mirror:Separation における“環境条件”の多重比較では，
1.OCA よりも 2.TCA の方が低い Subjective rating をと
る有意傾向が見られた（p = .08）
．
図 3 手が近づく場合

次に，Invisible hand が停止している場合（Hand:Pause）
の Subjective rating の被験者平均を図 4 に示す．

図 3 は Invisible hand が 左 側 に 近 づ く 場 合

Hand:Pause の状態では実際の Invisible hand は動いてい

（Hand:Attraction）の Subjective rating の被験者平均につ

ないため，Subjective rating も 0 に近い回答のものが多

いて，“環境条件”，“鏡の移動条件”別に掲載したグラフ

いことがグラフの概形から分かる．これについても 2

である．Hand:Attraction 時には手は-10（負の基準の速

要因被験者内分散分析を行なったところ，“鏡の移動条
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件” × “環境条件” の交互作用が有意であった（𝐹(8,

Mirror:Separation で KMI の誘起が有意であった
（1.OCA:

#

80) = 2.15, p < .05, 𝜂 = 0.034）
．さらに， “環境条件”に

𝑡(10)= 5.21, p < .01, 𝑑' = 1.57; 2.TCA: 𝑡(10)= 4.29, p < .01,

おける“鏡の移動条件”の単純主効果検定の結果，
1-4の

𝑑' = 1.29; 3.TI: 𝑡(10)= 2.48, p < .05, 𝑑' = 0.749; 4.TCB:

鏡を用いた“環境条件”において，
“鏡の移動条件”による

𝑡(10)= 2.52, p < .05, 𝑑' = 0.758; 5.NA:𝑡(10) = -1.24, p = .24,

効果が有意であることが示された（Mirror Speed×

𝑑' = 0.37）
．また，Mirror:Attraction においては 3.TI，5.NA

1.OCA : 𝐹 (2, 20) = 36.54, p<.01, 𝜂

#

を除いた条件で有意であった（1.OCA: 𝑡(10)= -6.14, p

= 0.753; Mirror
#

Speed×2.TCA : 𝐹 (2, 20) = 13.38, p < .01, 𝜂 = 0.550;

< .01, 𝑑' = 1.851; 2.TCA: 𝑡 (10)= -2.812, p < .05, 𝑑' =

#

Mirror Speed×3.TI : 𝐹 (2, 20) = 4.68, p < .05, 𝜂 = 0.304;

0.848; 4.TCB: 𝑡(10)= -2.55, p < .05, 𝑑' = 0.769）
．これら

#

Mirror Speed×4.TCB : 𝐹 (2, 20) = 6.69, p < .01, 𝜂 =

の 他 は 有 意 な KMI の 誘 起 は 確 認 で き な か った

0.388）
．また，Mirror:Separation においては“環境条件”

（Mirror:Attraction×3.TI : 𝑡 (10)= -1.68, p = .12, 𝑑' =

に対する有意傾向が見られた（𝐹 (4, 40) = 2.56, p =.05,

0.505; Mirror:Attraction×5.NA : 𝑡(10)= -1.24, p = .24, 𝑑' =

#

𝜂 = 0.081）
．この他の条件においては有意な主効果は見

0.374; Mirror:Separation×5. NA : 𝑡(10)= 0.85, p = .42, 𝑑' =

られなかった（Mirror Speed × 5.NA : 𝐹 (2, 20) = 1.46, p

0.255）
．

#

= .26, 𝜂 = 0.100; Condition × Mirror:Attraction: 𝐹 (4, 40)

また，図 4 は Invisible hand が右側に近づく場合

#

= 1.21, p = .32, 𝜂 = 0.042; Condition × Mirror:Pause: 𝐹

（Hand:Separation）の Subjective rating の被験者平均で

#

(4, 40) = 0.46, p < .76, 𝜂 = 0.020）
．主効果が見られたも

ある．Hand:Separation 時には手は 10（正の基準の速度）

のについて Holm 法による多重比較を行なったところ，

で動くため，全体的なグラフの概形も正の方向に寄っ

1.OCA，
2.TCA 条件において全ての“鏡の移動条件”間で

ていることが分かる．Hand:Separation においても 2 要

鏡の移動方向に応じた有意な差を観察することができ

因参加者内分散分析を行なったが，“鏡の移動条件” ×

た（2.TCA:Mirror:Attraction - Mirror:Pause のみ p < .05，

“環境条件” の交互作用は有意ではなかった（𝐹(8, 80) =

他は p < .01）
．また，4.TCB 条件においては全ての鏡の

1.56, p = .15, 𝜂# =0.017）
．そこで，各“環境条件”内の “鏡

移動条件間で有意傾向が見られた（全て p = .06）
．さら

の移動条件”について１要因被験者内分散分析を行な

に Mirror:Separationにおいても多重比較を行なったが，

ったところ，5.NA を除いた鏡を用いた全ての“環境条

いずれの条件間にも有意な差はなかった．さらに，鏡単

件”が有意であった（1.OCA : 𝐹 (2, 20) = 10.74, p < .01,

独でKMI が誘起されたかどうかについて調査するため，

𝜂# =0.348; 2.TCA : 𝐹 (2, 20) = 4.84, p < .05, 𝜂# = 0.192;

全く動いていないと感じた状況（回答が全て 0 であっ

3.TI : 𝐹 (2, 20) = 7.28, p < .01, 𝜂# =0.316; 4.TCB : 𝐹 (2,

た場合）と，鏡のみが動いている条件において得られた

20) = 11.231, p < .01, 𝜂# = 0.403; 5.NA : 𝐹 (2, 20) = 2.484,

Sujective rating で，対応のない t 検定を用いて比較した．

p = .11, 𝜂# = 0.102）
．そこで 5.NA 以外の条件に対し，

すると，5.NA を除く全ての“環境条件”において，

Holm 法 に よ る 多 重 比 較 を 行 な っ た と こ ろ ，
Mirror:Separation と他の鏡の移動条件との間に，鏡の移
動方向に応じた Subjective rating の有意な差が見られた
（ 1.OCA: Mirror:Pause, 4.TCB: Mirror:Pause, 4.TCB:
Mirror:Attraction で p < .01, 1.OCA: Mirror:Attraction,
2.TCA: Mirror:Pause, 3.TI: Mirror:Attraction で p < .05 ）
．
また，Mirror:Pause に対し，有意傾向のある鏡の移動条
件 も 見 ら れ た （ 1.OCA: Mirror:Attraction, 3.TI:
Mirror:Attraction,

3.TI:

Mirror:Separation,

4.TCB:

Mirror:Attraction に対し，p<.1）
．さらに，“環境条件”間
の KMI の強度について調査するため，“鏡の移動条件”
毎に１要因被験者内分散分析を行なったところ，鏡が
Attraction 方向に動く場合にのみ“環境条件”の有意な効
果が見られた（𝐹 (4, 40) = 2.86, p < .05, 𝜂# = 0.054; ）
．
これについて Holm 法による多重比較を行なったとこ
図 4 手が停止している場合

ろ，4TCB と 5.NA 間で有意傾向が見られた（p = .05）.

570

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-34

や Full body illusion などの心理実験において報告されて

また，鏡が動かない条件においての分散分析の結果は
#

有意傾向であった（𝐹 (4, 40) = 2.20, p = .09, 𝜂 = 0.070）
．

いる[7,8]．
2 - 4 の条件において KMI を誘起できたのも，

鏡が Separation 方向に動く場合には有意な効果は見ら

これらの報告同様，被験者が鏡の中に「透明な手のイメ

#

れなかった（𝐹 (4, 40) = 0.46, p =.77, 𝜂 =0.012）
．

ージ」を持つことができたためと考えられる．
今回，鏡像を使用しつつも実際の手のイメージを使
用しない 2 - 4 の条件では，Invisible hand の持ち手と鏡
面に提示する持ち手の組み合わせによって「手のイメ
ージの想起性」に変化をつけていた．中でも 3.TI だけ
が Invisible hand が握っている持ち手と，視覚的に提示
されている持ち手が異なり，Invisible hand が受ける触
覚的な手がかりが視覚情報として提示されない，
「手の
イメージの想起性」の低い条件であった．各“移動条件”
別に“環境条件”を直接比較した結果では，
“環境条件”毎
の錯覚強度の差は部分的にしか見られなかったものの，
Hand:Attraction 時の 3.TI 条件において鏡の移動による
効果が有意傾向にとどまっていたこと， Hand:Pause 時
における, 全く手が動いていない感覚との比較におい
て 3.TI と 5.NA のみが Hand:Attraction 時に移動感覚の
誘起が確認できなかったことから， 3.TI 条件は

図 5 手が離れていく場合

Hand:Attraction 時において KMI の誘起が困難であった

これら Subjective rating の他，各“環境条件”間におけ

ことが推測される．3.TI は何もない空間をゴムの手の

る身体所有感の影響を調査するためアンケート A, B に

代わりに使用した Invisible hand illusion の研究において

おいて１要因被験者内分散分析を行なったが，A に有

も，透明な手が遠くにある場合などの実際の身体に対

意傾向が見られたものの, 共に有意な効果は見られな

して不調和な条件，つまり「手のイメージの想起性」が

かった（A: 𝐹 (4, 40) = 2.39, p = .07, 𝜂# =0.109; B: 𝐹 (4,

低い条件においては錯覚強度が下がることを報告して

40) = 1.44, p = .24, 𝜂# = 0.020）
．

5.

いた[7]．この報告と 3.TI の KMI の誘起が他の条件に
比べ低下することは共通性がある．さらに，以前我々が

考察

報告した実験においては，鏡が近づいてくる条件にお

いずれの手の動き条件においても，鏡を用いていな

いてのみ，
左右の手の姿勢が異なる場合の Invisible hand

い 5.NA 条件においては, 鏡の移動に応じた Invisible

の移動感覚の変調強度が，姿勢が一致する場合よりも

hand の移動感覚の変調が確認できなかった．これは

下がるという結果が得られている[6]．鏡が近づく

MRMB によって誘起される移動感覚の変調が，単なる

Mirror:Attraction において，左右の持ち手が異なる 3.TI

目の前の物体の移動によるものでは無く，鏡による擬

における KMI の誘起が難しかったことは，興味深い結

似的な空間情報の提示によって引き起こされるもので

果である．視触覚を用いた身体性の錯覚は，擬似的な身

あることを示している．対照的に，手のイメージが具体

体が身体近傍空間（peripersonal space）から離れるにつ

的に提示されていた 1.OCA においては，ほぼ全ての移

れて錯覚強度が下がるとされている [9]．今回の結果は

動条件の組み合わせで KMI の誘発が観察された．
1.OCA は鏡像に手のイメージそのものを提示するため，
今回用意した“環境条件”の中で「手のイメージの想起

これに反するもののように思われるが，光点検出課題
の研究によれば，人は身体近傍空間内の物体に対して
過敏になることが示されている[10]．今回の結果は身体

性」が最も高いと思われる条件である．また，手のイメ

近傍空間内に鏡像が近づくことで，身体性を強めるの

ージを提示しなかった 3 つの条件においても，部分的

ではなく，擬似的な身体（鏡像）と実際の身体との差異

な KMI の誘起を確認できた．身体の具体的なイメージ

が大きく強調されてしまい，錯覚を引き起こしづらか

を提示しない場合であったとしても，その空間に身体

ったのではないかと推測する.また，Hand:Separation 条

所有感を抱くことができることは Rubber hand illusion

件において交互作用が見られなかったことも，身体近
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Embodiment of a Discrete Volume of Empty Space.” Journal of
Cognitive Neuroscience, 25(7), 1078–1099.
[8] Guterstam, A., Abdulkarim, Z., & Ehrsson, H. H. (2015)
“Illusory ownership of an invisible body reduces autonomic and
subjective social anxiety responses.” Scientific Reports, 5(1),
9831.
[9] Lloyd, D. M. (2007) “Spatial limits on referred touch to an alien
limb may reflect boundaries of visuo-tactile peripersonal space
surrounding the hand.” Brain and Cognition, 64(1), 104–109.
[10] Reed, C. L., Grubb, J. D., & Steele, C. (2006) “Hands up:
Attentional priorization of space near the hand.” Journal of
Experimental Psychology: Human Perception and Performance,
32(1) 166–177.

傍空間による影響であると考えられる．手が身体から
離れる方向に向かうことで，手に対する注意が小さく
なり，各々の “環境条件”間の差がより曖昧になった可
能性がある．
また，今回の結果では被験者毎の回答の分散が大き
く，同じ移動条件内において環境条件の効果を比較し
ても，ごく部分的にしか出てこなかった．これは被験者
毎の回答のばらつきが大きかったことに起因する．ま
た，結果にて述べた通り，Invisible hand と鏡の双方と逆
の動きを回答した被験者も見られたことから，この鏡
による空間の変化の受け取り方は個人間の差が大きか
ったことが考えられる．
今回の結果からは KMI の誘起には「手のイメージの
想起性」が関わることが分かった．ただし，手のイメー
ジが明確に提示されている場合以外にも，手のイメー
ジを想起しやすい場合であればKMI の誘起が可能であ
ることが確かめられた．さらに，3.TI のように手のイメ
ージが想起しづらいと考えられる条件においても部分
的な KMI が確認されたことは，鏡による空間的な歪み
自体が移動感覚を誘起している可能性がある．今後は
鏡に特定の物を写さない，空間の変位のみを提示する
条件を作成するなどして，この部分を明らかにしてい
きたい．こうした身体を明示しない場合においても実
際と異なる移動錯覚を作り出すことのできる要因を特
定することは， VR などの疑似空間内においても実在
感を持って操作や運動を行うことのできるコンテンツ
を作成する上で重要になってくると考えられる．

参考文献
[1] Ramachandran, V. S., Rogers-Ramachandran, D., & Cobb, S.
(1995) “Touching the phantom limb.” Nature, 377(6549), 489–
490.
[2] Holmes, N. P., Snijders, H. J., & Spence, C. (2006) “Reaching
with alien limbs: visual exposure to prosthetic hands in a mirror
biases proprioception without accompanying illusions of
ownership.” Perception & Psychophysics, 68(4), 685–701.
[3] Medina, J., Khurana, P., & Branch Coslett, H. (2015) “The
influence of embodiment on multisensory integration using the
mirror box illusion.” Consciousness and Cognition, 37, 71–82.
[4] Chancel, M., Brun, C., Kavounoudias, A., & Guerraz, M. (2016).
“The kinaesthetic mirror illusion: How much does the mirror
matter?” Experimental Brain Research, 234(6), 1459–1468.
[5] Chancel, M., Kavounoudias, A., & Guerraz, M. (2017) “What’s
left of the mirror illusion when the mirror can no longer be seen?”
Bilateral integration of proprioceptive afferents! Neuroscience,
362, 118–126.
[6] Ishihara, Y., & Kodaka, K. (2018) “Vision-Driven Kinesthetic
Illusion in Mirror Visual Feedback.” I-Perception, 9(3),
204166951878299.
[7] Guterstam, A., Gentile, G., & Ehrsson, H. H. (2013) “The
Invisible Hand Illusion: Multisensory Integration Leads to the
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Microslip in Cooking Behavior
〜Unplanned Small Actions and Suspended Tasks〜
沼口 裕太†，諏訪 正樹‡
Yuta Numaguchi, Masaki Suwa
†慶應義塾大学

‡Faculty

SFC 研究所，‡慶應義塾大学環境情報学部

†The

Keio Research Institute at SFC,
of Environment and Information Studies, Keio University,
yuta.numaguchi.112358@gmail.com

Abstract

無数に存在し、一度として同じ状況は存在しない。そ
れにもかかわらず私たちは様々なタスクを難なくこ
なして日々の生活を営んでいる。
これは、私たちの身体が常に環境とインタラクショ
ンし、タスクをこなすための行為を臨機応変に紡ぎ出
すことができるからである。この臨機応変さこそが日
常生活の状況に埋め込まれた認知活動における動的
対応力であり、人の知の本質である(諏訪, 2016)。
動的対応力のひとつにマイクロスリップ(=以下、
MS)という現象がある。MS とは、生態心理学者のリ
ード(1992)らによって探究された現象である。鈴木健
太郎(2001)によると、MS とは「必ずしもスムーズに
進行せず、しばしば行動の流れの淀むような場面」と
定義されている。例えば手前のものにちょっと触れた
だけで別のものをつかむような様子などだ。
本研究ではこれを、複雑な状況下でも行動を進める
ために身体が状況に適応する結果として生じる現象
であると考えている。いわゆる「し損ない」では決し
てなく、私たちが行動の中で生み出す小さな微修正に
よって、様々な状況のなかでもその複雑さを乗り越え
て行動を紡いでいくことができるのだ。MS に着目す
ることで、人の持つ動的対応力の一端を明らかにする
ことができるだろう。
日常生活の中で私たちが行う高度な認知活動とし
て、調理行動を挙げることができる。料理番組のよう
な整えられた環境で行われることはなく、前日の調理
や作る品目、調理の進行によって調理場の環境は毎回
異なる。1 つの調理にはいくつものタスクが内包され
ており、行う手順を頭の中で描きながら、刻々と変化
する調理環境に対峙し、同時並行の複数のタスクをこ
なさなければならない。
本研究では、日常生活の具体的な状況の中でこそ見
ることのできる知に着目するため、筆者が自宅で調理
する場面を用いて左右の手における MS を分析する。
また、MS が調理の状況とどのように関わり、手際の
良い調理進行にどのように寄与しているのかを明ら

In this paper, we have observed hands’ behaviors in a
multitask, i.e. cooking multiple items in a kitchen, and
analyzed what situations microslips of hands tended to occur
in.
First, cooking behaviors are categorized in three levels of
hierarchy: the level of the intended task (the name of recipe),
the level of defined procedures (we call it upper level), and
the level of situated small actions (lower-level). The
occurrences of microslips at every transition of the three
levels were counted. Our finding is that microslips are more
likely to occur at the transition of the task level and acts of
lower-level than that of the upper-level acts.
Next, we analyzed occurrence of microslips near the
beginning and end of suspended tasks, namely ones that are
suspended in the middle to spend time on another task. We
found that microslips are more likely to occur near the end of
suspended tasks than near the beginning.
Keywords ― Ecological psychology, Micro Slip,
Affordance, situated cognition, dynamic
responsive acts.

1

はじめに

私たちは、普段の生活のなかで様々なタスクをこな
している。たった 1 つの身体で、顔を洗う、お茶を入
れるといった比較的単純なタスクから、車の運転のよ
うな複雑なものまで様々なタスクをこなす。私たちの
日常生活は、決して固定的で不変のものではない。例
えば車を運転する時、行き交う車の数や動きは毎回異
なる。料理を作るなら献立は毎回異なるだろうし、掃
除をする時、部屋の中にあるものの配置は毎回微妙に
異なっている。
環境だけでなく、意識も変化する。例えば、早起き
してゆっくりと支度できる朝もあれば、時計の針と競
争するように駆け足で準備を済ませる朝もある。こな
すタスクが同じでも、両者では行われる行為も、行う
手順も異なるだろう。日常生活でさえも微細な変化は
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かにする。

2

3.1

一人称研究としての意義

調理は全体の流れを考えながら、眼前の環境に合わ
せて取り組むタスクに応じた行動をとることで進行
する。調理環境は進行に合わせて変わっていき、行動
は調理者の経験や作る品目に基づいて、その場の状況
よって構成的に変化していく。そのような調理行動を
支える臨機応変さも、その固有の文脈を抜きに語るこ
とはできない。例えば、複数の食材が近い位置に置い
てある場面や、傍で進行する加熱調理に気を配りなが
ら食材の皮を剥く場面といった具体的な状況の中で
生まれるのだ。
本研究では、一人称研究という方法論を採用する。
一人称研究とは「あるひとが現場で出逢ったモノゴト
を、その個別具体的状況を捨て置かずに一人称視点で
観察・記述し、そのデータを基に知の姿についての新
しい仮説を立てたり、世の中を見る新しい視点を提示
する研究」 (諏訪, 2016)である。筆者が生活者として
行う調理場面を対象に研究する。
調理に限らず動的対応力は状況依存的な知であり、
これを扱う研究は一人称研究がベストである。なぜな
ら、臨機応変さはその時その場の固有な状況と対峙す
ることで初めて顕在化するものだからである。
本研究では一足飛びに普遍的な知を解明しようと
はせず、個別具体的な状況をつぶさに観察しその中で
現れる動的対応を分析することを目指す。

調理場の簡易図を図 1 に示す。調理において環境
とインタラクションを起こしているのは左右の手で
あり、この身体部位に起こる MS に着目することで、
調理で発揮される動的対応力を観察することにした。
左右の手が最も多くの調理行動を行うのが、水切りか
ら IH にかけての領域(図 1)である。単に対象物を掴
むだけではなく、調理器具を用いたより複雑な行動も
行われており、この領域で発生する両手の挙動を詳細
に分析することが必要である。

3.2

I.

II.

研究方法
IV.

本研究は、筆者の自宅での調理場面を撮影し、その
映像データをもとに分析を進める。

調理の流れ

調理の流れを説明する。1 つの食材の下準備や加熱
調理は一気に行われるわけではなく、下準備の途中で
他の加熱調理を行ったり、別の食材の下準備を優先し
たり、柔軟に進めている。大まかな進行は以下の通り
である。

III.

3

調理環境

V.

ジャガイモの下準備と鶏肉の下準備に着手し、
包丁を研ぐ行為を挟んで、鶏肉をフライパン
で加熱調理している間にジャガイモの下準備
を終え、フライパンに移動する。
玉ねぎの下準備を行い、鶏肉とジャガイモを
寸胴鍋に移動させ、玉ねぎをフライパンで加
熱する。
ナスの下準備を終え、玉ねぎを寸胴鍋に移動
後、ピーマンの下準備を終え、ピーマンをフ
ライパンで加熱する。
マッシュルームの下準備を終え、マッシュル
ーム、ナスの順にフライパンで加熱する。
ミニトマトの下準備を終えたあと、ピーマ

図 1：調理環境の簡易図

574

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-35

図 2：ELAN の画面
ン・マッシュルーム・ナスを寸胴鍋に移し、
トマト缶を加えて煮込む。

•
•

ジャガイモを袋から取り出すところから、食べる直
前に加える予定のミニトマトを除いたすべての食材
を寸胴鍋で煮込み味付けを終えるまでの 51 分 32 秒
のうち、観察不可能な時間帯を除く 50 分 06 秒を分
析した。

4

•
•

注目動作の抽出方法

映像は、映像分析ソフト ELAN1を用いて分析する。
ELAN は、映像、音声ファイルを見聞きしながら、注
釈をつけていくソフトである (細馬, 2009)。図 2 は
本研究で使用した ELAN の画面である。画面上部に
撮影した映像を 2 つ並べ、中央のボタンで微小な調節
をしながら再生する。
画面下部は注釈層が表示されている。ここでは、着
目した変数ごとに注釈層を設け、映像の特定の時間に
注釈を書き込むことができる。

4.1

MS の定義

鈴木(2006)によると、最初に MS の研究を行なった
のはリード E.S.とショーエンヘル D である。リード
らは、行為者が中途でしばしば行動を修正することを
確認した。修正される様子を MS とし、修正挙動を以
下の 4 つのタイプに分類した。

1

https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/
(2018 年 1 月 19 日)
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躊躇：手の動きの微小な停止
軌道変更：手の運動軌道の急速な変化
接触：対象への無意味な接触
手の形の変化：手の機能的な形状の変化

本研究では、調理行動の特徴を鑑み、リードらの 4
つの分類に 2 つの修正を加えた。
1 つは、MS のタイプとして手の形の変化を取り除
いた。人の行動は行動の前に手の形状を機能的な形に
変化させその後対象物へ接近するといった、工場のロ
ボットアームのような挙動とは違う。むしろ対象物へ
の接近の中で手の形状を変化させていくのが人とし
てスムーズな振る舞いである。
MS として取り上げる必要がある動作は、単に手の
形が変化するのではなく、その変化の途中で動作が修
正されるものである。本研究ではその挙動に応じて軌
道変更か躊躇として抽出した。
もう 1 つ、本研究では「中止」という MS タイプを
新設した。これは、一旦開始された動作が途中で中止
され、開始時点の場所に戻る挙動である。従来のタイ
プの MS は、開始された動作が修正される様子を MS
とし、その結果次の動作に繋がるものとして取り上げ
られていた。現在行なっている動作を中止して別の動
作へ移行する場合、手に何も保持していない状態では
軌道変更や躊躇などとして MS を抽出することがで
きるが、ものを保持している状態では一旦持ったもの
を置かねばならず、挙動の上では動作の修正ではなく
動作の取りやめである。
また右手が行う動作から左手が行う動作に移行す
る場合も、右手だけを見れば動作が取りやめられてい
ることになる。本研究では、このように動作を完了せ
ずに戻る手の挙動も MS として抽出する。したがって
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リードらの分類に修正を加えた以下の 4 種類を MS と
して分析の対象とする。
躊躇：動作が途中で僅かに停止する様子
•
軌道変更：手の運動軌道が急速に変化する様
子
•
接触：手がある対象に無意味に触れたあと、
別の対象へ移る様子
•
中止：動作が達成される前に中止され、手が
引き戻される様子
図 3 の接触の例では、まな板付近にある右手が IH
のスイッチを押す動作の最中に起こる MS が発生す
る。スイッチに向かった右手は、途中軌道上にあるフ
ライパンの取手に触り(接触)、
そのまま IH のスイッチ
へ向かう。
左から 2 つ目の写真群は軌道変更である。左手が白
カゴに入ったカットされたジャガイモを掴む動作の
途中で MS が発生する。左手は白カゴの中に手を伸ば
すが、手首を回転して(軌道変更)白カゴ自体を掴む動
作に移行する。
躊躇の MS の例では、左手がカットされたナスの入
った白カゴを掴む動作の途中で MS が発生している。
白カゴに接近した左手は掴む直前で減速し(躊躇)、そ
の後動作を再開する。
•

一番右の例は中止の MS である。右手が包丁を掴み
持ち上げるが、途中で取りやめ(中止)、包丁を元の位
置に置くという動作を示している。
左右の手で観察された 105 個の MS を対象に、以
下の２つの分析を行った。

5

分析１：調理行為の変わり目における
MS の出現頻度

調理は様々なタスクによって構成されている。ある
タスクを達成するために行う動作の集まりを「行為」
と定義する。「行為」にはいくつかのレベルを想定す
ることができる。調理は複雑な課題であるため、想定
される行為のまとまりは多層的なものになるはずで
ある。
例えば、玉ねぎを袋から出す、皮を剥く、包丁で切
るという行為は、それぞれが食材の状態を変化させる
というタスクを実行するために行われるのと同時に、
この一連の行為が実行されることで、玉ねぎを加熱調
理が行える状態まで変化させるという大きなステッ
プを達成することにつながる。この大きなステップを
達成するために行われる動作群も１つ大きな行為と
捉えることができる。

1

2

3

4

5

6

図 3：MS の例/左から：接触(右手)、軌道変更(左手)、躊躇(左手)、中止(左手)
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図 4：行為の階層構造の簡易図
つまり、調理における行為には様々な大きさが存在
ら算出する。
し、図 4 のように大きい行為はうちに小さな行為を
接続点における MS の出現のしやすさ =
複数内包している階層構造をしている。本研究では行
MSの存在する行為の接続点
為のまとまりにおいて、上位行為と下位行為の 2 つを
行為の接続点の総数
設け分析する。
下位行為と上位行為は、単に抽象度の異なる行為の
まとまりというだけでなく、調理工程において意味の
行為の接続点において、付近に MS が存在するか否
あるまとまりである。
かを調べるために、接続点の前後に渡って行為の移行
下位行為は、袋から出される、皮を剥く、カットす
区間を設け、そこに MS が含まれるかを調べる。
るといった食材の状態変化や、調理器具や食材の入っ
移行区間は、行為の接続点の前１秒間と後ろ１秒間
ていた容器などに関する動作のまとまりである。一方、 の合計２秒間と設定した。この移行区間に MS が重な
上位行為は、調理行程のモデル化された手順に対応し
る場合、その行為の接続点を MS の存在する接続点と
ている。調理には食材の下準備→加熱調理→調味とい
する。
う基本的な流れが存在し、多くの料理本もこの流れに
MS の存在する接続点は上位行為の接続点で 6 個、
下位行為の接続点で 27 個が確認された。以上から、
沿ってレシピを記載している。このようなレシピに
上位行為と下位行為における MS の出現のしやすさ
記載されるレベルの行為のまとまりを上位行為と
は
して定義する。下準備の工程は食材ごとに 1 つの上
位行為にまとめ、加熱調理は使用する調理器具によっ
表 1 のようになった。算出された MS の出現のしや
てまとめられる。
すさには、上位行為と下位行為で 2 倍近い開きがあり、
行為の階層構造において、上位行為、下位行為が切
上位行為の接続点よりも下位行為の接続点の方が、
り替わる瞬間を行為の接続点とする。例えばジャガイ
MS は出現しやすいと考えられる。
モの下準備から玉ねぎの下準備に移行する瞬間は、上
位行為の接続点である。
表 1：行為の接続点における MS の出現のしやすさ
分析したデータでは、上位行為の接続点が 33 個、
MS の
接続点
MS が出現してい
下位行為の接続点は 75 個確認された。分析したデー
存在する接
の総数
る割合（％）
タのうち、撮影範囲外に出てしまい観察不可能な間に
続点の数
行為は移り変わっていた場合は接続点としてカウン
上位
6
33
18.2
トしていない。
行為
5.1 行為の接続点と MS の出現しや
下位
27
75
36.8
行為
すさ
行為の階層と MS の関係を調べるために、行為の接
続点における MS の出現のしやすさの違いを調べる。
接続点における MS の出現のしやすさは以下の式か
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ころ、大きくはないが、有意傾向にある差が認められ
た。(χ2= 3.428, p<0.1)
このことから、上位行為の接続点ではMSが出現し
にくく、逆に下位行為の接続点ではMSが出現しやす
い可能性が示唆される。

5.2

考察

上記の結果は、調理において進行上の区切りとなる
境目よりも、その行為に内包された一連の下位行為の
境目の方が、MS が発生しやすいことを示している。
これは、上位行為と下位行為の性質の違いによるもの
と考えられる。
上位行為は調理における基本的な流れに基づいた
動作のまとまりであり、ジャガイモの下準備やフライ
パンでの加熱調理といった抽象度の高いまとまりで
ある。この階層は調理全体のプランニングに関わる認
識を構成していると考えられる。
したがって、上位行為の接続点では、次に行う行為
が調理全体の流れの中である程度定まっており、行為
が切り替わる瞬間には認知のフレームが比較的限
定されているはずである。そのため、調理進行上の
大きな切り替わりであるにもかかわらず、臨機応変さ
である MS が出現しにくくなると考えられる。
下位行為は、ジャガイモの皮を剥く、フライパンを
ヘラでかき混ぜるなどの細かく具体的なまとまりで
ある。そのため下位行為を用いて全体的な手順をプラ
ンニングすることは難しく、むしろ、達成したいタス
クを環境と接地させ具体的な行為に落とし込むため
に利用される。この階層では、次に行う行為がインタ
ラクションの中でリアルタイムに（状況依存的に）
構成されていると考えられる。調理者はタスクをリア
ルタイムに実際の行動に反映させる際に動的対応力
を発揮し、結果として MS が多く出現することになる。

6

分析 2：放置タスクによる MS
調理における状況の複雑さは、単に調理環境に存在

するオブジェクトの数や配置だけではない。調理環境
に存在する食材に紐づけられたタスクが複雑な状況
を生み出している。
調理は基本的に並列処理であるという性質上、１つ
の食材に関わるタスクのみを継続して行うことはな
い。ジャガイモを下準備から加熱調理まで行い、次に
玉ねぎの下準備から行うという流れで調理をするこ
とはなく、加熱調理の前にジャガイモの下準備と玉ね
ぎの下準備を終え、加熱調理に移行するという手順を
とる。玉ねぎの下準備を行なっている間、ジャガイモ
は下準備の終わった状態で放置されることになる。
つまり、調理環境には調理途中で放置されている食
材が多々存在する。放置された食材は、次に行うべき
タスクを行わずに別の食材の調理に取り掛かること
で生まれる。つまり放置された食材には、必ず次に行
うべきタスクが紐付けられている。このタスクを放置
タスクと呼ぶことにする。
放置タスクはいずれ着手しなければならないもの
であり、その存在は、調理状況を複雑にする要素であ
ると言える。そこで、放置タスクとMSの関係を分析
する。

6.1

放置タスクのアノテーション

ELAN を用いて調理者が別の食材を対象とした動
作を開始した時点(=始点)から、再びその食材に対す
る動作が行われる瞬間(=終点)までをアノテーション
する。
放置タスクの始点と終点の例を図 5 に示す。上の
画像はまな板の上で玉ねぎを２つにカットした後、さ
らに細かくカットするタスクを行わずに放置し、ジャ
ガイモの入った白カゴを掴みフライパンに移す場面
である。この時、ジャガイモの入った白カゴを掴む動
作(オレンジ色の枠で囲まれた動作)の開始時点から、
まな板の上の玉ねぎに対して放置タスクとしてアノ

図 5：放置タスクの始点と終点
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図 6：放置タスクの移行区間
間の合わせて２秒間を移行区間とする。この区間に含
まれる MS を始点または終点の付近に出現する MS と
し、その始点/終点の移行区間は MS が含まれる移行
区間と呼ぶ。
ただし放置タスクの始点・終点は短い時間に集中し
て現れる場合が多く、複数の始点・終点の区間が重複
する場合がある。その場合は、早い時刻の始点/終点
の 1 秒前から、遅い時刻の始点/終点の 1 秒後までの
期間を移行区間とする。
図 6 の例では、異なる複数の始点/終点の移行区間
が重なっており、その始点/終点の間隔は 2 秒未満で
ある。この場合は、図 6 に示した通り、早い時刻の
放置タスクの始点/終点の１秒前から遅い時刻の終点
の１秒後までの区間を移行区間として設定する。図
6 の移行区間は MS を含む区間である。
それぞれの移行区間の総数は、始点のみ、始点&終
点、終点のみでそれぞれ 25 個、12 個、20 個であっ
た。そのうち MS を含む移行区間の数はそれぞれ 2
個、5 個、8 個であった。

テーション(水色の枠)を付与している。
放置タスクの終点の場面が下の画像である。フライ
パンをかき混ぜた後、再び玉ねぎと包丁を掴む動作を
行なっている。再び玉ねぎを掴む動作(オレンジ色の
枠)の開始時点までを放置タスクとしてアノテーショ
ンする。
ここに示した映像データのように、複数個の放置タ
スク（この例では 3 つ）が同時に生じることもあるの
で、放置タスク用として 4 つの注釈層を設け、アノテ
ーションを行った。
放置タスクが存在している期間、調理者は常に放置
タスクに注意を割いているわけではない。取り組んで
いるタスクに集中するために、先に放置したタスクは
意識の外に置かれている。しかし、タスクが放置され
る瞬間や放置タスクが再開される瞬間は、複数のタス
クが同時に調理者の意識の中に入ってくるはずであ
る。したがって放置タスクと MS の関係を分析する時
には、放置タスクの始点と終点に着目することが適切
であると考えられる

6.2

6.3

移行区間の設定

放置タスクの始点と終点におけるMSの出現のしや
すさを調べる。「分析１：調理行為の変わり目におけ
るMSの出現頻度」と同様に、放置タスクの始点/終点
のうち、MSが出現するものを算出するため、始点と
終点に移行区間を設け、MSが含まれるか否かを調べ
る。
原則として、始点または終点の前１秒間と後ろ１秒

始点/終点と MS の出現しやすさの
分析

各移行区間におけるMSの出現のしやすさを、次の
式を用いて求める。
移行区間におけるMSの出現のしやすさ＝
MSを含む移行区間の数
移行区間の総数
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始点のみ、始点&終点、終点のみのそれぞれの移行
区間におけるMSの出現のしやすさを表 2に示す。
最も MS が出現しやすいのは始点と終点がともに
存在する移行区間と終点のみの移行区間である。逆に
MS が出現しにくいのは放置タスクの始点のみの移
行区間である。
まず、始点のみ、始点&終点、終点のみの３種類の
移行区間で MS の出現のしやすさに違いがあるかど
うかをカイ二乗検定を用いて検定すると、有意差が認
められた(χ2(2)= 6.394, p<0.05)。
次に始点のみ、始点&終点、終点のみの移行区間か
ら 2 つを選び、MS の出現のしやすさに違いがあるか
を検定すると表 3 のようになった。

いえる。そのためタスクの切り替わり目でフレームが
広がった際に、事前に想定していた行為の手順が急遽
変更される場合がある。このような手順の更新が起き
やすい場面が放置タスクの終点が存在する付近であ
り、変更された手順を行動に反映させるために MS が
発生すると考えられる。
また、放置タスクは再開されるまで脇に置かれてい
たため、行為の文脈が途切れている。このタスクを再
開するには、再びそのタスクがどのような状況に置か
れているかを認識し、行う動作を決定しなければなら
ない。このように途切れてしまった行為の文脈を再認
識する場面では、新しく開始するタスクよりも環境と
のインタラクションが増加するために、MS が起こり
やすくなると考えられる。

表 3：３種類の移行区間における有意差
始点&終点

始点のみ

有意差あり
(χ2(1)=5.99,
p<0.05)

始点&終
点

7

終点のみ

有意差あり
(χ2(1)=4.76,p<0.05 )
有意差なし
(χ2(1)=0.008,p>0.05)

終点のみ
以上のことから、放置タスクの始点のみの付近では
MS が出現しにくく、放置タスクの終点が存在する場
合は MS が出現しやすくなる。

6.4

考察

始点のみ移行区間と始点&終点の移行区間を比較
した場合と、始点のみの移行区間と終点のみの移行区
間を比較した場合に有意差が認められ、終点のみの移
行区間と始点&終点の移行区間の比較では有意差が
認められなかった。このことから、MS の出現のしや
すさに影響を与えているのは終点の有無であること
がわかる。
放置タスクの終点が存在する場面は、今まで放置さ
れていたタスクが再開される場面である。放置タスク
は「次の動作が必要な状態で放置されている」ので、
新しく着手されるタスクよりも、行動の要請が強いと

まとめ

本研究では、個別具体的な調理場面の中に現れる
MS にどのような特徴があり、同時に調理進行上のど
のような場面で発揮されるのかについて明らかにし
た。
分析１では、調理における行為を階層構造化し、行
為の移行する場面に着目して、各階層が調理の進行上
どのような状況を生み出しているのかを明らかにし
た。上位行為は、調理全体のプランニングに関わる調
理単位として認知され、この接続点では手順の志向性
が強いために、次の行為を限定しスムーズな移行に寄
与していた。そのために MS が必要となる場面は少な
く、MS の出現数は少なかった。
一方で下位行為は、今取り組むべきタスクをどう実
行するかという短いスパンでの行為の順番を臨機応
変に決定するのに用いられる調理単位であり、実際の
行動に反映される際に MS が活用されていることが
わかった。
分析 2 では放置タスクが再開される場面と MS の関
係を分析した。放置タスクは調理環境に残された食材
の持つ行為の要請であり、放置タスクが再開される場
面では、事前の想定とは異なる行為に転じたり、タス
クの再開にあたって状況を再認識しなければならず、
身体と環境のインタラクションが活発に行われるた
めに MS が起こっていることがわかった。
筆者は調理を行為の階層構造や放置タスクなど

表 2：放置タスクの始点・終点における
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様々なまとまりで認知している。上位行為のように、
それ自体で調理をスムーズに進めることに寄与する
行為のまとまりもあれば、下位行為や放置タスクのよ
うにその場でリアルタイムに次の行為を組み立てて
いく場面も存在する。本研究の結果は、「MS があら
かじめプランされている状況ではなく、臨機応変さが
強く要請されるような状況で起こりやすい」というこ
とを示唆している。
調理において対峙する状況の複雑さにはムラがあ
るが、調理者は動的対応力によってうまく次の行為に
つなげていくことができる。
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地震避難における意思決定の同調行動による再現
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概要

れない。そんな中で、東日本大震災のときに仙台市内
のホテルの会議室で撮影された次の URL で示す動画

近年、認知バイアスの一つである同調行動が避難行
動に与える影響が指摘され、注目を集めている。東日

https://www.youtube.com/watch?v=tejlDDKeg8s

本大震災の際、仙台のホテルの会議室で撮影された
動画において、避難者による、逃走と退避という避難
行動の選択が、出口からの距離によって分かれる現象
が観察された。我々は、避難行動における同調行動を
表現した、生物学の反応閾値モデルに基づいた避難意
思決定モデルを使ったエージェントシミュレーション

は、以下の点で貴重な資料だといえる。

により、この動画で見られたような現象の再現を試み

• 地震の始まりから終わりまでがワンカットに収め
られている。

た。シミュレーションにおいて、エージェントは逃走
と退避をランダムに選択しているにも関わらず、動画
象が創発した。

• 地震開始時点の人数や人々の位置が明確である。
• 冷静な撮影技術により人々の行動を追いやすい。
この動画中の 48 人の行動をひとりひとり追跡するこ

キーワード： 同調行動、認知バイアス、避難行動、反

とにより、地震発生時から、動画に記録された 98 秒

応閾値モデル、意思決定

後までの集団の行動を理解可能な形で整理した。

のように、逃走と退避が出口からの距離で分かれる現

1.

本稿ではまず、この動画に映っている人々の地震発

はじめに

生時の行動について分析する。この分析により、災害

災害避難における人間行動研究の困難な点のひとつ

時の行動に影響する認知バイアスである集団同調性バ

に、資料入手の難しさが挙げられる。実際の避難状況

イアスあるいは同調行動（Herd Behavior）[4, 5, 6, 9]

において直接的なデータ収集は不可能に近く、これま

の影響が動画中の人々にも見られることを確認する。

では被災者への事後的なアンケート [4] や統制環境に

次に、我々が避難行動における同調行動のモデルと

おける心理実験 [12] などにより代替する方法が採られ

して開発している、避難意思決定モデル [11] について

てきた。しかし、前者は調査対象者の主観や記憶への

紹介する。避難意思決定モデルについては、先に述べ

依存、生存者しか対象になり得ないためサンプルに偏

た理由により、モデルを経験的に検証することは現実

りが生じることなど、後者は現実の避難状況を再現す

的には非常に困難であった。そこで我々は、避難現場

るような実験環境構築の困難さや、統制された実験環

において発生する特徴的な現象を、避難意思決定モデ

境が切迫した避難状況をどれだけ再現できているかが

ルを使って再現し、これを繰り返すことでモデル検証

評価できないことなど、いずれも手法としての限界が

作業とすることを考えている。例えばこれまで、避難

あった。

現場での出口選択における対称性の破れ現象（一方の

近年、スマートフォンや SNS 等の普及により、災

出口にのみ人が集中する現象）などをこのモデルによ

害時の映像資料が蓄積されるようになり、研究資料と

り再現することを試みている。今回は、東日本大震災

しての利用可能性にも目が向けられるようになってき

のときに撮影された動画中で観察される、人々が出口

た。しかし、限界状況での撮影や未熟な撮影技術のた

からの距離に基づいて二つの行動を選択しているよう

め、研究資料としての価値は必ずしも高いとはいいき

に見える現象が、避難意思決定モデルによって再現可
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逃走または退避に移った場合は、立上りの状態は認め
ず、着座から直接、逃走か退避に移ったものと考える。
本稿では、逃走と退避のふたつを地震における避難行
動としている。さらに、薄い灰色の丸で示された人物
は、動画からは状態が追えなかった人物である。
図 3 上部のチャートは、着座、立上り、逃走、退避
の各行動が切り替わったタイミングをヒストグラムに
したものである。この図を見ると、48 人が行動を切
り替えるタイミングは、地震の期間中に均等に分散し
ているのではなく、いくつかの特定のタイミングに偏
在していることが読み取れる。特に着座の状態から初
めて他の行動に移るタイミングは、殆どが地震開始後

図 1: 地震前の人物配置

30 秒以内に集中しているが、中には 70 秒以上着座を
続けてから初めて他の行動に移る人物もおり、避難開
始のタイミングは非常に多様であることが分かる。こ
のように避難者が行動を切り替えるタイミングが時間
軸上に偏在することから、動画中の人物の間に、他人
の行動に基づいて自分の行動を決める「同調」が働い
ている可能性が示唆される。
ただし、火災などと違って地震のケースでは、危険
が漸増的に拡大するのではなく、強い揺れが不定期に
繰り返される事がある。この動画の場合も、開始から

19 秒後と 60 秒後に強い揺れが発生している。このよ
うな要因も、行動のタイミングが時間的に偏在する原
図 2: 98 秒後の各人の行動

因のひとつであることは明らかであり、タイミングの
偏在が同調行動のみに起因するとは言えないことに注
意しなければならない。

能であることを示す。そしてこの現象が距離による意

図 2 は、地震開始から 98 秒後の状態を示したもの

思決定ではなく、同調行動による創発現象としても一

で、図 1 の初期配置の人々が、最終的にどのような

般的に説明可能であることを示す。

2.

行動を採ったかを示している。図の青で示された人物
は逃走を、赤で示された人物は退避を選択していた。

動画の分析

図 1 は、地震開始時の室内での 48 人の位置を示し

図 2 を見ると、青と赤の境界が部屋を斜めに区切って

ている。会議室はほぼ正方形に近く、上が部屋の正面

いるように見える。つまり右下の出口から一定の距離

で、右下隅に部屋の出口がある。48 人は中央の空間

以内にいた人は逃走を選択し、その距離以上の場所に

を囲むようにして向き合って座っている。図 3 下部

いた人は退避を選択している。この事から、人は逃走

のチャートは、地震が始まってから室内の照明が消え

と退避の選択を、部屋の出口（図の右下）からの距離

てしまうまでの 98 秒間の人々の行動を示したもので

によって意思決定していると想定することができる。

ある。個々の人物を縦軸に、地震が始まってからの時

一方、図 2 の状況を行動選択の空間的な偏在とし

間経過を横軸に示し、各人物の行動を記録している。

てみると、上で述べた時間的な偏在も考慮に入れて、

地震開始時には登壇者を除く全ての人物が椅子に座っ

これが同調行動に起因する現象とも考えることができ

て（着座）おり、その後地震が発生し、様々な行動に

る。ここで次のような仮説を設定する。人々は逃走と

移る。図の緑の丸は、椅子から立ち上がった状態（立

退避をランダムに選択しているにすぎないが、災害避

上り）を示す。青丸は、その人物が初期位置から出口

難時に働く同調行動の結果として、図 2 に見られるよ

に向かって移動している状態（逃走）を示す。さらに

うな境界が自然に現れ、あたかも個人が出口からの距

赤丸は、初期位置のまま机の下に身を隠している状態

離で意思決定をしているように見せかけている。
以下の節では、この仮説が一般的に成り立つこと

（退避）を示している。椅子から立ち上がって即座に
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図 3: 個人別行動タイムチャート

を、同調行動のモデルである避難意思決定モデルを

て行動する個体の二種類の混合が必要であることがい

使ったエージェントシミュレーションにより確認する。

える。なぜなら前者のみでは、行動は発生してもそこ

3.

に同調は存在せず、後者のみではどんな行動も発生し

避難意思決定モデル

ないからだ。ここでは前者をリーダー、後者をフォロ

避難意思決定モデルは、集団の同調行動を表現した

ワーと呼ぶことにする。すなわち同調行動のモデルと

もので、生物学の反応閾値モデル [2, 3] をベースにし

は、集団内のリーダーとフォロワーの混合のダイナミ

ている。反応閾値モデルとは、真社会性生物の分業を

クスを、大域的な制御構造に頼らずに実現する機能を

表す分散アルゴリズムで、各個体は、それぞれが有す

内包すると考えることができ、反応閾値モデルはこの

る反応閾値と呼ばれるランダムな値と、環境から受

条件に極めて巧く適合すると考えられる。

け取る刺激によって、タスクに携わる確率を動的に切

エージェント i は心的状態を表す確率変数 X とラン

り替える。この操作により、大域的な制御構造なしで

ダムな反応閾値 θi を持つ。エージェントは X = 1 の

も、コロニー全体で見ると常に必要なタスクに適切な

ときリーダーとして意図的に行動するが、X = 0 のと

個体数を割り当てることができる。このタスクに携わ

きはフォロワーとなり他者の行動をベースに自分の行

る確率を、リーダー、フォロワーと呼ぶ二つの心的状

動を決める。二つの状態間の遷移は以下の関数に基づ

態を切り替える確率とみなしたものが避難意思決定モ

いて確率的に決まる。

デルである。

Raafat らは、同調行動を”the alignment of thoughts

Pi (X = 0 → X = 1) =

or behaviours of individuals in a group (herd) through
local interactions rather than centralized coordination” と定義した [10]。この定義によれば、同調は

s2i

s2i
+ θi2

Pi (X = 1 → X = 0) = ϵ

(1)

(2)

大域的な制御構造を排した、あくまで局所的な相互作

エージェントは環境が有する客観的なリスク値 r と、

用のみに基づいて生み出される現象であり、さらに同

タスク（この場合は全員が避難行動をすること）の進

調が集団行動として発現するためには、少なくとも自

捗状況によって、個々の心的状態を確率的に切り替え

分自身の意思で行動する個体と、他人の行動に基づい

る。その時に使われる個体ごとの刺激値 si を以下の
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ように定義する。

si (t + 1) = max{si (t) + δ − α(1 − R)F, 0}

(3)

ただし、δ は単位時間あたりの増加量、α はスケール
ファクター、R はエージェントのリスク認知を表す以
下の関数である。

R(r) =

1
1 + exp(−g(r − µi ))

(4)

ただし、g はシグモイド関数の曲率で、µi はエージェ
ントのリスク感受性を表しており、θi 同様個体ごとに
ランダムな値が与えられている。
反応閾値モデルでは、コロニー全体の個体数に対す
図 4: シミュレーションの例（途中）

る、タスクに従事している個体数の比率によりタスク
の進捗を判断しているが、避難意思決定モデルではこ
のような大域的な情報は扱わず、各個体は自分の周辺
の情報のみからタスク進捗を推定すると考える。具体
的には、エージェントは近傍の人数が多ければタスク
の進捗度合いは低く、少なければ進捗度合いは高いと
考え、以下の関数の F によりタスク進捗を推定する。
{
1 − n/Nmax
n < Nmax
F (n) =
(5)
0
otherwise,
ただし、n は近傍のエージェント数、Nmax は近傍の
最大エージェント数を表す固定値とする。また、近傍
とはエージェントの進行方向に対して 120 度かつ 5 グ
リッドの範囲としている。
エージェントが X = 1、X = 0 を採った時の具体

図 5: シミュレーションの例（終了時）

的な行動内容は、問題ごとに定めるべきとの考えか
ら特に規定しておらず、モデルの利用者に委ねられて

エージェントが出現する。さらにそれに伴ってフォロ

いる。

ワーがリーダーの行動に同調する。シミュレーション

4.

シミュレーション

終了時には、全てのエージェントが逃走もしくは退避

本説では、2. 節の動画に記録された、逃走と退避の

のいずれかの行動を採り定常状態となる。

選択が出口からの距離によって決まるように見える現

図 4 は、右下に出口（灰色の部分）のある、左下を

象の、避難意思決定モデルによる再現を試みる。ここ

原点として、x 方向に 40 グリッド、y 方向に 40 グリッ

で示すシミュレーションは、動画の状況そのままの再

ドの正方形の部屋における、500 人のエージェントに

現を目的としたものではなく、エージェントがランダ

よるシミュレーションの一例である。

ムに選択を行ったとしても、同調行動により出口から

図 4 はシミュレーション途中のもので、青のエー

の距離で二つの選択が分離するという現象が、一般的

ジェントは逃走行動を採ったもの、赤のエージェント

に起こりうることを確認するためのものである。

は退避行動を採ったもの、黄色のエージェントは未

シミュレーションが始まると、環境リスクは r = 0

だ行動が未定のものを表している。図 5 は、シミュ

からスタートし 1 タイムステップにつき 0.5 の割合で

レーション終了時のもので、退避行動を採ったエー

単調に増加する。また、環境の刺激値も、s0 = 0 から

ジェントが、出口から遠い区画に三角形に取り残され

1 タイムステップに δ ずつ増加（初期は F ≈ 0 だから）
するので、各エージェントの Pi (X = 0 → X = 1) は、

ている。

それぞれの反応閾値に応じて増加し、リーダーとなる
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Algorithm 1 リーダーの行動 (X = 1)
if 現在の行動が未定である then
確率 0.5 で逃走か退避のどちらかを選び現在の行
動とする
end if
if 現在の行動が逃走である then
出口に向かって 1 ステップ移動する
else
その場にとどまる

end if
Algorithm 2 フォロワーの行動 (X = 0)
N 0 : 近傍の個体の中で行動が未定のものの数
N 1 : 近傍の個体の中で行動が逃走のものの数
N 2 : 近傍の個体の中で行動が退避のものの数

図 6: 対角線の上下での人数差 (d) のヒストグラム. 避
難意思決定モデル（赤）、ランダムに行動を選ぶ（青）

max(N 0, N 1, N 2) の行動と同じ行動を採る
if 現在の行動が逃走である then
出口に向かって 1 ステップ移動する

else
その場にとどまる
end if
の行動は、Algorithm 1 であり、X = 0（フォロワー）
の行動は、Algorithm 2 である。また、逃走を選んだ
エージェントは、右下の出口に向かって移動するが、
未定と退避のエージェントは移動しないでその場に待
機する。シミュレーションの初期状態は、全てのエー
ジェントが行動未定の状態である。シミュレーション
の結果から、エージェントは逃走と退避をランダムに
選択しているにも関わらず、二つの行動がほぼ対角線
で分かれている事が示されている。
ここで、シミュレーション終了時に部屋に残った N
人のエージェントの集合を A = {a1 , a2 , · · · , aN } とし、
⊕
ai ∈ A の座標を xi , yi とする。二つの集合 U
L=

A、ただし U = {ai |xi ≤ yi } かつ L = {ai |xi > yi }、
を考えたとき、d = |U | − |L| は、室内に残されたエー

図 7: 逃走と退避の人数

くのエージェントが残されている事を示している。こ
れらの結果から、会議室の動画に見られるような行動

ジェントを対角線 y = x で区切ったときの、上下の人

は、（出口からの距離による意思決定ではなく）避難

数差を表す。

における同調現象の結果としても説明可能といえる。

図 6 は、このシミュレーションを 1000 回行った時

最後に本シミュレーションで使ったパラメータは、

の d 値のヒストグラムである。赤のバーは避難意思
決定モデルを使ったシミュレーション結果の d 値を、
青のバーはベンチマークとして、全員がランダムに
行動を選んだとき（全員に Algorithm 1 を適用した場

θ, µ ∼ U (0, 100)、ϵ = 0.2、δ = 0.5、α = 1.2、g = 1.0、
Nmax = 10 である。

5.

分析

合）のシミュレーション結果の d 値を表している。図

図 7 は、図 4、 5 のシミュレーション中の、逃走

から、避難意思決定モデルを使った場合は、大部分の

エージェント数（青線）と退避エージェント数（赤線）

シミュレーションにおいて対角線よりも上の領域に多

の時間変化を表したものである。退避エージェント数
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図 8: 室内全エージェントと行動決定済みエージェン

図 9: 近傍の半径と室内残存人数あたりの対角線上下

トに対するリーダーの割合

での人数差（d/室内残人数）

は時間とともに累積的に増加するが、逃走エージェン

表 1: 近傍半径を変えたシミュレーションの結果（50

ト数が途中から減少に転じているのは、逃走の結果室

回の平均値）

外に出てしまったエージェントを減じたことによる。

半径

室内残人数

d

上側人数

下側人数

図 8 は、エージェント数に対するリーダーの割合

1

275.6

14.9

145.2

120.4

を示している。図の黒線は室内の全エージェント数に

2
5

274.0
317.3

54.4
91.9

164.2
204.6

109.8
112.7

10
15
20

186.3
136.4
66.4

119.3
78.9
43.9

152.8
107.6
55.2

33.5
28.7
11.2

対するリーダーの割合を、赤線は既に行動を決定した
（未定ではない）エージェント数に対するリーダーの
割合を示す。リーダーには、逃走行動を採っているも
のと、退避行動を採っているものの両者が含まれる。
この図から室内の全エージェントに対するリーダー
の割合は、時間とともに増加傾向にあるが、行動を決

ドと変化させ、それぞれ 50 回ずつシミュレーションを

定した（未定でない）エージェントに対するリーダー

行った時の、シミュレーション終了時に室内に残った

の割合は、初期の 1.0 から、一度大きく低下して、全

エージェント数に対する d 値の割合を示したものであ

エージェントに対するリーダーの割合と重なり、その

る。ここで、単純に d 値ではなく、室内に残ったエー

後一緒に上昇していく事が分かる。これはシミュレー

ジェント数あたりの d 値を使った理由は、近傍の大き

ション初期には、（リーダーの定義から）行動決定で

さはそれ自体で同調現象に大きな影響があり終了時の

きるエージェントはリーダーのみであり、その後フォ

室内残存人数が大きく変わってしまうため、単純に d

ロワーが増えるとともにリーダーの割合は一旦大きく

値のみでは比較ができないからである。例えば、半径

低下するが、さらにシミュレーションが進むにつれて

が 5 グリッド以下のときは最終的に 300 前後のエー

行動未定のエージェントがいなくなり、室内の全エー

ジェントが部屋に残るが、半径が 20 グリッドになる

ジェントは行動決定済みとなり、二つの割合が同じに

と部屋に残るエージェント数は 100 以下になってしま

なるからである。

う。図 9 を見ると、この事を考慮に入れても、近傍を

エージェントがどこまでを自分の近傍、すなわち同

規定する半径の大きさと対角線上下での人数差には、

調現象の影響範囲と認識するかは、同調行動の結果に

強い相関関係がある事が分かる。なお、このときの詳

大きな影響を与える要因である。ここでは、エージェ

細なシミュレーション結果を表 1 にまとめた。

ントの近傍を規定する半径と、シミュレーション結果
である対角線上下での人数差（d）の関係について調
べる。図 9 は、近傍の半径を 1, 2, 5, 10, 15, 20 グリッ
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by evacuation decision making using response threshold. In AAMAS2018/MABS2018 workshop proceedings (to appear), Stockholm, Sweden, 2018.
[12] 弘忠広瀬, 伸吉杉森. 正常性バイアスの実験的検討. 東
京女子大学心理学紀要, 創刊号, pp. 81–86, 2005.

我々は避難行動における認知バイアスのひとつであ
る、同調行動の影響を表現する避難意思決定モデルを
開発してきた。本稿では、東日本大震災において記録
された映像内で観察された避難行動が、避難意思決定
モデルによって再現できることを確認した。本稿で採
用した映像情報は、無数にある避難状況のひとつを示
したものに過ぎず、一般性も未検証であり、この例だ
けでは避難意思決定モデルの検証作業としては十分な
ものとは言えない。本稿とは別に、避難者からの報告
に基づいた定性的な知識を避難意思決定モデルで再現
する試みも行っている。その一例として、複数出口の
ある避難状況での出口選択における対称性の破れ現象

[5, 6, 7, 1, 8] があり、我々は検証作業のひとつとして
この現象の再現にも別途取り組んでいる。
避難状況という客観データに乏しい分野では、十分
なモデルの検証作業は難しい。一般性や客観性にやや
難はあっても、稀少なデータをひとつひとつ取り上げ
ては丁寧に確認していくという地道な努力が重要だと
考えている。

7.

結論

東日本大震災の際に撮影された動画の分析におい
て、避難者の逃走と退避の行動選択が、出口からの距
離によって分離する現象が観察された。避難行動にお
ける同調行動を表現した避難意思決定モデルにより、
この現象の再現が可能である。この現象は、出口から
の距離に基づく意思決定という解釈以外に、同調行動
による、避難者の行動選択の空間的な創発現象として
も解釈することができる。
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Abstract
Recent studies focusing on problem solving have shown
the occurrence of innovation in situations where the
problem does not clear (Ishii 1993,2009,2014, Lester and
Piore 2004, Von Hippel and Von Krogh 2016). In is one
Von Hippel and Von Krogh research in the field (2016),
the relationship between the binding and the landscape of
the needs and solutions (information distribution area)
(pairing), the structure of the combination was
demonstrated. This study is based on the development
example of “Naruse pedal” that automobile pedal by
user innovation, it was the relationship between the
coupled with the generation of landscape in Von Hippel
and Von Krogh (2016) describes using the framework of
a "dialogue of the triangle." The presence of "dialogue
triangle"(Hirota 2017,2018), is promoted the search for
combinations of bonding between landscape, which can
lead to landscape simultaneously grown. Further by the
framework of this dialogue more developers or users
share partially landscape showed that the binding of the
extended new combination tends to occur. This
framework is developed possibility of by the user
community innovation, to the innovation of
consideration by the co-creation of users and
manufacturers.
Keywords
Need Solution pairs,Product development, Prototyping,
Co-creation, Converge and diffusion, Representation,
Projection, Dialogue, Design thinking,

1.はじめに
本研究は、開発プロセスの中で初期段階における
問題発見とその解決を見出す領域を対象としている。
市場創造型製品の開発初期段階は一般に不確実性が
高い。そのため、開発担当は初期段階においては、
何を開発するかについて明確に定義できない状況が
存在する。そしてこの段階は顧客の意見を注意深く
聴取したとしても、プロジェクトの目標を明確に定
め る こ と は 不 可 能 で あ る （ Lester and
Piore(2004)p.53)。そのため開発者は試行錯誤のプ

1

ロセスを経て、問題を見出していく（石井(1993)、
Lester and Piore(2004)）
この開発初期段階における活動の質は、製品の成
功 確 率 を 高 め る 上 で 重 要 で あ る （ Cooper and
Kleinschmidt 1994、Song and Parry 1996,Khurana,
Rothenthal 1998）。このような製品開発の課題を解
決する方法の一つとして、フロント・ローディング
化(Thomke and Fujimoto 2000)とその実現に向けた
有効な方法の一つとしてラピッド・プロトタイピン
グ、すなわち素早く簡単に立体物をつくることの効
果が示されている（Thomke 1998）。しかしラピッド・
プロトタイピングが何故、活動の質を高めるかにつ
いては充分な議論がなされていない。本研究ではこ
のプロトタイピングと「活動の質」との関係に注目
する。ラピッド・プロトタイピングが、問題の解決
と同時に問題の発見にも寄与しているとの仮説のも
と、プロトタイプがもたらす対話の促進と問題発見
の促進への貢献について考察をする。
このような領域に関する研究として、近年、問題
が明確でない状況におけるイノベーションの発生が
示されている（石井 1993，2009，2014, Lester and
Piore 2004,Von Hippel and Von Krogh 2016）。そ
の分野の研究の一つである Von Hippel and Von
Krogh(2016)において、ニーズとソリューションのラ
ンドスケープ（情報分布域）と結合（ペアリング）
との関係と、組合せの構造が示された。本研究はユ
ーザー・イノベーションによる「ナルセペダル」の
開発事例をもとに、Von Hippel and Von Krogh(2016)
におけるランドスケープの生成と結合との関係を
「対話のトライアングル」の枠組みによって説明す
る。
「対話のトライアングル」の存在によって、ラン
ドスケープ間の結合の組合せの探索が促進され、同
時にランドスケープの成長につながる可能性がある。
さらに「対話のトライアングル」とは、プロトタイ
ピングと対話を関係づける枠組みである。

2.問題発見と問題解決
人工物（製品・サービス）の開発には正しい問題

本研究は、平成 30 年度 科学研究費助成金（挑戦的萌芽研究 「デザイン・ドリブン型開発におけるプロトタイピン
グと価値創造に関する研究」
（課題番号 16K13392）の成果の一部である。
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を発見することと共に、正しい解決を創造すること
が必要である（Norman 1993,2013）
。そして問題を解
決するためには、問題を解決可能な形で表現するこ
とが重要である（安西 1985、鈴木 2016a）
。そして
問題が解決可能な形で表現されるためには、問題を
理解することが必要となる（安西 1985、鈴木 2016
a）。この問題理解が問題解決において一番難しいプ
ロセスである（安西 1985）
。難しい理由の一つは、
顧客から解決を求められる問題は、根源的な問題で
も な い 場 合 が 存 在 す る か ら で あ る （ Norman
1993,2013）
。つまり顧客が言語等で表現する問題は
本当に顧客が解決を望む場合ばかりであるとは限ら
ない。そのため人工物開発の成功のポイントは何が
本 当 の 問 題 か を 理 解 す る こ と に あ る （ Norman
1993,2013）
。しかし顧客自身も表現することが難し
い問題を他者が理解することは容易ではない。
そのため、まずは状況が理解されなければ問題を
適切に表現できない。そこで現時点の自身の状況理
解の程度によって、(可能な水準で)問題を表現しそ
の上で解いてみると、表現が充分でない、あるいは
正しくない部分が明らかになり、直面している状況
の理解が進む（安西 1985）
。つまり問題理解につな
がる状況理解は「明らかになっている」もしくは、
「明らかになっていない」による区分ではなく、部
分的に明らかになっている状態の存在や段階的に明
らかになっていく状態にも注目する必要がある。
問題発見の視点から従来研究を確認すると、以下
の前提が存在する。第 1 に問題発見と解決の行動の
分離である。二つの行動が相互作用的に発生するこ
とが想定されていない。問題発見と解決のそれぞれ
の行動が分離し、単一の行動として発生する前提で
ある。第 2 に問題発見行動が問題解決行動に先行し
て発生する。つまり問題発見と問題解決の行動は、
問題発見が先にあり問題の解決が後に発生する前提
である。
安西（1985）の指摘は、問題を解いてみることに
よって解決を部分的に行うことによって、問題を明
らかになる場合があることを示している。この指摘
は問題が明らかになってから解く場合だけでなく、
明らかでない段階で明らかな情報をもとに「解く」
行動が問題を明らかにしつつ、解決をも提示できる
可能性を示している。

目的で開発された。開発のきっかけは、開発者自身
の自家用車での暴走体験である。1988 年頃のことで
ある。幸い事故には至らなかった。しかし、類似の
体験をした人々、事故の被害者、加害者の様子を確
認するにつれこのような事故を撲滅する必要性を感
じることになる。そして自ら開発に着手し試行錯誤
を繰り返しながら製品化した。1996 年（平成 8 年）
からは、依頼に応じて有償による取り付けと販売を
ナルセ機材で行っている。そして 2018 年 6 月現在、
約 500 台を超える国内の自動車に装着され公道を走
行している。
運転者が踏み間違い行動の発生要因は、開発当初
の 1988 年頃から現在まで、その理由の多くは「運転
者の不注意」あるいは「加齢による判断能力の低下」
というユーザーの要因とされている。現在も自動車
とユーザーの関係を含めた、踏み間違い行動の発生
要因の解明には至っていない。そのため、その解決
には解決すべき問題を探りながら、解決方法を生み
出すことが求められる。
従来の自動車ペダルはオートマチック車の場合 2、
アクセルとブレーキの 2 つのペダルが存在する。ナ
ルセペダルはアクセルとブレーキの 2 つのペダルを
一体にしたペダルであり、｢ワンペダル｣と呼ばれる。
ナルセペダルは市販の自動車に取り付けられている
アクセルペダルとブレーキペダル取り外し装着する。
走行中はブレーキペダル上に右足を乗せたまま運転
する。そのため右足を踏み込むだけで、仮に右足を
無意識に踏み込んでしまっても自動車は制動する。
人間は自身の恐怖や予想外の出来事に遭遇しパニッ
ク状態になった場合、危険に対して備えるために全
身を緊張させる特性がある3。自動車の運転席に座っ
ている場合は、脚を踏ん張る現象として現れる。そ
のため本人が意図しないペダルを操作した場合、つ
まりブレーキを操作したつもりがアクセルを操作し
た場合、あるいはオートマッチのギアポジションを
前進にセットしたつもりが後進になっていた場合な
どは、操作する右足が定置されているアクセルペダ
ルを無意識に踏み込んでしまうことになる。
ナルセペダルは、右足は常にブレーキペダル上に
あり、踏み込む動作によって制御する。そのような
人間の無意識の行動を活かし運転者が仮にパニック
となっても車は加速することは無く停止する。従来
のポジションでは発生しうる運転者の意図に反し加
速する現象を削減できるのである。
一方、ナルセペダルのアクセルペダルは、横押し
型アクセルペダルを、右足の側面を使って右方向に
横押し（スライド）させることによって制御する。
つまりブレーキは脚で押し込む動作、アクセルは足
でスライドする動作と異なる動作によって制御する
のである4。

3．ナルセペダル
ナルセペダルとは、ナルセ機材有限会社（熊本県
玉名市、以下、ナルセ機材）の代表取締役である鳴
瀬益幸氏（以下、開発者）によって開発された自動
車のアクセル、ブレーキを制御するペダル装置であ
る。近年、社会課題になっている、自動車のアクセ
ルとブレーキの踏み間違いによる事故を減少させる
2我が国におけるオートマチック車の比率は、新車販売台

って自動車ペダルの踏み間違い発生要因を探る実験によ
って明らかにしている。その要因は、アクセルペダルと
ブレーキペダルの制御動作が同じ右足で行うこと、ブレ
ーキペダルに比べ一定の動きを繰り返す頻度が圧倒的に
多いアクセルペダルは人間の運動系特性として反射的な

数に 2010 年では 98.3%（一般社団法人日本自動車販売協
会連合会資料（2011）
）
。
3九州大学名誉教授 松永勝也氏のインタビュー。
4松永ら（2011）は、実状に近い条件を設定した実験によ
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4.「ニーズ・ソリューション・ペアズ」と対
話

図 1 ナルセペダル

出所：ナルセ機材
開発者は、ほぼ 1 人でナルセペダルを開発した。
その理由の一つは、自身がペダルの踏み間違いをし
ながら踏み間違えの理由を自身で理解、説明できな
かったことにある。つまり何が問題なのかが自身も
理解できていなかったのである。そのため開発をス
タートさせた 1988 年頃には、どのようなペダルを創
るべきかの姿は存在ししなかった。そのため開発者
は過去の業務経験や自身の乗用車をユーザーとして
使用する経験や、自らの機械製造能力を活用し、自
らプロトタイプをつくり、自ら試用を繰り返し現在
のペダルを創造した。ナルセペダルの開発にはプロ
トタイプの存在が重要な役割を占める。開発者は、
プロトタイプをつくる行動と使用する行動すなわち、
試作、試用の行動を繰り返す中で、問題を発見し、問
題を解決することを繰り返した（廣田 2017）
。そして
そのような行動の中から、踏み間違いを少なくする運転
者（ユーザー）の動作とペダル仕様の関係を創造してい
った。
ナルセペダルは、大きく 3 つの段階を経て現在の
製品を創造した。
第 1 に、アクセルとブレーキを制御する運転者の
右足の運転中のポジションを、ブレーキペダル上に
設定する段階。
第 2 に、一つのペダルによって異なるユーザーの
動作（ブレーキ制御動作とアクセル制御動作）によ
って操作することを製品として創造する段階。
第 3 に、アクセルペダルの制御動作を、ユーザー
の身体特性を活かした操作を可能として円滑な操作
を実現する段階。

「ニーズ・ソリューション・ペアズ」
（Von Hippel
and Von Krogh 2016）は、顧客が抱える問題（ニー
ズ）の発見と、その問題解決（ソリューション）を
同時的に取り扱う枠組みである。そして、従来の製
品開発研究の中心的考え方である主に問題解決に注
目する視点とは異なる枠組みである。その要点は以
下の 3 点である。第 1 に、問題が定義されない状態
で問題発見と解決が同時的に実現するイノベーショ
ンの存在を指摘した。第 2 に、ニーズとソリューシ
ョンの組合せ（ペアリング）は、ニーズ、ソリュー
ションに関する知識集積（ランドスケープ）の中か
ら選択される。第 3 に、ペアリング（組合せ）は、
ニーズ・ランドスケープの中で解決よって生まれる
利益の最も大きなニーズと、ソリューション・ラン
ドスケープの中で最もコストが低いソリューション
の組合せが選択される。
ニーズ・ソリューション・ペアズは、ニーズとソ
リューションの結合の構造示した優れたモデルであ
る。しかし相互探索によって創造されるニーズ、ソ
リューションに伴うランドスケープの変容プロセス
および結合プロセスについては言及していない。
4-1 ペアリングにおける対話と表象、対話
顧客も気づいていないニーズを解決する製品を開
発する場合には、開発者も解決すべき問題が定義さ
れない状況である。そのような中で問題を定義しな
がら解決を見出していく上では、「対話 5」というプ
ロセスが重要である（石井 1993、2009、Lester and
Piore2004）
。
このような開発者あるいはユーザーが生み出す新
たな知識（ペアリング）のプロセスを、対話の観点
から考察するため、認知科学の枠組みによる考察を
行う。その手がかりは、表象（representation）と
投射（projection）である。人間は入力情報に対し
て、表象を生みだし、その表象に基づき出力（投射）
がなされる（Norman 1993、鈴木 2016a）
。
出力手段として注目するのがプロトタイプ（試作）
である。プロトタイプは頭の中にある問題解決案を、
具体的な立体物（現物）として表現する行為（「つく
る行為」
）である。同時にプロトタイプは立体物（現
物）であることによって実際に使う行為が可能とな
る。実際に使う行為が、新たな現実を生み出すこと
につながる。そのため新たなニーズが生み出される、
あるいはソリューションの新たな可能性が生み出さ
れる効果がある。
顧客も気づいていないニーズを解決する製品を開
発する場合には、開発者も解決すべき問題が定義さ
れない状況である。そして開発初期段階では、顧客
の声を丹念に聞いても「根本的不確実性（radical
uncertainty）」のため、成果の評価も、問題の分解
にも「人（目論見）と資源との対話」
（石井 1993）
、人
が対象に棲み込むことよって「人とモノとの対話」
（石井
2009）が存在する。

運動水準となる可能性が高いことを上げている。
5 対話は人と人との対話が想定される。しかしそれ以外
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や分類も難しく、解決すべき問題を明確に定めるこ
とは難しい（Lester and Piore 2004 pp.53-55）。し
かしこのような状況でも、開発者は解決すべき問題
の定義が必要となる。そして問題をどのように定義
するかによって、開発成果に大きな影響を与える
（Lester and Piore 2004 p.55）。そのような状況
では、開発者は試行錯誤の中から無原則、偶然、そ
の場限りに発生した手がかりの中から問題を見出し
ていく（石井 1993 p.34、Lester and Piore2004
p.56）。
そのような中で問題を定義しながら解決を見出し
ていく上では、
「対話」というプロセスが重要である
（石井 1993、Lester and Piore2004、石井 2009）。
対話は一見すると人と人との対話が想定される。し
かしそれ以外にも「人（目論見）と資 源との対話」
（石井 1993 p.165）、人が対象に棲み込むことよっ
て「人とモノとの対話」
（石井 2009 p.228）が存在
する。

5.対話のトライアングルを支える媒体と
してのプロトタイプ
内的表象に存在する情報を、外的表象に変換する
ための手段をインターフェイスと呼ぶ（Norman 1993
p.109）。この内的表象を外的表象にする手段すなわ
ちインターフェイスとしてプロトタイプが存在する。
そしてプロトタイプの存在によって、つくる行動と、
使う行動を現実のものとすることができる。さらに
つくる行動と、使う行動が現実化することによって
動作（体験）創造の促進につながるのである。
また、図 2 に示すように、ニーズ・ソリューショ
ン・ペアズにおいて対話の存在は、対話のトライア
ングルによってペアリングの構造を説明することが
できる。同時にニーズとソリューションのランドス
ケープの拡張が対話によって行われることも説明で
きる。
図2

4-2 試行錯誤と「対話のトライアングル」
本研究では、①ユーザーの動作（体験）を創造す
る行動、②プロトタイプとして現物化する「つくる」
行動、③動作（体験）を現実化する「使う」行動と
の相互対話を「対話のトライアングル」
（図 1）と呼
ぶ（廣田 2017）。

対話のトライアングルとランドスケープ

図 1 対話のトライアングル
動作（体験）創造

出所：廣田 2017

6.結論：人間中心のポジションの創造と
プロトタイプ
「つくる」行動

「使う」行動

出所：廣田 2017
「対話のトライアングル」は、今回の事例のよう
にユーザーがイノベーションを行う、つまり 1 人の
ユーザーの中でつくる行動と、使う行動が行われる
場合に成立する。
一方、開発者（メーカー）とユーザーが分離する
一般的な開発では、
「対話のトライアングル」におけ
る要素である動作（体験）創造は開発者、ユーザー
それぞれの頭の中に内的表象として創造（投射）さ
れる。そのため相互に創造された、動作（体験）を
相互に共有することは言語や非言語としての外的表
象として投射する必要がある。つまり間接的に「対
話のトライアングル」を実現する。そのため必ずし
も開発者とユーザーが同じ人物である場合比べ、共
有が進まないと考えられる。
本研究では、分析対象とした事例に基づき 1 人の
開発者とユーザーが行う場合について考察を進める。
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ユーザーが最もその能力を発揮できる製品とユー
ザーとの物理的関係を見いだすことを、ここでは人
間中心のポジション（Human centered position）と
呼ぶ。このポジションは製品とユーザーとの協働プ
ロセスによって創造される。今回の事例のように、
製品とユーザーとのポジションが習慣的、歴史的に
形成されている場合、このポジションからさらによ
いポジションを見いだすことが難しいことを示して
いる。一方で本研究の事例では習慣的、歴史的に確
立されたポジションにおいてもある手がかりをもと
に創造できる可能性を示している。
その手がかりは、プロトタイプの存在である。プ
ロトタイプが存在することによって、プロトタイプ
をつくる行動とプロトタイプを使う行動が存在させ
ることができる。この二つの行動は、外的表象と投
射される。つくる行動、使う行動はそれぞれの行動
に対する投射だけではない。つくる行動、使う行動
を通じて、内的表象として投射をしている。今回の
事例の場合のつくる行動、使う行動によって投射さ
れる内的表象は、自身が最も使いやすく、踏み間違
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時性と対話のトライアングル－ユーザー・イノベーション
による踏み間違い動作を解消する自動車ペダル「ナルセペ
ダル」の開発｣,廣田章光,マーケティング・ジャーナル
36(4) pp.6-23。

いがしないポジション（人間中心ポジション）の候
補である。

図 3 投射による人間中心ポジションの創造

［14］廣田章光（2017b）,｢開発焦点の収束・拡散とプロ
タイピング｣, 廣田章光,日本認知科学会予稿集第 34 回大
会, pp.666-672。
［15］藤本隆宏（2002）,｢製品アーキテクチャー概念・測
定・戦略に関するノート｣RIETI Discussion Paper Series
02-J-008、独立行政法人経済産業研究所。
［16］藤本隆宏（2003）,『能力開発競争』中央公論社。
［ 17 ］ Dyer, Jeff, Hal Gregersen, Clayton M.
Christensen（2011）The Innovator's DNA: Mastering the
Five Skills of Disruptive Innovators, Harvard
Business School Press.（櫻井 祐子訳（2012）、
『イノベ
ーションの DNA』,翔泳社）

出所：筆者作成
プロトタイプは、つくる行動、使う行動という外
的表象への投射と共に、人間中心ポジションの候補
を内的表象として投射を繰り返すことを促進として
の役割を果たしている。そして投射を促進すること
を通じて、人間（ユーザー）が最も能力を発揮でき
る「ポジション」の探索を促進することつながると
考えることができる。

［18］Hirota,Akimitsu(2018) ,Effect of “prototyping
stage” for “Need-Solution Pairs” in design thinking,
ISPIM innovation conference 2018.
［19］Hirota,Akimitsu(2017a) ,”The prototype used in
the implementation of the “Need-Solution Pairs” The prototype use of single-user and multi-user to
relate ", 14th Open and User Innovation Society
Meeting 2017.

参考文献

［ 20 ］ Hirota,Akimitsu, Masaaki Takemura, Manabu
Mizuno（2017） ,Design Prototyping: Reducing the
uncertainty in "fuzzy front end" stage of product
development” , ISPIM innovation forum 2017.

［1］安西 祐一郎(1985),『問題解決の心理学―人間の時
代への発想』
、中公新書。
［2］石井淳蔵（2009），『ビジネスインサイト―創造の知
とは何か』
、岩波新書。

［21］Norman,Donald A.(2013), The Design of Everyday
Things: Revised and Expanded Edition, Basic Books（岡
村明他訳（2015）
『誰のためのデザイン』(増補・改訂版)、
新曜社）

［3］石井淳蔵（1993,2004），
『マーケティングの神話』、
岩波文庫。
［4］石井淳蔵（2009），『ビジネスインサイト―創造の知
とは何か』
、岩波新書。

［22］Thomke, S. (1998). “Managing experimentation
in the design of new products” Management Science,
44(6), 743-762

［5］石井淳蔵（2014），
『寄り添う力』碩学舎。

［23］Von Hippel E.(1994) " "Sticky information" and
the locus of problem solving : Implications for
Innovation", Management Science, vol. 40.

［6］小川進(2000) ，
『イノベーションの発生論理』千倉
書房。
［7］小川進(2013) ，
『ユーザー・イノベーション』東洋
経済新報社。

［24］Von Hippel E.(1998)” Economics of Product
Development by Users:Impact of “ Sticky ” Local
Information, Management Science, vol. 44, No. 5
(May) p. 629-644.

［8］鈴木宏昭(2016a)『教養としての認知科学』、東京大
学出版会。
［9］鈴木宏昭(2016b) ,「プロジェクション科学の展望」
、
日本認知学会第 33 回大会予稿集 pp.41-46。
［10］高岡浩三、フィリップ・コトラー（2016），
『マーケ
ティングのすゝめ』
（中公ラクレ新書）
。

［25］Von Hippel E. and G.Von Krogh(2016)"CROSSROADS—
Identifying Viable “Need–Solution Pairs”- Problem
Solving Without Problem Formulation" Organization
Science 27(1) pp.207-221.

［11］竹田陽子(2016), 「イノベーション創出過程におけ
るプロジェクション」, 2016 年日本認知科学会第 33 回大
会予稿集 pp.41-46。

［26］Von Hippel E.(2005) Democratizing Innovation,
MIT Press.（サイコムインターナショナル訳（2005）,『民
主化するイノベーションの時代』
、ファーストプレス）

［12］廣田章光（2016）,「製品デザインプロセスにおけ
るプロトタイプの実現－ラピッド・プロトタイピングの実
現要因」日本商業学会 2016 年度全国研究大会報告論集、
日本商業学会、pp.96-98。

［ 27 ］ Von Hippel E. and G.Von Krogh
(2016)
"CROSSROADS — Identifying Viable “ Need – Solution
Pairs”- Problem Solving without Problem Formulation"
Organization Science 27(1) pp.207-221.

［13］廣田章光（2017a）,｢ニーズとソリューションの同

［28］Schumpeter,Joseph A.(1926) The Theory of

596

2018年度日本認知科学会第35回大会

Economic Development, Cambridge

sP1-38
,

MA Harvard

University Press（塩野谷祐一・中山伊知郎・東畑精一訳
(1977) 『経済発展の論理』岩波文庫）

597

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-39

絵本に投影された自己像と共感性（I）
Self-image of college students projected in computerized picture-book
reading
光田基郎†‡
Motoo Mitsuda
†

大阪教育福祉専門学校・関西福祉大学
Osaka Technical College of Nursing and Welfare & Kansai Univ.of Social Welfare
mitsuda@mopera.net

概要:光田（関西心’09-10,東北心’11-15）に引き
続き,電算に録音・録画して幼児教育志望の学生に読
み聞かせた絵本の登場人物に投影された聞き手のシ
ャイネス, 自己開示と社会的スキル取得への意欲と
登場人物に対する共感的態度を指摘し,保育志望の
大学生と上記の報告で述べた女子短大生,専門学校
生との差を強調し, 電算画面での絵本読み聞かせの
理解と感じ方のモデル化・効率化の指針を模索した。
キーワード：絵本,シャイネス,自己開示,達成動機
1. 目的・方法：,女子校出身者と共学の差としては
共感性の下位技能である他者視点,感情移入と動揺の
差が期待し得よう。この点の検討の際には, 女子校出
身者と共学の差としての共感性の下位技能である他者
視点,感情移入と動揺の差が期待し得よう。この点の実
験的検討の意図で、とりごえまり作「ハリネズミのく
るりん」
（文渓社）より,シャイなハリネズミのくるり
んが 母親の支援下で, すぐにくるりんと丸くならな
い様に努力して他人に挨拶する練習を反復した結果,
動物たちと友達になれた筋立て 15 画面を女性の声で
読み聞かせる自作ソフ トを用いて実習室画面で教
育・保育専攻の大学 1 年生（男子 18,女子 144 名） に
読み聞かせた。次に（イ）自己開示,社会的スキル,シ ャ
イネスと対人不信尺度（不信,恥の意識の項を含む） 23
項,自尊心並びに自己不全感尺度と達成動機（例：他 人
との優劣を気にし過ぎるなど, 心理測定尺度集, 堀 洋
道編）8 項を加えた「くるりん尺度」で学生各自の 「く
るりん度」及び,（ロ）絵本に描かれたくるりんに な
った気持ちで上記の尺度の評定を求めた他, (ハ)共 感
性尺度（三浦・上里'99,桜井’91）28 項の 5 段階評定
を求めた結果をプロマックス法で因子分析を試みた。
結果と考察：（イ）(a)上記の「くるりん度」の自己評
定結果として,男性―女性間で変数の差が得られない
結果を得た後, 全員のデータについてさらに因子分析
を試みた結果から F1(劣等感と自己不信), F2(消極性と
シャイネス), F３(他者不信)及び F4(理想―現実の落差
と不確実性)を指摘した（Cronbach のα=.86-.674）
。
（b)
上記の変数相互間の相関関係の性差として,男性では
上記の F１-F２間の相関係数値が有意（r=.570)であり,
無力感から消極的になる傾向を示唆し得よう。女性で
は F１- F3 (r=.332)､F１-F4(r=.344)及び F3-F4 (r=.325)
の有意な相関係数値が得られた。以上より, 自己不信
と他者不信との相関と, 他者不信とシャイネスとの相
関は見られても自己不信とシャイネスとの相関が見ら
れない点が男性との差であり,ここでは無力感ゆえに
周囲に同調して自己像を回復する傾向を想定し得よう。
これらの結果は,同一の課題で自尊心, 達成動機,社会的
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スキルと自己開示の４因子を得た保育士・幼稚園教諭
養成課程の（秋田県内キリスト教系）女子短大生から
得られた結果(光田, ’15)とは対照的である。以上並び
に下記(ロ)の共感性尺度の分析結果からは,共学の大学
の女性は周囲の空気を読む態度が基本であり,女子校
出身者は周囲への配慮よりも楽天的, 自分の可能性と
社会的スキルを認めて率直な意思表示と感情表現をた
めらわない態度(杉浦,’12)との対応をも想定し得よう。
(ロ)上記の方法(ハ)の共感性尺度得点の因子分析結果
からは,上記(イ)のくるりん尺度の場合と同様に男女差
は見られない結果を得た。次に全員のデータについて
因子分析を３回反復した結果, F1(感情移入),F2(他人へ
の積極的関心と理解),F3(多様性よりも調和を望む態
度)及び F4(自分自身の意見と態度の維持)を指摘した
（Cronbach のα=.702-.544）これらの結果は,同一の課
題で女子短大生の共感尺度得点の因子分析において緊
急事態に直面した際の情緒的インパクト,感情移入, 複
数の視点での理解に至る柔軟性と他者の立場への配慮
の４因子を得た結果とは対照的である。 (ハ)（a）
「自
分自身でなく,くるりんの気持ち」での評定を求めた結
果の分析結果は自己不信/劣等感, 消極性, 対人不信と
シャイネスの４因子を算出し得たが,この結果も女子
短大生では上記の社会的スキル不全と否定的な感情の
因子に代えて自己開示と達成動機（例―難しい事も努
力してやって見たい）の因子を得た結果とは対照的で
あり, 達成動機,社会的スキルと自己開示の４因子を得
た保育士・幼稚園教諭養成課程の（秋田・キリスト教
系）女子短大生の「くるりん観」(光田, ’15)とは異な
る「くるりん像」を示す。 (b)特に変数間の相関関係の
男女差に関して,女性のみ自己不信と消極性との相関
係数値が高い(r=.426)結果を得た。(c)共分散分析して,
くるりん度の F2(ｼｬｲﾈｽ)と共感性尺度 F2（他者への関
心）の各々の因子負荷の大きい項の相関係数値は男性
で無相関,女性で負相関となる。 （ｄ）共感性を従属
変数に,くるりん度
（自己開示,所属感,他者不信と社会的
スキル）を独立変数とした重回帰分析では、くるりん
の社会的スキルの評価と対人不信,自己不信感の理解
が共感性の下位技能である感情移入の説明変数となっ
た。以上, 共学専門学校の女性の判断は実務的・現実
的でも周囲に同調すれば子どもへの包容性を欠く危惧
と,自尊心向上の必要性を述べ,幼児教育担当者の絵本
内容理解とその差への注目した教授活動並びに,規則
とデータのみが独り歩きしやすい電算利用における多
面的思考の必要性を提言した。
文 献：杉浦由美子 2012 女子校力.PHP.
．
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What Supports Continuous Practices :
on Accessory Making for Hobby
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意味の社会性を意識した動詞の分類とその理論的含意
A sociality-aware classification of verbs and its theoretical implications
黒田 航 †
Kow Kuroda
†

杏林大学

Kyorin University
kow.k@ks.kyorin-u.ac.jp

概要

語彙意味論の記述的枠組みは中立な記述をしている
のか？

語彙意味論が動詞の意味について，疑似物理 (還元)
よって示し，問題点解消のための案を示す．日本語書

この事を私が強く意識した第一の理由は，自分が
Acceptability Rating Data for Japanese (ARDJ) [51, 26]

き言葉均衡コーパス (BCCWJ) から頻度を調節しつつ

の構築を始めたからである．ARDJ の構築では刺激と

200 弱の動詞を見本抽出し，F1: [effect is physical], F2:
[effect is mental], F3: [effect is social], . . . のような 6 属
性を付与した．属性の分布から F1 が付与できる動詞

して使用する文をなるべく理論中立なものにする必要

は少数派で，F3 が付与できる動詞が多数派である事が

に対する反応の数を増やしたい．そのため，語彙要素

わかった．同じ結果を Formal Concept Analysis (FCA)

や構文の種類はなるべく絞りたい．そのためには，動

で分類し，社会性や相互行為性が動詞体系の基礎に

詞や構文を理論中立的に選ぶ必要がある．だが，理論

なっている可能性が示唆された．これが意味するのは，

中立性を保証するデータがなく，対処法を見つける必

社会的次元を取り入れない言語の意味の記述には妥当

要があった．

主義の形で誤った典型性を想定している事を調査に

があった．そのために語も構文もなるべく効率的に，
かつ理論中立的に選びたい．その一方，一つの刺激文

性が不足している (が故に有用性が低い) という事であ

第二の理由は一つ目に較べると個人的なものである

る．この結果を受けて，語彙意味論が社会的意味を認

が，重要性が下がる訳ではない，私には今までに大学

定どう記述に取り込むべきかを検討し，幾つかの提案

院生の言語研究を指導する機会があった．その際に私

をする．

は意味記述に対する主要理論 (語彙概念意味論，認知

キーワード：意味の社会的次元 (social component of

意味論) の若手研究者への悪影響を度々認めた．それ

meaning), 語彙意味論 (lexical semantics), Formal Concept Analysis (FCA)

は安易な (疑似) 物理主義 (naive physicalism) とでも呼
ぶべき確証バイアスの形で言語研究を歪めていると私
には思われた．この影響は取り除かれるべきである．

1. はじめに
観察の理論負荷性 [45] は科学にとって常に問題であ

1.1

る．記述は観察の上に，理論は記述の上に成立する．
それは一面で正しいが，全面的に正しい訳ではない．

疑似物理主義と言うバイアス

語彙意味論の主流の枠組みは，安易な (疑似) 物理主

観察は理論に依存する．より正確に言えば，可能な観

義バイアスの影響を受けている．これを「上げる」と

察は利用可能な理論で決まる面がある．要するに確証

「あげる」の意味分析の典型例を元にして説明する．

バイアス [44, 23, 42] が避けられない．この点を考慮

a. 次郎が本を本棚 (の上) に上げた．
b. 次郎が小遣いを子供にあげた．
(1b) の例は使役移動の事態を表わし，(1a) は使役所

(1)

した場合，理論言語学はどのような状況にあるか？利
用可能な理論が観察を限定するような事態は言語学で
起きていないのか？[52]

有の事態を表わす．これに異論はないだろう．問題と

言語学で理論負荷性を気にすべき機会は多いが，私

すべきなのは二つタイプの関係である．日本語を母語

は特に動詞の意味記述について理論負荷性を気にす

とする人なら，(1b) の例の「あげる」の語義が (1a) の

べきだと感じた．語彙概念意味論 (Lexical-Conceptual

Structure Theory: LCST) [21, 22]，認知文法 [30, 31]，
概念メタファー理論 [28, 29, 46, 49] と言った流行中の

「上げる」の語義の一つが拡張されたものだと感じる
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はなく，語義の派生の主要なパターンである．この意

落ちている意味の次元，より正確に言うと疑似物理主

味拡張の該当事例は数多く，どの言語にも見られる．

義のバイアスによって覆い隠されている意味の次元が

該当事例の量の多さに勇気づけられて大半の語彙意

ある．それは意味の社会性の次元 (social dimension of

味論の記述理論は次の (2) の短絡をする:

meaning) である．これが欠けている事で言語学の主要
な意味記述モデルは非力になっている．
後述の §4. の議論で事例を示す事になるが，語の意

(2) 使役所有は使役移動の一種である (か，少なくと
もそう表わせる)．

味の実態を捉えているのは (4) である:

この短絡は様々な仕方で正当化され，観察バイアスを
形成している．その代表的なものは場所理論 (Localist

(4)

Theory) [1] による多義性の説明と概念メタファー理論
(Conceptual Metaphor Theory: CMT) [28, 29, 46, 49] に
よる語義派生の説明である ([53, p. 94] によると LCS

互行為 (具体的に言うと利害関係の調節) で
ある．

理論 [21, 22] は Localist Theory の一例と見なせる)．

b. このような動詞の語義が表わしているのは

厄介な事に，(2) は単なる短絡で終わらない．それ

社会的な相互作用であり，それは物理的な

は安易な物理 (還元) 主義と呼ぶべき誤った記述モデル

相互作用に帰着し得るものではない．

を形成し，言語学で支配的な考え方になっている．

社会的な行為の意味記述で疑似的物理主義がうまく

この観察バイアスの悪影響は (3) のように現われる:

(3)

a. (1b) の意味での「x が y に z をあげる」が表
わしている事態は，複数の個体 x, y の間の相

行かないのは，定義からして当然なのである 1 ．

a. 語彙意味論の主流のモデルは，社会的性質

この事実の認識は，言語学に新しい理論的要請を生

の事態を疑似的に物理現象として (例えば

む．それは社会的事象 (と心理的事象) を物理事象と同

の SOURCE から GOAL への移動とし

じように扱わないで記述できる語彙意味論の記述の枠

THEME

組みの構築である．それを準備するための基礎を築く

て) 理解しようとする．

のが本論文の狙いである．

b. その結果，社会的な相互作用の記述を (不適
切なアナロジーによって) 物理的な相互作用
に還元しようとして失敗し，体系的に歪め

1.3

ている．

論文の構成

本論文の第一の目標は，理論負荷性の少ない語の

(3) が該当する枠組みは，語彙概念意味論 (LexicalConceptual Structure Theory: LCST) [21, 22, 33, 55, 56]，
認知文法 (Cognitive Grammar) [30, 31]，概念メタファー

意味記述を提供する記述の枠組みを素描する事であ

理論 (Conceptual Metaphor Theory) [28, 29, 46, 49]) の
ように，対立する言語観をもつ理論的立場に渡って

tics) [11, 21, 33] と呼ばれる枠組みで体系的に欠落して
いる要素を補うための理論を提供する．それは概念的

いる．

意味 (conceptual (component of) meaning) と呼ばれる次

る．具体的に言うと，特に語彙意味論 (lexical seman-

元を中心にした意味記述に，社会的意味を追加する事

1.2

で実現される 2 ．

論文の目的

本論は二部に分れる．第一部 (§2.–§3.) では主張の証
拠の提示を行ない，第二部 (§4.–§5.) ではその理論的基

事象一般を疑似物理化して記述する方法は，一般的

礎づけを与える．

にうまく行かない．研究書や論文を見る限り，逆の印
象，疑似物理現象化がうまく行っているかの印象を受

第一部では，まず動詞のデータ収集を頻度基盤に実

けるが，それは確証バイアスが理由でそうなっている

施した場合に，従来の語彙意味論の枠組みが十分に精

に過ぎない．それがうまく行っているように見えるの

度の高い記述を与えるかを評価する．それは次の手順

は，自説にとって都合の良い事例だけが分析の対象に

で行う．段階 1. データを頻度基盤にサンプリングす

なっているからである．例えば §3.1.1 で示す結果から

る．段階 2. データに意味属性を付与する．段階 3. 得ら

わかるように，その想定は頻度基盤に採取した動詞の

れた結果を理論に中立な方法で評価する．段階 1 では

意味記述で明らかにうまく行っていない．

1 もう一つ疑似物理主義で記述がうまく行っていないのは心理変

疑似物理主義にバイアスされた記述がうまく行って

化を表わす動詞 (例えば感情動詞) のグループである．これは本稿で
は扱わない．
2 社会的意味と概念的意味の二つが融合している可能性は，記述
的にも理論的にも排除できない．だが，社会的意味が概念的意味の
一部かそうではないかは，本稿で不問にする．

ないだけなら問題は少ない．影響はそれに留まらな
い．主流の語彙意味論の分析や記述からすっかり抜け
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BCCWJ [32] から準無作為に抽出したデータを用意し

が，本研究の目的の範囲内では，動詞単位のコーディ

た．段階 2 では 6 つの意味属性を使った．段階 3 では

ングで十分だと判断した．判断の変動が介在する問題

形式概念分析 (Formal Concept Analysis: FCA) [16, 15]

は中間値を 2 通りに解釈し，結果を比較する事で吸収

を使った評価を実施した．本研究では日本語の動詞を

できると考えた．

取り上げているが，結果の適応範囲は日本語に限定さ
れない．

2.2

第二部では，社会性を動詞の (概念的) 意味の記述に
取り入れるべき理由，それが実現されたらどんな利点

2.2.1

があるかを考察する．

FCA の基本原理

Formal Concept Analayis (FCA) [15, 16, 61, 62, 20, 24,
25, 50, 58, 59] は，複数の対象が属性/素性の有無で網

2. 見本抽出した動詞の FCA と解釈
2.1 データの収集とコーディング
2.1.1

FCA の構築手順

羅的に記述されている時，対象を非排他的に，階層分
類する (分類は対象の部分集合に関する包含関係の束

サンプリング

で表現される)．具体的に言うと，n 個の対象の集合 O

= { o1 , o2 , . . . , on } と m 個の属性の集合 A = { a1 , a2 ,
. . . , am } の (n 行 m 列の) かけ合せ行列 O × A (形式文

NINJAL-LWP for BCCWJ 3 の “動詞” タブに挙げら
れている一覧を参照し，日本語書き言葉均衡コーパス

脈 (formal context) と呼ばれる表) があり，すべての値

(BCCWJ) [32] 中の使用動詞から中から 194 個の動詞
を選んだ 4 ．紙面の都合で動詞の一覧表は割愛するが，
図 1 と図 2 で確認が可能である 5 ．

が True か False に指定されている場合，O × A から形
式概念の部分集合の完全束を生成し，それが非排他的
階層分類を実現する．手法の概略は [50] の付録を参照
されたい．

2.1.2

分類に使用する属性

本研究が目的としている動詞分類の場合，動詞 v1 ,

v2 , . . . のそれぞれに，(5) の 6 属性成立の可否が網羅的
に指定されているならば，その指定 に対して FCA を

194 個の動詞は，次の 6 属性を使って分類された (結
果は §2.3 で示す):
(5) 動詞 v で記述されている事態 event e (に) は

適用できる．

F1: 物理的効果が伴うか: [effect is physical]
F2: 心理的効果が伴うか: [effect is mental]

2.2.2

F3: 社会的効果が伴うか: [effect is social]
F4: 複 数 の 意 志 あ る 主 体 の 間 の 相 互 作 用 か:
[event is interactive]

(5) で説明した 6 属性を使って 194 個の動詞の FCA
を実行した．実行には Concept Explorer 1.3 6 を使った．
分析のパラメーターはデフォールト値を使っており，

F5: 複数の存在の相互作用か: [event is interactional]

表示方式の他の変更はしていない 7 ．§2.3 で FCA の結
果を示すが，その前に読者の利便を考慮し FCA の動

F6: 効果が (主語が意志ある主体である時に) 意
図されたものか: [effect is intended (if subject
is agent)]

作原理を簡単に説明する．

2.2.3
2.1.3

データと解析ツール

コーディングの単位

中間値の扱い

本研究では属性付与で中間値を設定し，それらは

(6)a, b の 2 通りの仕方で評価された:

以上のように F1, . . . , F6 の属性を使って動詞をコー
ディングしたが，それは動詞の語義 =用法単位ではな

(6)

く動詞単位のコーディングである．語義の実態調査が

a. 積極的解釈 (positive conversion): 0 の他の値
をすべて 1 と解釈する．

目的であれば用例単位のコーディングが望ましい．だ
で入手可能．
(collisions) の発生は Hasse 図を描く際の
x 座標と y 座標の値の取り方にも左右される．今回の結果では x:
y=200: 200 を選んだ．Layout option で Mininal intersections でない
値を選んでいると Hasse 図の構成が変わる．Chain decomposition
を 選 ん で 生 成 さ れ る Hasse 図 は 大 き く 変 わ ら な い が ，Minimal
intersections に比べて縮約率が低目になる．
6 http://conexp.sourceforge.net

7 正確に言うと，衝突

3 http://nlb.ninjal.ac.jp/search/
4 採集対象にする頻度範囲 (高頻度: 1 位 ∼400 位，中頻度 ∼ 低
頻度: 900∼1200) を設定し，対象は本動詞に限った．
5 *のついている 11 動詞は ARDJ の予備実験 [26] で使用した 33
種類の刺激文の動詞として使われている．
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b. 消極的解釈 (negative conversion): 1 の他の値
をすべて 0 と解釈する．

(6) のそれぞれの仕方で生成した形式文脈 8 に FCA を
適用した．
すでに説明したように，コーディングでは { 0, 0.5,

1 } の 3 値を使った (中間値として 0.5 を採用してい
る)．そうしたのは属性の成立・不成立を無理に決めな
いためである．個々の動詞には自ずと用法の広がりが
あり，0/1 の 2 値だけでは適正に現象を記述できない．

2.3
2.3.1

FCA の結果
結果の選択

6 つの属性が全体にどう貢献しているかを把握する
ため，積極的解釈と消極的解釈の両方で，6 属性の全
部を使った結果 (図 1 と図 2) と，属性の 1 つを無効化
した場合の 6 種類の結果の，合わせて 14 種類の結果
を得ている．本論文では紙面の都合で，6 属性すべて
を使った積極的解釈と消極的解釈の 2 つ場合に加え，
消極的解釈で F3 を無効化した場合 (図 3) の 3 結果の
みを示す．

2.3.2

積極的解釈の全属性を使った FCA

図 1 に積極的解釈の全属性を使った FCA の結果

(Hasse 図) を示す．この図にある束は歪みが少なく，
対称性が比較的高く，対象が 12 個のクラスに分類さ
れている．空ノードが (頂点 top を除いて) 6 個あり，

図1

積極的評価の結果 (全属性)

それが束の中間層に集中している．これは属性が不足
している事を示しているが，空ノードに対応する属性
を事後特定する事は難しい．また，底 bottom に事例
が集中しているため，効率が良い分類とは言えない．

2.3.3

消極的解釈の FCA

図 2 に消極的解釈の全属性を使った FCA の結果を
示す．この Hasse 図にある束は歪みがほとんどなく，
対称性が高く，対象が 25 個のクラスに分類されてい
る (全ての中で最大の分解能)．空ノードが 6 個あるが，
束の下層にある．また，底の事例の集中も極端ではな
い．これは属性の不足ではなく事例の不足を示してい
る．ただ，これだけ分解能が高いと個々の事例の誤分
類の可能性が高まっている．そのため，空ノードが生

図 2 消極的評価の結果 (全属性を使用)

8 https://www.dropbox.com/s/epyu26fwv0ar848/
fc-generator-for-sampled-verbs.xlsx?dl=1 で 入 手 可
能．
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じている理由は事例不足の他に，誤分類である可能性
もある．図 1 の Hasse 図に比べて底への事例の集中が
軽減されている．
全体として図 2 は相当に効率的な分類である．ほぼ
最適に近いと言って良いかも知れない．

2.3.4

属性の個別無効化の影響

F1, . . . , F6 の属性の全体への貢献度を確認するため，
個々の属性を独立に無効化し，得られた Hasse 図を，
無効化なしの Hasse 図と比較した．特定の属性の無効
化で縮退する程度が小さければ，その属性の貢献度が
小さい=他の属性の組み合わせから予測可能である事
図3

を意味する．

消極的評価の結果 ([effect is social] を無効化)

目視で評価では次の順に縮退が大きかった:

(7) F1: [effect is physical], F2: [effect is mental] > F6:
[effect is intended (if subject is agent)] > F4: [event
is interactive] > F5: [event is interactional], F3: [ef-

く，その冗長度が強く，その貢献が他の属性 F1, . . . F6
から構成されている程度が高いという事である．

fect is social]

2.4

類似性の検討から次の相関/因果関係を認めた:

(8)

解析結果の解釈

以上の 3 種類の Hasse 図と割愛した他の 11 種類の

a. F1 の無効化の結果と F2 の無効化の結果は
ほぼ同じ構造を与えた．これは F1 と F2 の
相関が強い事を意味する．

FCA を合わせて比べて言える事は，次の通り:
(9)

b. F3, F4, F4 の無効化の結果はほぼ同じ構造を
与えた．これは F3, F4, F5 の相関が強い事を
意味する．

a. 中間値を積極的に評価するより消極的に評
価する方が全体として良い分類を与える．特
に分解能の点でそうである．

b. 消極的評価の中で最適に近いのは，全属性

c. F6 の無効化の結果は，F3, F4, F5 を単純化
した構造だった．これは F3, F4, F5 の基盤に

を使った結果 (図 2) か [effect is social] を無
効化した結果 (図 3) である．

F6 がある事を示唆する．

c. 基本的な属性は F1: [effect is physical] と F2:
[effect is mental] と F6: [effect is intended] の
3 属性である．それは，F1 と F2 と F6 の 3 属

これらから，社会性は意図性/目的性と相互行為性を
成分に持つ事が結論できる．この結果を反映した社会
性の近似的定義を §4.2 で展開する．

性があれば F3: [effect is social] や F4: [event

is interactive] や F5: [event is interactional] の
2.3.5

効果が間接的にエンコードされ，それなり

消極的解釈の [effect is social] のみを除去

の効率の分類が実現できる (が，F3, F4, F5

F3 の無効化は縮退がもっとも少なかった．この結
果を図 3 に示す．この図にある束は歪みが少なく，対

が独自にエンコードしている情報が失われ
た分だけ束が縮退する) 事を意味している．

称性が高く，対象が 20 個のクラスに分類されている．

d. 総合的に判断して，消極的評価で全属性を

空ノードは下層に二つある．底への事例の集中は極端

使った結果 (図 2) がもっとも目的に適った結

ではないが，ある．分類効率はかなり良い．

果を与えている．

この結果の解釈は注意を要する．この分類は社会性

3. 考察
3.1 従来の枠組みの被覆率の評価

を記述するために行なわれた．だから，図 3 の基に
なっている図 2 が表わしているのは社会性を反映し
た構造である．だが，社会性を F3 によって明示的に

本研究の目的から見て最重要な検討課題として，次

コードしなくても，図 2 の構造がそれなりに保持され

の事を問うと結果はどうなるか？:

る．これが意味する事は，F3 が不要だという事ではな
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(10) 従来の語彙意味論の枠組みでそれなりにうまく記

3.1.2

述のできる動詞の lemma は Hasse 図 2 にどれぐ

上の結論に主流派を支持する立場から正当化を試

らい含まれているか？
その答えは「驚く程に少ない」だと私には思える．
実際，大半の lemma は従来の語彙意味論でうまく記

みる事は可能だろう．まず，それは採集された動詞が
いわゆる「基本動詞」でないからと理由づけが可能か
も知れない．だが，これには 2 つの問題がある．第一

述できない— 少なくとも Hasse 図が可視化している

に，動詞動詞の定義は自明ではない— 獲得順序基盤

構造を捉える事ができていない 9 ．

で定義するのか？頻度基盤で定義するのか？多義性は
どうするのか？などの，問題を解決しなければならな

3.1.1

い．第二に，基本動詞が決まったとして，それらとこ

分類結果の集計結果と解釈

こで記述した動詞の関係が不明である．基本動詞と非

積極的評価と消極的評価の集計結果を表 1 と表 2 に

基本動詞の違いは何なのか？が説明されるべきであり，

示す．§2.4 の結果から積極的評価より消極的評価 (特

その違いが社会性への言及の度合いである可能性が

に図 2) が妥当な記述を与えているとすると，それと

ある．

表 2 を合わせて次の事が言える:

(11)

a. F1: [effect is physical] が該当する動詞は全
体の 4 割弱である．これは語彙概念意味

3.2

社会性の実態は何か？

論 [21, 22, 33, 55, 56] や認知文法 [30, 31] の

語彙意味論の主流モデルの被覆率の低さも問題であ

ような意味記述に限界があるか，少なくと

るが，本論文の関心からすると，それ以上に次の事が

も相当に非効率である事を示唆する．

b. F2: [effect is mental] が該当する動詞は全体
の 7 割強である．これは心理状態を (位置変

問題である:
(12) Hasse 図 2 が可視化している構造は，従来の語彙
意味論のどの枠組みも予想できないのでは？

化とのアナロジーに訴えないで) それ自体と

ただ，公平さのためには本研究の限界も明らかにし

して適切に表わす意味記述の充実が語彙意

ておく必要がある．本研究は現時点で社会性の実態は

味論にとって必要である事を示唆する．

何だろうか？という問いに答えておらず，F3: [effect is

c. F3: [effect is social] が該当する動詞は全体の
6 割弱である．これは事態の社会性を (力動

social] の実質を与えていない．これは明らかに論点先
取である．とは言え F3 の実質を示すのは簡単ではな

とのアナロジーに訴えないで) それ自体とし

い．本研究では理論的考察のみを試みる．

て適切に表わす意味記述の充実が語彙意味

4. 二種類の現実感の区別
4.1 物理化学的現実と想像上の現実

論にとって必要である事を示唆する．

d. F4: [event is interactive] が該当する動詞は全
体の 9 割弱である．これは意味の社会性を記
述する必要性の追加的な証拠になる．実際，
相互行為性は社会性の記述の一部である．
本研究が与えるもっとも重要な知見は (11a) である．
それは理論言語学の暗黙の想定を裏切るものだからで

ヒトは二種類の現実感を持って暮らしている．一
つは物理化学的現実 (感) (physical/chemical reality) で，
それを持って暮らしているのは他のすべての生物がそ
うしているのと変わらない．もう一つは (オクシモロ
ンであるが) 想像上の現実 (感) (imagined reality) [19]

ある．その分だけ，結果の意味づけは難しい．(11b) と

で，この現実感を持って生きているのはヒトだけだと

(11c) の知見が (11a) の妥当性を補強している．これは
特筆に値する．
一つの事ははっきりしている．従来の語彙意味論の

言われている [38]11 ．ヒトが生物として幾つかの面で
独自なのは，その現実感に想像上の現実感が占めてい
る割合が大きいところである．その想像上の現実 (感)

枠組みは，記述が進んでいる動詞に関してですら十分

の一部が社会である 12 ．

な被覆率を実現していない 10 ．どんな正当化が可能で
あれ，§3.1.1 に示された被覆率の低さの前には，それ

11 ただ，de Waal のチンパンジーの生態記述 [12] などを見ると，
ヒトと他の霊長類の差が決定的なのか程度の差なのは明らかではな
いように思う．
12 物理的現実感を客観的現実感 (objective reality) と，想像上の現
実感を主観的現実感 (subjective reality) と言い換える事も可能であ
るように思うが，客観的現実と言う用語は誤解を招くので，使いた
くない．第一に，主観と客観の対比を使った区別には論点先取が起

らはどれも合理的なものとは言えない．
9 Generative Lexicon Theory [34] を道具箱に加えても効果は限ら
れている．
10 動詞の他の品詞の語の意味記述はとほんど手付かずである．
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表1
個数
割合

[is physical]
157
0.809

[is mental]
174
0.897

[is social]
163
0.840

表2
個数
割合

4.1.1

[is physical]
74
0.381

[is mental]
139
0.716

積極的評価の集計結果
[is interactive]
192
0.990

[is interactional]
131
0.675

[is intended]
182
0.938

[is interactional]
93
0.479

[is intended]
145
0.747

消極的評価の集計結果

[is social]
112
0.577

[is interactive]
168
0.866

語彙意味論が気にすべき社会的意味

る．そういう種にとって社会は環世界 (Umwelt) [39]
の一部であり，客観的現実である．この意味での社会

Durkem-Spencer 以来，社会学はヒトがどのような
社会的現実 (感) (social reality) [5, 19, 35, 36] を生きて

性は，ヒトが想像上の現実として社会を生きている事
と (おそらく) 同じではない．想像上の現実 (感) は，相

いるかを理解しようと試みている．すでに確認したよ

対化可能で離脱可能な現実 (感) である．ヒトは暮らす

うに，ヒトが社会的な現実感を持って生きているとい

文化を変えれば，環世界を変える．これは他の種に起

う事は，単にヒトが集団性動物であるという事ではな

こる保証がない事態である．

い．それはヒトが想像上の現実 (感) を生きているとい
う事である 13 ．
ヒトが想像上の現実に浸っている度合いは強い．ヒ
トの大半の個体は，事実と神話とを区別できない

4.1.2

語の意味に含まれる社会性の次元

14

ヒトは客観的世界に生きているが，それと並行して

し，実在と架空の存在とを区別できない 15 ．概して言

主観的世界を生きている種である．これを社会学で

うと，ヒトは事実を無視し，迷信やデマに影響される

は「ヒトは (物理的現実の他に) 社会的現実を生きてい

[42, 43, 47, 48, 57, 60]．その程度の強さを考えると，ヒ

る」と表現する [36]．ヒトの行動は高度に社会的であ

トが日々の生活で抱いている現実感の中で物理化学的

るが， その程度を多くの人が十分に自覚しているとは

現実の役割がどれぐらい軽いかが予測できる 16 ．
この特徴はヒトの社会性に独自な面を付け加える．
ヒトはシロアリやハチや群生の偶奇蹄類やサルと同じ

言えない．これが事実だとすると，それは言語の意味
論に，ひいては一般意味論にどんな意味を持つか？
端的に事実を言えば，意味そのものが社会化されて

く社会性の生物であるが，それらの種の浸っている社
会性とは別の種類の社会性に浸っている度合いが強い．
だが，社会性の意味は正確に理解しておく必要がある．
生物種の社会性とは，個体群が社会を形成する事であ

いる．これはヒトの知性の成立基盤 [12, 38] を考えれ
ば，まったく驚くべき事ではない．
一言で意味と言っても，それには幾つかの側面があ
る．その一部は認知的 [21, 22, 27, 30] であり，一部は

こっている．von Uexküll の環世界 (Umwelt) [39] の概念の極端な解
釈では，個々の生物種は世界を独自に知覚するので客観的現実は存
在せず，すべての現実は主観的となる．ここで重要なのは，環世界
は想像された世界の事ではないという事である．想像上の現実 (感)
は，相対化可能で離脱可能な現実 (感) である．どの種も独自の環
世界を持つと言うのはおそらく正しいが，それはどの種にとっても
客観的=主観的な世界という事である．だから，環世界は（おそら
く単一の）世界の，種ごとに異なる翻訳であると言うのが妥当であ
る．これらの翻訳を主観的であると言うのは，概念上の混乱をもた
らすので避けた方が良いと思う．
13 他の集団性の動物がヒトと同じ意味で，想像上の社会的現実
(感) を持っている可能性がないとは言えない．霊長類にそういう種
がいてもおかしくはない．ただ，実証は難しい．
14 事実と神話をはっきり区別という前提は，そもそも成立しない．
ヒトの思考の大半は，どっちつかずの物語に支配されている．
15 実在と架空の存在とがはっきり区別できるという前提には根拠
がない．虚数単位 i は実在なのか？と自問すれは，その区別が自明
でないのがすぐにわかる．
16 「自然科学者」と呼ばれる人たちが例外的に客観的現実を尊重
する．しかし，これに信仰が関わって来ると，彼らが客観的現実を
神話より優先しているかどうかは怪しい．ヒトが事実を尊重する度
合いを r = [非事実]/[非事実+事実] で測るとすると，r の正確な値は
不明であるにせよ，それが 0 に近いというのはありそうにないし，
1/2 より小さい可能性も大きくない．
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社会的 [3, 4, 18] である．二つの関係は正確に理解さ
れる必要がある．1950 年代の認知革命 [17] 以後，認
知的な側面が強調されるが，生物としてのヒトの進化
を考えると，社会性は意味の外殻にではなくて中核に
あると考えるべきである．だが，言語学で主流となっ
ている意味論の枠組みではこの認識が稀薄である

17 ．

それは意味が認知/認識活動の所産であると言って済
ませる [27, 30, 31]．それは誤りではないが，十分でも
ない．
そうなっている理由は，少なくとも事後的には理解
可能である．事実，認知革命による認知科学の成立
以来，意味に関して明らかな観察バイアスが存在す

17 とは言え，一般意味論 (特に記号論) でこの観点が十分に発達し
ているかは怪しい．
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(13c) は利害関係によって細分化でき，それが幾つ

る 18 ．それは，意味を個体が外界=環境との相互作用

かの言語事実をうまく予測する．また，(13b) では

する際に創発する副作用に帰着させようとする．
問題となるのは，外界=環境の定義である．ヒトと

AGENT

が主語に表われるか非主語に表われるかに応

いう種にとって外界=環境は，物理的世界に帰着でき

じてクラスを派生させる．

るのか？それが可能だと考える立場は素朴な物理主義
と言って良い態度である．だが，現実が社会化された

(13) には他にも幾つか効用がある．それらを詳しく
論じるのは別の機会に譲って，ここでは安易な物理主

もの，根源的には想像の産物 (=虚構) であるとすれば，

義の実態を明らかにしておきたい．

ヒトの現実感をうまく記述する語彙意味論のモデルは
どうなるべきか？

4.2

4.2.2

安易な物理還元主義の正体

(13) を示した段階で，安易な物理 (還元) 主義が何か

事態の新しい分類基準の提案

を正確に規定できるようになった．それは次である:

(14) 安易な物理 (還元) 主義とは，(13c) の相互行為を，
(13a) の相互作用タイプ 1 か (13b) の相互作用タ

これまでの結果に基づいて，コトバの意味の社会性
を意識した新しい事態の分類基準を提案する．

イプ 2 に還元する試みである．

4.2.1

相互行為は単なる相互作用ではない

4.3

(15) の目的を達するためには行為を正しく認定する
必要がある．そのためには相互作用性 (interactionality)

4.3.1

と相互行為性 (interactivity) を区別した方が良い．モノ

らかなのは，言語の意味は根本的に社会化されている

為 inter-act はしない．行為は意志や目的を持つ動作主

という事である．それは明らかだが，言語学はその事

のみが行う (相互) 作用である 19 ．

AGENT

を積極的に認めない．標準的な語彙意味論 [11, 22] は

と NONAGENT の相互作用の基本的図式は

社会的意味を認めても，それを語彙意味論に帰属さ

(13) に示す事ができる:
(13)

せたがらない．多くの場合，社会的意味はおまけであ

a. 相 互 作 用 タ イ プ 1: AGENT (e.g., ヒ ト) は
NONAGENT (e.g., モノ) と相互作用をするが，
それと相互行為はしない．

b. 相互作用タイプ 2:

言語学の現状

以上に文化人類学の知見 [3, 4] を加えて考察して明

は他の存在と相互作用 interaction をするが (相互) 行
AGENT

語彙意味論の作り直しの必要性

り，推論の副産物という形で運用論/語用論に押しつけ
られる [37] のがせいぜいである．選択体系機能文法
(Systemic Functional Grammar) [18, 54] のような社会性

(e.g., モノ)

を意識した言語理論ですら，意味の社会性を語 (句) の

は他の NONAGENT (e.g., モノ) と相互作用

意味にではなく脈絡/コンテキスト (context) に帰着さ

をするが，相互行為はしない (NONAGENT

せている．だが，語の意味記述の高精度化を避けるの

(e.g., モノ) から見て

は言語の科学にとって望ましい事でない 21 ．

NONAGENT

NONAGENT

AGENT

(e.g,. ヒト) は

扱い)．

c. 相互行為=相互作用タイプ 3:

ここで次の疑問が生じるのは自然な事である．ただ
AGENT

(e.g., ヒ

ト) は他の AGENT (e.g., ヒト) と相互行為

でさえ厄介な言語の意味の記述に社会性を追加する事

20

は，混迷を深める結果に終らないだろうか？このよう

をする．

な懸念をもつ言語学者は少なくないだろう．だが，私

(13) の事態の類型化は動詞分類に新しい基準を与え

は事態は逆だと主張したい: 言語の意味の社会性を意

る．それは (13a) の事態を表わす動詞，(13b) の事態を

識しない事で，その記述が必要以上に複雑になってい

表わす動詞，(13c) の事態を表わす動詞をそれぞれ基

るのが実態だと．

本的に別のタイプとして扱う事を要請する．

確かに言語の意味は記述の難しい対象である．だか
らこそ，十分な精度の意味記述が言語学の範囲内にな

18 例外は分散認知

(distributed cognition) の研究 [9, 10] である．な
お，分散認知の理論は von Uxkülll の環世界の考え方を現代化する
面もあるが，ヒトの認知では実世界と想像世界の区別が不明瞭であ
る点をうまくモデル化できていない恐れがある．
19 意志や目的が動作主と係わる仕方は自明ではない．意志や目的
を持つという属性が AGENT 性を定義する属性だとは言える．
20 ここでは interact(ion) を (定訳の相互作用ではなく) inter-act の
原義として相互行為として解する必要がある．

く，辞書学の仕事だと言い逃れようとする研究者が多
い．けれども，それは動物行動学 (ethnography) や生態
学 (ecology) が生物学の部門ではないと言うのと同じ
21 意味の高精度の記述が言語学に不要だとしても，それは言語の
認知科学には必要である．
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くらい見当外れである．従来の方法で記述可能なもの

ないはずがない．それが語の意味記述に取り込まれて

のみが言語の意味の現実なのではない．以下ではこの

いないのは，考えてみればおかしな話である．
言語学の非常識は改めなければならない．そのため

主張を理論的に補強したい．

にはコトバの意味の社会性を積極的に認め，それを

4.3.2

うまく記述できる意味論の枠組みが必要である．本研

二種類の現実 (感) の区別の有用性

究はそのための基礎を築く事を意図してなされた．た
だ，明らかにされていない事の方が多い．

物理化学的な現実と想像上の現実との区別は有用か
も知れないが，それが言語学に，特に語彙意味論にど

謝辞

う関わるのか？

本研究は文科省の科研費 (課題番号: 16K13223) の支

この区別は次の二つの意味で語彙意味論にとって有
用である．それは第一に，従来の言語学の語彙意味論

援を受けた．

の記述バイアスをあぶり出すのに役に立つ: 1) これま

文献

での意味記述は明らかに想像上の現実をないがしろ
にしている，2) それ以上に，想像上の現実 (社会性の
行為) の記述を (アナロジーによって) 物理化学的な現
実の記述に押し込めようとして，結果的に破綻してい
る．安易な物理主義はその産物である．
第二に，物理化学的現実と想像上の現実が別のもの
であり，それらが独自の現実感の基になっているとい
う認識は，語の意味の記述に追加すべき特徴の発見を
促す．すぐにわかるのは (15) の方針を意識し，(16) に
示すような記述の補充が必須である事である:

(15) 物理主義/認知主義の悪影響の克服: 動詞の意味記
述を与える/試みる際に社会的事象 (e.g., 行為) の
それ自体の記述しっかりと行ない，それを物理的
現象 (e.g., 移動) の意味記述のアナロジーで代用
して満足しない．

(16) そ の た め に ，語 で 記 述 さ れ て い る 事 態 e が ，
AGENT

が行う，目的のある行為で，想定された

特定の効果を有するか否か，それが異なる目的を
もった複数の個体の相互行為かどうか，だとすれ
ば，どのような利害が関わるのか，を明示化する．
(16) の一部は (5) に示した 6 属性に反映されている．
他にどんな属性が有効なのかは別に追加調査したい．

5. 終わりに代えて: 社会的現実 (感) を捉え
る意味論の構築に向けて
ヒトの言語の本質的機能は今でも論争の的になって
いる．ある人々は言語は相互作用のためにあると言い

[2, 14, 13]，他の人々は抽象的思考のためにあると言う
[6, 7, 8, 40]．いずれの主張にも根拠はある．だが，両
者の基盤は理論的に排他的ではない [41]．例えば仮に
後者が真であっても，現状でヒトが相互作用のために
言語を使っていない訳ではない．言語が社会性に係わ
るのが事実であれば，その意味に社会性が係わってい
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概要

ついてスピアマンの相関分析を行った。

次話者となる聞き手は現話者の注視に対して注視を
返す、という、いわゆる「相互注視」によって会話の
制御が行われているとの仮説に基づき、現話者・次話
者・残りの聞き手の注視行動を母語会話と第 2 言語会
話において分析した。相関分析の結果、母国語の自由
対話と課題対話、および第 2 言語の課題対話において
は、話者交代が起こる発話の前でのみ、現話者から次
話者への注視と次話者から現話者への注視に相関がみ
られた。このことから、これらの会話においては、相
互注視が発話順序の割り振りに重要な役割を果たして
いることが示唆された。第 2 言語の自由会話で仮説が
支持されなかった原因の一つの可能性として、言語能
力の不足が考えられる。

2.

分析手法

日本人学生 3 人 20 組(全 60 人、年齢: 18-24 歳)によ
る対話を分析した(Yamamoto et al. 2015)。本分析では、
好きな食べ物などについて話す自由対話と、
「無人島に
何を持っていくか」などを決める、いわゆるサバイバ
ル課題会話とを対象とし、日本語会話と第 2 言語であ
る英語会話における注視傾向を比較分析した。具体的
には、上記(a)(b)の注視時間について母語会話と第 2 言
語会話の傾向の違いを検討する。データ収集と処理に

キーワード：相互注視, 発話ターン, 母語, 第 2 言語

際して、注視行動の計測にはナックイメージテクノロ

1.

ジー社製 EMR-9 視線検出装置を用い、発話区間切り出

はじめに

しおよび発話機能ラベリングにはアノテーションツー
3 人対話における発話ターンと相互注視の関係につ

ル ELAN を用いた(図 1 参照)。

いて検討するため、現話者・次話者・話者交替に関与
しない第三者の注視行動の関係について、母語会話と
第 2 言語会話のそれぞれにおいて分析した。会話にお
いて相手とのインタラクション調整は極めて重要であ
り(Clark 1996; Clark & Brennan, 1991)、先行研究におい
て注視行動は発話ターンの割り当て(Duncan, 1972;
Kendon, 1967; Argyle, Lallijee, & Cook, 1968)や会話にお
ける「基盤化(grounding)」(Clark & Brennan, 1991; Clark,
1996; Clark & Krych, 2004)において重要な役割を果た
すことが観察されている。また、現話者は次話者をよ
り多く注視している傾向にあるが、その傾向は第２言

図 1 ELAN によるアノテーション例

語会話では母語会話の場合よりもさらに強くなること
が示されている(Ijuin, Umata, Kato, & Yamamoto, 2017)。
本研究では、発話交代場面において、こうした現話

3.

話者と聞き手の注視行動の相関分析

者から次話者への注視に次話者が反応して相互注視が

話者から聞き手への注視と聞き手から話者への注視

起こっているとの仮説のもとに、現話者と聞き手の間

について、以下の仮説のもとにスピアマンの順序相関

の注視行動の関係について量的分析をおこなった。具

分析を行った。

体的には、(a)発話中の話者による各聞き手への注視時

i) 発話ターン交替場面の直前では、次話者は現話者

間、(b)各聞き手による発話中の話者への注視時間、に

の注視行動に反応し相互注視が顕著になる相互注視が
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顕著になり、お互いの注視行動の相関値が高くなる。

なかった原因は明らかではないが、一つの可能性とし

ii) 上記以外の場面では、現話者と次話者の相互注視

て言語能力の不足が考えられる。すなわち、課題対話

は顕著ではなく、両者の注視行動間に高い相関はみら

では発話の文脈が課題達成に沿う形である程度制限さ

れない。

れているため、聞き手にとっては次発話の内容がある

iii) 現話者と発話交替に関与しない第三者との相互

程度予測可能である。この予測可能性により、言語能

注視は、発話ターン交替の有無に関わらず顕著ではな

力が不足している第 2 言語会話でも相手の発話を理解

く、両者の注視行動間に高い相関はみられない。

しやすいと考えられる。また、話者にとっても、課題

分析の結果、母国語会話では自由会話・課題会話

達成に沿う形での制限により限定された文脈内での発

の両方において、発話ターン交替場面の直前において

話生成となると考えられる。さらに、先に述べた予測

のみ、次話者と現話者の間の注視行動に有意な高い正

可能性によって相手の質問に対する返答発話生成が容

の相関がみられた(自由対話: 𝜌 = .737, p < .001; 課題対

易になると考えられる。

話: 𝜌 = .737, p < .001)。一方で、第 2 言語会話では課題

一方で、自由対話ではそのような文脈による制限が

会話の発話ターン交替場面の直前においてのみ、次話

弱く、次発話の内容予測が難しい。このため、聞き手

者と現話者の間の注視行動に有意な高い正の相関がみ

にとっては第２言語会話では発話の意味理解が困難と

られた(課題対話: 𝜌 = .689, p < .001)。母語会話、第 2 言

なる可能性がある。また、話者にとっても、文脈によ

語会話での注視相関値をそれぞれ以下の表 1 と表 2 に

る制限が弱いことから発話内容の可能性が広がるため、

示す(*: p < .05, **: p < .001)。

発話生成が課題対話の場合より困難となる可能性があ
る。さらに、次発話の内容予測が難しいことから、相
手の質問に対する返答発話生成も困難になる可能性が
ある。このため、第 2 言語会話では発話理解・生成に
より多くの認知的リソースが割かれてしまうため、注
視行動を調整することが困難となっている可能性があ
る。

表 1: 母語会話での注視相関

上記の可能性について検討するために、現在第 2 言
語の言語能力についてより条件統制を行なった会話の
収録を検討中である。また、発話機能と注視行動との
関係を検討するため、会話における発話の機能分類を
進めている。

文献
表 2: 第 2 言語会話での注視相関

4.

考察

現話者・次話者・話者交替に関与しない第三者の注
視行動の関係について、母語会話と第 2 言語会話のそ
れぞれにおいて分析した。発話ターン交替場面の直前
で現話者と次話者の注視行動間の相関が高くなる、と
いう仮説のもとにスピアマンの相関分析を行った結果、
母国語会話では自由会話・課題会話の両方で仮説が支
持されたが、第 2 言語会話では課題対話の場合におい
てのみ仮説が支持された。
第 2 言語会話では自由会話において仮説が支持され
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自己生成した説明の受容の予測因子に関する実験的検討
Empirical investigation of which factor is better to predict if
self-generated explanation is accepted or not, Likeliness or Loveliness
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Abstract

もと，Xi が起こる確率 P(X1 | E1)（以降「Likeliness」と

When confronted with unfamiliar events we don't
understand, we generate explanations why they occur and
find the best one among them based on some criterion. In
this research, we explore which criterion, Likeliness or
Loveliness explainers use to evaluate self-generated
explanations. The result showed that the former, Likeliness,
is more useful for predicting if explainers accept their
self-generated explanations.
Keywords ―

呼ぶ）が高いほど良い説明であるとする Bayesianism と
いう立場である[6]．もうひとつは，説明自体への愛着
や美しさ（以降「Loveliness」と呼ぶ）が高いほど良い
説明であるとする Explanationism という立場である[7]．
説明の美しさは，単純さや一貫性，汎用性等で構成さ
れていると考えられている[8]．たとえば，Albert Einstein
が提唱した相対性理論は，その発想の奇抜さゆえに

explanation, hypothesis generation,

Likeliness が高かったとは言いがたいが，その説明の美

inference to the best explanation

しさゆえに広く受け入れられた好例であると言える．

1.

また，説明の生成は，科学的営みにおいてのみ行わ

背景

従来，科学哲学において，科学的仮説を受け入れ

れる行為ではない．それは，推理小説で犯人を予想し

るか棄却するかの判断を科学者自身が行うべきであ

たり，友人が不機嫌な理由を考えたりといった日常生

るとする立場[1]と，他者に委任するべきであるとす

活まで，様々な場面で行われている．その場合，自ら

る立場[2]が存在し，議論が行われてきた．後者の主

が生成した説明が精査するに足るかどうかの判断を下

張は，生成した説明の受容の可否を決めるには方法

さなければならない．しかし，従来の研究では，他者

論レベルでの価値判断（認識的価値判断）が存在す

によって生成された説明に対して下した評価について

るべきであるというものである．このことから，科

焦点が当てられてきた．

学におけるトランス・サイエンス問題に象徴される

そこで，本研究では，自らが生成した説明を受け入

ように，専門家同士はもちろん，専門家・非専門家

れるかどうかを，Likeliness と Loveliness のどちらの規

の垣根を超え，説明者・被説明者の双方が，不確実

準がより良く予測するのかを明らかにする．

な説明を受容すべきかどうかの判断が求められてい

1.2. 説明の評価に関する先行研究

る．

認知心理学の領域では，説明の評価に関して，大き
く 2 種類の研究が展開されている．

1.1. 説明の生成と評価
人間は説明的動物である[3]．我々は日常的に，身の

ひとつは，被説明者がどのような説明を高く評価す

回りで起こる様々な現象に対して，その原因を理解

るかについての研究である．他者が生成した説明を受

するために，説明の生成を試みる．その際，説明を生

け入れるかどうかは，Loveliness によってより良く予測

成する過程で用いられる推論を Abduction，その説明を

されることが明らかとなっている[9]．より厳密には，

評価する推論を Inference to the Best Explanation と呼ぶ

説明の美しさがその確率判断に影響を与えており，美

[4]．

しさが低い場合，高い説明よりも 4 倍以上高い事前確
率が提示されてはじめて，その影響を打ち消すことが

しかし，どのような説明を優れていると感じるかに

できる[8]．

ついては，未だ明らかになっていない．科学哲学にお
いて，説明の良さを測る規準をめぐって，対立する 2

もうひとつは，説明の生成から評価までの一連の認

つの立場が存在すると言われている[5]．ひとつは，な

知プロセスをモデル化する研究である．HyGene と呼ば

ぜ事象Xi が起こったのかに対する説明Ei という条件の

れるモデルでは，説明の生成は評価に影響を与えると
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考えており，それを踏まえて 2 段階で構成されている．

変）である．2 つ目は，[13]を改変したもので，一般的

第 1 段階では，ある事象 X1 を観測したとき，一般的に

に洞察問題とされているが，解に至るまでに論理の飛

X1 に関連すると思われる説明 E1 を，エピソード記憶

躍があり，公式に解とされているものを正解と見做さ

から取り出す[10]．第 2 段階では，第 1 段階において活

ない人が存在することが予備調査で判明した（正答者

性化された説明 E1 を，意味記憶における既知の情報と

4 人中 3 人（75%）が，他の回答を最終的な解とした）

照合することで評価する．その際，説明 E1 の確率判断

ため，本研究では準洞察課題と定義する（例 1）．最

は，E1 以外に思いついた説明（以降「代替説明」と呼

後は，[9]で使用されたものを改変したもので，非洞察

ぶ）の存在の影響を受けたり，ワーキングメモリー容

問題である．これら全ての問題に共通する設定として，

量の低下あるいは時間の制約によって高く見積もった

一人の登場人物が何かの結論を出せずに悩んでおり，

りすることが明らかとなっている．しかし，この一連

参加者には，なぜその人物が悩んでいるのか，その理

の研究では，確率判断のみを評価の対象として扱って

由を説明してもらった．

おり，説明の美しさは考慮されていない．

太郎君はワゴン車を借りて，３人の友達を乗せてラスベガスまでド

実際，科学者を含め，我々は他者が提案した説明よ

ライブしていましたが，車が途中の小さな町で故障してしまいまし

りも，自らが生成した説明を信じる可能性が高いこと

た。そこで，車を修理している間，彼は床屋に行くことに決めました。

が指摘されている[11]．これは，ある対象を評価する際

その町には，アルフの店とバリーの店の，２軒の床屋があります。

に，それを「自分のもの」と認識するだけで，より肯

太郎君は，どちらの床屋に入ろうか悩んでいます。

定的な評価をするようになる The Mere Ownership

アルフの店は，町の西の方の，ビルの一階にあります。同じビルに

Effect という現象が関与していると考えられる．このこ

は，事務用品を取り扱うオフィスが入居しています。バリーは，町の

とから，自らが生成した説明に対しては，他者が生成

東側を走る通り沿いに店を構えています。その２軒隣は，食料品を売

した説明に対する評価と比べて，説明への愛着や美し

るスーパーマーケットです。

さを示す Loveliness の値が高まると予想する．実験で

店主であるアルフの髪は，整髪料で整えられてはいるものの，切り

は，自らが生成した説明に対して評価を行った「自己

方がいい加減なせいで，おせじにも綺麗だとは言えません。うなじも

生成群」と，他者が生成した説明に対して評価を行っ

ほとんど手入れされていないようです。一方，バリーの髪型は丁寧に

た「他者生成群」を設け，Loveliness と Likeliness の比

切りそろえられており，とても好感の持てる髪型です。うなじも綺麗

較を行うことで，どちらの基準が説明者の説明受容の

に整えられていました。

可否をより良く予測するのかを検討する．

アルフとバリーは親友同士で，頻繁に二人で遊びに出かけたり，交

また，説明評価に関する従来の研究では，選択形式

互に家を訪ねて家事を手伝ったりしているそうです。

の問題を用いて検討が試みられてきた．しかし，日常

また，アルフは夜遅くまで店を開けています。晩御飯を知り合いの

生活で説明を生成する際，他者から選択肢が与えられ

店で食べることがよくあるそうです。バリーの店は，朝早くから営業

る状況は限られており，現実的であるとは言えない．

しています。近くを散歩することが，彼の日課になっているそうです。

そこで，本研究では，より現実的な状況を想定するた

友達たちは皆，口を揃えて「絶対バリーの店に行った方がいいよ。

め，複数の回答が考えられる問題を用い，自由記述で

自分の髪もきちんと手入れしていない人に切ってもらうべきではな

説明を生成してもらうこととする．

い」と太郎君に言いました。しかし，太郎君はアルフの店に行こうか
どうか悩んでいました。

2.

実験 1

例 1 実験問題文例（準洞察問題）

本実験では，説明を生成するという行為が，その説
明の評価に用いる基準にどのような影響を及ぼすのか

2.3. 実験の流れ

について検討するため，説明生成群に対して実験を実

参加者は，物語文を読み，なぜ物語がそのような結

施した．

末になったのかを説明し，その説明について評価する

2.1. 参加者

ことが求められた（図 1 参照）．実験は，すべて質問

名古屋大学の学部生 36 名を対象に実験を行った．

紙上で行った．
評価は，３つの質問によって行われた．ひとつ目は，

2.2. 課題

その説明を受け入れるかどうかについての質問である

物語文を 3 題用いた．1 つ目は，洞察問題（[12]を改

（以降「Accept」と呼ぶ）．参加者は，「はい」また
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は「いいえ」での回答が求められた．ふたつ目は，そ

スティック回帰分析を行った．また，その際の

の説明が有り得る可能性（Likeliness）はどの程度だと

Probability・Quality 間の相関は，0.603 (p<0.01)だった．

思うかについての質問である（以降「Probability」と呼

Probability の値を Accept の可否に回帰させたモデル

ぶ）．参加者は，0%（絶対に X でない）から 100%（絶

（p>0.05, 図 3）と，Quality の値を Accept の可否に回

対に X である）までの間の数値で回答が求められた．

帰させたモデル（p<0.05, 図 4）を，AIC と BIC を用い

最後は，その説明の質（Loveliness）はどの程度だと思

て比較した結果，後者の方がより良く Accept の可否を

うかについての質問である（以降「Quality」と呼ぶ）．

予測することができた（表 1）
．

1.00

Accept

0.75

0.50

0.25

図 1 実験フローについて
0.00

参加者は，1（とても低い）から 7（とても高い）まで
40

60

の間の数値で回答が求められた．以上は，[9]で用いら

80

100

Probability

れていた質問と同内容であり，同様に，Probability を

図3 Probability によるAcceptの可否の予測
（洞察問題）

Likeliness の，Quality を Loveliness の測定指標とする．
また，説明の生成以前にも，Accept と Probability に

1.00

ついての質問を行うが（図 1 を参照），それは説明の
生成前後で Accept と Probability の評価を比較するため
である．これは，ある事象 X1 についての説明 E1 を採

0.75

択するのは，
説明E1 のもとで現象X1 が起こる確率P(X1
Accept

| E1)がP(X1)より大きくなるときに限るという理論であ
る Bayesian Confirmation Theory を満たしているかを考

0.50

慮するためである．

3.

0.25

結果

3.1. 洞察問題（[12]を改変）
36 名を分析した．この問題における説明生成後の
0.00

Probability の値の平均値は 75.3(SD=19.67)で，最大値が

2

100，最小値が 30 であった（単位は「%」
）
．また，Quality

4

6

Quality

の値の平均値は 4.26(SD=1.57)で，最大値は 7，最小値

図 4 Quality による Accept の可否の予測（洞察問題）

は 1 であった．
各説明における Probability・Quality の値が，対応す

AIC

BIC

る説明の Accept の可否をどの程度予測するかについて

Probability

26.60618

29.773221

検討を行う．そのために，説明変数を Probability ある

Quality

4.00000

7.167038

いは Quality，被説明変数を Accept の可否とし，単ロジ

表 1 AIC，BIC を用いた両モデルの比較（洞察問題）
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3.2. 準洞察問題（[13]を改変）

のステップ関数を仮定すると，Accept の可否をより良

36 名を分析した．この問題における説明生成後の

く予測できるのは Probability のモデルであると言える．

Probability の値の平均値は 67.11(SD=21.19)で，最大値

このことから，説明者は，課題のタイプに依存せず，

が 100，最小値が 10 であった（単位は「%」
）
．また，

自らが生成した説明に対して Probability を用いて評価

Quality の値の平均値は 4.11(SD=1.81)で，最大値は 7，

していることが示唆される．

最小値は 1 であった．

また，先行研究[9]と類似の課題（非洞察問題）にお

2.4.1.と同様，
説明変数を Probability あるいは Quality，

いては，[9]において示唆された基準（Quality）とは異

被説明変数を Accept の可否とし，単ロジスティック回

なる基準（Probability）を用いて評価していることが明

帰分析を行った．また，その際の Probability・Quality

らかとなった．この相違は，説明評価者が説明者本人

間の相関は，0.589 (p<0.01)だった．

か被説明者かによるものであると考えられる．そのた

Probability の値を Accept の可否に回帰させたモデル

め，続く実験では，本実験で生成された説明を物語文

（p<0.01, 図 5）と，Quality の値を Accept の可否に回

に組み込み，参加者に他者が生成した説明を与えると

帰させたモデル（p<0.05, 図 6）を，AIC と BIC を用い

いう，先行研究[9]と同様の状況を設けて実験を行う．

て比較した結果，前者の方がより良く Accept の可否を

そうすることで，非洞察問題において，被説明者によ

予測することができた（表 2）

る説明受容の判断が Quality によってより良く予測で
きるかどうかを追試する．また，洞察問題・準洞察問

3.3. 非洞察問題（[9]を改変）

題において，説明評価者の立場（説明者であるか被説

36 名を分析した．この問題における説明生成後の

明者であるか）によって，評価に用いる基準に違いが

Probability の値の平均値は 46.12(SD=21.28)で，最大値

見られるかどうかについても検討する．

が 90，最小値が 0 であった（単位は「%」
）
．また，Quality
の値の平均値は 3.32(SD=1.60)で，最大値は 6，最小値
は 1 であった．
2.4.1.と同様，
説明変数を Probability あるいは Quality，
被説明変数を Accept の可否とし，単ロジスティック回
帰分析を行った．また，その際の Probability・Quality
間の相関は，0.277 (p>0.1)だった．
Probability の値を Accept の可否に回帰させたモデル
（p<.01, 図 5）と，Quality の値を Accept の可否に回帰
させたモデル（p<.05, 図 6）を，AIC と BIC を用いて
比較した結果，前者の方がより良く Accept の可否を予
測することができた（表 2）

4.

考察と展望

本実験では，説明を生成するという行為が，その説
明の評価に用いる基準にどのような影響を及ぼすのか
について検討した．
結果として，準洞察問題と非洞察問題に対する説明
は Probability を用いて，その受容の可否を決定してい
ることが明らかとなった．一方，洞察問題に関しては，
Probability を従属変数とした場合，ロジスティック関
数 に基づく回帰を行うことができなかった．そこで，
シグモイド関数ではなく，
𝐴𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =

0 (𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 < 50)
1 (𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 ≥ 50)
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1.00

0.9

0.75

Accept

Accept

0.6

0.50

0.3
0.25

0.00

0.0

25

50

75

100

25

Probability

50

75

Probability

図 5 Probability による Accept の可否の予測
（準洞察問

図7

題）

Probability による Accept の可否の予測（非洞察
問題）

1.00

0.9

0.75

Accept

Accept

0.6

0.3

0.50

0.25

0.00
0.0

2
2

4

4

6

Quality

6

Quality

図 6 Quality による Accept の可否の予測
（準洞察問題）

図8

Quality による Accept の可否の予測（非洞察問
題）

表 3 AIC，
BIC を用いた両モデルの比較
（非洞察問題）

表 2 AIC，
BIC を用いた両モデルの比較
（準洞察問題）
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(pseudo-quantification)

側 側

(5) Some relative of each villager and some relative of
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自分の食事中の静止画を正立で見ると食事への注意が高まる
-事象関連電位（P300）による検討The existence of a static picture of upright self-image of eating
increases attention resource to eating: An investigation based on
the event-related potential (ERP) component (P300)
中田 龍三郎†，川合 伸幸‡
Ryuzaburo Nakata, Nobuyuki Kawai
†‡

名古屋大学
Nagoya University
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Abstract

1. はじめに

Food tastes better when eaten with company than
alone. Although this effect, the social facilitation of eating,
have been well documented, underlying mechanisms of
this effect is not clear. A recent study that this effect is
achieved by an increase in attention to the stimulus
participants experienced together with the confederate,
making food more psychologically salient. If this is the
case, we expect eating with 'others' would reduce attention
toward distractive stimuli. The present study validated this
possibility in terms of event-related potential (P300),
which reflects the attention resource to the less frequently
presented sound of two kinds of task-irrelevant auditory
stimuli. The second purpose of this study was to explore a
necessary condition to induce the "social" facilitation of
eating with self-reflection. We previously demonstrated
that a static picture of self-image of eating is sufficient to
produce a similar “social” facilitation of eating: selfreflection on eating made food taste better. In this study,
participants tasted chocolate in front of three kinds of
different visual stimuli, an upright self-image, an inverted
self-image, and a wall-reflecting image, by being recorded
P300. Due to limited capacity of attentional resources,
attention to the sound should be decreased if the
participants attended the confederate: a self-reflection, the
brain activity reflecting attention to the sound (i.e., the
amplitude of P300) would be smaller. Results showed that
the subjective goodness of the chocolate in the upright
condition was higher than those in the other two
conditions. Furthermore, the amplitude of P300 was
smaller in front of an upright self-image on eating than
those in the other two conditions, suggesting that the
attention was captured only to the upright-image
“confederate”. These results suggest that eating with
someone draw strong attention to the “confederate”, and
that was the case of the self-reflecting image.

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。家族や友人との楽しく食べる食事を食
事らしい食事として想起することが多いように[1]、
共食は社会関係を構築する場としての役割もある
[2]。共食によって個人間の社会的結びつきを強め[3]、
集団のパフォーマンスも向上するとされる[4]。
共食による食行為への注意を調べた先行研究では、
食場面で他者と共食しない場合とくらべて、他者と
共食するほうが食行為に対して注意が集まることが
示されている[5]。食事以外の場面でも、他者と同じ
行動を共有することで共有している行為に対してよ
り注意が惹きつけられることが示されている[6] [7]。
つまり実際には1人の食事であっても、「だれかと」
食事している認知が生じやすい状況であれば、食行
動により多くの注意が向かうと予測される。この検
討のため、本研究では食品を試食した際に試食と無
関係な音刺激を呈示し、音刺激に対する注意を反映
する事象関連電位（P300）を測定することで自己の
食事場面の静止画を見ながら食事することが食事へ
のより強い注意をもたらすのか検討した。もし擬似
的な共食によって食事により注意が惹きつけられて
いるのなら、自己の食事中の静止画を正立で呈示し
た条件では音刺激に対するP300は減少すると予測
される。

Keywords ― Taste, Eating together, Eating alone,
Social facilitation of eating, Event-related potential,
P300

共食することは食行動それ自体にも影響する [8]。
共食すると１人で食事する「孤食」と比べて摂取量
が増加し[9]、食品をおいしく感じる[5] [10]。この効
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果は実際に他者と共食していなくても、共食してい

の筋運動を伴う）しなくても舐めることで味の評定

ると認知することで生じる。たとえば鏡のまえで食

ができる食材として、チョコレート（カカオ57 %）

事をすると、実際には1人で食事していても、共食と

を本試行用の食材とした。

同様に食事をおいしく感じる[11]。この効果は自分

トの試食を行い、その直後に試食した食品の味に関

の食事中の静止画を見ながらの食事でも生じる[11]。

する６項目（おいしさ、質の良さ、また食べたい、

視覚情報を通じて「だれかと」共食している心的な

しょっぱさ、甘さ、苦さ）、および試食状況に関する

感覚が生起することで、共食と同様の効果が生じる

３項目（気分は良かったか、試食する際に画像は気

と示唆される。この効果の要因をより詳細に検討す

になったか、音は気になったか）を６段階（６: 非常

るため、本研究では自己の食事中の静止画を正立で

によく当てはまる〜１: まったく当てはまらない）

呈示した条件と倒立で呈示した条件を設定し、その

で評定した。実験参加者は３水準の食事環境それぞ

効果を比較した。単純に食事をしている姿を見るこ

れを参加者ごとにランダムな順番で経験した。本試

とがおいしさに影響するのであれば、倒立の刺激で

行の試食は後述の聴覚刺激の呈示とともに開始した。

も正立の刺激と同様の結果が生じると推測される。

聴覚刺激終了とともに試食を終了し、評定を行った。

本試行ではチョコレー

もし「だれかと」共食しているように呈示されてい
ることが重要なのであれば、通常の共食環境のよう
に正立で呈示されている場合により強くおいしさに
影響すると考えられる。

2. 方法
成人男女20人（女性８名、平均年齢20.1歳）を実
験参加者とした。実験開始前にインフォームドコン
セントをうけた。視力（矯正視力）と聴力は正常で
あった。実験で使用する食品にアレルギーがないこ

図１

正立条件と倒立条件のイメージ

とを事前に確認した。
主課題：独立変数として、食事環境を３水準で変

副課題：チョコレートの試食中に聴覚オドボール

化させた（正立条件・倒立条件・無人条件）。正立条

課題[12]を行った。聴覚刺激は標準刺激（standard:

件では、共食時のように、食事をしている人物の視

呈示確率 = 80 %、1000 Hz）と標的刺激（target:

覚刺激が存在する環境として、実験参加者が過去に

呈示確率

食事した際の静止画を正立で呈示した。倒立条件で

した。各刺激は音圧 60 dB、持続時間 70 ms、立ち

は食事中の自己の静止画を倒立で呈示した（図１）。

上がり立ち下がり 10 ms で呈示した。実験参加者

無人条件では、ブース内の無人の静止画像を呈示し

は呈示される聴覚刺激のうち、高い音（標的刺激）

た。各条件では実験ブースの卓上に設置した24イン

の回数を数えるように教示された。刺激はオンセッ

チの縦型モニタ(38 cm x 57 cm)上に刺激を提示し

ト間隔 1500 ms として計 80 試行（標準刺激：64

た。

試行、標的刺激：16 試行）、約 2 分間にわたって呈

実験参加者はそれらの画像を見ながら試食をおこ

= 20 %、2000 Hz）の２種類の音刺激と

示された。

なった。実験で使用する画像は本試行前に練習とし

脳波の測定は国際 10-20 法 10%法に基づき、鼻尖

て煎り大豆を試食中に撮影した画像を使用した。先

を基準として正中線上の２部位（Cz、Pz）から記録

行研究ではポップコーンを実験用の食材としていた

した。まばたきと垂直眼球運動を監視するため、左

が[11]、後述する脳波測定に頭部の筋運動によるノ

眼窩上下から眼電図を双極導出した。サンプリング

イズが混入するのをできるだけ避けるため、咀嚼（顎

周波数 500 Hz で記録した。実験後オフラインでバ
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ンドパスフィルタ（0.3-30 Hz）をかけた。

各条件に対するPzでの総加算平均の結果を 図4に

事象関連電位（event-related potential: ERP）は

示す。刺激呈示後250 msから600 msにかけてERP

聴覚刺激呈示前 200 ms から呈示後 1000 ms まで

波形に大きな陽性の電位が認められた。この電位を

の区間を参加者、条件、刺激、部位ごとに加算平均

極性、潜時、頭皮上分布からP300と同定した。今回

して求めた。得られた ERP 波形に対して聴覚刺激呈

得られたP300振幅の頂点潜時は個人差が大きく頂

示前 200 ms 間の平均電位にそろえるベースライン

点振幅値を同定することが困難だった。そのため本

補正を行った。

研究では刺激呈示後250 msから600 msまでの区間
の平均振幅値をP300振幅として用いた（ 図５ ）。

3. 結果

standard刺激に対してP300振幅値に条件間の大き

主要な評定項目の結果を図２に示す。おいしさの

な違いはなかったが、target刺激に対しては正立条

評定値について被験者内要因として正立条件、倒立

件よりも倒立条件でP300が増大していた。被験者内

条件、無人条件間で分散分析したところ、条件間の

要因として①音刺激（target・standard）、②画像刺

有意な差が認められた（F2, 38 = 4.24, p < 0.05）。事

激（正立・倒立・無人）の二元配置分散分析をおこ

後検定の結果、正立条件のおいしさの評定値は他の

なったところ、音刺激間の有意な差が認められた（F1,

２条件とくらべて高くなっていた（p < 0.05）。甘さ

19

と気分については各条件間に統計的に有意な差はな

差が認められた（F2, 38 = 5.10, p < 0.05）。音刺激と

かった。

画像刺激間の交互作用も認められた（F2, 38 = 3.66 p

= 58.79, p < 0.01）。さらに画像刺激間の有意な

注意配分量の行動指標として、target刺激の実際

< 0.05）。事後検定の結果、standard刺激に対しては

の呈示回数（16 回）と参加者が答えた数との差を絶

条件間の差はなく、target刺激に関しては正立の自

対値としてカウントした(図３)。正立条件、倒立条件、

己静止画を呈示したときよりも倒立の自己静止画や

無人条件間で分散分析したところ、条件間の有意な

無人の静止画を呈示したときのほうがP300は有意

差が認められた（F2, 38 = 4.39, p < 0.05）。事後検定

に増大していた（p < 0.05）。

の結果、倒立条件と無人条件よりも正立条件のほう
が有意に数え間違いが多かった（p < 0.05）。

図２

おいしさ、甘さ、気分の評定値
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図３

図４

正しい呈示回数との差

各条件における総加算平均波形（Pz）
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各条件におけるP300平均振幅値（250‐600 ms）

4. 考察

た[13] [14]。これらの結果は課題に対する注意分配

自分が過去に食事した際の正立の静止画を見なが

量に変化が生じていることを予測している。本研究

らの試食のほうが無人の静止画を見ながらの試食よ

においても、正立の自己静止画を見ながら食事する

りもチョコレートをおいしく感じていた。甘さとい

条件と倒立の自己静止画もしくは無人の画像を見な

った味覚に差はなく、気分にも差はなかった。これ

がら食事する条件で食行動に対する注意分配量に変

らは先行研究[11]に類似した結果であり、本研究の

化が生じており、正立の自己静止画を見ながら食事

効果は味覚やその他の感覚といった知覚レベルでは

する条件では聴覚刺激への注意分配量が減少し、刺

なく、各感覚情報の統合を経た後の認知レベルで生

激と共有されている食行動に向けられる注意配分量

じていると考えられる。日常的な共食場面で通常行

が相対的に増加したと推測される。共食の効果を検

われる会話などのコミュニケーションやそれによっ

討した先行研究では、社会的刺激により食行動に対

て高まる気分に変化がなくてもおいしさは向上した

する注意に変化が生じ、それがおいしさの認知に影

ため、正立の自己静止画を見ながらの食事でおいし

響することが主に質問紙によるデータから推測され

さが向上したことには、気分以外の要因が関係して

ている[5]。本研究は正立の自己静止画を見ることで

いると示唆される。

通常の共食状況で推測されるのと同様に食行動に対

聴覚刺激に対するP300振幅は正立の静止画を見

する注意が変化することを生理的なデータから示し

ながら食事するほうが倒立の静止画や無人の画像を

たものである。
「だれかと」共食している心的な感覚

見ながらの条件と比べて減少していた。さらに参加

が生起することで食行動への注意が増加し、それが

者が答えたtarget刺激の呈示回数も実際の回数との

おいしさの向上に影響した可能性がある。

差が大きかった。先行研究では興味深い映画ほど

本研究の新たな発見として、倒立の静止画を見な

P300振幅の減少を示しており[12]、また他者とゲー

がらチョコレートを食べてもおいしさに変化が生じ

ムをプレイするときにP300振幅の減少を示してい

なかった。先行研究[11]で、静止画でさえもおいしさ
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を増すことを示したが、たんに静止画であればよい

Psychological & Personality Science, Vol. 4, pp. 738-

のではなく、静止画は他人と食事するときにその姿

744.

を見にするように正立していなければ「社会的」促

[7] Shteynberg G, and Galinsky AD (2011) “Implicit

進効果が生じないことが示された。正立の刺激を見

coordination: Sharing goals with similar others

る際には視覚情報を通じて「だれかと」共食してい

intensifies goal pursuit”, Journal of Experimental

る心的な感覚が生起しており、おいしさの認知に影

Social Psychology, Vol. 47, pp. 1291-1294.

響するが、倒立像ではそのような感覚が生じない可

[8] 中田龍三郎 (2016) “共食の社会的意義を考える-

能性が考えられる。鏡映像であれ自身の静止画であ

共食は何をもたらし、なぜ孤食が問題とされるの

れ、
「だれかと」食事している擬似的な状況が成立し

か”, 行動科学, Vol. 54, pp. 91-99.
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Abstract
Pupillometry involves measuring changes in the diameter of the eye’s pupil. Such pupillary responses
have been well studied by scientists to link with a
great variety of cognitive processes. However, the responses are typically investigated in the lab settings
since they are easily influenced by light sources. To
pave the way to expand pupillometry research methods, our paper will showcase design implications of a
mobile cognitive pupillometry toolkit that can be integrated beyond the state-of-the-art experimental conditions. We discuss benefits, as well as challenges, of
conducting cognitive pupillometry experiments in the
less-controlled settings.
Keywords：Cognitive Pupillometry, Mobility,

Fig. 1 Pupillometry Toolkit with Light Sensor.
light and dilate under dim light. Therefore, the controlled set up involves correcting experimental room
light sources [10, 13] and luminance levels of stimuli [17, 18], or stabilizing head position or movememnt
of participants using a chin- or head-rest [1, 18].

Research Toolkit

1.

While some pupillometry experiments have considered light-adapted pupil size [15, 19, 24] or cameras
that can compensate for small head movements [8, 6],
less-controlled settings are not yet applicable to trials beyond the lab. To maintain validity of the research, mobile aspects are mostly out of the scope in
the design of experiments. Even with the availability
of wearable eye trackers [21, 23], potential applications in cognitive pupillometry research have not been
investigated.

Introduction

Measuring the size of the eye’s pupil using a videobased eye tracker has been widely done in cognitive
science research. Changes in the pupil size have been
regarded as cues to internal mechanisms, and there
is a notable body of research investigating cognitive
processes through pupillary responses [4]. For example, Naber’s group conducted various pupillometry
studies that examined pupil constriction influenced
by awareness or imaginary stimuli [17, 18]. Research

In this research, we aim to address the potential applications of a mobile pupillometry toolkit that can
expand the experimental conditions and fields of analysis in cognitive understanding. We conducted a case
study to use a mobile equipment in replicated cognitive pupillometry experiments originally performed
in well-controlled settings. As our initial mobile platform, we exploited an open-source eye tracking offered
by [21] and integrated light sensor values when capturing pupil diameter from the eye camera and attended

has also explored the relationship of dilating pupils
with arousal [2] as well as a with perceived attractiveness [22].
To correctly investigate if there is correlation between
cognitive aspects and the pupil’s response, pupillometry experiments are restricted to well-controlled
settings. It is crucial for experimenters to regulate the confounding factor of pupillary light reflex,
as pupils noticeably constrict in response to bright
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stimuli from the scene camera (Shown in Figure 1 ).

are meant for estimating gaze direction. One of a few

The main contribution of this work is to discuss the
challenges and benefits of a mobile pupillometry platform. Based on our case study results, we analyzed

mobile devices integrating pupillometry is [14] that

the effects between the less-controlled and traditional

been significantly viable in the lab settings, there is no

scenarios. We found that our mobile toolkit was able

explicit understanding of “how much” less-controlled

to resemble the proxy of one’s cognitive state in goal-

aspects will have exploitation possibilities to expand

oriented task performance. We bring about advan-

the current research.

measures the pupil size to assess brain injury in a VR
scenario. Since cognitive pupillometry research has

tages of a mobile pupillometry toolkit and discuss how
we can improve the technical limitations to motivate

3.

research in understanding cognitive mechanisms to-

To investigate the potential applications of the mo-

wards real world applications.

bile cognitive pupillometry, we utilized the off-the-

2.

shelf wearable eye tracker called Pupil Labs [21] and
attached a light sensor (TSL2561 luminosity sensor1 )

Background and Related Work

Toolkit Description

The most popular method for measuring the pupil size
is to use video-based eye trackers that can compute
the pupil diameter from imaging of the eye as part of
estimating the direction of gaze. High precision mea-

to measure lux values of presented stimuli correlated

surements of pupil diameter depend on a setup, and

the values were transmitted through a USB serial from

with the changes in the pupil diameter. Figure 1
shows our actual prototype of the toolkit. The light
sensor can detect ranges from up to 40,000 Lux, and

head-mounted or table-top trackers with chin rests are

a microcontroller (Feather M0 Basic Proto2 ). With

usually preferred to maintain a fixed camera-pupil dis-

the eye camera and the open-source eye-tracking al-

tance [9]. However, they are notorious for obtrusive

gorithm, 3d model fitting of the eye is captured and

measurements and mostly interfere with cognitive ex-

constantly updated based on observations of the eye

perimental protocols [13]. Remote eye trackers today

being tracked. World camera captures a scene from

are approaching a less invasive setup, with cameras

the wearer’s 100 degree field of view.

placed further from and not fixed to the participant’s

Figure 2 shows our recorder application. It receives

head [9], though stabilized luminance environments

3D pupil diameter data through ZMQ connection at

or stimuli become more crucial.

120 frames per second and the lux values at every

Researchers have attempted to take into account environmental or stimuli effects and several other factors,
such as the individual’s light sensitivity, that might
co-vary with pupil size measurements. In [19, 24],
adjusting pupil diameter data to compensate for the
overall luminance of stimuli have been introduced. An
algorithmic strategy to keep stable illumination conditions throughout the captured images is approached
for a wearable eye tracking device [12]. Pupil sensitivity or baseline correction have also been considered
to remove random fluctuations in pupil size [15, 16].

second.

Cognitive pupillometry is still subject to restric-

deployable mobile cognitive pupillometry. Our study

tions that make it least integrated into a mobile

method involves collecting necessary data to replicate

platform, compared to how EEG headsets [20] or

the classic studies on pupillary responses using our

The application also takes in the events

data synched with pupil and lux information to capture corresponding conditions of visual stimuli. The
tracker is connected to a laptop to receive all of these
data. Before we start the recorder application, we run
the calibration software offered from [21] to reflect accurate tracking of the individual’s eye movements.

4.

Case Study

We present a case study to gain a deeper understanding of potential impacts and design challenges of the

EOG glasses [5] are expanding to sensing of cog-

1 https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/TSL2561.pdf
Accessed: Jun 29, 2019
2 https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruitfeather-m0-basic-proto.pdf Accessed: Jun 29, 2019

nitive or emotional states in daily activity logs.
Many commercially-available wearable eye trackers
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Controlled Setup
The perception test of light sources was chosen
for the initial validation of our lux data collection
under the similar well-controlled settings as the
original research. We used a chin rest to control
head movements and allow for a fixed displaypupil distance. The experimental room had no
illumination other than the screen. As shown
in Figure 3(1a), we employed the original lightintensity-corrected image dataset for both conditions of scenes with sun or no sun. However, we
collected data from 7 subjects, whereas the original experiments had 26 subjects. Moreover, we

Fig. 2 Recorder application capturing pupil diameter (mm), lux values (Lux), and stimuli events.

showed 10 images per condition, compared to 20
images in the original design. We always had a
gray baseline screen between the images.

mobile toolkit discussed above.

We expect to see

quantitative and qualitative differences of the pupillary results with the original experimental settings.

Test 2
Our second test was based on the work from [15]

The findings will enable us to elaborate design re-

that observed the pupil to dilate when exposed

quirements as a mobile platform.

to goal-oriented visual search for targets. The
original research showed images of natural scenes

4.1

to the participants who were asked to find a hidden letter. When looking for less-obvious targets,

Replication of Prior Studies

which required mental effort to achieve the goal,

We performed two cognitive pupillary tests which
were explored in different setup properties. Head position, visual stimulus luminance, and lighting source
were controlled in Test 1 as a baseline to validate our
use of the lux sensor in the mobile toolkit. On the
other hand, we conducted Test 2 in less-controlled
settings, accepting free head movements under semicontrolled stimulus luminance and lighting to investigate the scope of mobile cognitive pupillometry. The
followings are the details of the replication of previous
studies:
Test 1
Our first test was based on the work from [18]
that observed the pupil to constrict when exposed
to brightness illusions. Specifically, participants

the observers had fixations over the images with
large pupils.
Semi-Controlled Setup
Based on the pupil response findings from [15],
we employed the experimental procedures of visual search of “Finding Waldo” from [7].

As

shown in Figure 3(2a), the conditions were split
into 1) no-goal-driven viewing of example images
with obvious targets and 2) goal-driven viewing
for non-obvious targets. We expected the rise of
the pupil diameter when evoked in goal-oriented
performance. We did not utilize a chin rest and
had regulated light sources other than the display screen. Images were not precisely corrected
but we made sure the images had no originial

were given with pictures of natural scenes with

light intensity differences (measured at a fixed

the sun and without the sun. While observing

distance from our light sensor) more than 1 Lux.

the images on a display screen, the participants’

We gave 5 images per condition, and 24 subjects’

pupil constriction was seen more under the sun

data were collected, in comparison to 16 subjects

condition than no-sun condition, even though the

with 100 search-for-target images per condition
in the original study of [15].

sun images were lower in luminance than those
without the sun.
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Fig. 3 Test 1: Subjective Perception of Brightness Illusions, Test 2: Mental Effort in Goal-Driven Performance;
(a) Data collection procedures with actual values of lux and pupil size captured, and events of stimuli; (b, c,
d) Average change in pupil diameter in mm (solid lines) under each condition as a function of sampling frames.
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image conditions were found statistically different (p
< 0.02 with Sun, p < 0.01 with No-Sun).
In Test 2, since the original research examined large
pupils at fixations during tasks which required heavy
mental effort, we also measured the average pupil size
around fixations over images per condition. Fixation
clusters and timestamps were extracted using gaze
analysis software offered from Pupil Labs [21]. The
pupil size average in the condition to search for Waldo
Fig. 4 Examples of Pupil Size Data Shown in Green;

was 5.03mm, whereas 4.43mm during no search for

(a) Noisy data with loss of tracking, with 1. sudden

Waldo. This showed the median of pupil diameter

jumps and 2. zero values; (b) Less noisy data.

size was larger during goal-oriented visual search. The
statistical significance was, however, not observed be-

5.

tween the goal-driven and no-goal-driven conditions

Findings

(p = 0.244).

We provide quantitative and qualitative findings
to explore the possibilities and limitations of lesscontrolled settings under our mobile platform when
running cognitive pupillary research.

5.2

Subjective Analysis

As for the initial validation of our lux data collec-

5.1

tion, our mobile toolkit was able to measure lux values
within the view angle of the sensor, which were con-

Statistical Analysis

sistent throughout each corresponding visual stimuli
We run non-pairwise T-tests to compare the conditions (Test 1: Sun and No-Sun, Test 2: Goal-Driven
and No-Goal-Driven). Due to loss of pupil diameter tracking for multiple factors, we were able to use
10 participants’ data in Test 2 even though the total
number of participants was 24. Since the main purpose of Test 1 was to validate our light sensor, we used
all of the data from 7 participants. Figure 4 shows
examples of pupil size data that were captured with
random value fluctuations and jumps, in comparison
to less noisy data we used in our analysis.

condition with respect to pupil diameters over time.

In Test 1, the average lux value captured under the
sun condition was 7.75 Lux, which was statistically
different from the no-sun condition with the average
of 14.00 Lux (p = 0.02). The average pupil size under the sun condition across subjects was 3.93mm. In
the no-sun condition, the average size was 3.58mm.
During the baseline gray screen, the pupil size average was 4.28mm. While we did not observe smaller
pupil size under the sun condition, there was a strong
trend toward significance between the sun and no-sun
conditions (p = 0.076). Also, gray default screen and

images. Though the amount of images and the num-

Figure 3(1a) especially showed how our lux meter captured appropriate values according to the stimuli.
With respect to the luminance results, we plotted
pupil diameters per stimulti condition in Figure 3 for
both Test 1 and 2. In Test 1, we did not observe
the same responses as the original experiment. While
this test utilized a controlled setup, as shown in Figure 3(1b, 1c, 1d), there was no larger pupil constriction examined in average in the lower-brightness sun
stimuli condition than the higher-brightness no-sun
ber of participants that were almost half of what the
original study prepared could be a strong factor, the
eye tracker used in the original study [18] captured
data at a rate of 1000 Hz. Moreover, increased highlevel image processing and attention were mentioned
in the previous results to explain larger pupil constrictions. We could interpret that the individual’s
responses in such scenarios for sun and no-sun images
may vary strongly.
As shown in Figure 3(2b, 2c, 2d), we were able to
observe the effects of large average pupils during the
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Technical difficulties lie in the constant tracking of
pupil size. While lux values in both Test 1 and Test
2 were mostly captured without any glitches, noise
of pupil data affected our analysis in both setups of
controlled and semi-controlled. Free head movements
and less-restricted light conditions did not change the
quality of the data capture process. With our use
of the current tracker, we can frequently expect the
loss of data under other various factors, resulting in
sudden jumps and continuous fluctuations in data.

served from 10 participants in Test 2.

The question remains what kind of internal mechanisms can be best observed in mobile cognitive research. Out of the two tests, the subjective perception
effects can be implied less than task-oriented mental focus and load. While more dataset/trials may
be required to capture the similar results as originally found, top-down behaviors on task exploitation,
rather than subjective perception, resembled more
with existing cognitive pupillary responses.

visual search for less-prominent targets, as originally

7.

found in [15]. In addition, we found a response of

This research focuses on understanding the implica-

pupil size increase while the lux value increased due

tions of the deployable pupillometry integrated mobile

to the participants leaning closer to the screen during

platform. With the mobile toolkit and testing of ex-

the task. Figure 5 shows a finding which contrasted

periments outside of the lab, people’s goal-driven be-

with pupillary light reflex of pupil constriction under

haviors and intentions can be analyzed based on the
reflection of pupil size changes. Our future work involves extracting the pupil-lux patterns that we found
and paving the way to detect the patterns for mental
focus, attention, and load estimation. With our design implications, we aim to expand current research
on cognitive processes beyond the traditional measuring settings.

Fig. 5 Simultaneous pupil (green line) and lux (orange dots) rise with respect to sampling frames, ob-

bright stimulus exposure, and how internal states such
as their mental effort may have affected the response.
As the participants spent more time in the task, we
also observed the increase in pupil diameters during
the collection of consistent lux values.

6.

Design Implications

Mobile cognitive pupillometry research will expand
the design of experiments to further understand about
human cognition and intention. When taking into

Conclusion and Future Work
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Abstract

を推察しているといわれている．しかし，発言や表情，

学習者は自分自身の理解状態をうまく説明できない

行動から特定の教材に対して学習者がどのように理解

ことが多い．だが，学習者がいつ「理解が難しい」と

しているかを読み取ることについての研究は少なく[1]，

感じているかを特定できれば，教授者は適切なタイミ

直感的な理解の把握がどの程度まで正確なのかについ

ングで学習者を支援することができる．そこで，本研

ては未解明な部分が多く残されている．

究では学習者の理解を推定する非言語的手がかりとし

学習者が発する非言語的手掛かりに関して，授業中

て自発性瞬目の群発に注目した．理解の程度が明確に

に大学生を観察した研究 [3]（研究 1）では，種々の非

分かれる状況を作るために数 III の履修者，非履修者に

言語行動のうち，教授内容の難易度によってまばたき

対して「導関数の定義を用いた log x の微分」の解法を

（自発性瞬目．以下，単に瞬目と呼ぶ）とうなずきの

説明した講義の映像を提示し，視聴時の自発性瞬目を

生起頻度，視線の向きの切り替え回数が異なることが

アイトラッカーで検出した．本研究では，観察された

明らかになった．具体的には，易内容では難内容より

個人の瞬目間間隔（IBI）から瞬目群発を定義する手法

うなずきが多く，難内容では易内容よりも瞬目が多か

を新たに提案した．提案手法に基づいた瞬目群発は，

った．

連続した複数の IBI の情報を用いた場合に履修者と非

この研究において，教授内容の理解度は，学習者自

履修者を弁別可能であった．非履修者に多く見られた

身による主観的評定では，0％から 100％の 11 段階の

瞬目群発は，学生が「理解が難しい」と感じたことの

うち難内容では平均 57.81%，易内容では平均 79.69%

指標になることが示唆された．

であり，実験操作を適切に反映したものになっていた．

キーワード ― 瞬目群発, 自発性瞬目, 内容理解, 教授
学習過程, 視線計測

ところが，学習者（受け手）の授業中の様子をビデオ

1.

撮影し，その映像を他の大学生に提示して難易度を判
断させた次の研究[3]（研究 2）では，難内容の教授を

はじめに

受けた学生の理解度は平均で 55.05％と判断され，また，

1. 瞬目と理解の関係

易内容の教授を受けた学生の理解度は平均で 58.52％

教師は，授業がリアルタイムで進行していく中で意

と判断された．文献[3]の著者らは，この結果について，

思決定し，教授行動を修正していく．これには，学習

統計的に有意な差があることを根拠に，大学生が非言

者（児童・生徒や学生）の理解状態についてのフィー

語的な手がかりから理解度を正しく判断したと結論し

ドバックが常に必要である．しかし，学習者にとって，

ている．しかしながら，平均値の差はごくわずかであ

自分自身がまだ十分に理解できていない内容を正確に

り，主効果は小さい．したがって，この結果はむしろ，

把握することは容易ではない．結果として，学習者は，

少なくとも訓練を受けていない学生は，非言語的な手

「自分自身がどれくらい理解しているか」や「何が理

がかりから理解度を正確に判断することは難しいこと

解できないか」を説明できないことも多い．それゆえ

を示している．

教師は，学習者の学習状況や理解状況について読み取

これらの知見が示唆するのは，学習者はうなずきや

っていく必要がある．

視線の向き，瞬目といった理解状態に関連する非言語

経験的な言説としては[ 2]，熟練した教師は，学習者

情報を発しているにもかかわらず，通常そうしたシグ

が発する言語的な応答を手がかりとするのに加えて，

ナルは，熟練教師でなければ感知することは難しいと

非言語的な手がかりも利用しながら学習者の理解状態

いうことである．もしこうした問題を解決し，非言語
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情報を手がかりにして学習者が理解の難しさを感じた

が認知負荷の高い情報処理の終了時点に生じやすいこ

時点を教育経験に関わらず特定できれば，教授者は適

とを示唆しており，授業中の学習者が「理解が難しい」

切なタイミングで学習者を支援することができる．

と感じた箇所を，瞬目群発が発生した時刻から同定で

そこで本研究では，学習者の非言語情報のどのよう

きる可能性は高い．

な特徴量が理解状態を推定するために利用できるかを

3. 瞬目パタンの個人差

明らかにすることを目的とした．とりわけ，非言語情

理解状態の推定の指標として瞬目を活用する際には，

報のうち，本研究では特に学習者の瞬目に注目した．

克服すべき課題が残されている．それは，瞬目の生起

それには二つの理由がある．

頻度やパタン（瞬目間間隔の規則性）に，かなり広範

第一の理由は，瞬目が認知活動と連動していること

囲での個人差が見られることである．通常 60 秒当たり

が確かめられているからである．自発性瞬目は視覚的

の瞬目回数として計算される瞬目率（blinks per minutes）

注意と関連しており[4]，認知負荷の高さや情報処理の

は，年齢が上がるにつれて次第に高まることが知られ

複雑さと連動して生起パタンが変化する[5], [6]．この

ており[7]，その他にも喫煙やドライアイなどの要因に

現象は，近年に至るまで多くの研究で追試・再現され

よって上昇することが知られている．また，瞬目率は

ている．第二の理由は，まばたきの生起頻度が十分に

緊張などの感情状態の影響も受けるため[7]，実験参加

高いからである．まばたきは平均して 2－3 秒に１回と

者がその場をどのように認知するかによって瞬目パタ

高い頻度で生じるため[7]，うなずきや視線の向きとい

ンが変化するという状況依存性も十分に考えられる．

った他の情報に比べて特徴量の時間解像度が高い．こ

これらの諸要因によって生じる大きな個人差により，

のことは，理解状態を推定するために用いる非言語情

瞬目率などを群間で直接的に比較する手法では，理解

報として優位性が認められる．

状態が個人差に埋もれてしまう可能性も否定できない．

2. 授業中の理解の変動を捉える手法の提案

このため，本研究では個人の瞬目間間隔の特徴的なパ

これまでも，まばたきが人の認知面での内部状態を

タンのうち，特に瞬目群発から理解状態を捉える指標

推定する指標になりうることについては，知覚的弁別

を提案する．具体的には，瞬目群発の基準時間を定め

課題や視覚的なモニタリング状態（ビジランス）に関

るために，参加者個人の瞬目間間隔（IBI, inter-blink

する研究などがあった[8]．しかし，ほとんどの研究で

intervals）データをランダムにシャッフルしたサロゲー

は異変を知覚した際に反応にするという単純な心理実

トデータ作成する．サロゲートデータには，個人の瞬

験の課題を扱うにとどまっていた．このため，授業の

目間間隔の平均値や標準偏差といった統計量を保持し

ような長く複雑な内容を呈示した場合の瞬目について

ながら，時間相関を打ち消すという特徴がある．この

は，よくわかっていない部分も多い．

手法により，個人の瞬目特性を踏まえつつ，その個人

近年の研究では，人は数秒のオーダというごく短期

の瞬目システムにおいて実際に生じうる範囲で統計的

間に生じる課題要求の変化に応じて，方略的に（しか

に有意な瞬目群発を特定する（計算手法は方法の「6.

し意図的ではなく）瞬目のタイミングを変えられるこ

瞬目群発の定義」で後述する）．

とが示されている[9]．こうした瞬目パタンの変化は，

4. 理解度の個人差

瞬目率の変化として観察される．

まばたきの個人差とは別に，理解の難易度の個人差

実験的にも，課題の困難度が高まると瞬目率が増加

も考慮した実験計画が必要である．なぜなら，瞬目の

することがいくつかの研究で明らかになっている[5],

パタンにある違いが検出されたとしても，現に学習者

[6], [8]．この現象は，情報処理終了時に瞬目が生起し，

（実験参加者）が体験する難易度が明確に操作されて

認知負荷が高いほど瞬目の頻度も高まるためだと説明

いなければ，瞬目パタンの変化を理解の難易度に起因

されている[8]．実際に，実験中の認知課題の終了前後

するものだと結論できないからである．

の瞬目頻度を集計する方法[5]では，情報処理終了時点

実験参加者が感じた理解の難易度を操作するために，

から瞬目が短い間に連続して生じること知られている．

本研究では「導関数の定義を用いたlog 𝑥の微分の解法」

こうした“瞬目群発（blink burst）”は，認知負荷が高

（以下，「log 𝑥の微分の解法」）を説明する授業の映

まる条件下で頻繁に生じるとともに，群発に含まれる

像・音声を呈示する．この授業内容は，数 III 非履修の

瞬目回数が増えることが知られている．こうした知見

学生にとっては馴染みがなく，理解は非常に難しいと

は，短い期間に多くの回数の瞬目が連続する瞬目群発

想定できる．その一方で，数 III を履修して現在も研究
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や授業において日常的に数学を用いる学生にとっては

再度開くまでの時間が 1.5 秒以上である反応が複数あ

ごく基礎的な内容であり，理解は容易だと考えられる．

った．通常の瞬目では 0.4 秒ほどであることを踏まえ

これにより，同一の呈示刺激に対して理解度が明確に

ると，これは自発性瞬目ではなく意図的に瞼を閉じる

異なる状況を設定する．

動作だと考えられる．このため，この 1 名のデータを

以上の議論を踏まえ，本研究では，瞬目群発の基準

分析からから除外した．高校で数 III 課程を履修したか

を参加者個人ごとに定め，「理解が難しい」と感じた

どうかによって 2 群に分けられた．それぞれ，履修群

時点を同定できるかどうかを検討する．そのために，

（2 名），非履修群（4 名）と呼ぶ．確認テスト（後述）

次の 2 つの仮説を検証する．（１）理解が容易な内容

によって授業映像呈示前の理解状況を確認したところ，

を提示される期間には瞬目群発が生じにくい，加えて，

履修群では全員が全問正答していた．一方，非履修者

（２）非履修者にとって理解が困難な内容を提示され

でlog 𝑥の微分について正答したものはいなかった．

る期間に生じた瞬目群発が生じやすく，そのタイミン

2. 呈示刺激

グは「理解が難しい」と感じた時点と対応する．

呈示刺激は「2 桁×3 桁の筆算」および「log 𝑥の微分
の解法」について説明をした授業を撮影した映像・音

2.

方法

声であった．それぞれ約 209[s]（=3 分 29 秒），約 397[s]

1. 参加者

（=6 分 37 秒）であった．実際に授業で用いられた板

実験参加者は 20 歳～31 歳の 7 名（男性 3 名，女性 4

書の記録を図 1 に示す．

名）であった．うち男性 1 名は，目を閉じ始めてから

どちらの授業も同一の男性の塾講師 1 名が行った．

(a) 2 桁×3 桁の筆算について

(b) log 𝑥の微分について
図 1 授業終了時の板書内容
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この塾講師は，24 歳で塾講師歴 5 年であり，数学を専

事情から，瞬目群発について，研究の文脈によってさ

門に受け持っていた．今回呈示刺激にする授業につい

まざまに定義されてきた．例えば，山田と宮田[11]は

ては，著者が決定した内容を伝え，あらかじめ授業計

IBI が 0.5 秒以下の連続する２つの瞬目が出現したとき，

画および板書計画を立ててもらった．撮影した授業を

第二の瞬目を瞬目群発と定義している．また，保坂と

呈示刺激とする際には，各授業映像の前に 10 秒に渡り

渡辺[12]は，1 秒以下の IBI が２つ以上連続して生起す

黒い画面が呈示され，その後，注視のターゲットとし

るとき，それらの IBI を構成している全ての瞬目を１

て「+」マークが 5 秒間呈示された．

つの瞬目群発と定義している．いずれの場合にも，定

3. 理解度の確認テスト

義の基準となる時間は，0.5 秒や 1 秒といった値がすべ

事前の理解状態および授業を受けたことによる変化

ての参加者に適用されてきた．

を調べるためにテストを行った．問題は全部で 4 問あ

しかしながら，こうした定義を実験参加者に一律に

𝑥

り，それぞれ，関数sin 𝑥，cos 𝑥，𝑒 ，log 𝑥を微分する

適用するのは妥当ではないと思われる．なぜなら，こ

という問題であった（正答は，順にcos 𝑥，−sin 𝑥，𝑒 𝑥 ，

れらの手続きでは瞬目の動きに関与する腱や筋肉の発

1/𝑥）．解法に制約は設けなかった．

達による個人差や社会的要因から生じる個人差を排除

4. 装置とデータ収集

できないからである．こうした瞬目群発の定義問題に

実験参加者の瞬目の判定・記録には，THE EYE

対処するために，本研究では，瞬目群発を「十分に短

TRIBE（THE EYE TRIBE Inc, Copenhagen）を用いた[10]．

い時間内に連続して生じた一連の瞬目」と定義した．

瞬目時には，瞼が瞳を覆うため，物理的に瞳孔が検出

この定義の「十分に短い時間」とは，絶対的な時間で

できなくなる．この性質を利用し，時系列データのう

はなく，個人の IBI の特徴量に基づいて決定する量で

ち顔検出が行われており，かつ，瞳孔サイズ検出がで

ある．例えば，連続した 3 回の瞬目を定義に採用する

きない状態から瞬目を判定した．計測時のサンプリン

場合，それらの瞬目が生じた時点から計算される 2 つ

グ周波数は 30 Hz であった．

の IBI を用いて計算する．同様に，連続した 4 回の瞬

5. 手続き

目を定義に採用する場合，
3つのIBIを用いて計算する．

実験参加者は，実験室に案内され，モニターの前の

IBI のデータの順序をランダムに並び替えるサロゲ

椅子に座るよう指示された．まず理解度の確認テスト

ート法を用いた．例えば，連続する 2 つの IBI の合計

を行った．次に，モニターから約 60 ㎝離れた位置で見

時間が「十分に短い時間」と判断する基準を作成する

ることができるように位置を決め，視線計測装置のキ

ためには，オリジナルデータの順序をランダムにシャ

ャリブレーションを行った．その状態で 2 回の授業の

ッフルして作成したサロゲートデータについて，連続

映像を順に呈示した．

する 2 つの IBI の合計時間を計算し，合計時間分布に

授業の映像・音声を提示した後に，再度理解度の確

おける 5％パーセンタイル値を特定した．
これを 10 000

認テストを行った．その後，高校で数 III を履修したこ

回繰り返して，連続する 2 つの IBI の合計時間分布に

とがあるか否か，大学で微分に関する授業を受けたこ

おける 5％パーセンタイル値の 95％信頼区間を求めた．

とがあるかについて質問紙調査を行った．この質問紙

この基準の時間よりも実データの連続する 2 つの IBI

調査の回答結果は，実験参加者を履修群，非履修群に

の合計時間が短い場合に有意に短いと判断した．

分けるのに用いた．

3.

次に，この研究の主要な目的が「授業内容の理解」
を調べることであると告げ，理解の難易度が高い部分

結果

1. 瞬目率の変動

を指摘してもらうよう教示した．具体的には，ビデオ

履修者と非履修者との間で瞬目率の極大値や極小値

を再生しながら「理解が難しい」と感じた時点に差し

にはそれほど大きな差は見られなかった．このため，

掛かったところで報告するように求めた．

瞬目率だけから両者の違いを見出すことは容易ではな

6. 瞬目群発の定義

かった（5 秒および 10 秒の時間窓ごとに集計した瞬目

瞬目群発は，古くから知られているにもかかわらず，
瞬目研究をレビューした文献[3]でも，「数量的に評価

率を時系列の例を図 4 に示す）．
2. 瞬目群発の回数

するにあたっての標準化はされておらず，定義も明確

履修者と非履修者のそれぞれに，本研究の提案手法

とはいえない」（p. 64）と指摘されている．そうした

を適用し，瞬目群発が生じたと判定された回数を図 2
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(b)「 log xの微分の解法」の期間

(a) 「2 桁×3 桁の筆算」の期間

図 2 瞬目群発に関する履修者，非履修者の比較
IBI の添え字は計算に用いた IBI の個数を表す．例えば IBI_2 なら 2 個の IBI の合計時間について
サロゲートデータを作成したことを意味する．
に示す．ただし，図 3 中の IBI_1 は，IBI 単純にランダ

答した．式変形が複雑である部分を中心に，実験者が

ムシャッフルした場合の結果を示している．この結果

再度「難しいと感じた」ところはないか確認したが，

から，瞬目群発の回数は，「2 桁×3 桁の筆算」の期間

該当する部分はないと回答した．それに対して，非履

において，全体として群発回数が少なく，履修者と非

修者は，主に対数同士の加算・減算が対数の真数同士

履修者の間に差は見られないことがわかる．それに対

の乗算・除算になること，自然対数 e の定義式，式変

して，「log 𝑥の微分の解法」の期間では，IBI を単純に

形で真数全体に1/xを施すところで難しいと回答した．

ランダムシャッフルした場合（IBI_1）を除き，履修者

4.

より非履修者の方が瞬目群発の回数は多かった．瞬目
群発が生じたタイミングの例を図 4 に示す．

考察

本研究の目的は，非言語的手がかりのうち，瞬目群

また，同じ瞬目データについて，先行研究[11], [12]

発から「理解が難しい」と感じた時点を特定できるか

の定義に従って瞬目群発だと判定された回数を図 3 に

否かを検討することであった．提案手法で定義された

示す．この結果において群発回数は，「log 𝑥の微分の

瞬目群発は，「log 𝑥の微分の解法」の期間に非履修者

解法」の期間でも，履修者と非履修者の差はほとんど

においてのみ頻繁に生じていた（図 2(a), 図 2(b)）．事

見られなかった．このため，図 3 の結果では両者を弁

前事後の確認テストおよびインタビューの結果より，

別することはできなかった．

数 III 履修者では，「理解が難しい」という事態がほと

3. インタビューに基づく「理解が難しい」箇所

んど生じていなかった．それに対して数 III 履修者では，

群発回数

履修者は理解するのに難しいところはなかったと回

8
7
6
5
4
3
2
1
0

インタビューの結果より，「log 𝑥の微分の解法」にお
いて「理解が難しい」と感じる時点が複数生じていた．

履修者

これらの時点は，瞬目群発が生じる時点と対応してい

非履修者

た．本研究では実験参加者が少ないため断定はできな
いが，これらの結果はいずれも，学習者が「理解が難
しい」と感じた時点を瞬目群発から特定できるという
本研究の仮説を支持している．今後，実験参加者の数
や属性を増やし，この知見が普遍的で統計的にも確か

2桁×3桁

logx

文献[11]の定義

2桁×3桁

らしいことを保証することが課題となる．

logx

授業という長く複雑な認知課題は，従来瞬目指標を

文献[12]の定義

扱った研究ではあまり用いられておらず，参加者（学

図 3 先行研究の定義に基づく瞬目群発回数

習者）の瞬目パタンへの影響の実態は未解明であった．
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この点について，本研究の結果は，心理実験での場合

負荷に連動して生じたと解釈するのが妥当であろう．

と同様に，授業を呈示刺激としたときも瞬目群発はラ

したがって，本研究の結果は，参加者自身が予測を生

ンダムではなく特定の時点で生じることを示唆した．

み出し，一義的ではない刺激を分節化するような能動

しかもその多くは「log x の微分の解法」の期間中に生

的な認知負荷の変動によって瞬目群発が生じることを

じており，内容を理解するのが困難だった非履修者に

表している．加えて，本研究の関心である理解の推定

おいて集中していた（図 2(a)）．非履修者にとって，

については，瞬目群発から「理解が難しい」と感じた

「理解が難しい」という感覚は，理解のために必要と

時点をある程度予測できることが示唆された．瞬目群

なる心的操作の複雑さによって生じたと思われる（図

発の判定の基準となる時間を実験参加者に一律に適用

1(b)の式変換）．この解釈の妥当性は，非履修者にとっ

する先行研究の定義では，こうした差は見ることがで

ても理解が容易であった「2 桁×3 桁の筆算」では，瞬

きなかったのと比較すると，提案手法には理解の推定

目群発がほとんど生じなかった（図 2(b)）という結果

する上で優位性があることが示唆される．

からも支持されるであろう．

ただし，インタビューの分析結果から，実験参加者

瞬目率とその変動には，種々の要因が影響するが[3],

が「理解が難しい」と感じていないと回答した場合で

[7]，本研究では個人内で瞬目群発の基準を設けている

も，授業のビデオを視聴中に瞬目群発が生じたと判定

ため，ドライアイや喫煙などによる瞬目率の個人差に

されるケースがみられた（例えば，図 4(a)の 480 秒時

よって生じるバイアスは補正されたと思われる．また，

点および 540 秒時点）．これは，本来「理解が難しい」

実験中には連続した映像が呈示される状況は一貫し，

状況が生じていないのに，そのように判断してしまう

社会的要因は変化していないため，感情面での変化が

誤り（false positive）といえるが，授業場面を念頭に置

あったとも考え難い．こうした要因を排除できるとす

くと，この傾向は学習者の支援につながると考えられ

れば，瞬目群発は課題に関連した情報処理に伴う認知

る．「理解が難しい」というシグナルがあれば，教師

2 桁×3 桁の筆算

log xの微分の解法

(a) 実験参加者 A（数 III 履修者）について

(b) 実験参加者 B（数 III 非履修者）について
図 4 瞬目率時系列の例

上向き矢印（↑）は，3 つの IBI を用いて定義した場合に瞬目群発だと判定された時点を示している．
瞬目群発は実験参加者 A では 3 回観察されたのに対し，実験参加者 B では「log xの微分の解法」の
期間のみで 11 回観察された．
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要旨

心を必ずしも意図せずに理解する勘みたいなものであ

自閉スペクトラム症(ASD)の認知・行動パターンに

る。心理・社会的文脈という点ではストーリーを作る

関わる物語生成を論じた。ASD については統一的な理

ことにも関連する。
「心の理論」は ASD の 症 状とし

解には至っていない。一方で「ストーリー」を活用す

て は「 社会的 コミュ ニケ ーショ ン 」の障 害に表

る ASD 支援が有効とされている。しかし、有効性は基

れ る。こ れは、特に高機能（IQ が正常以上）の場合

礎となる物語生成論からは説明されていない。本報告

には 14 歳までに改善する例が多いとされる[3]。筆者

では、学生の論文作成の支援に基づき、ASD の物語生

のように大学生を対象とした場合、日常のコミュニケ

成理論に基づく理解を提示した。

ーションにおいては問題点に気づかれる例は少ない。

困 難は「何を語るか」よりも「如何に語るか」だっ

それは、会話におけるストーリーのマニュアルを作成

た。 彼らは「部分」や「非連続性」について敏感であ

することによって半ば意図的に対応しているからであ

るため、強い「驚き」と感じ物語が進まなくなってし

る。後述の「実行機能」にも関わってくるが、長期記

まう。
「全体と部分」は「中枢性統合」の、
「連続性と

憶は良好であるため多くのマニュアルを保持しておく

非連続性」は実行機能の働きとも言える。また、人の

ことが可能なのである。

心を文脈の中で理解する「心の理論」にも通ずるもの

学生の場合、
「実行機能」と「中枢性統合」に関する

である。この理解に基づいて、物語生成理論に基づく

課題が表面化しやすい。症状としては「限定された反

支援ツールについても展望した。

復する様式の行動、興味、活動」として表れる。
「反復
行動」は、3 歳から 14 歳までほとんど改善を示さなか

1.

はじめに

ったと上記論文で報告されている[3]。もちろん、大学

筆者は、自閉スペクトラム症(Autism Spectrum

生の場合「同じ動作を繰り返す」などのいわゆる常同

Disorders: ASD)の 認 知・ 行動パ ター ン の傾 向が

行動としては表れることは少ない。実は、これらの症

あ る学生 の学 習支援 を行 い 、また学 習支援 と物

状は、詳しく聞いて初めて理解できるような認知・行

語 生成に 関す る 共同研究を行ってきた[1][2]。本報告

動パターンとして表れてくる。

では、ASD の 認知・ 行動 パター ンを 物語生 成か

「実行機能」は、新たな事態において自分で行動を

ら 検 討 し 、 共同研究者小方他による物語生成理論に

組み立てる時に必要となる。行動というものは経験を

よる学習支 援を展望したい。

積むことでパターン化・マニュアル化されてくる。
「実
行機能」は、このようなパターン化・マニュアル化さ

2.

三つの仮説について

れていない行動が求められる場面で必要となるもので

ASD の 認知・行動パ ター ン につ いて は 、心の

ある。実行機能がうまく働かない場合、予測がつかな

理論、実行機能、中枢性統合に関する三仮説があるが、

いことに直面すると、対応する計画変更ができないこ

現時点では統合理論には至っていない。したがって、

となどで不安になる。その結果、それまでの経験でパ

物語生成についても三仮説の観点から検討す

ターン化された認知とそれに基づく行動にとどまって

る 必要が ある 。

しまうものである。そう考えると、ある意味では常同

「心の理論」は人の心を理解する能力である。いわ

行動ともいえるだろう。

ば、経験を生かした心理・社会的文脈によって、人の

「中枢性統合」は、ASD に おいて は全体の意味を
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求める指向性や意欲が低いという傾向によって表れる。

分 部分に つい ては、すで にでき てい るとい うこ

そのため、部分の意味が全体の意味につながらない。

と が共通 して いる 。例え ば、「パワ ーポイ ント

したがって、意味は断片や部分に限定されるという傾

の スライ ドの 一つ一 つは 書ける のだ が、その繋

向を示す。つまり、目の前の出来事に拘ってしまって、

ぎがうまく説明できない」と話す学生が多い。

大局的な見方ができないという傾向として表れる。し

と ころが、こ ちらが 彼ら の話を 引き 出すよ うな

かし、逆に全体の文脈に束縛されてしまわないという

対 話をす ると、そ れに応 じて 内 容を 自ら語 るこ

能力は高いとも言えるのである。

と ができ る場 合が多 い。例え ば、「どこ に着目
し た？ 」「そ れから ？」「何を 調べ た？（実験

3.

論文作成と物語生成

し た？ ）」「 その 結果は ？」「そこ から何 が言

ここでは学習支援の中でも論文作成の支援に絞って

え るの？」と いう問 いか けをす れば 答える こと

考える。そもそも、論文とはなにかという点から考え

が できる。つ まり、問題 となる のは「如何に」語

てみたい。論文とは、例えば①背景②目的③結果④考

るのかの側面の 方と思 われ る 。

察⑤今後の展望、というような枠組みにそって自分の

しかし、物語生成とは異なる側面もある。それは、

テーマについて自分の見解を述べるものである。見解

上述のように論文には、物語における枠組みである「起

の中には、新たな発見や発想も含まれる。それを述べ

承転結」よりも詳細な、一定の全体の形式があるとい

る際には、意識化の程度は様々だが、ある種の読者を

う点である。したがって、論文に限定した方が、後述

想定していると考えられる。その読者の反応を詳細に

の「物語生成システム」としてのプログラム化の可能

予想しつつ、読者の疑問や意見に応答するというプロ

性が高いと思われる。とはいえ、後述することになる

セスを、いわば自身の中でシミュレーションすること

が、部分と全体という両方があるというのは、論文作

によって執筆する。このように考えると、論文とは一

成と物語生成との共通点ともいえる。

定の形式をとる想定上のコミュニケーションであると

4.

もいえるだろう。コミュニケーションに困難がある学
生が論文執筆に困難を感じるのは当然ともいえるので

論文作成の困難

このように、ASD の 認知・行動 パター ンのあ る

はないだろうか。

学 生は 、述べる内容あるいは「何を語るのか」がない

このように自分の考えを人に伝えるプロセスである

わけではないのに、
「如何に」語るのかに 困 難があ る

という点では論文作成と物語生成とが共通している。

と 想定さ れる 。

より正確に述べれば、論文作成には様々な要素がある

こ のよう な困 難は 、具体 的には どの ように 体

が、本報告では自分の考えを人に伝えるというプロセ

験 されて いる のだろ うか 。精神病理学では、このよ

スについて注目するということである。
なぜなら、
ASD

うな意識的体験をきっかけとして検討していく。よく

の 認知・行動 パター ン の ある学 生の 論文作 成の

見られる困難には、実際には区別しにくい例もないわ

支 援を行 う際 には 、論文 作成に おけ る この 点が

けではないが、二通りに分けられる。第一に、書いて

問 題とな るか らであ る。このように、自分の考えを

いる目前の事柄に拘ってしまって論文を先に進められ

人に伝えるという点に関しては、論文作成と共通する

なくなるという傾向である。これを「些事拘泥型」と

物語生成について次に検討する。

呼ぶこととする。第二に、逆に当初にたてた全体の目

秋元・小方によると、
「物語論では、物語における『何

的に拘ってしまって先に進めなくなることもある。こ

を』語るかの側面（物語内容 story）と『如何に』語る

れを、
「目標拘泥型」と呼ぶ。表１に具体例を記述した。

のかの側面（物語言説 discourse）
」が区別することが

（表 1.参照）

できるとしている[4]。後述のようにここでは、
「物語言

こ のよう な、ASD の 認知・行動 パタ ーンの あ

説機構」における「如何に語るか」についてはふれな

る 学生の 論文 作成の 困難 につい て 検 討する。上

い。

述 の よ う に 心理・社会的文脈によって、人の心を理

ところで、論文作成においては、
「何を」語るかとい

解するという点では、
「心の理論」という観点からも、

う内容はもちろん重要である。しかし、ASD の 認 知・

ストーリーを作ることに関連してくる。しかし、大学

行 動パタ ーン のある 学生 は 、論文に おいて 述べ

生を対象とした場合、日常のコミュニケーションにお

る 内容 、つま り「何を語 るのか」に ついて は部

いては問題点に気づかれる例は少ない。それは、前述
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のように、日常のレベルでは、多くの新たな事態では

ない場合においては、それまで蓄積したマニュアルに
よって対応できるからである。

表１．論文作成困難の例

ところが、論文作成においては、
「実行機能」が必要

些事拘泥

驚き！

１．研究全体としては重要性の低い調査対象

調査対象情報が

情報の正確さに拘って、論文が進まない。

不十分だった！

２．初めの「目的」で、
「実際にやってみない

結果が出る前に

とわからない」
「期待した結果につながるか分

目的を書くこと

してしまう。つまり、論文作成の困難について説明す

からない」と目的の達成に拘って進まない。

に直面！

るためには、心理・社会的文脈による理解という観点

３．
「論文はキッチリ書かなければならない」

論文では文体が

からよりも、
「実行機能」や「中枢性統合」という観点

と書き方に拘って、
「はじめに」から先に進ま

大事なのに、文

からの方が説明しやすい。

ない。先行研究どおりの文体がいいか迷う。

体の明示がな

となるような、新たな事態に直面することが必ずある。
そうした場合や、
「中枢性統合」によって、部分と全体
の関連を見る必要に迫られるという場面で困難に直面

ASD の 認知・行 動パター ンのあ る学 生 は 、上

い！

述のように新たな事態における、情報や方針の切り替

４．先行研究を読むと、それを完全に理解し

先行研究を完全

ようと拘って、論文が進まない。自分の視点

に理解していな

から必要部分だけを引用できない。

いと引用できな

景から理解しようとすると、ワーキングメモリーとい

い！

う観点からみるとこれらの学生の意識的体験をより説

５．論文を書き始めた時点で「目前の」主語

文法の正しさが

明しやすくなる。

や述語が違うのではないか、段落をどこにし

完全ではなかっ

よう等のチェックに時間をかけるので進まな

た！

えという実行機能を柔軟に活用しにくい。その点を背

足立によると「ワーキングメモリー上に特定の語彙
情報が留まり続け、それに関連する情報が処理容量を

い。

消費することにより、本質的理解に関連する情報を留

６.発表スライドの一枚一枚を完全にすべき

一枚のスライド

と考え、先に進まない。

が完全ではなか

めることが難しい」とされている[5]。この「留まり続
ける」というのは、筆者も頻繁に経験する状態であり、

った！
７. 報告スライドを分かるところから作りだ

一枚のスライド

これを「長期記憶化してしまう」と言い換えることも

すことができない。変な結果が出ていると、

が完全ではなか

できるだろう。このワーキングメモリーはごく短時間

その一枚のスライドの問題点に拘って進めな

った！

の記憶機能についての理論であり、後述のストーリー

い。

生成過程との関わりにおける説明では、
「長期記憶」に

目標拘泥

対する「短期記憶」と標記する。このワーキングメモ

１．全体としての書き上げ、構成がまとまっ

全体を完全に書

ているものが完全にできない。

くはずだった！

２．
「最初に考えたことに凝り固まって、他の

目標を完全に達

考えができない」と自分で言う。

成できない！

３．食事のカロリー計算の実験で、試みに自

当初目標として

分が被験者となる際、正確さを求めて同じも

いた正確さは困

あり、一致していない」という見解もある[6]。しかし、

のを食べ続ける。牛乳を製造会社別に計算。

難だ！

「ワーキングメモリーは遂行機能（＝実行機能障害）

４．当初想定していた対象者が確保困難とな

目標としていた

には不可欠である」というのは一般的な見解であろう

り、指導教員の助言によって変更となった。

対象者が確保で

[7]。

その後対象が変わった研究に疑問を持ち続け

きないという想

る。

定外！

５.「新奇性が必要」や「使える技術に結びつ

当初に指導され

ける」という当初指導を受けたことへの拘り

ていた目標が達

によって論文を進められなくなる。

成できない！

ば 低いこ とが 確認で きる。第 二に ワーキングメモ

６.先行研究のデータの扱いを慎重にするよ

当初に指導され

リーによって、 上述の よう な 「些事拘泥型」と「目

う言われ、どういう引用なら許されるのかが

た慎重な引用が

標拘泥型」
という論文 作成 の 困難を分かりやすく説明

分からないため進めなくなる。

できてない！

できる。この二点からワーキングメモリーによる説明

７.結果が出ただけで、論文の正解である、そ

目標である正解

を試みることにする。

れに至る過程の議論や説明が完全にできない

が不明だ！

リーと実行機能との関連については様々な考え方があ
る。児童の自閉症については、
「実行機能の中のプラン
ニングや思考の柔軟性について弱いことが指摘されて
いるが、ワーキングメモリーについては様々な報告が

少なくとも、筆者の経験からは、第一にASDの 認
知・行動 パタ ーン の ある 学生で は、知能検 査に
よ って、 ワーキングメモリーが他の知能に比較 すれ

ワーキングメモリーには二つの機能があるとされる。

ので進められない。

齊藤[8]によれば、第一に保持機能である。それは、作
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業や課題の遂行による妨害から、必要情報を保護する

たり、周囲の者との交流の中で相互に交換されたりす

ための強力な保持メカニズムである。第二に迅速な消

る語りの中から浮かび上がる『ある程度の一貫性をも

去機能である。それは、作業や課題が終了した後、不

った言語記述＝物語』として表現される」としている。

必要情報を、次の作業や課題に影響を与えないよう、

しかし、このように自己物語が一旦生成できたとし

迅速に消去するメカニズムである。

ても、それに汎用性はない。彼らの自己物語の生成は

さて、上述した ASD の 認知・行動 パタ ーンの あ

環境や対象の変化に応じて、その都度の支援が必要で

る学生の二つの困難については次のように説

ある。あるいは、そのような自己物語生成の特徴があ

明 が で き る 。 実行機能と関連するワーキングメモリ

る。つまり、発達障害の特性が物語として表現される

ーの課題内関連情報の消去（些事拘泥）と課題目標の

のではなく、彼らの物語生成に発達障害的特性がある

消去（目標拘泥）という、ワーキングメモリーの消去

のではないだろうか。物語の展開が困難な場合、物語

の困難という説明が可能と考える[9]。つまり、ASD

を構成する支援の前提となる物語生成のメカニズム自

の 認知・行動 パター ン の ある学 生は 、ワ ーキン

体を明らかにする必要があるというのが筆者の注目し

グメモリーの二つの機能のうちの消去機能の

た点である。つまり、ASD の 認 知・行 動パタ ーン

方 が低い と考 えると 説明 がしや すい 。あ るいは、

の あるな しに 関わら ず、一般 的に「 物語 はどの

迅速に消去すべき短期記憶を長期記憶化して

ようにして語られるのか」という点である。こ

し ま う と も い え る 。 そ の た め に 、 目 前 の 些事に

の点を明らかにすることによって、後述のように小方

拘泥してしまったり、当初の目的に拘ってしまったり

による物語生成に基づく学習支援のシミュレーション

して論文を先に進めなくなるということで理解できる。

モデルが支援ツールとなることが期待されるのである。
あえて支援ツールというのは、そもそも彼らの認知・

5.

ASD の支援と物語生成

行動パターンが、特定の状況では個別性に強く反応し

ASD の 認知・行 動パター ンのあ る学 生によ る

がちであり、したがって一般化・抽象化が難しく、い

論 文 作 成 の 困 難 と し て 表面化するのは、表 1.のよ

わゆる練習というものは難しい可能性があることがそ

うに「進まない」
、つまり「論文のストーリーの筋が展

の理由である。このような現象を示す言葉を汎用性が

開していかない」ことといえる。一方で、文脈やスト

ないという。これを心理療法の分野では「般化」と呼

ーリーに規定されない各部分の理解能力は高いので、

んでおり、治療の有効性についての指標ともされてい

上述のようにこちらが対話によって引き出そうとすれ

る。

ば語ることができるので、不思議な印象を受けてしま

6.

うのである。
このような ASD の 認 知・ 行動パ ター ンにお い

物語生成と「驚き」

また、加藤他[13][14]は、後述するストーリーを生成

て 、「 展開を進める」という「ストーリー」による支

するゲームである TRPG を使った支援を行っており、

援を取りあげる例は多い。Carol Gray[10]は、ASD 児

ASD 大学生を対象としている。しかし、この場合もそ

童が対象だが「ソーシャルストーリー」というストー

の効果について物語生成からの説明はしていない。つ

リーを一緒につくるという支援を提唱し、効果をあげ

まり、上述した一 般論 とし て「物語は どのよ うに

ている。また、斎藤[11]は、発達障害学生への支援であ

し て語ら れる のか」につ いては 検討 されて いな

る「ナラティブ・アプローチ」を「多様な複数の物語』

い。
この TRPG とは、小野、小方が行っているテーブル

を語り合う中から、その状況におけるもっとも役に立
つ物語を共同構成すること」としている。西村[12]は、

トークプレイイングゲームのことである[15]。
注目すべ

「ナラティブ・アプローチは、
『発達障がい』を、学生

きことは、この研究は「驚き」に着目して物語生成の

の人生と生活世界の中で体験される 1 つの物語として

方法そのものを対象としているということである。つ

理解し、学生を物語の語り手として尊重するとともに、

まり、小野他の目的は、
「ギャップを含むストーリーを

学生が自身の特性をどのように定義し、それにどう対

生成する技法の構築」という点にある。

応していくかについての学生自身の役割を最大限に尊

重要なことは、本研究でとりあげられている「驚き」

重する。 ここでは、発達障がい学生の特性は、学生が

は、まさに上述の実行機能が作動しなければならない

日々の経験について語ったり、自分自身について語っ

事態である新たな事態や予測できないことへの直面に
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相当するものである。上述の「論文のストーリーの筋

るかという点からストーリー生成、つまり「物 語はど

が展開していかない」は、論文を進めていく途中でお

の ように して 語られ るの か」につい て検討 する

こる、
「本人たちにとっては」ということであるが、想

こ とが求 めら れる 。この ことに よっ て、彼らの

定外の出来事への強すぎる反応である「驚き」によっ

個 性 か ら 、 「驚き」によってストーリーが進まなく

ていると考えられる（表１）
。

なってしまう、あるいは部分を強調しすぎてストーリ

ここで問題となるのは「驚き」をいかに作り出すか

ーが進まなくなってしまうような ASD の認知・行動パ

ではない。
「驚き」があっても、それを認識・吸収して

ターンのある方に対する支 援 ツ ー ル へ と 結 び つ け

ストーリーが生成されるという物語生成のシステムと

て いきた い。

して把握することである。つまり、
「ギャップを含むス

7.

トーリーを生成する技法の構築」であり、ストーリー
生成の方に注目するのである。
ストーリー一般においても金井による次のような指

統合物語生成システムモデルにおける
ストーリー生成過程

現時点では、ストーリー生成の支援ツールについて

摘がある。ストーリーは必ずしもいわゆる「起承転結」

は、提案にとどまるものである。

という「全体を強調」するばかりではない。さらに、

ここではまず、システム実装を想定して、現在小方

ストーリーには「非連続性」も存在する。上述の「驚

らが研究・開発を進めている統合物語生成システム

き」を、金井[16]の「非連続性」と考えることができる。

[17,18]に基づいて、ASD の 認 知 ・ 行 動 パ タ ー ン を

これらの「全体と部分」
、
「連続性と非連続性」につい

対象に、そのストーリー生成過程を検討する。図１に

ては、感じ方に個別性がある。つまり、偏る場合があ

示すのは統合物語生成システムの全体像であるが、今

る。例えば、ASD の認知・行動パターンのある方は「部

回は単純化されたモデルを示すために、この中のスト

分」や「非連続性」については、より敏感であり、強

ーリー生成の方法を利用・拡張した ASD の 認知・ 行

い「驚き」と感じてしまう。そのような前提のもとに、

動 パター ンの ストーリー生成過程を示す。

ストーリー本来の在り方としてのこれらの二つの対立

なお、本節の最後の部分で述べるように、必ずしも

に目をむけることが ASD の 認知・行動 パター ン の

この統合物語生成システムを利用した完全自動生成機

理 解のた めに は 重要と考える。
「全体と部分」は「中

構のみを目指すのではなく、この物語生成モデルに沿

枢性統合」の働きであり、
「連続性と非連続性」は実行

った ASD の認 知・行動パ ターン に関 する ストーリ

機能の働きとも言えるからである。

ー生成の人手によるあるいは半自動的な支援も目指し

このように、
「驚き」を作り出すストーリー生成を参

ている。

照して、
「驚き」があってもどのようにストーリーとな

現状では統合物語生成システムの中に、逐次的に生

出力
各機構による生成結果

入力
生成パラメータのセット

ジュネットに基づく
機構

プロップに基づく
機構

ヤウスに基づく
機構

全体制御
ストーリー
コンテンツ
知識ベース

状態-事象変
換知識ベース

ストーリー生成制御

ストーリー
技法

物語言説制御

文制御

音楽制御

映像制御

物語言説
技法

文生成

音楽生成

映像生成

状態管理
機構
Conceptual
概念辞書
Conceptual
Conceptual
dictionaries
dictionaries
dictionaries

ストーリー生成機構

物語表現機構

物語言説機構

言語表記辞書

音楽知識
ベース

関数呼び出し

図 1：統合物語生成システムの全体構造
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成されて行く物語（この場合はストーリー）を対象に、

さて、前記生成制御・操作のための知識は、現在の

その評価を行い、それを次段階における生成作業にフ

統合物語生成システムにおいてはプログラムのメイン

ィードバックする機構は設けられていないが、ここで

機構に相当する制御機構の中で処理されているが、そ

はこれを行う「評価機構」を新たに設ける。すなわち、

れ自体として明瞭に定義されているとは言い難い状況

ストーリー生成機構は、生成におけるある単位ごとに、

である。しかしこれを明示的に取り出して考えれば、

評価機構を駆動し、その結果を次の生成単位に反映さ

ストーリー生成機構は、メタレベル知識の制御・管理

せるものとする。本稿における ASD 認知・行動パター

の下に、生成の各段階ないし単位において、特定のス

ンの概念との対応では、この評価機構は中枢性統合に

トーリー技法によって、それと結び付いた特定のスト

関連する機構である可能性がある。

ーリーコンテンツ知識を利用して、ストーリーの構造

システムが実際にストーリー生成を遂行するために

を生成する。

は、ストーリーの構造（形式）や素材（内容）に関連

以上から、一種の中枢性統合機能を担う評価機構、

する種々の物語知識単位や、それらを利用した生成技

長期記憶としてのストーリー技法（ストーリー生成の

法、さらに生成の進行を制御・操作するための目標や

ための比較的形式的な機構）＋ストーリーコンテンツ

計画などに関連する知識が必要であり、これらの入れ

知識ベース（同じく比較的内容的な機構）＋制御機構

物は「長期記憶」に相当する。実際の統合物語生成シ

を連携させたストーリー生成は次のような過程で遂行

ステムでは、この種の物語型知識単位や生成技法はス

される（図２）―まず、制御機構の管理の下に、ある

トーリーコンテンツ知識ベース及びストーリー技法と

特定のストーリー技法がそれと対応するストーリーコ

して定義・格納されている。

ンテンツ知識ベース中の特定のストーリーコンテンツ

なお、前述の「何を語るか」
・
「如何に語るか」の問

知識を利用して、その段階におけるストーリー構造を

題との関りでは、基本的にストーリー生成機構は「何

生成する。この時、現在の処理は、長期記憶に対する

を語るか」に関連する機構であり、
「如何に語るか」は

「短期記憶」に基づいて行われる。すなわち、短期記

それとは別の物語言説機構で扱われる。しかしここで

憶の中には、現在具体的に処理されるべきストーリー

は単純化のために物語言説機構は使用しない。しかし、

技法＋ストーリーコンテンツ知識＋制御方式が一時的

ストーリー生成機構の中でも、比較の問題としては、

に長期記憶から移行して格納されているという状況が

「何を語るか」と「如何に語るか」に関する知識は分

成立している。すると評価機構が駆動し、その現時点

けて取り扱われていると考えられる。具体的には、物

でのストーリー構造を評価する。評価内容としては、

語（論文）の素材内容に関する知識はストーリーコン

ストーリー生成のマクロレベルにおける目標に対応し

テンツ知識ベースに格納され、ストーリー技法はスト

た評価や、ミクロレベルに対応した評価などが考えら

ーリーにおける形式的な側面、素材内容を対象とした

れる。例えば、
「ストーリー全体の構成が当初の目標か

一種の結合文法を格納する知識相当する。

らずれて来たので、ストーリー全体の構成のためのス

短期記憶
[非消去の場合有]

指令

生
成

[非移行の場合有] 移
行

・ミクロストーリー知識
・マクロストーリー知識
・ストーリー生成制御知識

評価機構
[驚きの場合有]
参
照

ストーリー
（論文）

長期記憶
図 2：評価機構・短期記憶・長期記憶によるストーリー（論文）生成の基本メカニズム

657

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-49

トーリーコンテンツ知識をもう一度確認し、場合によ

れないことがある。そのような場合、評価結果に従え

ってはトップダウンで適用し直せ」（マクロレベル）、

ば、本来はストーリー全体の構成を規定する知識が探

「ストーリーにおけるある細部の描写が不足している

索されるべきであったが、その種の知識の短期記憶中

ので、その部分の展開を補足せよ」
（ミクロレベル）の

への移行に障害が生じるので、短期記憶領域の探索が

ようなものである。ストーリー生成機構はこのような

論文の細部を引き続き詳細化するような知識の選択・

評価結果を考慮して、次のサイクルにおける生成を行

実行を帰結してしまう。そのため、論文における些事

う。すなわち、これらの評価結果が次の段階における

や当初の目的に拘泥した細部の詳細化や追加が相変わ

生成のための目標を形成し、それに沿って生成過程が

らず継続されてしまう。短期記憶情報の正常な消去が

継続される。

行われ、長期記憶から短期記憶への知識の正常な移行
が行われない限り、このようなサイクルがこの後も繰

8.

ASD の認知・行動パターンとストーリー
生成過程

り返される。
なおこの場合は、ストーリー生成＝論文作成の主体

以上は、ストーリー生成の一般的な遂行過程に相当

である ASD 認知・行動パターンの学生は、
「些事拘泥」

する。次に、これを ASD の認知・行動パターンにおけ

「目標拘泥」という現状自体は認識しており（些事に

るストーリー生成に適用してモデル化し、その概略的

すぎず、変更することが前提の目標なのにその変化を

なシミュレーションを試みる。

「驚き」や「非連続性」という形で強く感じる）
、それ

最初に、論文のテーマ（内容的側面すなわち何を語

を変えたいとも思っているが、変えるための知識の処

るか）や全体構成（形式的側面すなわち如何に語るか）

理・再構成・探索が順調に進まないため、いつまでも

などの目標知識に基づいて、
「ASD の認知・行動パター

同じサイクルを反復するというモデルとなっている。

ンのストーリー生成機構（を備えた学生）
」はストーリ
記述にばかり拘ってしまうという些事拘泥現象や当初

9.

ストーリー生成による ASD 認知・行動パ
ターン支援のための幾つかの方向

にたてた全体の目的にばかり拘ってしまうという目標

統合物語生成システムモデルに基づく以上の ASD の

拘泥現象が起こる。それらは、いずれも論文作成過程

認知・行動パターンのストーリー生成モデルを精緻化

で直面する「驚き」や「非連続」を強く感じすぎるた

して、ASD 認知・行動パターンの学生の論文作成支援

めに起こるものである。ストーリー生成機構における

ツールにつなげて行くことが今後の目標である。実際

評価機構がこの現象を察知し、些事拘泥現象であれば

のシステム実装を想定した場合、統合物語生成システ

「論文全体の構成が当初の目標からずれて来たので、

ムにおける特にストーリー生成機構の部分的改訂・拡

論文全体の構成のためのストーリーコンテンツ知識を

張に相当するが、以下のように、支援には幾つかのア

もう一度トップダウンで適用し直せ」のようなマクロ

プローチが考えられる。

ー生成を開始する。そしてその過程で、論文の細部の

レベルの評価結果を返す。また、目標拘泥現象であれ

第一に考えられるのは、システムそのものを直接利

ば、
「論文のテーマが当初の目標からずれて来たので、

用するのではなく、上記のストーリー生成モデルをベ

論文全体の構成のためのストーリーコンテンツ知識を

ースに人手で支援を行うという方向である。例えば、

もう一度トップダウンで適用し直せ」のようなマクロ

論文の執筆に関する知識（如何に語るかの形式的知識、

レベルの評価結果を返す。

論文構成に関するマクロレベル知識やミクロレベル知

これに基づいて、ストーリー生成機構は、長期記憶

識など）をある程度明示化しておき（統合物語生成シ

中のマクロレベルのストーリーコンテンツ知識や対応

ステムではストーリーコンテンツ知識などに相当す

する生成技法、さらに制御的知識を短期記憶に移行さ

る）
、学生や支援する教員などがそれを参照しながら論

せ、ストーリー全体の構成を再度修正して組み立て直

文執筆過程を遂行できるようにしておく。そして、執

すための作業を行おうとする。ところがこの時、短期

筆の特定の段階において、学生及び支援者が現状を評

記憶に格納されたミクロレベル知識（すなわち些事や

価する。その際、例えば些事拘泥を回避するための評

当初の目標への拘泥を帰結する諸情報）の「消去」が

価基準を用意しておく。その評価結果によって、例え

うまく行かず、短期記憶が長期記憶化して、その容量

ば論文の全体構成を再確認する作業が要請されたとす

が多くなり過ぎ、長期記憶からの知識の移行が実行さ

る。普通ならここで、学生は些事に拘泥し、目標に拘
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泥して全体構成に目が届かないという現象が生じやす

小説や物語や詩などの文学作品は、人間の言語的可能

いが、支援ツールの中に、短期記憶における過去の情

性や思考的可能性の限界を突破して新しい思考や言語

報が正常に消去され、現在必要な諸知識―この場合な

の様態を想像・創造し、この世の中に現出させるとい

ら論文のマクロレベルを処理するための諸知識―が長

う役割も担っており、そのために、意図的に構成を破

期記憶から短期記憶に正常に移行され、それを容易に

壊するなどして受け手に衝撃や驚きを与えることもし

参照することができるような支援的な仕組みを用意し

ばしば行われる。ここで扱った目標拘泥・些事拘泥の

ておく。学生における気付きは、しばしば「驚き」と

物語生成も矯正されるべき対象としてのみ存在するわ

して認識され、その心的負荷によってその後の作業の

けではない。目標拘泥型・些事拘泥型物語生成の文学

正常な遂行が妨げられるということも考えらえる。こ

的・芸術的な使用法は存在し、その種の物語生成の実

の支援ツールでは、学生の気付きを促すために、現状

験という方向に本研究をつなげて行くことも可能であ

の不完全な状況に対する「驚き」を喚起する仕組みを

ろう。

導入する必要があると同時に、この「驚き」によって

10. まとめ

その後の作業が妨げられるという現象が起こらないよ
うな処理が工夫されていることが重要である。

ASD に見られる認知・行動パターンとの関係で物語

次の段階における検討課題は、自動化をどの程度ま

生成を取り上げる意義は次のようにまとめられる。第

で達成するかということであろう。例えば、学生が一

一に、ASD の認知・行動パターンについては統一的な

定のフォーマット（論文構成に関する形式的知識）に

理解には至っていない。また、脳科学の進歩は著しい

従って論文を書けるようにしておき、評価機構がその

が ASD の全容解明はできていない。第二に、すでに「ス

フォーマットと実際の論文との対比によって評価を行

トーリー」を活用する支援方法が実施されているが、

い、さらに改訂点や次の目標を自動的に判断すること

その基礎といえる物語生成理論からの説明はなされて

ができるようにすれば、ある程度自動的な機構を組み

いない。
「 物語 はどの よう にして 語ら れるの か」

込んだ支援システム―人間とシステムとのハイブリッ

の 説 明 で あ る 。 そこで、本報告では第三に、ASD の

ド支援ツール―ができるだろう。

認知・行動パターンの解明において物語生成が重要で

さらに高度な可能性としては、完全に自動化された

あることを示した。そして、第四に、現時点では、ス

統合物語生成システムを稼働させることによるシミュ

トーリー生成の支援ツールについては、提案にとどま

レーションを通じた ASD 認知・行動パターンの構成的

るものであるが、このモデルに基づいてストーリー生

分析が考えられる。構成的分析とは、システムの構成

成の支援ツールを作成し、実験等を予定している。

とシミュレーションを通じた問題―この場合は ASD 認

今後小方による物語生成に基づく学習支援のシミュ

知・行動パターン―の分析を行うことを意味する。全

レーションモデルが、
「驚き」を題材とする支援ツール

自動システムを利用してストーリー生成（この場合な

に結びつくことが期待できる。

ら論文作成）のシミュレーションを行い、そのための
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アイトラッキングを利用した，
次世代の要件定義書レビュー評価手法
Next-generation review evaluation method of requirement definition
document using eye tracking data
斉藤 功樹†，土肥 拓生‡
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†
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日本ユニシス株式会社， 株式会社レベルファイル
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Abstract

具合検出率によらずに，個々のレビューの評価やレビ

We hereby propose two methods to evaluate the
requirement definition document (RDD) review in a page
unit using eye tracking data. Eye tracking data were
collected from 19 participants as they reviewed the RDD
that intentionally included defects and sections that were
difficult to read. The first method involved an evaluation of
the review quality of the reviewers. We built a classification
model to classify individuals who could not identify the
included defects using weighted Support Vector Machine
and the eye tracking data. An accuracy of approximately
81% was achieved. The second method entailed an
evaluation of the difficulty involved in reading the RDD. It
was determined that a strong positive correlation is
suggested between the re-read count calculated using the eye
tracking data and the reading difficulty level.

ュー文書の読みづらさが評価できれば，ソフトウェア
開発の品質向上において非常に有効である．
レビュー時におけるレビュー品質を評価するために
はレビュー時の集中力やレビュー対象文書に対する理
解度などが影響すると考えられる．多くの研究で，よ
り注意が必要になればなるほど，瞬きが少なくなるこ
とが結論付けられおり[2]，JINS では，瞬きを用いて
人の集中力を可視化するアルゴリズムを開発している
[3]．英語の理解度と視線の関係についても研究されて
おり，英語の理解度に影響を与える視線の特徴を抽出
する研究[4]や視線を用いた英語スキルの推定の研究
[5]などが行われている．また，文章が難しいと感じた
場合は，読む速度が遅くなる，何度も読み返す，同じ

Keywords ― Eye Tracking, Review, Requirement
Definition Document, Machine Learning

場所を注視し続けるといった傾向がある[7]．視線情報
を活用することで，レビュー時のレビュー品質の評価

1.

はじめに

やレビュー文書自体の読みづらさの評価ができると考

ソフトウェア開発において，上流工程における仕様

える．

書や設計書の品質が，後工程の成果物の品質へも影響

本稿では，要件定義書レビューを対象として，レビ

を及ぼすため，上流工程における仕様書の品質を担保

ュー時の視線情報を用いて，個々のレビューを 1 ペー

することが重要である．上流工程における要求仕様書

ジ単位で評価する 2 つの手法を提案する．1 つ目はレ

や要件定義書の質を高める一般的な手法としてレビュ

ビュー時のレビュー品質評価手法である．適切にレビ

ーが挙げられ，様々なレビュー手法が存在する．しか

ューできる人，あるいは，適切にレビューできるだけ

し，不具合検出率などのレビュー品質に及ぼす影響は，

集中している際には，そのレビューの仕方に共通点が

レビュー手法による違いよりも個人差のほうが大きい

あると考え，レビュー時の視線情報を機械学習により

[1]．同じ個人においても，時間的な制約や集中度合い

適切なレビューがなされているかを判別するモデルを

などにより，レビューごとにレビュー品質が異なるこ

構築する手法である．

とがあり，個々のレビューの評価が難しい．

2 つ目はレビュー文書の読みづらさを自動的に評価

レビュー品質の定量的な評価は，レビュー実施率や

する手法である．読みづらいレビュー文書をレビュー

レビューでの指摘を基にした不具合検出率が用いられ

している際の視線は，読みやすいレビュー文書をレビ

るが，それらの指標だけでは，レビュアーの能力によ

ューしている場合と比較して，相違があるとの仮説に

るのかレビュー対象文書の品質によるのか判別できず，
レビュー品質を正確に評価することができない．また，
不具合に繋がらない文章自体の読みづらさを評価する
指標も存在しない．したがって，レビュー実施率や不
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表 1 47 個の説明変数

2. 提案手法
2.1. レビュー時のレビュー品質評価

説明変数

詳細
minimum

fixationの持続時間の最小

maximum

fixationの持続時間の最大

mean

fixationの持続時間の平均

median

fixationの持続時間の中央値

standard deviation

fixationの持続時間の標準偏差

skew

fixationの持続時間の歪度

kurtosis

fixationの持続時間の尖度

range

fixationの持続時間のレンジ

dispersion

fixation中の視点の分散

minimum

saccadeの距離の最小

maximum

saccadeの距離の最大

mean

saccadeの距離の平均

median

saccadeの距離の中央値

standard deviation

saccadeの距離の標準偏差

て，機械学習を用いることでレビュー品質を評価する

skew

saccadeの距離の歪度

kurtosis

saccadeの距離の尖度

モデルを構築する．

range

saccadeの距離のレンジ

minimum

saccadeの持続時間の最小

maximum

saccadeの持続時間の最大

れば，品質の悪いレビューが特定でき，要件定義書の

mean

saccadeの持続時間の平均

品質向上に寄与できるため，本稿では，適切にレビュ

median

saccadeの持続時間の中央値

standard deviation

saccadeの持続時間の標準偏差

skew

saccadeの持続時間の歪度

kurtosis

saccadeの持続時間の尖度

range

saccadeの持続時間のレンジ

minimum

saccadeの角度の最小

maximum

saccadeの角度の最大

mean

saccadeの角度の平均

median

saccadeの角度の中央値

standard deviation

saccadeの角度の標準偏差

skew

saccadeの角度の歪度

47 個の説明変数をベースとする．47 個の説明変数を

kurtosis

saccadeの角度の尖度

表 1 に示す．

range

saccadeの角度のレンジ

count

saccadeの回数

要件定義書レビュー時の視線情報を用いて，1 ペー
ジ単位でレビュー時のレビュー品質を評価する手法を
提案する．アイトラッカを用いてレビュー時の視線情

fixation

duration

報を取得し，取得した視線情報を基にして 1 ページ単
位で説明変数を算出する．アイトラッカにより計測可
能なデータは多数あるが，レビュー品質と相関のない
データも多数あると考えられるため，まずは，説明変
数の次元削減を行い，レビュー品質に影響を及ぼして
distance

いる説明変数を抽出する．抽出した説明変数を基にし

レビュー時に適切にレビューできない人を検出でき
duration

ーできない人を精度よく分類できるモデルを構築する

saccade

ことを目的とする．

2.1.1. 説明変数の次元削減
説明変数は，Bixler らの研究[7]で定義されていた 46

angle

個の変数に，単位時間あたりの瞬きの回数を追加した

other

47 個の説明変数において，レビュー品質評価におい
て重要である変数を特定するために，ランダムフォレ
スト（以降，RF）を行い，重要度が上位の説明変数を

diameter

用いてモデルを構築する．

pupil

(z-score
で標準化)

2.1.2. アルゴリズムの選定と不均衡データ
対応
2.1.2 で次元削減を行った説明変数を用いて，

blilnk

Support Vector Machine（以降，SVM）にてモデルを

other

構築し，レビュー時のレビュー品質評価モデルを構築

proportion of horizontal

水平なsaccadeの割合
(水平軸から30度未満の角度)

minimum

pupilのdiameterの最小

maximum

pupilのdiameterの最大

mean

pupilのdiameterの平均

median

pupilのdiameterの中央値

standard deviation

pupilのdiameterの標準偏差

skew

pupilのdiameterの歪度

kurtosis

pupilのdiameterの尖度

range

pupilのdiameterのレンジ

count

blinkの回数

count ratio

blinkの回数の割合

time

blinkの時間の割合

fixation duration

fixationの持続時間/

/saccade duration ratio

saccadeの持続時間の比率

する．

2.2. レビュー文書の読みづらさ評価

適切にレビューできる人とできない人の被験者にお
ける分布が同一でない不均衡データであることが想定

要件定義書レビュー時の視線情報を用いて，1 ペー

されるため，SVM において重み付けを行い，不均衡デ

ジ単位でレビュー文書の読みづらさを評価する手法を

ータへの対応を行う．

提案する．レビュー時のレビュー品質評価と同様に，
アイトラッカを用いてレビュー時の視線情報を取得し，
取得した視線情報を基にして 1 ページ単位で読み返し
の回数を算出する．算出した読み返しの回数と各ペー
ジの単語数を基にして，各ページの単語数ごとの読み
返しの回数を算出する．単語数ごとの読み返しの回数
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3. 実験
3.1. 実験条件

を読みづらさの指標として用い，レビュー文書の読み
づらさを評価する．

レビュー対象文書は，弊社で実際に使用された 3 種類

2.2.1. 読み返し判定

の要件定義書を基に抜粋して，概要・機能要件・非機

大社らの研究[6]で定義されていた読み返しの判定式

能要件の3 ページ構成とし，
サンプル文書を2 つ加え，

を用いた．
図 1 のように，ある n 個目の fixation を𝐹𝑛，

計 11 ページとする．それぞれの要件定義書の概要を表

その座標を(𝑋𝑛 , 𝑌𝑛 )，その前後の fixation とのなす角

2 に示す．それぞれの要件定義書の各ページに後工程

度を𝐴𝑛 とする．
読み返しは段落をまたぐものもあるが，

での障害に繋がる欠陥を含ませ，1 ページあたりに欠

本稿では大社らの研究と同様に単語，イディオム程度

陥を含む文章は最大 2 個までとし，11 ページ全体で欠

を繰り返す読むことを読み返しとする．図 2 のフロー

陥を含む文章は 16 個とする．それぞれの要件定義書の

チャートに従い，読み返しを判定する．𝐻，𝑊，𝐾はそ

機能要件において，表形式や箇条書き形式を文章形式

れぞれ閾値を指す．

に変更し，システム化対象範囲の図を削除することで，
概要・非機能要件は変更を加えた機能要件と比べて読
みやすく，変更を加えた機能要件は読みづらさが増加
するように変更した．
19 名の被験者に対して，ディスプレイ上に要件定義
書を提示し，レビュー時の視線をアイトラッカ（GP3
HD 150Hz）にて記録した．被験者には，ディスプレ
イ上の要件定義書をレビュー後，紙の要件定義書に対

図 1 読み返し判定の際の fixation の様子（出典：

して改善点を下線にて記載するよう指示を与えた．途

大社・Kunze・Augereau・黄瀬（2015）
）

中休憩は挟まず，レビュー時間・形式などの制限を与
えなかったが，測定の精度を高めるためになるべく頭
部を動かさないように指示を与えた．下線にて記載し
た改善点が，意図的に含んだ欠陥部分と一致した場合
に欠陥を検出できたとし，全 11 ページでの欠陥検出数
を総欠陥検出数とする．実験終了後にアンケートを実
施した．実験の装置を図 3 に示す．
表 2 実験で使用した要件定義書の概要
要件定義書種別 概要
1 チャージポイントゲートウェイシステム開発について
2 通販システムの基幹システム刷新について
3 踏切定常監視システム構築について

図 2 読み返し判定のフローチャート（出典：大社・
Kunze・Augereau・黄瀬（2015）
）

2.2.2. 読みづらさ評価
2.2.1 にて判定した読み返しを基に，1 ページ単位で
単語数ごとの読み返しの回数を算出して，読みづらさ
評価に用いる．単語数ごとの読み返しの回数とレビュ
ー文書の読みづらさの相関関係を調査し，読みづらさ
が増したページにおいては単語数ごとの読み返しの回
数が増加することを確認する．
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図 5 被験者の要件定義書レビュー経験分布

4. モデルの作成・評価
4.1. レビュー時のレビュー品質評価
総欠陥検出数の被験者分布を図 6 に示す．レビュー

図 3 実験の装置（ディスプレイの下部：アイトラ

品質評価では，総欠陥検出数が 1 以下の被験者を欠陥

ッカ）

を検出できない人として定義し，総欠陥検出数が 1 以
下の被験者を low グループ，2 以上を high グループと

3.2. 被験者特性

して，low グループを精度よく分類できるモデルを構

実験終了後のアンケートでは，年齢・性別の基本情

築する．

報の他に，実験時の集中度・文書に対する理解度・要
件定義書レビュー経験・文書レビュー頻度の被験者特
性を取得した．被験者構成の年代は 30 代～50 代であ
り，年齢の分布を図 4 に示す．要件定義書レビュー経
験数は要件定義書レビューを含むプロジェクトに携わ
った数を示しており，約半数の被験者は要件定義書レ
ビュー経験が全くない．被験者の要件定義書レビュー
経験の分布を図 5 に示す．

図 6 総欠陥検出数の被験者分布

4.1.1. データの前処理
被験者のページごとの視線情報において，適切に視
線情報が取得できていないページの除外を行った．ア
イトラッカから得られる fixation が有効かどうかの情
報を基にして，ページごとの有効な fixation の割合を
算出し，スミルノフ・グラブス検定を用いた．有効な
図 4 被験者の年齢分布

fixation の割合のヒストグラムを図 7 に示す．判定の
結果，
図において有効な fixation の割合が 0.6 未満の 4
ページ分を外れ値として除外した．
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Accuracy の平均値を算出した．
SVM（重み付け）では，データ数が少ない low にお
いて最も Recall が高くなり，SVM（重み付け）を用い
ることで low のグループを最も精度高く分類できる．
表 4 アルゴリズムごとの評価指標
評価指標
Recall
Precision

図 7 ページごとの有効な fixation の割合のヒスト

Accuracy

項目

データ数

RF

SVM
（重み付け）

DT

kNN

NNET

high

131

87.0%

75.5%

88.5%

72.7%

84.1%

low

74

71.4%

81.1%

77.7%

62.6%

71.3%

high

131

77.6%

80.0%

81.8%

65.5%

76.9%

low

74

87.9%

82.0%

90.1%

75.6%

84.8%

all

205

79.1%

78.3%

82.9%

67.7%

77.7%

グラム

4.1.4. モデルの評価・考察
以上の結果より RF の重要度上位 9 つの説明変数を

4.1.2. 説明変数の次元削減
ページ単位で算出した 47 の説明変数を基にして，

採用し，SVM（重み付け）を用いることで，low グル

RF における重要度が上位の説明変数を用いて分類を

ープを最も精度高く分類できることがわかった．

行った．RF を複数回実行した場合において，常に 9

SVM（重み付け）を用いて，train データを変化さ

つの説明変数の重要度が上位にあったため，上位 9 つ

せて算出したAccuracy の学習曲線を図8 に示す．
train

の説明変数を採用した．

データを変化させた場合の train データ・test データ

主成分分析を行った累積寄与度の 80%以上の主成分

における low と high グループの被験者の割合は表 5

とアンケート結果を用いて分類を行った結果を比較対

のとおりである．train データが増加するにつれて，

象として用いる．それぞれの説明変数を用いて，

train データと test データでの Accuracy が近い値に収

Leave-one-out cross validation を 行い， Recall ，

束しており，過学習は発生していないと考えられる．

Accuracy を算出した結果を表 3 に示す．Recall，

しかし，Accuracy が完全には収束しておらず，train

Accuracy は leave-one-out cross validation を 19 人分

データを増やすことで更なる精度向上が見込める．
RF の重要度上位の 9 つの説明変数において，最も

行った際の平均値である．
RF における重要度が上位 9 つの説明変数を用いて

重要度が高い説明変数は瞬きの時間の割合であり，次

分類モデルを構築した場合の Recall，Accuracy が最も

いで単位時間あたりの瞬きの回数であった．構築した

高く，レビュー品質評価においては 9 つの説明変数が

分類モデルにおいて，瞬きが少ないまたは多い場合に

重要であることがわかった．

high に分類される傾向があった．注意が必要なタスク
では瞬きが少なくなるといわれており，注意深く文章

表 3 説明変数ごとの評価指標
アルゴ
リズム
SVM

評価指標 項目
Recall

high
low

Accuracy all

データ
数

を読んでいる間は瞬きが少なくなると予測される．
high のグループの人は，欠陥を指摘できているため注

説明変数
アンケート 47個

主成分 RF_上位9

131

77.3% 71.2%

72.0%

85.4%

74

55.8% 10.9%

16.2%

72.2%

205

69.4% 49.0%

51.4%

80.5%

意深く読んでいると考えられるが，瞬きの回数の割合
が多い場合にも high のグループが存在している．ペー
ジごとの瞬きの時間の割合のヒストグラムを図 9 に示
す．既存研究からは，欠陥を検出できる特徴として瞬

4.1.3. 提案手法と他アルゴリズムの比較

きが少ないことが考えられたが，瞬きが多いことも特

RF における重要度が上位 9 つの説明変数を用いて

徴の一つであることがわかった．

SVM にて分類を行った．比較対象として，SVM 以外
のアルゴリズムを用いた．それぞれのアルゴリズムに
おいて，Recall，Precision，Accuracy を算出した結果
を表 4 に示す．test データとして low，high それぞれ
1 名ずつ，train データとして残りの全データとし，す
べての組み合わせにおおける Recall，Precision，
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いた．全ての要件定義書における概要・非機能要件と
機能要件それぞれの各指標の平均値と平均値の増加率
を表 6 に，それぞれの要件定義書における読みづらさ
と各指標の相関係数を表 7 に示す．要件定義書の各ペ
ージにおける単語数ごとの読み返しの回数の平均値を
表 8 に，箱ひげ図を図 10 に示す．1-*はそれぞれ要件
定義書の種別を，*-1 は概要，*-2 は機能要件，*-3 は
非機能要件のページを示す．相関係数と平均値の算出
には，箱ひげ図における外れ値は含めなかった．

図 8 学習曲線

読みづらさが増した機能要件のページにおいては，
概要・非機能要件のページと比較して，単語数ごとの

表 5 学習曲線における被験者数

読み返しの回数の増加率が最も高い結果となり，単語
数ごとの読み返しの回数が読みづらさの増加を顕著に

被験者数
high
trainデータ low
計
high
testデータ low
計
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示すことがわかった．それぞれの要件定義書において
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6

6

6

6

6

は，要件定義書種別 1 と 3 では単語数ごとの読み返し

4

6
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の回数と読みづらさと相関が高いが，種別 2 では相関
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

がみられなかった．種別 2 においては，機能要件の記

5

4

3

2

1

1

1

1

1

1

15 13 11

9

7

6

5

4

3

2

載内容が一般的な web システムのログインなどの機能

6

であり，他の要件定義書と比較して内容自体に読みや
すい要素があったためと考えられる．文章の内容自体
を考慮する必要があるが，単語数ごとの読み返しの回
数を用いることで，文章の構造変化による読みづらさ
を評価できることがわかった．
単語数ごとのレビュー時間においても単語数ごとの
レビュー時間と同様の傾向を示すが，要件定義書種別
3 では単語数ごとの読み返しの回数と比べて相関が弱
くなっている．レビュー時間は，被験者がレビュー文
書を読んでいる以外の思考の時間や文章全体の読み返
しなどの時間も含むため，文章の読みづらさ評価の指

図 9 ページごとの瞬きの時間の割合のヒストグラム

標としては適さないと考えられる．
表 6 読みづらさと各指標の平均と増加率

4.2. レビュー文書の読みづらさ評価
読みづらさ評価には，レビューにおいて流し読みを

読みづらさの
順位尺度

せずに文章を読んでいる人を対象とする必要があるた

読み返しの

単語数ごとの

総回数

読み返しの回数

レビュー時間

単語数ごとの
レビュー時間

平均

増加率

平均

増加率

平均

増加率

平均

増加率

1（概要・非機能要件）

28.1852

-

0.0545

-

166.744

-

0.3187

-

2（機能要件）

37.1429

0.0811

49% 184.854

め，欠陥の検出数が多い人を対象とする．それぞれの

32%

11%

0.4025

26%

要件定義書において，読みづらさの順位尺度を以下の
表 7 読みづらさと各指標の相関係数

ように定義する．読みづらさを増すように変更を加え
た機能要件のページの読みづらさの順位尺度を 2，変

要件定義書種別

更を加えていない概要と非機能要件のページの順位尺

1

度をそれぞれ 1 とした．

2

それぞれの要件定義書の各ページの単語数ごとの読
3

み返しの回数を基に，読みづらさの順位尺度との相関
関係を調査した．比較対象の指標として読み返しの総
回数，レビュー時間，単語数ごとのレビュー時間を用
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読み返しの

単語数ごとの

総回数

読み返しの回数

レビュー時間

単語数ごとの
レビュー時間

Spearmanの相関係数

0.3174

0.5071

0.3118

p値

0.2907

0.0769

0.2997

0.5345
0.0599

Spearmanの相関係数

0.0186

0.0925

-0.0423

-0.1268

p値

0.9497

0.7533

0.8910

0.6798

Spearmanの相関係数

0.6325

0.7076

0.3563

0.5345

p値

0.0152

0.0046

0.2320

0.0599
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表 8 単語数ごとの読み返しの回数の平均
2（機能要件）

読みづらさの順位尺度
要件定義書ページ種別
単語数ごとの

1-2

2-2

3-2

1（概要・非機能要件）
1-1

1-3

2-1

2-3

3-1

3-3

0.0932 0.0656 0.0855 0.0430 0.0527 0.0673 0.0591 0.0561 0.0486

読み返しの回数の平均

0.0811

0.0545

図 10 単語数ごとの読み返しの回数の箱ひげ図

5.

まとめ

本稿では，視線情報を利用して要件定義書レビュー
を 1 ページ単位で評価する 2 つの手法を提案した．
レビュー品質評価では，9 つの視線情報を用いて欠
陥を検出できていない人のレビューを SVM（重み付け）
にて約 81%の精度で分類できるモデルが構築できた．
分類において重要な視線情報は 9 つであったが，特に
瞬き時間の割合と単位時間当たりの瞬きの回数が重要
であった．欠陥を検出できる読み方の視線の特徴の一
つとして，従来の研究からは瞬きが少ないことが考え
られたが，瞬きが少ないだけではなく瞬きが多いとい
うことも重要な特徴であることがわかった．
レビュー文書の読みづらさ評価では，文章の構造を
変更することで読みづらさが増したページに対しては，
単語数あたりの読み返しの回数が増加し，読みづらさ
と読み返しの回数に最大 0.71 の相関係数を示し，正の
相関関係があることがわかった．文書の内容を考慮す
る必要があるが，読み返しの回数を用いることで，レ
ビュー対象文書の読みづらさが評価できる．
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Analysis of counter personification in contemporary art using portrait
photographs
Noriko Nakazato, Shiro Yano, Ryoko Uno
Tokyo University of the Arts, Tokyo University of Agriculture and Technology
ryokouno@cc.tuat.ac.jp

Abstract

Lakoff & Johnson (1980)

This paper aims to reveal how contemporary artists conceptualize
human by analyzing counter personification in photography that
focuses on human. In our experiment, participants were asked to
rate the subjects in the art photos from the following four
perspectives: humanness, pleasantness, functionality, and
fakeness. We mainly observed two types of counter
personification. The first type had relatively low humanness, low

Forceville, 2016

pleasantness, low functionality and high fakeness. The second
type had relatively low humanness, high pleasantness, high
functionality and high fakeness.

2016

Keywords
visual metaphor, counter personification,
contemporary art, photography, human image
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オンライン文章要約の機序解明に向けて：段落分けの検討

Toward understanding of on-line text summarization:
paragraph detection task
布山 美慕 † ，日高 昇平 †
Miho Fuyama, Shohei Hidaka
†

北陸先端科学技術大学院大学

Japan Advanced Institute of Science and Thechnology
m-fuyama@jaist.ac.jp, shhidaka@jaist.ac.jp

概要

オンラインの要約は次のような課題だと解釈でき

文章理解の機序解明に向け，著者らは読者が読みな

る．まず，制約条件として，文章全体に比べて，一度

する “オンライン要約” に注目した．このオンライン

が小さい），記憶容量が文章全体をそのまま記憶する

の推定である．本研究ではこれを意味的段落分けとし

報が少ない），それ以降の文章の内容が読者にとって

いて調べた．実験の結果，意味的段落分けは当該段落

それ以降の文章理解に長期的に有用な情報を構築し保

された．この結果は，意味的段落分けが，段落の意図

が与えられた際の自動要約の研究が盛んに行われてい

研究の仮説に整合的である．

も先の文章が不明な条件で，それ以降の読解に有用と

がら文章情報をある意味のまとまりごとに圧縮し保持

には少ない量の文章しか認識できず（情報の入力の窓

要約の基礎的な過程の一つは意味のまとまりの範囲

のに必要な容量に比べて非常に少なく（保持できる情

て，読者が意味的段落分けする際に利用する情報につ

不明である．オンライン要約は，この条件下において，

内部の情報のみでも一貫性をもって可能なことが示唆

持する課題である．文章要約については，文章の全体

の記述の必要十分性の認識によってなされるという本

るが（レビュー的な文献として [1, 2] など），少なくと

なる情報を構築するという点が新規な課題である（自

キーワード：文章理解，段落分け，オンライン文章要約

1.

動要約の場合は，人の認知容量の制約はないため，さ

文章理解におけるオンライン要約

らに情報入力のサイズや記憶容量の問題が大きく緩和

人はどのように文章を理解しているのだろうか．文

章の理解とはどのような情報の処理で，その

される）．

理解

意味的まとまりの判断

は読み手においてどのように表現されているのだろう

2.

みながら行われる要約 (以下オンライン要約) に注目

の一歩として，本研究では文章の意味的なまとまり判

明らかにする一歩として，読者がどのように文章の意

約を行うためには，要約の単位として，読者は読みな

落分け」と呼ぶ）を調べる．

断すると考えられる．前述の通り，読者はその認知容

までに読んだ一語一文を全て覚えているわけではな

考えられる．このとき，要約は要約内容に合わせた文

でに読んだ文章を何らかの形で記憶しておく必要があ

この文章の範囲＝ある情報で要約されうる意味的なま

“要約” を行いながら，文章を読み進めていると考え
られる．著者らは，こういった “オンライン要約” に

的である．したがって，オンライン要約の観点から考

このオンライン要約の認知過程を明らかにするため

か．著者らはこの文章理解の認知の解明に向けて，読

した．本研究では，このオンライン要約の認知機構を

断（意味的段落分け）の認知を調べる．オンライン要

味的なまとまりを見出していくのか（以降「意味的段

がら文章の意味的なまとまりを意識的・無意識的に判

多くの読者は，あるまとまった文章を読む際，それ

量の制約に合わせてある文章範囲ごとに要約を行うと

い．しかし，文章を全体として理解するには，それま

章の範囲ごとに構築されると考えるのが自然である．

るだろう．従って，人は情報を圧縮・保持する一種の

とまりの範囲をどう取るかと，要約の内容は相互依存

えると，意味的まとまりの判断は読者の文章理解を反

よる意味的な段落分けは，読者の文章の理解がどのよ

映する基礎的な認知過程である．

し，文章理解の認知過程を解明する要点となると考え

先行研究でも，文章の意味的な分割が読者間で一貫性

こういった読者の意味的まとまり判断に関しては，

うに/どのような情報として表現されているかを示唆

をもってなされるとして報告されてきた（3 節でより

ている．
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詳しく述べる）．たとえば，Zacks ら（2009）[3] は，

Space, Time の 6 つの要素が大きく変化する地点で読

ある文章分割がなされることを確かめ，これが “出来

に確かめた．これは，段落内外でこれらの要素の差が

event segmentation の一種として，読者間で一貫性の

事” のような意味的単位と見なせると論じた．また，
この Zacks ら [3] も参照しているように，文章理解の

者は文章分割を行うと予測し，これを実験から部分的
大きいことを手掛かりに意味的段落分けをするとの

仮説だと見なせる．また，自然言語処理の分野でも，

Hearst（1997）[6] をはじめとして，段落の境界で文章
の類似度が変化する（Hearst(1997) では境界前後の特

研究でも，読者は状況モデルと呼ばれる現実世界に類
似する物語世界のモデルを構築しており，このモデル

が大きく更新される際に読解時間が延びるとされる

[4, 5]．これはモデル更新までの範囲を意味的なまとま
りと見なす仮説と解釈できるだろう．以上の知見は，
読者がなんらかの意味的なまとまりを文章理解の際に

定の数の単語集合間の類似度が大きく変化した地点を

段落の境界とみなす）と考え，文章の自動分割を行っ
てきた．

本研究の仮説は，読者は各段落の意図が必要十分書

見出している可能性を示唆する．ただし次節で議論す

かれたか否かを基準に段落分け可能と予測する．よっ

が，本研究で仮定する “要約” が対応する意味的単位

える（本研究の仮説では類似度の変化は段落ごとの作

て，類似度の変化の情報がなくても段落分け可能と考

るように，これらの先行研究の “意味的なまとまり”

品の意図の変化に伴う副次的な変化だと考えられる）．

と同じ対象を指すかは明らかでない．

3.

本研究では，本仮説検証の第一歩として，類似度変化

意味的段落分けに関する本研究の仮説

の情報がなくとも読者はもとの作品の段落分けを認識

本研究では，読者の文章の解釈に依存する最小の意

できるか，読者間で共通した段落分けが行われるかを

味的なまとまりとして「意味的な段落」を考える．単

調べた．

語や文のまとまりの単位が比較的明確なのに対し（少

実験 1 では，検証の前段階として，元の作品の段落

なくとも現代の日本語や英語では文は終端記号を持

分け情報を除いた際に，読者がどの程度元の作品の段

まとまりが必ずしも文中に明示されず，前述の通り読

の全文を提示し，段落分けをしてもらうため，読者は

つ），いくつかの文からなる意味的な “段落” はその

落分けを推定可能か調べた．実験 1 では読者には作品

者の文章解釈に依存して可変である．本研究の仮説で

段落分けにあたり内容の類似度変化の情報も利用でき

は，この意味的な段落を最小の要約に対応する意味単

る．実験 2 では，被験者に一文ずつ作品の本文を提示

位と考え，よって，要約に相当するなんらかの文章の

し，その文で段落分けされると思う程度を 5 件法で回

“意図（言いたいこと）” を必要十分記述している単位
が意味的段落であると考える．
著者らはこの意図の記述の必要十分性は，より大き

答してもらった．この実験では，読者は当該段落内部

の情報のみで意味的段落分けを行うことになる．この

とき，読者は次の段落の文を参照せずに段落の終端を

な単位では，
（良い）小説全体を読んだときに，きちん

予測する必要があり，類似度変化の情報を利用できな

と話が “終わった” 感じを受けることと対応している

い．なお，本研究は進行中の研究であり，実験 1・2 と

と考えている．小説を読了してすっきりと終わった感

もに予備的な実験である．そのため，被験者はそれぞ

じがしない場合，伏線が回収されないなど，作品の意

れ 7 名と 9 名と少数である．

図に対し必要十分な記述がなされていないと読者が感

4. 実験 1
4.1 実験方法

じることが要因と考えられる．一方で，作品の意図が

必要十分記述された小説では，最後まで読むと物語が

“終わった” 感じを感じることができるであろう．こ

改行情報（作品の元の段落分け情報）を削除した 10

れと類似で，本研究の仮説では，段落の単位でもこう

作品（小説 7 作品，エッセイ・論述 3 作品．表 1 に作

いった意図が十分述べられた〜“終わった” 感じの判断

品名を記載）の各作品冒頭 900〜2200 文字を 7 名の被

がなされ，これが意味的段落分けの判断と考える．

験者に読んでもらい，意味的な段落の切れ目を報告し

一方，文章分割に関する先行研究の多くは，段落内

てもらった．被験者は日本語を母語とする大学院生お

外の意味的類似性の差（段落内では意味的類似性が比

よび研究者（男性 6 名，女性 1 名）であった．10 作品

較的高く，段落間では比較的低い）を手がかりとした

分を印刷した紙を渡し，読み返しや先読みも自由にで

意味的段落分けを主張してきた．たとえば，Zacks ら

きる状態で，自由な速度で読み，時間制限なく意味的

[3] は，文章理解の一つのモデルである Event-Indexing
Model[5] を参照し，Cause, Character, Goal, Object,

な段落の切れ目を本文中に書き入れてもらった．
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実験結果 1：検出能力を表す d-prime（表中は d′ 表記）の大きい順（降順）に結果を並べた．開業の頻

度が少ないものほど d-prime は高くなる傾向がある．また，作品 No.1,2,5 は随筆，それ以外は小説で，随筆の

d-prime が高い傾向がみられる．
作品 No

作品名

1

回顧と展望

2
3
4
5
6

4.2

趣味の遺伝
桐壺
細雪

家の話

冗談に殺す

7

銀河鉄道の夜

8
9
10

ラプンツェル

城

レ・ミゼラブル

P(正検出)

P(誤検出)

d’

元作品段落分け頻度

0.61

0.08

2.43

0.14

0.40

0.04

2.01

0.13

0.64

0.15

1.92

0.07

0.32

0.01

1.85

0.24

0.57

0.12

1.81

0.14

0.28

0.05

1.03

0.36

0.29

0.05

1.03

0.35

0.23
0.22
0.26

0.04

1.02

0.05
0.08

0.84
0.83

0.23
0.31
0.19

実験結果・議論

値が比較的高くなっている可能性が考えられる．

まとめると，作品の種類や改行の多さに応じて差は

結果を表 1 にまとめた．被験者の意味的段落分け報

あるものの，読者は総じて文章から元の作品の段落分

告を集計し，被験者 7 名分の結果から，元の作品で段

けを推定可能であることが示唆された．

落分けがある箇所で被験者が段落分けありと判断した

5. 実験 2
5.1 実験方法

確率（P（正検出）），元の作品で段落分けがない箇

所で被験者が段落分けありと判断した確率（P（誤検
出））を算出した．そして，これらの値を元に信号検

夏目漱石『こころ』の冒頭 172 文を，一文ずつ改行

出理論で用いられる信号（本実験では元の段落分け）
の検出能力を表す d-prime の値を算出した．d-prime

し，被験者に一文ずつ提示しながら各文で段落が終わ

ノイズの分布の平均値を引き，これをノイズの分布の

落が終わると思う程度が最も強い）で評価してもらっ

して信号＋ノイズとノイズの分布がどの程度離れて

したが，該当文の評価を次の文以降を読み直して修正

きかった作品 No.1 の d-prime ＝ 2.43 は被験者が平均

で，課題全体の時間制限も行わなかった．被験者は 9

ると考える程度を各文ごとに 5 件法（5 がその文で段

は被験者にとっての信号+ノイズの分布の平均値から

標準偏差で割ったもので，ノイズの標準偏差を単位と

た．該当文の評価時に前の文を読み返すことは許可

いるかを示す．よって，たとえば，最も d-prime が大

することは許可しなかった．読む速度は被験者の自由

的に信号+ノイズとノイズをノイズの標準偏差の 2.4

名で，日本語を母語とする大学院生および研究者（男

性 7 名，女性 2 名）であった．うち，1 名の被験者が

倍程度離れた分布として識別可能であることを示唆

『こころ』を読んだことがあったが，冒頭部分の展開

する．

をはじめ作品についてあまり記憶しておらず，実験へ

以上の分析の結果，表 1 中の d-prime が算出され

の影響は少ないと判断した1 ．

た．d-prime が 0.83〜2.43 であることから，信号とノ

イズは被験者にとって十分識別可能であると推測され
る．また，作品の元の段落分け頻度と d-prime の間に

実験結果・議論

は相関係数-0.72 程度の負の相関があり，段落の数が

5.2

唆する．これは，段落分けが少ない場合，大きな意味

prime の値を示した．表では d-prime の値が降順にな

しやすかった可能性を示唆する．加えて，作品 No.1，

差はあるものの，上位 3 名はノイズの 1 標準偏差程度

表 2 に被験者ごとの正検出/誤検出の確率および d-

多いほど段落分けの予測が難しくなっていることを示
的変化を反映した段落分けであるため，被験者が推測

2，5 は随筆・論述文であり，小説に比べて文章の展開
が予測しやすいと考えられる．その結果，d-prime の

るように結果示した．この結果から，被験者によって

1 実際，実験で特に目立って精度良く作品の元の段落を予測する
ことはなかった.
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でノイズ+信号とノイズを弁別している．実験 1 の結

果と比べると，全体的に実験 1 よりも検出力は落ちる

1

1.0

2

が，上位 4 名程度は実験 1 の下位程度以上の検出力を

0.8

3

もって段落分けを判定した．また，表 2 の一番下の行

0.6

4

に 9 名分の平均値を記した．作品が異なるので単純比

5

較はできないが，d-prime の平均値は，実験 1 の最低

0.4
6

値に近い値となった．

7

また，被験者間の意味的段落分け評価値の相関係数

8

0.2

0.0

9

を各被験者間で求めた．d-prime が作品の元の段落分
けを正解データとした検出力を示すのに対し，被験者

1

間の意味的段落分け評価値の相関は，被験者間の意味

的段落分け評価の一貫性を示す．この分析結果として，
全ペアの相関係数をまとめ，図 1 に相関係数のヒート

2

3

4

5

6

7

8

9

図 1 被験者 9 名の 1〜5 段階の段落分け評価値の相

関係数のヒートマップ．被験者 1〜9 の順で d-prime が

マップとして示した．相関係数は −0.06 ∼ 0.42，相関

高くなるよう並べた．

のペアにおいて 5% 有意水準で有意な相関を示した．

報を落とした文章から元の段落分けをどの程度推定可

の p 値が 0.05 以下のペアは 36 ペア中 27 ペアと，75%
この結果は，d-prime が低い被験者でも他の被験者

能か調べた．その結果，信号検出理論の d-prime=0.83

と高い相関係数を持つことから，実際の作品の段落分

〜 2.43 程度の十分な精度で作品の元の段落を推定可

けとは異なる作品の意味的段落を被験者が共通して推

能であった．実験 2 では，読者が段落内部の情報のみ

定した可能性を示唆する．これは，読んでいる文が含

で，意味的段落分け可能か調べた．その結果，実験 1

まれる段落に関して，被験者がなんらかの共通の手が

かりを用いて，作者の意図とは異なる意図を推定し，
意味的段落分けを行った結果とも解釈可能である．

以上の結果は，読者は段落内部の情報のみでも意味

的な段落分けが可能であることを示唆する．可能とい

順（降順）に結果を並べた．

6.

可能であること，被験者間で有意に相関した意味的段
落分け評価がなされることが示唆された．

表 2 実験結果 2：d-prime（表中は d′ 表記）の大きい
被験者

よりも精度は落ちるものの作品の元の段落分けが推定

う意味は，元の作品の段落分けを推定できること，お

P(正検出)

P(誤検出)

d’

1
2

0.54
0.17

0.15
0.01

1.47
1.23

3

0.46

0.16

1.12

4

0.21

0.05

0.84

5

0.33

0.16

0.63

6

0.33

0.17

0.60

7

0.38

0.21

0.56

8

0.08

0.03

0.44

9

0.25

0.15

0.39

average

0.31

0.12

0.81

よびなんらかの一貫した文章の手がかりを用いて他

の読者と共通した段落分け評価をなせることを指す．
実験 1 よりも実験 2 の方が d-prime の値が低いこと

から，通常，読者は該当段落よりもあとの文章の情報
も利用して意味的段落分けを行なっていることを示唆
する．

これらを総合すると，先行研究が主張するように，

なんらかの段落内外の差も意味的段落分けに利用する
が，段落内部の情報のみでも十分一貫性のある意味的
段落分けが可能であると考えられる．この結果は，本

研究の，読者がなんらかの文章の意図の推定から，意
味的段落分けを行っているとの仮説に整合的である．

著者らは，オンライン要約の認知過程解明に向けて，

総合議論

本仮説検証のための今後の課題として以下を考えてい

本研究では，オンライン要約の認知過程解明に向け

る．まず，意味的段落分けに利用可能な段落内部の情

“意図” が必要十分書かれる単位でなされるという仮
説の部分的な検証を行った．具体的には，意味的段落

“意図” 情報のみならず，多くの情報が考えられる．た

2 つの実験から検証した．実験 1 では，読者が段落情

している可能性がある．よって，意味的段落分けに際

報として，本研究の仮説が主張するような段落全体の

て，文章の意味的段落分けが最小の要約相当の文章の

とえば，局所的な段落最後の文の文末や接続詞など特

徴的な一語・二語によって，読者が段落の終端を予測

内部の情報のみで，意味的段落分けが可能であるかを
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し，こういった段落内部の局所的な情報にどの程度依

拠しているか，段落全体が示唆する大局的な “意図”

がどの程度利用されているかを分けて調べる必要があ
る．このためには，文をシャッフルしたり（大局的な

情報を弱める），接続詞や文末の表現を変える（局所
的な情報を弱める）などして読者の意味的段落分けが

どの程度変化するか調べる等の方法が考えられる．ま
た，テキストの局所的な情報から段落分けを推定する
モデルを，コーパス等から学習し，局所的な情報のみ
で（原理的には）どの程度段落分けが推定可能か調べ
ることも可能であろう．加えて，より本質的には，段

落全体の “意図” がどのように文章から推定され，ど

のように認知過程に表現されるのかモデルを構築する
ことが必要であると考える．これらの知見を元に，オ

ンライン要約の基礎となる意味的段落分けの認知過程
を明らかにし，文章理解過程の解明を目指したい．
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地域高齢者のスマホの利用学習の支援の検討
—学生が開催する講習会への参加がスマホ利用イメージに及ぼす影響について
Development of support methods for learning use of smartphone on older adults.
須藤智†・大木朱美‡・新井田統‡
Satoru Suto, Ooki Akemi, Sumaru Niida
†

‡

静岡大学， (株)KDDI総合研究所
Shizioka University, KDDI Research, Inc.
suto.satoru@shizuoka.ac.jp

Abstract

2.

This study focused to explore method of support for learning
use of smartphone on older adults. In Study 1, a questionnaire
survey was conducted to clarify the utilization rate of
smartphones of older adults. As a result of the survey, the
utilization rate of older adults over 65 in the local region
（Shizuoka City） was 19.1%. By questionnaire survey, we
clarified the use needs of smartphones for older adults.
Based on the results of Study 1, in Study 2, we developed a
smartphone workshop for the older adults and held a
workshop. From the results, it became clear that by
participating in the workshop, ease of operation of the
smartphone was improved, and the feeling of anxiety about
the operation of the smartphone was reduced.

（研究 1 ）地域高齢者のスマホ利用調査

（目的）これまで高齢者ユーザのスマホ利用状況につ

いての先行調査が実施されているが，多くの調査が
Web アンケートで実施されており，サンプリングに偏
りがある可能性が考えられる。そこで，本研究では，実
際に地方都市で街頭調査を実施し，地方都市の高齢者
ユーザのスマホの所有状況について明らかにすると共
に，研究 2 で実施するスマホ講習会で扱う内容につい
て検討する基礎データを収集することとした。
（方法）回答者：回答数 103，有効回答数 89（65 才以

上，性別，年齢，利用端末に回答したデータを有効回答
とした。男性 25 名，女性 64 名,年齢 65-91 歳）であっ

Keywords ― Cognitive aging, Cognitive engineering,
Usage of smartphone for older adults

た。
調査方法： 2017 年 12 月の 2 日間，静岡駅前の地下街

1.

はじめに

ホールにて， 65 歳以上の高齢者と思われる方々に声

情報社会の中で様々な新奇な情報機器が日常生活に

をかけ，質問紙への回答を求めた。回答に応じた回答者

おいて身近な人工物となりつつある。特に，スマート

に対して趣旨を説明し，同意を求めた後，質問を読み上

フォン（以下，スマホ）については，所有率を若年者

げ回答を求めた。回答時間は 10 分程度であった。

と高齢者を比較すると大きな隔たりがあり[1][2]，高

質問紙の構成：質問紙は，
（1）所有端末の種類（スマ

齢者層にとってはまだ身近な人工物となっていないの

ホ，ガラケー，非所有）
，
（2）携帯電話の利用年数，
（3）

が現状である。その理由の一つとして高齢者ユーザの

端末の利用の程度（
「あなたは携帯電話を日常的にどの

スマホの利用学習を支援する環境は十分でないことが

程度使っていると感じていますか？」
，
5 段階評定）
（
，4）

考えられる。

満足度（
「あなたは，自分の携帯電話にどのくらい満足

本研究では，高齢者ユーザのスマホの所有や利用学

していますか？」
，5 段階評定）
，
（5）普段よく利用して

習を促進する地域の支援体制を探索することを目的と

いる機能（
「普段，携帯電話で「利用している」と感じ

し研究１と２を実施する。研究１では，静岡市街地で

る機能にすべてチェックを入れてください。
」
，MA）
，

地域の 65 歳以上の高齢者を対象としたスマホ所有率

（6）スマホを所有していない場合は，スマホを所有し

とスマホを所有しない理由，利用学習の支援方法につ

ない理由（MA）
，
（7）スマホ講習会の基礎情報（スマ

いてのニーズ調査を実施する。研究 2 では，研究１の

ホでやってみたいこと（やっていること）
，講習会の内

結果を踏まえ大学生が地域の中で実施可能がスマホ講

容希望）
，自由記述）
，
（9）年齢・性別の項目で構成した。

習会を開発し，その講習会を受講することで，スマホ

（結果・考察）

の操作がスムーズにできるようになったと感じるのか

（1）スマホの所有率：回答者の所有端末について年代

などの主観的側面が改善されるかを検討する実験を実

別の度数分布を図 1 に示した。65 歳以上のスマホの所

施した。最終的に研究 1・2 に基づき，地域における

有率が 19.1%，ガラケーの所有率が 68.54%，非所有が

高齢者のスマホの利用学習を促進する環境を考える。

12.36%であることがわかった。
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図 1．年齢グループ毎の所有端末の度数分布
2017 年の先行調査[2]では，スマホ利用率に関して 65

図 2．利用頻度に関する主観評価の平均値

歳以上が 50.8%,70 歳以上が 33.3％という報告がなさ
れている。また，総務省の 2015 年の調査[1]では，60
歳以上で 20.5%の利用率であると報告されている。今

1.00

n.s.

1.50

回の調査結果からは，厳密な高齢者の定義である 65 歳
←

以上のユーザについては，これまでの調査よりも利用

2.00

2.294

2.051

2.50

率が低い状況であることがわかった。この所有率のズ

3.00
→

レについては，先行調査のサンプリングの偏りが考え

3.50
4.00

られる。また，本研究の年代別の利用率のデータの結果

4.50

からは，年齢とともに，スマホ利用率は下がっていくこ

5.00

n=17
n=59

とが明らかになった。
図 3 所有端末グループ毎の満足度の平均値

（2）携帯電話の端末ごとの利用年数：利用年数の平均

値は，スマホは 2.71 年ガラケーは 12.28 年であった。
例えば，日本において iPhone3G が日本で発売された

（5）普段よく利用している機能：グループ毎に普段よ

のが 2008 年であることを考えると，多くの高齢者ユー

く利用している機能について，利用していると回答し

ザが最近スマホを持ち始めたという現状がわかる。

た機能について利用率を算出した。表 1 はスマホ所有

（3）携帯電話の利用頻度：端末を普段どの程度使って

群で利用率が高い機能の順に並べ替えた表である。

いるのかについての主観評価について所有端末グルー

スマホ所有群で，普段よく利用している機能につい

プ毎に平均値を算出し，平均値の差について t 検定を

ては，
メール(47%),電話(47%)，LINE(41%)，天気
（41%）
，

行った（図 2）
。その結果，有意（t(74)=2.14,p<.05,d=-.56）

カメラ（35%）であった。また，ガラケー所有群では，

にスマホ利用者の方が端末を使っていると回答してい

電話(100%)，メール(70%)，カメラ(43%)，ネット検索

た。この結果からは，スマホ所有者の方がよく端末を利

(18%)の順であった。この 2 群の比較をすると，注目さ

用しているように感じていることがわかる。その理由

れるのは，
ガラケー群では電話が 100%の利用率である

としては，おそらく様々な機能がガラケー端末よりも

がスマホ群ではそうでないこと，電話やメールなどガ

多く搭載されていることが考えられる。

ラケー群で高利用率の機能の利用率が下がっているこ
とが挙げられる。その理由として，スマホ所有群の

（4）所有端末の満足度：グループ毎の所有端末の満

LINE 利用率が上昇しており，コミュニケーションの

足度の平均値（図 3）を算出し，平均値の差について

ための機能がシフトしている可能性も考えられる。ま

t 検定を行ったところ有意差は認められなかった
（t(74)=0.71,d=.195）
。ガラケーと比較するとスマホ

た，カメラ機能については，統計的検定は行っていない

は機能が多いと考えられるが，満足度高くないようで

とスマホのカメラは魅力的な機能であるはずだが，十

ある。その原因としては，スマホを十分に使いなせて

分に使われていない現状が示唆された。

が，平均値はスマホ群の方が低い。ガラケーと比較する

いないことが考えられる。

696

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-56

表 1 所有端末グループ毎のよく利用していると回答

なせる気がしない」であり，高齢者に対して使い方につ

した機能の割合

いての支援が必要であることがわかった。
以上の結果を踏まえ，研究 2 でのスマホ講習会のコ

EY
0

(

0
%(

ンテンツを検討することとした。研究 2 の講習会は，
(

スマホの基本的な使い方に加えて，メールや電話，

kr

%(

0

%

LINE といったコミュニケーションアプリについては，

%

講習会ではアカウント管理に制約があり，アプリの表

Y

%

面的な使い方については学習可能であるが，実際の日

a
Na

常的な利用レベルでの体験場面を作りにくい。一方，カ

)

Y

メラ機能については，会場の外での体験場面を入れる

)

ことでより日常的な使い方を体験できると考えられる。

%
%
18

35
i

須藤ら[3]では，カメラ体験をすることでスマホの全体

(

)

的な操作学習成績が向上することが報告されている。

)

そこで研究 2 では，カメラでの撮影を実際に体験する
写真撮影会を行うこととした。
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（6）スマホを所有しない理由：スマホを所有しない理
(N=61)

由は，ガラケー所有群の 61 人では，
「使いこなせる気
がしない(23)」
「その他(16)」
「めんどくさい(11)」
「今の

0

2

4

6

携帯電話で十分に用を足せる(9)」という回答であった
（図 4）
。この回答からは，スマホを利用しない最大の
理由は「使いこなせない」と感じている問題あり，高齢
者ユーザに対する利用学習の支援の必要性が示唆され
た。しかし，携帯電話を持たないグループについては，
「十分に用を足せる」という回答が最も多く，そもそ
も，携帯電話端末を持つニーズがない状況が確認され
N=11)

た。

図 4 端末グループ毎のスマホを持たない理由

（研究 1 のまとめ）街頭質問紙調査の結果を整理する

と，65 歳以上の利用率は 19％と低めであり，年齢と共
からは，スマホを使ったシニア向けの社会的支援サー

3.

（研究 2）大学生が実施する地域高齢者
向けスマホ講習会の開発と実施

ビスなどは，利用者が限定されてしまう可能性がある

（目的）研究 1 の結果からは，スマホを利用したい

と考えられる。

高齢者に対してスマホの利用を支援する体制の必要

に低下している現状があることがわかった。この結果

ると回答しているが，満足度についてはスマホ所有群

性が示唆された。そこで研究 2 では，地域コミュニ
ティの中で大学生が実施できる高齢者向け講習会を

とガラケー所有群の間に差はなく，スマホの高機能性

開発することを最終的な目的として，高齢者向け講

のアドバンテージが認められないということがわかっ

習会を開催した。講習会は，講義中心の座学ベース
の構成ではなく，より日常生活を反映した実践が含

また，スマホ所有群のユーザは，よく端末は使ってい

た。スマホへ移行しない理由としては，最多が「使いこ
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まれる内容とすることとした。講習会の内容は，学
生 7 名が PBL 授業のプロジェクトとして，研究 1

主体での実施のため，講師側の学生らへの調査も行
った。授業の一環として実施したため，
「講習会を企

を実施しながら，講習内容，説明シナリオ等を検討

画・開催してどのようなことを学んだのか」という

し開発した。開発した講習会を実際に実施し，スマ
ホの利用イメージにどのような影響があるのか等，

タイトルでレポートを提出させた。
（結果・考察）操作の容易さのイメージ：スマホの

その効果を検討することとした。また，講師側の学

操作 17 項目についての「操作をスムーズにできる

生にとってこの講習会がどのような学習機会であっ
たのかについても分析を行うこととした。

か」という主観評価の平均値（図 6）について講習会
前後で比較したところ有意差が認められた

（方法）参加者：スマホを所有していない高齢者 13

（t(12)=3.27 p<.01 d=.91）
。また，詳細な分析とし

名（男性７名，女性 6 名，66-81 歳）
，参加者は 2 グ
ループに分かれて，講習会に参加した。

て個々の操作について前後で比較をしたところ，講
習会で扱った操作内容については講習会後にスムー

手続き：講習会は 2 時間，最大 7 名が参加した。

ズに操作できると評価する傾向が認められた。

内容は以下の通りであった。講習会は，学生の PBL
型授業の一環で開発され，座学形式のフェーズと講

6

習会会場外で実際に体験利用するフェーズの 2 つの

5

フェーズで構成した（図 5）
。座学の内容は，電源操
作，ホーム画面の操作，各種ボタンの操作，カメラ

4
3

の利用，写真閲覧，インターネット検索の仕方，文

2

字入力，充電であった。座学では，講師 1 名が全体
的な説明をし，その説明を元に高齢者と大学生がペ

1

アとなり，講師が伝えた内容を一緒に操作する状況

17

を設定した。体験利用のフェーズでは，カメラで，
静岡市街地の様子の写真を撮り，最終的に全員で写

図 6 スマホ操作の容易さのイメージに関する

真を共有するという課題を設定した。

主観評価の平均値
スマホの利用希望・不安感：将来的なスマホ利用に

ついて尋ねた VAS 項目について前後比較をしたと
ころ，有意差（t(12)=2.25, p<.05 d=.45）が認められ
た（図 7）
。この結果からは，講習会参加によってス
マホをより利用したいとより感じるようになったこ
とがわかった。
100

図 5 講習会の様子

75

←VAS →

質問紙調査：参加した高齢者に対して講習会の前

後でスマホ利用についてのイメージがどのように変
わるのかを明らかにするために質問紙調査を行った。
調査紙は，操作の容易さとしてスマホの機能 17 項
目「スムーズに操作できると思う（6 段階）
」かどう

50

25

0

かを尋ねた。また，利用希望イメージとして，
「スマ
ホとガラケーのどちらを使いたいか（VAS）
」を尋ね
た。講習会全体の評価として，資料・説明のわかり

図 7 スマホの利用希望に関する主観評価の平均値

やすさ，同様の講習会への参加希望，講習会の内容
の難易度，楽しさを尋ねた。今回の研究は「学生」

また，スマホを利用することへの不安感について
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の主観評価も前後比較によって有意に低減すること
が示された（t(12)=2.58, p<.05, d=.84）
（図 8）
。

との重要さを学び，議論を重ねていくことでそ
れぞれの役割が見えてきた。
以上の記述からは，高齢者とのコミュニケーショ

5

ンの問題やデジタルデバイドの問題など高齢社会に
おける地域社会の問題に気づきを得られた。また，

4

←→

PBL 型の授業としても学生にとって主体的な学習
3

機会になったと考えられる。今後 PBL の授業とし
てパッケージ化を実施し，地域で展開できれば，そ

2

の講習会は学生にとっても，地域の高齢者，大学に
1

とっても相互に学習という観点のある活動・場を構
築する媒介となる可能性が考えられる。

図 8 スマホ利用に対する不安感の平均値

4.
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められた。
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若者は高齢者の方とコミュニケーションを図
るべきだ。

l

高齢者の方がアクティブになれる地域づくり
のためには，高齢者間でのデジタルデバイドも
なくしていくことも必要だ。

l

プロジェクトの組み立て方についても実践的

l

に学ぶことができた。
プロジェクトでは，自分の意見を伝えていくこ
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歌舞伎と文化的ナラトロジーへの物語生成アプローチ の構想
Plans of a Narrative Generation Approach to Kabuki and Cultural Narratology
小方 孝†
Takashi Ogata
†

岩手県立大学
Iwate Prefectural University
t-ogata@iwate-pu.ac.jp

1.

まえがき

に とって の基 本であ る．これ らのこ とを検 討す

筆 者は「物語 生成シ ステ ム」の研究 を行っ て

る に当た って，歌舞伎が 非常に 役に 立つ（ Ogata

い る．人工知 能とし ての 物語生 成シ ステム 自体

(2016b)は 歌 舞 伎 の 歴 史 や 概 要 も 簡 潔 に ま と め

の 研究は 萌芽 的なも のを 含めれ ば 50 年 あまり

て いる ）．歌 舞伎は 一元 的物語 では なく多 元的

前 から行 われ ており，最 近では 文書 生成や 小説

物 語であ ると 考えら れ ，芸術 や文学 として の物

生 成や議 論生 成など，関 連する 生成 系の研 究も

語ではなく芸能としての物語であると考えら

数 多く報 告さ れてい るが（詳 細は Ogata (2016a,

れ るから であ る．

2018b), 小 方 ・川 村・金 井 (2018)） ，そ もそも

こ のよう なわ けで，「歌 舞伎の 物語 生成シ ス

筆 者の言 う「 物語 」が何 を意味 して いるの かと

テ ム」という ものが ある ならそ のよ うなも のを

い うこと は，様々 な箇所 での断 片的 もしく は非

構築することが筆者の目標であるわけではな

体 系的な 記述 以外に は論 じて来 なか った．何を

い にして も， 歌舞伎 は ， 上述の よう な物語 論・

も って物 語と 考える かと いうこ とに よって，研

物語概念に基づく筆者の物語生成研究にとっ

究 の焦点 が小 説生成 なの か，小説の 他詩な ども

て，単 なる素 材を超 えた 意義や 価値 を持っ てい

含 む文学 生成 なのか，と いった 目的 と方向 が 規

る ．従っ て，歌舞伎 自体 の調査・分 析・モ デリ

定 され異 なっ て来る．本 研究で 目標 とする のは

ングを行うこともまた重要な研究項目の一つ

こ れらの 何れ とも異 なる ．本 稿は，特に 歌舞伎

で ある．以下 ，（ 筆者に とって の）物語と は何

を 媒介と して，筆 者の物 語生成 研究 におけ る物

か という 問題 と，歌舞伎 とを絡 めて 議論を 進め

語という概念はそもそも何なのかという問題

る．

に アプロ ーチ し，それを ある程 度明 らかに する

2.

こ とを目 的と する ．しか しこの 問題 は実は 日本
の 民俗学・芸 能研究・哲 学思想 など も巻き 込む

「物語」とは何か

本 節では 多元 的物語（論）・物語へ の文化 的

大 問題で あり，こ こで結 論が出 るわ けでは ない．

ア プロー チ・芸能と して の物語 のそ れぞれ につ

ま た，story とも narrative と も 異なる 日本語 にお

い て述べ る．

けるモノガタリという言葉が持つ独自性の問

2.1 統制的物語論と多元的物語

題 とも関 連す る．このこ とは研 究を 始めた 当初
か ら意識 して いた (小方 , 1997)．

物 語論（ナラ トロジ ー）は，あらゆ る物語 に

基 本的な 観点 はお よ そ次 の通り であ り，これ

共 通・普 遍的 な形式 と内 容を扱 う学 問であ るこ

に 沿って 論述 を進め る ― まず，アリ ストテ レス

と を標榜 して いるが ，実 際には 西欧 的物語 を そ

(1997)的 な「統 制的物 語論 ないし 一元 的物語 論」

もそもの発想の前提としているという歪みが

で はない「多 元的物 語 論 」に 筆者は 立脚し てお

あ る．歪 みと 言うよ り，世界大 で物 語を扱 うと

り ，さ らに「物語 への文 化的ア プロ ーチ」を 指

いう意味での普遍性を物語論が目指すのであ

向 してい る．また ，「芸 術」と して の物語 では

る のなら ，西 欧由来 では ない発 想，それと は対

な く，「 芸能」と しての 物語と いう 概念が 筆者

立 する発 想も 取り込 み，体系的 に包 括する よう

1
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なより大きな意味での物語論の構築を目指し

れを必ずしも最上位に位置するものとして重

た方が良いと考えられるということである．

視 するわ けで はない 伝統 は，今 日に も受け 継が

（しかしながら，文化的辺境の側から見る時，

れ ている ．
（悪 い伝統 との 認 識も 時に あった が，

このような方法ははさらに悪質な展開である

事 実とし てそ のよう な伝 統は保 持さ れ，消 滅す

か も知れ ない ．筆者 が 考 える多 元的 物語論 によ

る ことは なか った． ）

れ ば，包 括が どうし ても 一定の 観点 や基軸 によ

結 論とし て，本研究 にお ける物 語な いし物 語

る もので ある 他はな いと しても ，そ の観点 や基

生 成への アプ ローチ にお いては ，統 制的／ 一元

軸 自体が 可変 的・流 動的 なので ある ．）

的物語論ではなく，多元的物語論を採用する．

ここで統制的／一元的物語論と言うのは，

そ の際，多元 的物語 論を 当初か ら実 践し，紆余

様 々な意 味が あるが ，第 一義的 には ，アリ スト

曲折を経ながらも現在に至るもそれを保持し

テ レスが「詩 学」 (1997)に おい て表 明した よう

続 けてい る歌 舞伎を ，一 つのモ デル ケース ない

な 考え方 に基 づく物 語論 を意味 する ．この 詩学

し 素材と して 調査・ 分析 ・モデ ル化 する．

＝演劇を直接の対象としながらも物語全般の

2.2 物語への文化的アプローチ

た めの物 語論 となっ てい る偉大 な理 論は，目的
論 的な観 点か ら一貫 して 構成さ れて おり，物語

近 年，文 化に 独自の 様々 な物語 論や 文学理 論

を 構成す る要 素に（「筋 」を最 上位 とする ）重

の鉱脈を探り様々な物語論を構築しようとい

要 度の序 列を 付ける ．こ れは現 象分 析と言 うよ

う 動きが ある ．日本 でも ，近代 の文 芸批評 や文

り も寧ろ 一種 の規範 論で あり，ある いはそ のよ

学研究を集成する書物の編集も幾つか行われ

う なもの とし て機能 し，すなわ ち筋 からの 統制

て いる (千葉・坪 内 , 2003, 2004; 大 浦 , 2017; 渡

的 構成こ そが「優れ た物 語」を 作る ための 規範

辺 , 2017)． 筆 者も従 来か ら日本 にお ける物 語論

と される ．

や 文学理 論の 重要性 を主 張し，その 体系的 検討

こ れに対 して 多元的 物語 論とは ，物 語の構 成

の 必 要 性 を 指 摘 し て 来 た (小 方 , 1998, 2018a;

要 素間で の目 的論的 序列・優劣 を基 準とし た配

Ogata, 2018b)． 言 うまでも なく， 近代 に留ま ら

置 を排し たタ イプの 物語 論であ り，そこで は例

ず ，日本 でも 古来多 量の 文学作 品や 物語作 品が

えば物語の筋がすべての下位要素を統制する

制 作され 社会 的に流 通し て来て おり ，優れ た作

最 上位目 標と して認 識さ れる（ べき ）とい う発

品 と評価・認 識され てい るもの も多 く存在 する

想 が排除 され る．例えば ，歌 舞伎と いう演 劇は ，

のであるから，それを様々な形で支える理論

17 世 紀初頭に おける 創生 の当初 ，筋 は存在 せず ，

的・批評 的営 為が存 在し たとい うこ とは言 うま

一 つの場 面の みから 成る ，物真 似や 舞踊や 見世

で もない ．20 世 紀の 物語 論とい う体 系的・包括

物など様々な要素を組み合わせた芸能であっ

的 な学問 的枠 組みを 借り て，古 代か ら近・現代

た ．しか し，そのこ とは 歌舞伎 が物 語では なか

に 至る日 本の 物語論・文 学理論 を体 系的・包括

っ たとい うこ とを意 味す るわけ では ない．歌舞

的 に調査・集 成する 学術 的試み が現 れるこ とは

伎 は，ある出 来事や 行為 の模倣・真 似（シミュ

当 然の流 れで ある．近代 に留ま らず ，江戸 時代

レ ーショ ン）であり ，ま たその 中に は当初 から

以前の物語論や文学理論を集成する試みが多

過去の諸ジャンルの物語の記憶が内蔵されて

数 出て来 るこ とが今 後期 待され る．近代文 学研

い た．そ のよ うな意 味で ，歌舞 伎が 当初か ら物

究 者の渡 辺 (2017)の 試み は，近・現 代物語 論の

語と密接な関連を持っていたということは明

成果を導入して近世の小説方法論に新しい光

ら かであ る．しかし なが ら，筋 を示 す脚本 とい

を 投げた とい う意味 で，先駆的 な試 みであ るか

う ものが 最上 位に置 かれ ，それ に従 って，作品

も 知れな い．また，現代 の産物 を対 象とし たも

のその他の要素が構成され修飾されるという

の でも，内容 や思想 を過 度に偏 重し た文芸 評論

制 作のあ り方 が取ら れた わけで はな かった ．歌

で はない 物語 論的・文学 理論的 試行 が増え るこ

舞伎の中にも徐々に台帳と呼ばれる脚本を重

と が期待 され る．

視 するア プロ ーチが 取り 入れら れて 行くが ，そ

さてこのような文脈の中で歌舞伎とはどの
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よ うに位 置付 けられ るで あろう か．最初に 断言

う 点であ る．筋や演 技に 関わる 型は 習得さ れる

し ておけ ば，歌舞伎 は物 語の宝 庫で ある．ある

ことが可能な客観的対象としてストックされ

い は，歌 舞伎 は物語 とい うもの を，内容だ けで

て いる必 要が あり，さら にその 使用 の仕方 や組

なく形式や構造の側面をも含めて検討しよう

み合わせ方も予め知識や技法として保持され

と する際 に，極めて 豊か な知見 を我 々に提 供す

て いる必 要が ある．歌舞 伎に携 わる 人々は ，継

る ．恐ら く，歌 舞伎 が作 者の内 省的 な思考 に根

続的な学習や実践を通じてこれらを身に着け

拠を置く近代型の文学ではないという点にそ

て 行くわ けで あるが ，学 術的な 立場 からは ，も

の 一つの 理由 が求め られ るであ ろう ．また ，必

し この種 の知 識や技 法を 体系化 でき たなら ，そ

ずしも高度に緊密な物語であることをその作

れ は一つ の物 語論・文学 理論の 体系 になっ てい

者 達が求 めな かった 点，あるい は求 めよう とし

る という こと が言え るで あろう ．

ても現実的に困難であった点も影響している

2.3 芸能的物語

で あろう ．こ のよう な意 味で，歌舞 伎にお ける
物 語の作 り方 は，恣 意的 な性格 を持 つが，それ

芸 能とは ，仮 に現実 空間 に隣接 する 場所に お

故逆に物語における様々な性格が露出してい

い てであ った として も，現実や 日常 を超え た時

る とも言 える のであ る．例えば ，組 み合わ せ的

空 間を設 定し ，そこ で行 われる 何ら かの芸 の実

な性格というものを歌舞伎における物語作り

践・上演 を意 味する ，極 めて包 括的 な対象 であ

の 一つの 特徴 と見做 すこ とがで き，これは 歌舞

る．その中に，舞踊・音 楽・演劇・語 り等々 の

伎 の多重 性や 多元性 に関 係して 来る が，そ れは

多 様な要 素を 含み，また 文字や 映像 その他 によ

同 時に物 語論 的な理 論の かなり 露骨 な適用・応

っ てその 上演・実践 を記 録し後 代に 残すこ とは

用 として 理解 しよう とす れば，でき るかも 知れ

可 能であ るが ，この 残す という こと が第一 義的

な い．制 作の 主体は ，予 め存在 する 物語に おけ

に 重要と され るわけ では ない．重要 なのは 寧ろ，

る 素材や パタ ーンを 選択 し，組 み合 わせ，そし

そ の時・その 場所に おけ る一過 的な 現象の 側面

て それら の上 に何ら かの 新規性 を付 加して ，新

で あり，本質 的な意 味で 残るの はそ の場で これ

し い作品 を制 作した ．そ れが可 能で あった のは，

を 観た人 々の ，固定 化さ れない 記憶 に過ぎ ない．

事 前に様 々な パター ンや 素材が 存在 し，そ れら

「 小説」の場 合，残 され た文字 こそ が重要 且つ

を使用しアレンジする一種の物語論的な方法

本 質的で あり ，後代 の人 々は何 時に なって もこ

を 制作者 側が 保持し てい たから であ った．但し

れを余すところなく受容することができるが，

こ の場合 の「制 作者」と は，筋や脚 本の制 作者

芸 能の場 合，仮に文 字の 記録が 多数 残され てい

に 限定さ れる わけで はな い．上 演さ れる芝 居を

て 読むこ とが できる とし ても，それ によっ て芝

演じる役者達もまたこの中に含めて考えなけ

居 を余す とこ ろなく 鑑賞・受容 する ことは でき

れ ばなら ない ．歌舞 伎の 草創期 にお いて，役者

な いだろ う．こ のような 意味で，芸 能は，言語

が すなわ ち作 者でも あり ，この 伝統 はその 後も

としての産出物である文学とは異なる概念で

続 き，現 在で も継承 され ている ．歌 舞伎の 役者

あ る．さらに，意図的・意 識的な制 作やそ の精

は，特定の演 目の，ある いはそ れを 超えた，演

錬過程を重視した芸術とも異なる概念である．

技 におけ る一 定のパ ター ンを体 得し ており ，こ

物語とは上記の何れともレベルを異にする

れ を普通「型 」と呼 ぶ．歌舞伎 の役 者は，多数

概 念であ り，芸能の 中に も文学 の中 にも物 語は

の 型を身 に着 けてお り，実際の 芝居 の上演 に当

存 在し，また 芸術的 な物 語も存 在す る．芸 能と

た っては ，型 の組み 合わ せを通 じて ，特定 の登

し ての物 語と は，演 じら れると いう こ とと 強く

場 人物の 役柄 の造形 を行 う．新 規性 はその 変形

結 び付い た意 味での 物語 であり ，書 物とし て成

や 様々な 工夫 の中か ら生 じる．以上 ，歌舞 伎に

立し流通する文学としての物語とは基本的に

お ける筋 と役 者に触 れた が，共 通す るのは ，共

異 なる．また ，演じ られ るもの とし ての物 語と

に 一定の 型が 存在し ，そ の使用 や変 形を通 じて，

い う意味 では 演劇も そう である が，「演 劇」と

個々の作品や上演が作り上げられて行くとい

言 った場 合，芸能と して の物語 とは 違って ，恐
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3.

ら く上述 の統 制的／ 一元 的物語 ，す なわち アリ

「歌舞伎の物語生成」とは何か

ストテレス的な意味での物語というニュアン

以上のような幾つかの物語観―多元的物語

ス を強く 帯び ること にな るし，さら に芸術 とし

論・物語 への 文化的 アプ ローチ・芸 能とし ての

ての物語に近いものとして感じられるものと

物語―を具体的に実践する素材として歌舞伎

な る．

を 調査・分析 し，物 語生 成シス テム の設計 と実

実は 2.2 節 の 後半で 歌舞 伎につ いて 述べた こ

装 につな げる ．

と は，芸 能と しての 物語 の性格 を示 すもの でも

3.1 多元的物語としての歌舞伎

あ る．さ らに ，明治 時代 以降，歌舞 伎が「 古 典
芸 能」と 位置 付けら れる ように なっ てから ，芸

筆 者はこ れま で，歌 舞伎 の物語 技法 の調査 ・

術 として の歌 舞伎を 志向 する傾 向も 強まり ，例

分 析 の た め の 大 き な 枠 組 み を 提 案 し (Ogata,

え ば九代 目市 川團十 郎は ，歌舞 伎か ら芸能 的さ

2016b; 小 方 , 2018b)（表 1） ，この 枠組み の中

ら には見 世物 的な夾 雑物 を削ぎ 落し ，それ を写

で登場人物その他の要素の具体的分析を試み

実 的な現 代劇 として 復活 させよ うと 努力し ，そ

た ( 小 方 , 2017a, 2017b, 2017c; Ogata, 2018a,

れ は 現 在 で も 一 定 の 評 価 を 得 て い る (渡 辺 ,

2018b)． こ こ で 重 要 な の は 無 論 多 様 な 要 素 が 存

2018)．そ れで も歌舞 伎は 諸物混 淆の 芸能的 性格

在 すると いう ことそ のも のでは ない ．それ だけ

を 放擲す るこ とをや めよ うとは しな かった ．例

なら，他の多くの演劇ジャンルに共通である．

え ば，歌 舞伎 は日本 の民 話，中 世説 話，能・狂

こ こにお いて 本質的 に重 要なポ イン トは，これ

言，江戸小説，人形浄瑠 璃，落語な ど多様 なジ

ら 多様な 要素 の使用 が，筋（こ れも表 1 に おけ

ャ ンルの 物語 を取り 込ん で来た が，その流 れは

る 一要素 を占 める）の下 に一元 的・統制的 に管

失 せず，現在 でも漫 画や 小説，演劇 など異 ジ ャ

理されて行くという階層的な構造において整

ンルの物語の取り込みは積極的に行われてい

理されているわけではないということであり，

る ．能が 純粋 化と芸 術化 の道を 辿っ たのと は対

さらに諸要素は多元的な融合を通じて一つの

照 的であ る．これは ，権 力とし ての 芸能と 反／

舞台上演される作品を形作って行くという点

非権力との芸能との違いにも由来するかも知

で ある．ここ で言う「多 元的融 合」とは，そこ

れ ない．

に含まれている要素の中での重要度の序列が

な お，歌舞伎 は普通 ，物 語と呼 ばれ るより も，

存 在しな い，あるい は変 化・流 動す るとい うこ

演 劇・芸 能な ど と呼 ばれ ること が多 く，歌 舞伎

と を意味 する ．無論 実際 の制作 にお いては 何れ

において物語と言う場合は，脚本（台帳）や，

かの重要視される要素を基軸に作品が構成さ

特に演技における一形態―過去の重要な出来

れ たのか も知 れず，ある いは受 け手 はある 特定

事を登場人物の語りによって呼び起こす演技

の 要素を 重視 して作 品を 観るか も知 れない ．し

形 態―を 指す が，筆 者は 物語を もっ と大き な意

か し，それは 可変的 であ り，絶対・普 遍的な序

味 で捉え てお り，本 研究 では歌 舞伎 の全体 を指

列 のよう なも のが存 在す るわけ では ない．例え

し て物語 と呼 んでい る．すなわ ち歌 舞伎を 物語

ば ，海老 蔵や その関 係者 が出演 する 舞台を ，多

の一ジャンルとして捉えている．これは実は，

く の人は ，寧 ろ海老 蔵や その関 係者 の方に 注目

折 口 信 夫 ら の 民 俗 学 (伊 吹 , 2010) や 郡 司 正 勝

し て観る かも 知れな い．ここで 物語 そのも のを

(1998)や 渡辺 保 (1989)ら の歌舞 伎学 など ，物語

多 くの人 は観 ていな いか らと言 って ，歌舞 伎で

を芸能や民俗との関わりにおいて把握する日

は 何ら非 難の 理由と はな らない ので ある．また，

本 独自の 物語 観（文 化的 ナラト ロジ ー）の 発想

歌 舞伎で しば しば起 こる ことは ，歌 舞伎に 興味

を 受け継 いで いる ．つま りここ で筆 者が考 えて

のない人には全く気付かれないことであろう

い る物語 とは ，文学・芸 術とし ての 物語で ある

が ，世間 を騒 がせた おぞ ましい 事件 と類似 した

よ りも， 芸能 として の物 語なの であ る．

演目が平然と選ばれて上演されることがある
と いうこ とで あるが ，こ れも，歌舞 伎の見 方に
多 元性が あり ，観客 が必 ずしも 筋や 事件に のみ
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注目しているわけではないということと関連

者という人物は，出演作品における登場人物を演じるが，

し ている であ ろう．さら に，多 くの 観客は 歌舞

同時にその生身の役者の名前を持つ存在としての側面も

伎を写実主義の物語とは見ていないというこ

大きく本質的な意味を持ち，さらに時間的に継承されて来

と も，こ のこ とは表 して いる．

た「名前」を通じて一つのストーリーを持つ．登場人物とし
ての人物の方は，多くの場合，その作品にのみ限定され

表 1: 歌舞伎の調査・分析の主要項目
種類

た人物であるのではなく，その他の歌舞伎作品，異ジャン

概要

ルのその他の作品，虚構ではないものとしての歴史，等々
の中にも現れる人物であることが多い．

現 実 歌舞伎のストーリーやプロットは現実の何らかの事件を下
‐ 事 敷きにして構成されていることが多い．事件は複数の出来

ス ト 一編の作品は，しばしば一編と呼ぶことを憚られるような複

件

事ないし事象によって構成され，登場人物等の必須の要

ー リ 数の要素の集合体として成立しており，傍系の物語が肥

素が含まれる．典型的に使用される歴史的事象のセットが

ー

存在し，繰り返しそれらの作品化が図られた．同時代の社

（ 筋 るべき筈の人物が単なる狂言回しとなることもある．それぞ

会的事件を題材とした作品も多く作られた．現実と虚構と

書

れの部分の結び付きが恣意的に見えることもあり，展開の

の関連は単純ではなく，現実の事件を元に作られた虚構

き）

様式が非常に脱力的であることもある．

の部分（例えばある登場人物の造形）が逆にその現実像

場 所 ある劇団すなわち「一座」を構成する数の限られた役者

に影響を与えることもあった．

‐ 舞 が，歌舞伎におけるあらゆる物語のあらゆる登場人物を上

作品 ある作品自体が改変されて別の作品になるという事態が

台

大して大きなドラマになることもあり，また本来主人公であ

演可能なように仕組まれていた．登場人物さらに舞台（場

頻繁に起こる．これには，著作権的な意識が希薄であった

所）は，ある劇団の資産によってカバーされていた．登場

ことや，ある作品を役者や劇場（芝居小屋）の特性に合わ

人物は，ある比較的少ないカテゴリーに分けられ，その中

せて臨機応変に・恣意的に作り変えるといった興業上の方

に具体的な名前を持った個々の登場人物が格納される．

式が関与していた．これは次の「ジャンル」の越境を伴うこ

そのため，全く異なる複数の登場人物もこのカテゴリーに

とも多かった．

何れかに分類することができ，一人の役者が衣装や化粧

ジ ャ 歌舞伎は多くの既存ジャンルの集成であり，演劇としての

の変化を以って上演することが可能となる．歌舞伎の場

ンル 能・狂言・人形浄瑠璃，舞踊，語り物としての『平家物語』

所・舞台もこのような基本原理に基づいており，演目に合

や説教節，江戸小説，音楽としても，能・狂言の音楽や江

わせて登場人物との組み合わせによって構成される．この

戸三味線音楽，無論義太夫に代表される語り物の音楽等

「舞台（場所）・登場人物」の組み合わせを通じて，考えら

の混淆として成立している．最近ではアニメの歌舞伎化も

れる限り多くの「作品」を上演することができるのが，歌舞

行われている．

伎というシステムなのである．

題 材 歌舞伎では共通の題材ないし素材が頻繁に取り上げられ

時 間 異なる時間（時代）が一つの作品の中に混在するということ

‐ 素 る．これは，例えばある題材が取り上げられてある作品が

‐ 時 が普通に見られる．ある歴史的時代設定であるにも拘ら

材

代

作られると，その作品に基づく他の作品が作られるという，

ず，舞台・場所や調度品，人物の服装や話，背景や風景

制作の連鎖的展開と結び付いている．つまり題材における

からはどう見ても江戸の同時代としか思えないような現象

編集性と作品における編集性とは密接に結び付いてい

が普通に生じる．

る．ここで言う題材（素材）というのは必ずしも現実の事件と

芸 能 ここで芸能様式と呼ぶのは，舞踊や音楽や語り，さらに役

は限らない．また，もともとは現実の事件や出来事に由来

様式 者の型のような，芸能としての歌舞伎に現れる諸々の芸能

するものであったとしても，十分に物語化されたレベルの

要素における様式のことを意味する．その多重化のパター

題材・素材になることがある．このような多重化された題材

ンは一定ではなく，用意されている要素の組み合わせに

の選択は，特定の作者の好みや趣味によって恣意的に行

は様々な可能性がある．例えば音楽の種類は，長唄・清

われたと言うより，歌舞伎の制作のための一つのシステム

元・常磐津等多彩であり，役者の型は代々伝わる歴史的

として組織化された「世界」に基づいていた．

な多重性を持ち，竹本の語りは人形浄瑠璃からの連続性
と切断による性格を帯びる．

人物 歌舞伎の「人物」には，「役者」と「登場人物」がある．何れ
も，それ自体としても，それらの関係においても，時間的・

劇 場 日本の伝統的な演劇は，劇場を特定ジャンルの必須の構

空間的に極めて多重的な存在として形成される．まず役

（ 舞 成要素として組み込んでいる．普遍的な空間としての劇場
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台 ＋ ／舞台が存在し，そこで様々なジャンルの演劇が上演さ
客

上演 江戸時代の歌舞伎はその時代の現代演劇であったので，

れるというわけではなく，能には能の，人形浄瑠璃には人

基本的に個々の上演は新作物の「通し上演」という形で行

席） 形浄瑠璃の，歌舞伎には歌舞伎の，劇場と舞台がそれぞ

われた．但し，一本の新作が単に通しで上演されるのでは

れに祖存在した．歌舞伎の劇場を他のそれと分かつ大き

なく，もっと複雑な決まりがあり，基本は，時代物と世話物と

な特徴は花道の存在であった．

いう二本の作品が交互に上演されて一公演を成すという

観 る その受け手にとって歌舞伎とは何よりもまず劇場で観るも

形式であった．これに対して，明治時代以降も所謂新歌舞

者 ‐ のである．様々な意味で，歌舞伎というもののあり方は，そ

伎をはじめとして新作は多数書かれたが，古典化した江戸

観客 の劇場というものの存在と密接に連携し合っている，ある

歌舞伎の反復上演も恒例化したため，江戸時代の大阪に

いは一体化している．そして観る者（観客）もまたその多重

発祥した「見取り上演」という形態が普及した．見取り上演

的な編集の一翼を担っている．

は，ある作品の中の一部分のみ（一段や，その中の一場．

テ ク 小説や詩を読む（受容する）ということは，紙の本（あるい

あるいは，幾つかの段や場を編集等）を上演する形態であ

スト

り，複数の部分が寄せ集まって一公演が形成される．

は現在ならそれを真似た電子的な本）の上に，活字等で
物理的に表現された文字を読むという体験であり，その文

3.2 文化的物語論と歌舞伎

字の羅列そのものがテクストを意味する．しかし演劇を受
容するということは，第一義的には，舞台の上で，書き割り

本 研究で は，筆者の 物語 生成シ ステ ムの枠 組

や装置（象徴的な舞台設定），そしてその中での役者とい

み におい て，歌舞伎 の広 範な領 域に 渡る物 語生

う生身の人間が行う身体的動作を観ることであり，これは当

成の方法や技法を体系的且つ相互に有機的に

然本のように文字の羅列として存在するのではなく，身体

関 係付け られ たもの とし て 調査・分 析する ．そ

動作のある種の塊として存在する（舞台そのものが動きを

の結果が歌舞伎の物語生成システムモデルと

伴う場合もある）．歌舞伎に関する評論・批評の伝統が存

し てまと めら れれば ，そ れは 一 つの 物語論 の体

在するが，そのスタイルはあくまで劇場で舞台を観るという

系 を成す であ ろう．同時 に，歌 舞伎 そのも のが

受容者の行為をベースとしていた．しかしながら，歌舞伎

日本における古代から中世を経て近代に至る

に「戯曲」に擬せられるようなもう一つのレベルにおけるテ

広 汎な物 語知 識の集 成で あるか ら，歌舞伎 の 物

クストが，何らかの形で存在するということもまた事実であ

語生成システムモデル＝文化的ナラトロジー

る．さらに，上記のような意味でのテクストの多重性とは別

と いう形 での 研究の 発展 が可能 とな る．

に，異なるジャンルどうしのテクストの多重的関係，例えば

3.3 芸能的物語と歌舞伎

能と歌舞伎，狂言と歌舞伎，人形浄瑠璃と歌舞伎といった

芸 能的物 語と いう概 念は，物 語生成 システ ム

諸ジャンル間の変換的関係による多重性というものも存在

の 構成に 影響 を与え る．具体 的には ，統 合物語

する．

生 成シス テム (Ogata, 2016a; 小 方 , 2018c)（ 図 1）

制作 歌舞伎の上演台本の制作という作業は，その作品が初期
の少数場面しか含まない，見世物的及び舞踊的な特徴の

と 芸能情 報シ ステム (小 方 , 2018d)（図 2）との

濃いものから，大規模化・複雑化し，且つその興行機構も

多 重構造 とし て，全体と しての 物語 生成シ ステ

発達してシステマティックなものとなって行くにつれて，共

ム を構成 する ．単 純に言 えば ，統合 物語生 成シ

同制作という性格を強く持つようになって行った．共同制

ス テムは 一つ の作品 の生 成を担 い，芸能 情報シ

作とは一本の演目を複数の作者の共同作業によって仕上

ス テムは その 連鎖の 生成 を担う．後 者によ って

げる方式である．

生 成され た物 語作品 の連 鎖もま た，一種 の物語
に 相当す る．この 場合の 芸能情 報シ ステム に相

演出 「時間（時代）」やそれに伴う物語における「場所（舞台）」の

当 するも のは ，従 って，個々 の作品 を生成 する

混淆性は実際の舞台の「演出」に影響する．時代的に重な

機 構では なく，複 数の作 品を連 続的 に生成 し続

らない衣装や話し言葉，音楽等の混在は寧ろ常態であ

け る機構 を意 味する．具 体的な イメ ージと して

る．人物の化粧や装いはそれぞれの役柄に合わせて行わ

は，例 えば芸 能プロ ダク ション であ り興行 会社

れており，全体としての写実的一貫性・自然さのようなもの

で あるが，さ らにあ る特 定の社 会的 共同体 を想

が考慮されていないように見える場合も多い．非常に記号

定 するこ とも 可能で ある．種 々の可 能性が ある

的であり形式的・様式的である．
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出力
各機構による生成結果

入力
生成パラメータのセット

ジュネットに基づく
機構

プロップに基づく
機構

ヤウスに基づく
機構

全体制御
ストーリー
コンテンツ
知識ベース

ストーリー生成制御

ストーリー
技法

状態-事象変
換知識ベース

物語言説制御

文制御

音楽制御

映像制御

物語言説
技法

文生成

音楽生成

映像生成

状態管理
機構
Conceptual
概念辞書
Conceptual
Conceptual
dictionaries
dictionaries
dictionaries

ストーリー生成機構

物語表現機構

物語言説機構

言語表記辞書

音楽知識
ベース

関数呼び出し

画像知識
ベース

データフロー

図 1: 統合物語生成システムの全体構造
にしろ，芸能情報システムの重要な役割は，

あとがき

個 々の上 演を 企画・実施 するこ との 他に ，より
具 体的な レベ ルにお いて，物 語に関 する諸 種の

本 稿では ，歌 舞伎を 媒介 として ，多 元的物 語

素 材（ 資源）―例 えば表 1 に示 され たよう なも

論 とは何 か，物語へ の文 化的ア プロ ーチと は何

の ―を格 納し ておき，個 々の上 演に おける 個々

か ，芸能 とし ての物 語と は何か ，に ついて 論じ

の 主体に それ らを適 切に 提供し，上 演を可 能な

た ．最後 に，統合物 語生 成シス テム と芸能 情報

ら しめる こと である．俳 優など の芸 能人自 身も

システムとの連携としての全体としての物語

また芸能情報システムにとっては素材の中に

生 成シス テム の構成 を示 した．今後 は，こ こで

含 まれる ．筆 者は，多元 的物語 論・物語 への文

挙 げた諸 概念 とのよ り密 接な関 連に おいて ，歌

化 的アプ ロー チ・芸能と しての 物語 という 概念

舞 伎の調 査・研究を 進め ，統合 物語 生成シ ステ

に 基づい て，物語 生成の 研究を 行っ ている ．歌

ムと芸能情報システムが連動した物語生成シ

舞伎はこれらを検討するために適切な素材で

ス テムの 設計 ・開発 を進 展させ る．

あ る．
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Seven-year-olds, but not five-year-olds trust gossip:
The impact of gossip on partner-choice tasks
1, 2, 4

3,4

4

1,4
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Abstract

Nowak & Sigmund,

Gossip enables individuals to decide how to interact with
members of their social group even when unable to directly
observe their past behavior. Previous studies have shown
that adults use gossip to choose partners or decide to
cooperate with others, which results in high cooperation in
groups (e.g. Feinberg et al., 2014). However, it remains
unclear when children utilize gossip in this way. In our two
experiments, we investigated the developmental origin of the
use of positive and negative gossip (i.e. gossip about
another’s prosocial or antisocial behavior): how five- and
seven-year-old children behave toward others who are
gossiped about, using partner-choice tasks. In Experiment 1,
we examined whether children utilize positive gossip, and in
Experiment 2, whether children utilize negative gossip using
the same procedure as Experiment 1. We showed the
participants video about three puppets: 1) the puppet behaves
prosocially or antisocially (firsthand-observation condition),
2) the puppet is gossiped about behaving prosocially or
antisocially (positive/negative-gossip condition), and 3) the
puppet is gossiped about behaving neutrally (neutral-gossip
condition). As partner-choice tasks, we asked the
participants to rank the three puppets in order of deserving
being rewarded, and deserving being trusted. Then, the
participants evaluated the three puppets using a five-point
Likert scale. We found that five-year-olds utilize negative
gossip, but not positive gossip when they decided how to
interact with each agent. On the other hand, seven-year-olds
utilize both positive and negative gossips although their
usage of gossips was different between when they benefitted
others and when they were benefitted. Our results
demonstrate that it is at around seven years of age that
children can utilize gossip to decide how to interact with
others. This indicates the seven-year-olds may already
engage in enhancing cooperation through gossip.

2005
3

Hamlin, Wynn, & Bloom, 2010

6

Hamlin, Wynn, & Bloom,
2007

2
Dahl , Schuck, & Campos (2013)
26
22

Kenward & Dahl, 2011

Feinberg, Willer, Stellar, & Keltner, 2012

Keywords
Gossip, Third-party evaluation, Prosocial
behavior, Trust, Children
Sommerfeld, Krambeck, Semmann, & Milinski, 2007;
Sommerfeld, Krambeck, & Milinski, 2008
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かわいいものに対する反応とその効用
―かわいいと触りたい？―

Response and Effect to Cute Artifacts
–Do You Want to Touch Cute Artifacts?岡田 真奈 1
阪田 真己子 2
Mana Okada, Mamiko Sakata
1

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 2 同志社大学文化情報学部
Graduate School of Human Development, Kobe University
Faculty of Culture and Information Science, Doshisha University
xomanaxg@gmail.com

人は，ベビースキーマと呼ばれる，幼い動物が持つ身体的特徴を持つものをかわいいと感じ，また，かわいいも
のを見ることによって，ポジティブ感情が喚起するなど，様々な効用が生じることが明らかになっている．しかし
ながら，人はかわいいものに対し，どのような振る舞いをみせるのかということについては，未だ明らかになって
いない．そこで，本研究では，行動抽出を行い，人がかわいいものに対して，どのような振る舞いをみせるのかと
いうことについて検証した．
キーワード － かわいい，感性，行動
の定義「幼児に対する愛情から派生して，意識主体にと

1.

はじめに

って害がなく緊張を感じさせず，保護したいというポ

人は，ベビースキーマを持つ人間や動物をかわいい

ジティブ感情を喚起させる対象を指す形容詞」に依拠

と感じ，保護したいといった気持ちを抱くことが知ら

するものとする．

れている（Lorenz 1943）
．ベビースキーマとは，Lorenz
が提唱した概念であり，幼い動物が持つ身体的特徴を

研究目的

2.

指す．例えば，身体に比して大きな頭や，短くて太い四

人はかわいいものを見ることによって，ポジティブ

肢などが，対象に対するかわいい感情を喚起させる特

感情が喚起し，対象に接近したい，長く見つめていた

徴とされている（前田 1985）
．

い，という欲求が生じることや，その後の行動が慎重に

他方，日本では，ベビースキーマを持ちえない大人の

なることが知られている（入戸野 2016，Sherman，Haidt

男性に対してもかわいいと形容することがある．子犬

& Coan 2009）
．このように，ベビースキーマなどに基

を見てかわいいと思うことと，男性を見てかわいいと

づく「かわいいもの」を見ることによる様々な効用が実

思うことは，同じかわいいであっても，その意味合いが

証的に示されてきた．しかしながら，これらの研究で

異なる．子犬は，ベビースキーマを持つが，男性が必ず

は，そもそも人がかわいいものに対してどのように振

しもベビースキーマを持つとはいえないからである．

る舞うのかということについては言及されていない．

ベビースキーマに対するかわいい反応は，刺激が持つ

かわいいものが人の心理に何らかの影響を及ぼすので

要素的な特徴に起因して生じる（Lorenz 1943）のに対

あれば，眼前に現れたかわいいものに対する何らかの

し，日本のかわいいは，かわいい対象がある特定の状況

振る舞いが自発的に生じると考えられる．

や観察者との関わりの中で見せるしぐさや振る舞いに

そこで，本研究では，かわいいものに対する人の振

起因することが多いとされている（入戸野 2009）
．ま

る舞いと，その効用について 2 つの実験により明らか

た，井原，入戸野（2012）は，かわいい感情には，
「近

にすることを目的とする．

づいてみたい」
，
「そばに置いておきたい」といった接近

かわいいものへの振る舞い（実験 1）

欲求が深く関わっていると指摘した．このように，日本

3.

におけるかわいいとは，かわいいものを見た際に受動

3.1.

方法（実験 1）

3 種類の人工物を呈示刺激として設定し，それらに対

的に感受される感情だけでなく，かわいいものとの主
体的な関わりの中で生じる感情をも含むものといえる．

する自発的な振る舞いを抽出することを目的とした実

これらを踏まえ，本研究では，ベビースキーマに基づか

験を行った．

ないかわいいも包括した入戸野（2009）によるかわいい
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実験参加者

を行った．会話実験では，家族に関するテーマ「祖父母

参加者は，同性の大学生 3 名を 1 グループとし，男

と同居すべきか，核家族で暮らすべきか」について 5 分

女各 8 グループの計 48 名（M=21.81，SD = 2.27）とし

間自由に話し合ってもらった（以降「会話中」と表記）
．

た．

3.1.2.

会話実験終了後，刺激に対する印象（刺激をかわいい

使用刺激

と思ったか，刺激を触りたいと思ったか，刺激を欲しい

実験に使用した刺激は，玩具 1 として，アヒルを模

と思ったか）について，4 件法で質問紙にて回答を求め

した玩具（株式会社オオイシ製「うきうきアヒル」
）
，

た．質問紙への回答後，実験に関するデフリーフィング

玩具 2 として，カエルを模した玩具（株式会社オオイ

を行った上で，実験を終了した．

シ製「うきうきカエル」
）
，玩具 3 として，パズル

なお，実験者は実験開始から終了時まで，机上の刺激

（SGGEHA 製「フラワーブロック」
）の 3 種類であっ

については一切言及しなかった．

た（図 1 参照）
．また，玩具 1，玩具 2 は，共にお風

3.1.6.

呂に浮かばせて遊ぶ幼児用の玩具である．本研究で

データ抽出

実験の様子は 2 台のビデオカメラで撮影し，ビデオ

は，玩具 1 は，子アヒルを模しているため，ベビース

コーディングにより，待機中および会話中の刺激への

キーマに基づくかわいいものであるとする．

接触時間，笑顔表出時間，発話時間をアノテーションソ
フト「ELAN」を用いて抽出した．なお，笑顔について
は，Ekman（1978）の FACS（顔面動作符号システム）
を参考に判断した．

玩具 1（アヒル）
(株)オオイシ製

3.2. 結果（実験 1）
3.2.1. かわいさの評価

玩具 2（カエル） 玩具 3（パズル）
(株)オオイシ製
SCGEHA 製

各群の刺激に対する「かわいさ」の評価の平均値は，
図 2 のようになった．刺激によって「かわいさ」に違

図 1.各群に呈示した刺激

3.1.3.

いがあるか否かを確かめるために，
「かわいさ」の評価

実験条件

を従属変数，刺激（アヒル／カエル／パズル：参加者間

アヒルの玩具を呈示するアヒル群，カエルの玩具を

要因）を独立変数とした一元配置分散分析を行った．そ

呈示するカエル群，パズルを呈示するパズル群に加え，

の結果，刺激間で有意な差は認められなかった

いずれの刺激も呈示しない統制群も設定し，各群に 12

（F(2,33)=0.988, p=.383）
．

名（1 グループ 3 名×4 組）ずつ参加者を配置する 1 要

3.2.2.

各刺激に対する「触りたさ」の評価の平均値は，図 3

因による参加者間要因計画とした．

3.1.4.

刺激への接触

のようになった．刺激によって「触りたさ」に違いがあ

実験準備

実験室には，参加者用の机 1 台に，椅子 3 脚を用意

るか否かを確かめるために，
「触りたさ」の評価を従属

し，椅子は机を囲んで等間隔になるように設置した．統

変数，刺激（アヒル／カエル／パズル：参加者間要因）

制群以外では，机の上に，各群に対応する刺激を 50 個

を独立変数とした一元配置分散分析を行った．その結

雑多に置いた．
実験室内にビデオカメラ2 台を設置し，

果，刺激間で有意な差がみられた（F(2,33) =3.352, p=.047）

参加者が入室してから実験が終了して退出するまでの

ため，多重比較を行った．その結果，アヒル群の方が，

間を収録した．

パズル群より「触りたい」と評価されており（p=.070）
，

3.1.5.

また，カエル群も，パズル群より「触りたい」と評価さ

実験手続き

実験では，まず，会話実験と称して参加者 3 名を前

れている（p=.070）ことがわかった（いずれも 10％水

室に集合させ，実験の概要を説明した後，同意書への記

準）
．しかし，アヒル群とカエル群の評価には差は認め

入を求めた．その後，会話実験は実験室で行う旨を説明

られなかった（p=.768）
．
他方，実際には，アヒル群は待機中に 58%（7 名）
，

し，参加者 3 名のみで実験室への移動をお願いし，実
験室に入室，着席させた．実験開始までの間，各条件群

会話中に 33%（4 名）
，カエル群は待機中に 66%（8 名）
，

のもと，
3 分間自由に過ごしてもらった
（以降
「待機中」

会話中に 25%（3 名）の参加者が刺激に対して自発的に

と表記）
．

接触しており，パズル群では，待機中・会話中ともに刺
激に接触した参加者はいなかった．

その後，実験者が実験室へと入室し，会話実験の教示
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ことがわかった．
3.2.4.

4

発話

3

刺激間における発話時間は，図 6 の通りである．刺

2

激によって発話時間に差があるか否かを確かめるため
に，発話時間を従属変数，刺激（アヒル／カエル／パズ

1
アヒル

カエル

パズル

ル／統制：参加者間要因）を独立変数とした一元配置分

図 2．かわいさの評価（実験 1）
4

(秒)
80

3

60

待機中

散分析を行った．その結果，待機中（F(3,44) =1.061,
会話中

p=.375）
，会話中（F(3,44) =0.420, p=.739）共に，刺激間
に有意な差は認められなかった．

40

2

20
1
カエル

パズル

図 3．触りたいか（実験 1）
(秒)
80

待機中

会話中

アヒル

カエル

パズル

4.1.

図 4．接触時間（実験 1）
(秒)
100

待機中

て接触したいという欲求を持つとともに，それらに対
して実際に接触する参加者がいることがわかった．こ

60

40

40
20

れは，かわいい感情が接近欲求と関わっていることを

20

0

示した井原ら（2012）を支持するものといえる．そこで，

0
アヒル カエル パズル

統制

方法（実験 2）

実験 1 の結果より，参加者がアヒルとカエルに対し

会話中

80

60

かわいいものへの接触の効用（実験 2）

4.

0
アヒル

アヒル カエル パズル

統制

この「触る」という行動に着目し，かわいいものへの接
図 5．笑顔表出時間（実験 1）

図 6．発話時間（実験 1）

触が，その後どのような効用をもたらすかを明らかに
することを目的として，実験 1 と同じ 3 種類の刺激に

各刺激に対する接触時間を図 4 に示す．刺激によっ

接触する前後の参加者の行動を抽出する実験を行った．

て接触時間に違いがあるか否かを確かめるために，待

4.1.1.

機中，会話中それぞれにおいて接触時間を従属変数，刺

実験参加者

実験 1 に参加していない女性 36 名に対し，3 名を 1

激（アヒル／カエル／パズル：参加者間要因）を独立変

グループとして実験を行った（M=21.36，SD=1.57）
．

数とした一元配置分散分析を行った．その結果，会話中

4.1.2.

では刺激間で有意な差はみられなかった（ F(2,33)

使用刺激

実験 1 と同様の，アヒルを模した玩具，カエルを模

=2.218, p=.125）が，待機中において刺激間で有意な差

した玩具，パズルの 3 種類の刺激を使用した．

がみられた（F(2,33) =7.029, p=.002）
．多重比較の結果，

4.1.3.

実験条件

待機中において，カエル群は，アヒル群（p=.007）
，パ

アヒルの玩具を呈示するアヒル群，カエルの玩具を

ズル群（p=.003）より，接触時間が長いことが明らかと

呈示するカエル群，パズルを呈示するパズル群それぞ

なった．アヒル群，カエル群は「触りたさ」の評価では

れに対し，刺激を接触する群（接触群）と，接触せず注

差が無かったにも関わらず，実際にはカエル群の参加

視する群（非接触群）に参加者を配置した．刺激（アヒ

者の方が刺激に接触する時間が長かったといえる．

ル／カエル／パズル）×接触（接触／非接触）の各条件

3.2.3.

笑顔

に 6 名（1 グループ 3 名×2 組）ずつ参加者を配置する

刺激間における笑顔の表出時間は，図 5 のようにな

2 要因による参加者間要因計画とした．

った．刺激によって笑顔の表出時間に差があるか否か

4.1.4.

実験課題

を確かめるために，笑顔表出時間を従属変数，刺激（ア

課題は，タカラトミー製のジェンガを用いた．ジェン

ヒル／カエル／パズル／統制：参加者間要因）を独立変

ガとは，直方体のブロックを積んで作ったタワーから，

数とした一元配置分散分析を行った．その結果，待機中

タワーを崩さないように片手で 1 つずつブロックを抜

において，刺激間で有意な差が認められ（F(3,44) =7.786,

き取り，抜き取ったブロックをタワー最上段に積む動

p<.001）
，会話中においても，刺激間で有意な差が認め

作を交替で行うテーブルゲームのことである．本来の

られた（F(3,44) =5.405，p=.003）
．多重比較の結果，待

ジェンガは個人戦であり，タワーを崩した者が「負け」

機中は，アヒル群がカエル群（p=.004），パズル群

であるが，本実験では，3 名でなるべく多くのブロック

（p<.001）
，統制群（p<.001）より，笑顔表出時間が長い

を抜くことを目指してもらった．その際，参加者には，
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ブロックを抜くのは 3 名で順番に 1 名ずつ行ってもら
うが，助け合いをしながらゲームを進行するよう教示

4

接触群

した．

非接触群

(枚)
2

3

1

実験は， Sherman ら（2009）を参考に，課題（1 回

2

0

目）
，刺激呈示，課題（2 回目）の順で行った．刺激呈

1

4.1.5.

実験手続き

接触群

非接触群

-1
アヒル

示の前後に行う課題は，いずれも前述のジェンガであ

カエル

パズル

アヒル

-2

図 7．かわいさの評価（実験 2）

カエル

パズル

図 8．枚数（実験 2）

った．
(秒)
20

実験では，まず実験室に集合した参加者に対して実

接触群

非接触群

験の概要を説明し，同意書への記入を求めた．その後，
3 名で協力してジェンガを実施するよう指示した．ジェ

(秒)
40

接触群

非接触群

20
0

0

ンガを終えた後，ジェンガを片付け，3 分間の刺激呈示

-20

を行った．各条件に対応する刺激を 3 名の参加者の前

-20

に 50 個雑多に設置し，接触群には触るよう，非接触群

図 9．笑顔表出時間（実験 2） 図 10．発話時間（実験 2）

アヒル

カエル

パズル

-40

アヒル

カエル

パズル

には触らず眺めておくよう教示した．なお，刺激呈示の
間，参加者には私語を許可した．その後，再度ジェンガ

－前）を算出した（図 8 参照）
．抜き取った枚数の差分

を実施し，ジェンガ終了後，質問紙への回答を求めた．

が刺激および接触の有無によって異なるか否かを確か

質問紙では，実験 1 と同様，刺激に対する印象（刺激

めるために，この枚数の差分を従属変数，刺激（アヒル

をかわいいと思ったか，刺激を触りたいと思ったか，刺

／カエル／パズル：参加者間要因）と接触（接触／非接

激を欲しいと思ったか）について，4 件法で回答を求め

触：参加者間要因）を独立変数とした 2 要因分散分析

た．質問紙への回答終了後，実験に関するデブリーフィ

を行った．その結果，刺激の主効果（F(2,30) =1.811,

ングを行った上で，実験を終了した．

p=.181）
，刺激と接触の交互作用（F(2,30) =2.276, p=.120）

4.1.6.

は認められなかったが，接触の主効果が認められた

データ抽出

刺激呈示前後のジェンガ実施中の 10 分間（2 回分）

（F(1,30) =11.285, p=.002）
．いずれの刺激であるかに関

の映像を対象としてビデオコーディングを行った．そ

わらず，接触群は刺激呈示後のブロックを抜いた枚数

れぞれの映像において，参加者の笑顔表出時間，発話時

が増加し，非接触群は枚数が減少することがわかった．

間を，アノテーションソフト「ELAN」を用いて，タグ

このことは，アヒル，カエル，パズルのいずれであって

付けを行った．笑顔の定義については実験 1 と同様に

も，接触することによって行動が速くなり，注視すると

した．また，10 分の間にブロックを抜き取った枚数を

行動が緩慢になることを示している．すなわち，

カウントした．

Sherman ら（2009）の主張通り，かわいいものを見る（注

4.2. 結果（実験 2）
4.2.1. かわいさの評価

視する）と，行動が慎重となり，ゆっくりブロックを抜
くようになったと解釈できる．

各条件のかわいさの評価の平均値は，図 7 のように

4.2.3.

笑顔

刺激呈示前後の笑顔表出時間の差分は，図 9 のよう

なった．
「かわいさ」の評価が刺激および接触の有無に

になった．

よって異なるか否かを確かめるために，
「かわいさ」を
従属変数，刺激（アヒル／カエル／パズル：参加者間要

笑顔表出時間が刺激および接触の有無によって異な

因）と接触（接触／非接触：参加者間要因）を独立変数

るか否かを確かめるために，刺激呈示前後の笑顔表出

とした2 要因分散分析を行った．
その結果，
刺激
（F(2,30)

時間の差分を従属変数，刺激（アヒル／カエル／パズ

=1.416, p=.258）と接触（F(1,30) =1.416, p=.243）の主効

ル：参加者間要因）と接触（接触／非接触：参加者間要

果，交互作用（F(2,30)=1.069, p=.356）ともに認められな

因）を独立変数とした 2 要因分散分析を行った．その

かった．

結果，接触の主効果（F(1,30)=0.743, p=.395）は認められ

4.2.2.

なかったが，刺激の主効果（F(2,30)=4.111, p=.026）と刺

課題のパフォーマンス

刺激呈示による課題のパフォーマンスの変化を示す

激と接触の交互作用（F(2,30)=4.016, p=.028）が認めら

指標として，抜き取ったブロックの枚数の差分（呈示後

れた．単純主効果検定の結果，接触群の刺激の違い
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（F(2,30) =7.450, p=.002）に有意差が認められた．多重

すると笑顔や発話が減少するといったように，刺激に

比較を行うと，接触群のアヒル群とカエル群（p=.003）
，

よって接触の効果が異なるという結果となった．

接触群のアヒル群とパズル群（p=.005）に有意差がみら

実験 1，実験 2 ともにアヒル，カエル，パズルのかわ

れた．また，カエル群の接触の有無（F(1,30) =3.208,

いさの評価値に差はみられず，いずれもかわいいと評

p=.083）
，パズル群の接触の有無（F(1,30) =3.755, p=.062）

価された．しかしながら，参加者は，アヒルに対しては

についても，それぞれ有意差がみられた．

よく笑顔を表出し，カエルに対しては接触しようとし，

結果として，アヒルは，接触の有無に関わらず呈示後

パズルでは特徴的な振る舞いを見せなかった．

に笑顔が増加し，カエルは，接触すると笑顔がより減少

このことは，ある対象が「かわいい」と評価されたと

することがわかった．また，パズルは，接触すると笑顔

しても，それによって誘発される行動が，それぞれ異な

が増加するが，注視すると減少することがわかった．

ることを示している．これは，それぞれの人工物が持つ

4.2.4.

発話

何らかの属性に起因するといえよう．典型的なベビー

刺激呈示前後の発話時間の差分は，図 10 のようにな

スキーマに基づく「かわいい」アヒルは，快感情を喚起

った．発話時間の差分が刺激および接触の有無によっ

させ，それが笑顔を誘発したといえるであろう．一方

て異なるか否かを確かめるために，発話時間を従属変

で，参加者のカエルに対する積極的な接触は，ベビース

数，刺激（アヒル／カエル／パズル：参加者間要因）と

キーマでは説明ができない．カエルのように，外観から

接触（接触／非接触：参加者間要因）を独立変数とした

は元来「かわいい」範疇に入らない気持ち悪いものであ

2 要因分散分析を行った．
その結果，
刺激
（F(2,30)=5.859,

るにもかかわらず「かわいい」感情を喚起させるもの

p=.007）と接触（F(1,30)=6.506, p=.016）の主効果，交互

を，近年「キモかわいい」と称することがある．入戸野

作用が認められた（F(2,30) =8.278, p=.001）
．単純主効果

（2009）が，
「キモかわいい」ものに対しては，とっつ

検定の結果，接触群の刺激の違い（F(2,30) =9.511,

きにくく感じつつも，実際には興味をもって近づいて

p<.001）
，非接触群の刺激の違い（F(2,30) =4.625, p=.017）

いく，と指摘するように，カエルは，参加者の興味を喚

にそれぞれ有意差がみられた．多重比較を行うと，接触

起し，それが接触を誘発したと考えられる．今後それぞ

群のアヒル群とカエル群（p=.009）
，接触群のカエル群

れの人工物のどのような要因がそれぞれの行動を誘発

とパズル群（p<.001）
，非接触群のアヒル群とカエル群

したのかについては詳細な要因分析が必要である．

（p=.037）
，非接触群のアヒル群とパズル群（p=.037）に

かわいいものに対する接触の有無が，その後の振る

それぞれ有意差が認められた．また，パズル群の接触の

舞いに影響をもたらすことも確かめられた．いずれの

有無（F(1,30) =22.427, p<.001）についても有意差が認め

刺激も，接触するか否かにより，その後の課題の出来が

られた．

異なることがわかった．また，カエルは接触すると笑顔

結果として，発話時間については，アヒルは，接触の

が減少し，パズルは接触することで笑顔が増加する一

有無に関わらず呈示後に発話時間が増加するが，カエ

方で，接触せず注視するだけだと笑顔が減少すること

ルは，刺激への接触に関わらず減少することがわかっ

も明らかとなった．これは，それぞれの人工物に接触す

た．パズルは，刺激に接触すると発話時間が増加する

ることによってもたらされる身体性認知（embody

が，接触しないと減少することがわかった．

cognition）との関連を示唆するものである．今後，それ
ぞれの人工物のどのような属性がその後の認知情報処

5.

考察とまとめ

理にいかに影響したのかを精査する必要がある．

本研究の目的は，かわいいものに対する人の自発的

日本人における「かわいい」は，対象によって自動的

な振る舞いについて明らかにすることと，かわいいも

に引き起こされるものに加えて，対象との関わりの中

のとの接触がもたらす効用について明らかにすること

で生じる個人化されたものであることが指摘されてお

であった．実験 1 については，参加者は，アヒルでは

り（入戸野 2009）
，今後それらの構造と，それが人の行

よく笑い，カエルにはよく触り，パズルでは特徴がみら

動にもたらす影響について詳細に確かめていく必要が

れないといったように，刺激によって異なる結果とな

ある．また，対象との関わりだけでなく，人同士のコミ

った．実験 2 については，アヒルは接触の有無に関わ

ュニケーションによっても，かわいい対象に対する振

らず笑顔や発話が増え，カエルは接触すると笑顔が減

る舞い方が変わる可能性も考えられる．課題は山積し

少し，パズルは接触すると笑顔や発話が増えるが，注視

ているが，実験室実験により，かわいいものに対する自
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発的な行動反応を抽出できた点において本研究の意義
は大きい．
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共同作業における運動主体感の脳波計測
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概要

ら，脳活動の同期が高まることで共同運動主体感が高

集団で運動したときに「この運動は我々が起こしてい
る」と感じる感覚を共同運動主体感という．本研究で
は，共同作業中の 2 者の脳波を同時計測し，運動主体
感と 2 者の脳波同期の関係から共同運動主体感の生起
に関わる脳領域を調査した．実験の結果，互いに協調
し合うほど，共同運動主体感は高まり，β波帯域にお
いて頭頂葉の同期が高まった．このことから，共同運
動主体感の生起には頭頂葉のβ波帯域の活動が関わる
と考えられる．

まるという仮説が立てられる．そこで本研究では，2
者による共同作業中の脳波を同時計測し，運動主体感
と脳活動の同期の関係性について調査した．

2.

実験

2.1.

キーワード：共同運動主体感（the sense of joint agency）
，
脳間同期（inter-brain synchronization）
，脳活動同時計測
（hyperscanning）

健康で右利きの知り合い同士の男性 18 ペアの 36 名
が実験に参加した（21.6 ± 1.3 歳、平均 ± 標準偏差）
．
2.2.

1.

被験者

実験手順

横に並んで椅子に座った 2 人ペアの被験者に共同作

はじめに

業課題を行わせた． 2 者の協調度が運動主体感に与え

ある運動が自身によって引き起こされたと感じる感

る影響を検討するために，協調作業課題は交互課題と

覚を運動主体感という．この運動主体感は、個人での

連続課題の 2 条件を用意した（図 1）
．

運動によって感じられる自己運動主体感（the sense of
self-agency）と 2 人以上の集団で運動を起こしたときに
感じられる共同運動主体感（the sense of joint agency）
に大別される[1]．共同運動主体感は，社会認知機能の
ひとつであり，
「我々がこの運動を引き起こしている」

図 1 共同作業課題．

と感じる感覚と定義される[2]．共同運動主体感が高ま
ることで集団のパフォーマンスが向上することが示唆

交互課題では被験者たちは交互にマウスクリックをし

されているため，共同運動主体感は重要な認知機能で

た．連続課題では片方が 4 回連続でマウスクリックを

あるといえるが，その生起メカニズムは明らかにされ

した後にもう片方が 4 回連続でマウスクリックをした．

ていない[3]．

またマウスクリックを先行して始める人をリーダー，
もう一方をフォロワーとした．

先行研究[4]によって，共同作業を行う 2 者は互いに
協調しあうことで共同運動主体感は高まることが示さ

実験パラダイムを図 2 に示した．まず試行の最初に

れたが，脳活動計測の観点から生起メカニズムは明ら

共同作業課題と役割を教示する視覚刺激を 2000 ms 間

かにされなかった．一方で，協調作業を行う 2 者の脳

呈示した．固視十字を 500 ms 間表示したのち，500 ms

活動についての先行研究[5]では，協調課題中の脳活動

間隔で音を 4 回呈示した（教師音）
．被験者らに教師音

は 2 者間で同期し，相互に協調しあうほど脳活動の同

のペースを維持するように，教示された課題・役割に

期が高まることが示されている．これらの先行研究か

従いマウスクリックによって音を 8 回生成させた．課

図 2 実験パラダイム
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題終了後，700 ms の間隔を挟んで運動主体感を主観的

ダウンサンプリングした．EEG データから瞬目による

に評価させるアンケートに移った．
『音生成のタイミン

アーティファクトを除去するために，Jade アルゴリズ

グをコントロールしていたのは自分 1 人か，自分とパ

ムによって ICA（独立成分分析）を行った．その後 EEG

ートナーの 2 人か』を 1～9 の点数をつけさせた．1 に

データを離散ウェーブレット変換にかけ，リーダーが

近いほど自己運動主体感を，9 に近いほど共同運動主

最初に生成した音のオンセットから 4000 ms のエポッ

体感を感じていたことを表す．被験者にできるだけ正

クに分けた．

確に課題を行わせるために，アンケート終了から 500

ペア間の脳活動の同期を調査するために Phase

ms 後，被験者たちが 500 ms 間隔でマウスクリックを

Synchronization Index（PSI）を用いた．PSI は位相

できていたかを「○」または「×」を呈示することで

同期解析のひとつで，時間窓を設定し，ずらしていく

フィードバックした．1 試行における音と音の平均間

ことでふたつの波形の位相の同期度を求めることがで

隔が 500 ± 25 ms 以内に収まっていたなら「○」と

きる．

した．フィードバック後，500 ms のインターバルを設

2

⎛ N
⎞ ⎛ N
⎞
PSI jk (t , f ) = ⎜ ∑ cos( Δφ jk (i, f )) / N ⎟ + ⎜ ∑ sin( Δφ jk (i, f )) / N ⎟
⎝ i =1
⎠ ⎝ i =1
⎠

けた．以上の一連の流れを 1 試行とした．

2

5 試行を１ブロックとし，各条件（課題×役割）を 4

上式における t は時間窓，N は時間窓に含まれるデー

ブロックずつ，合計 16 ブロックの 80 試行を行った．

タの数， f は解析する周波数を示し，時間窓に含まれ
る i 番目の位相差 Δφ jk (i, f ) を用いて算出する．PSI

ブロックの順番については交互課題と連続課題を交互
に行った．また最初のブロックは Sub1 がリーダーで

値が高いほどふたつの波形の位相が同期していること

Sub2 がフォロワー，次のブロックでは逆になり，3 ブ

を示す．本研究では時間窓を 4000 ms とし，1 試行ご

ロック目は Sub2 がリーダーで Sub1 がフォロワー，4

とに PSI 値を算出した．5 つの周波数帯域（δ波帯域：

ブロック目ではその逆という 4 つの組み合わせを 4 回

1-4 Hz，θ波帯域：4-8 Hz，α波帯域：8-13 Hz，β波

繰り返して 16 ブロックとした．

帯域：13-30 Hz，γ波帯域：30-45 Hz）に分けたのち，
課題（交互，連続）の 2 条件間の PSI 値の有意差を調

2.3.

脳波計測

査した．

脳波測定には g.tec 社製の脳波測定用システム
(BCIResearch

3.

System) を 用 い た ． 脳 波

（Electroencephalogram; EEG）は Ag-AgCl アクティブ
電極を拡張 10-20 法に則り，Fp1，Fp2，F5，Fz，F6，

実験結果

3.1.

主観的報告

T7，C3，Cz，C4，T8，P5，Pz，P6，Oz の計 14 ヶ所

各条件における全被験者の運動主体感に関するアン

に貼付し，基準電極を左耳朶，接地電極を AFz に貼付

ケートの平均スコアを図 3 に示した．なお、エラーバ

し計測した．また，左目の上下に取り付けられた電極

ーは標準誤差を表している． 2 要因の分散分析（課題

から垂直眼電図（vertical electrooculography; vertical

×役割）を行ったところ，課題による主効果および役

EOG）が，EEG と同じ生体アンプにより計測された．

割による主効果がみられた（F(1, 31) = 18.9, p < 0.001;

0.5~100 Hz のバンドパスフィルタをかけ，サンプリ

F(1, 31) = 4.4, p < 0.05）が，交互作用はみられなかった

ング周波数 1200 Hz で記録した．

（F(1, 31) = 1.5, p = 0.24）
．

2.4.

解析

フィードバックが「×」となった試行は失敗試行と
し解析から除外した．また，測定中の機器のエラーに
より，18 ペアの被験者のうち 2 ペアを解析から除外し
た．
脳 波 解 析 に は 数 値 解 析 ソ フ ト （ MATLAB, The
MathWorks, Massachusetts, USA）を使用した．同時
計測した EEG・EOG データを分離したのち，遮断周
波数 48 Hz のローパスフィルタ（low pass filter; LPF）
図 3 運動主体感のアンケートスコア

を適用した．処理時間短縮のため，MATLAB の
downsample 関数を使用し，1200 Hz から 200 Hz に
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coordination of speech rhythm in human-to-human social

に協調し合う課題のほうが共同運動主体感が高かった

interaction. Scientific Reports, 3, 1692.

ことが示された．これは，互いに協調しあうことで共
同運動主体感は高まるという先行研究[1]の結果を支持
している．一方で，脳波の同期解析の結果から，連続
課題よりも交互課題でリーダーの頭頂葉とフォロワー
の頭頂葉の同期度が高いことが示された．これは共同
作業において互いに協調しあうことにより頭頂葉のβ
波帯域の活動の同期度が高まるということを示してい
る．以上の運動主体感の主観的報告と脳波同期解析の
結果から，頭頂葉のβ波帯域の活動が共同運動主体感
の生起に関わっており，2 者の脳間同期が共同運動主
体感を高めると考えられる．

図 4 各周波数帯域において同期したチャンネルの結合
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SNS での情報探索行動に関する予備的検討: 情報要求ツイートの分類
Preliminary Analysis of Information Seeking Behavior
on SNS: Classifying Information Needs Tweets
齋藤 ひとみ † ，林 穂波 †
Hitomi Saito, Honami Hayashi
†

愛知教育大学

Aichi University of Education
hsaito@auecc.aichi-edu.ac.jp

概要

た 3 つの型と，その下位 13 項目に分類した．Q&A サ

本研究では，Twitter 上で情報を求めるつぶやき (情

イトの質問カテゴリと質問タイプとの関係を分析した

報要求ツイート) を収集し，どのような質問がされて

結果，Q&A サイトの質問の特徴として，科学的・技

いるのかを分析した．Twitter API を用いて質問系の

術的な質問は情報検索型に広く分布し，人間関係や個

ハッシュタグを含むツイートを収集し，機械学習の手

人の生活等に関する質問は社会調査型が多く，その中

法を使って情報要求ツイートを自動抽出した．抽出

でも特に助言や意見を求めるものが多いことを明らか

された 918 件のツイートについて，タイプやトピッ

にした．

クの分類，リプライの有無を調査した．分析の結果，

また SNS 上の質問行動について分析した研究とし

Twitter で多く投稿される情報要求のタイプや回答率

て，Morris, Teevan, and Panovich (2010) は，624 人

の高い情報要求のタイプなどが明らかになった．

に対して SNS で質問する頻度や質問する・答える理由

キーワード：Twitter, Information Seeking Be-

を尋ねた．さらに実際の質問やその回答も提出しても

havior, Information Needs Tweets

らい，質問のタイプとトピックを分類することで質問
行動について調査した．その結果，質問のタイプを情

1.

はじめに

報検索系 1 つ，社会調査系 7 つの合計 8 つに，トピッ

近年，Web 上の情報が日々増大しており，人々は

クを 9 つに分類している．また Paul, Hong, and Chi

サーチエンジンや Q&A サイト，SNS などの様々な
でもリアルタイム性が特徴とされる Twitter は，ツ

(2011) は，Morris et al. (2010) を使用して Twitter 上
の質問約 120 万件に対し分類を行った．各ツイートに
対する回答の分析もしており，回答率や回答の関連性

イート検索，ユーザ間の質問行動，流れてくる情報を

についても調査している．

サービスを使い分けながら情報探索を行っている．中

受動的に得る等の方法により，リアルタイムな情報探

先行研究から，海外の Twitter ユーザを対象とした

索に利用されている．本研究では，それらの中でも能

質問行動についての研究は多く見られた．しかし，海

動的で対話的な情報探索行動である質問行動に焦点

外と日本とでは言語や文化が異なるため，質問行動の

を当て，人々は Twitter を利用してどんな情報を要求

傾向も変わってくると考えられる．そこで，本研究で

しているのか，その傾向について検討する．そこで，

は日本語の情報要求ツイートを収集し，分類・分析す

Twitter 上で情報を要求する「情報要求ツイート」に

ることによって，日本の Twitter ユーザが Twitter を

ついて分類・分析する．

利用してどんな情報を求めているのか明らかにする．

2.

さらに収集したツイートに対する回答の調査も行い，

背景と目的

どんな情報要求ツイートに回答が付きやすいのかにつ

Web 上の質問行動を分析した研究として，栗山・神

いても検討する．

門 (2009) は Q&A サイトである Yahoo! 知恵袋に投稿
された質問のタイプを分類した．その結果，質問タイ

3.

プを，サーチエンジンや本等で調べることで適切で客

方法

日本語の情報要求ツイートは多様で，抽出が難しい．

観的な回答が得られる「情報検索型」と，適切な回答

そこで，収集をより効率的に行うために，教師ありの

の基準がなく個人的な意見を尋ねる「社会調査型」の

機械学習による自動分類を用いた．抽出の流れを図 2.

2 つに大別できるとし，これらに「非質問型」を加え

に示す．まず質問系のハッシュタグを含むツイートを
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図1

情報要求 Tweets の抽出方法
表2

表 1 タイプ別結果

トピック別結果

イ，またはアンケート投票が 1 件以上あれば回答有と
収集し，その中で実際に質問の意図があるもの 336 件

し，回答の有無を確認したツイートのうち回答有で

を教師用の正解データとして使用した．次に明らかに

あった割合を回答率として算出した．

情報要求の意図がないツイート 664 件を教師用の不

4.

正解データとして使用した．これら 1000 件を教師用

結果

分類結果と回答率について，タイプごとの結果を表

データを使った機械学習を行い，約 5 万件のツイート
を自動分類した．そして，自動分類で情報要求ツイー

1，トピックごとの結果を表 2 に示す．なお，1 つのツ

トと判断された 2527 件のツイートから，実際に質問

イートが複数のタイプに属する場合がある．分類の信

の意図があるかどうかを手作業で確認し，抽出した合

頼性を確認するため，全タイプ・トピック含まれるよ

計 918 件についてタイプ・トピックを分類した．

う抽出した情報要求ツイート 100 件を協力者 1 人に分
類してもらい，筆者との一致率を調べた．その結果，

分類に用いたタイプ・トピックは，栗山・神門 (2009)
の分類を基盤に，Morris et al. (2010) の分類も参考に

タイプについては一致率 90%，トピックについては一

し，実際に分類を行う過程で適宜新たな分類を追加し

致率 71%，Kappa 係数は共に 0.6 以上となり，高い一

ながら作成した．分類の結果，タイプについては表 1

致度であった．

に示すように情報検索型が 6 項目，社会調査型が 9 項

タイプの分類では，2 つの型の件数に大きな差は見

目となった．またトピックについては表 2 に示す 15

られなかったが，情報検索型においてはその過半数が

項目となった．
回答の調査は，各情報要求ツイートに対するリプラ

「真偽」で突出している．それに対し社会調査型では
「同意・反語」が 3 割ほどを占めたものの，
「勧誘・募
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集」，
「意見」，
「相手の状況・性質」の 3 つも多く，1

を考慮した分類方法や，複数のタイプに当てはまる場

つのタイプだけに大きく偏ることはなかった．トピッ

合の扱い方，リプライ以外の回答の調査方法等が課題

クの分類では，
「エンターテイメント・趣味」が過半

となるだろう．

数を占めており，次いで「現在・最近のイベント・流

文献

行」，
「雑談・クイズ」が多い．また，海外で見られた
「倫理・哲学」は，今回は 1 件も当てはまるものがな
かった．
回答率は，全体では 22%であった．タイプごとでは
「許可」，
「嗜好」，
「相手の状況・性質」の順で高く、ト
ピックごとでは「料理・グルメ」，
「雑談・クイズ」，
「エ
ンターテイメント・趣味」の順で高かった．しかし，
「許可」と「料理・グルメ」については，分類されたツ
イート数が少ないため割合が高くなってしまっている
と考えられる．

5.

考察

分類を行った結果，タイプ分類において「真偽」の
多さが目立った．
「真偽」は物事の真偽や可否を尋ねる
ものであるが，中でも自分の予想・記憶や話題になっ
ている物事の真偽について確認を取るようなものが多
かった．このことから，人々は Twitter 上では，未知
の物事の名称や仕組みを尋ねるより，自分の知識や記
憶の曖昧な部分について確認を取る傾向があるのでは
ないかと考える．また，栗山らや Paul らの分類結果
と比較した結果，いずれにおいてもこの傾向は見られ
なかった．しかし Paul らの分類においては，そもそ
も情報検索型にあたる質問が 1 つにまとめられてお
り，
「真偽」にあたるような質問が抽出されたかどうか
は定かでない．よってこの傾向は，少なくとも Q&A
サイトでは見られない，Twitter 特有の傾向であると
いえる．また，タイプ「同意・反語」，
「勧誘・募集」，
「意見」，
「相手の状況・性質」や，トピック「エンター
テイメント・趣味」が多く見られたことについては，
仲の良い友達や趣味の繋がりなど，自分で構築した社
会ネットワークに向けて質問できる SNS だからこそ
見られる傾向であるといえる．また，回答率について
はタイプ「嗜好」やトピック「雑談・クイズ」が高かっ
たが，これらは知識の有無に関わらず誰でも気軽に答
えられるものが多いため，高くなったと考えられる．

6.

おわりに

本研究では，日本の Twitter ユーザが情報要求ツ
イートの投稿を通してどんな情報を得ようとしている
のか，その傾向と，Q&A サイトや海外の SNS につい
ての研究では見られなかった特徴を明らかにした．今
後は，文面だけでなく画像・動画やアンケート機能等
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選択のオーバーロード現象が商品購買意図に及ぼす影響
The Effect of Choice Overload on Product Purchasing Intention
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Abstract

さらにメタ分析の結果によれば先行研究から推定され

An action of selection is one of the most important consumer
behaviors. Previous psychologists suggested that many
choices may result in 'choice overload' which inhibits the
consumer's choice behavior and decreases the satisfaction
with the selection result. On the other hand, such suggestion
has recently been questioned in many studies. In this research,
appropriate survey was done to clarify the relationship
between the reproducibility of choice overload and the
purchase intention of university students resident in
Kitakyushu city, using products from local companies such as
Suke-san Udon and Shiroya bakery. Unfortunately, choice
overload did not occur for both products. However, it became
clear that the purchase rate of products in case of few choices
can increase in response to purchase experience, irrespective
of the distance from their retail shops. These results suggest
the consistency with Iyenger's research results and the
reproducibility of choice overload under specific
circumstances.

るオーバーロード現象の平均効果量はほぼ 0 である
[4]といった意見もある．しかしながら，選択肢の複
雑性，課題の困難度，選好の不確かさ，目標設定など
の条件を考慮する事でこのオーバーロード現象を生じ
させることができるという肯定派[5][6]もいる．この
肯定派について次に述べる．

1.1. Iyenger & Lepper による検討[5]
Miller によると人間の情報処理能力の限界は，
「7±2」
であると提唱されている[7]．Iyenger & Lepper は，こ
の情報処理能力と選択行為との間に関係性があるかを
確認するために実験を実施した（図 1）
．この実験の目
的は，豊富な品揃えの方が差別化を図ることができ，お
店の売り上げ増加にも効果があるというそれまでのマ

Keywords ― Consumer Behavior, Choice Overload,
Cognitive load, Purchasing Intention

ーケッターの通説が正しいか否かを検討するものであ
った．

1.

はじめに

人間は日々の生活の中で瞬きの数ぐらい選択行為を
行っているといわれている[1]．複数の選択肢の中から
１つを選ぶという行為は，最も単純な消費者行動の 1
つである．消費者は通常選択肢の多い状況を好み，結果
的に商品やサービスの提供者もまた選択肢の多い環境
の構築をせざるを得ない状況になっている．しかしな
がら，近年の認知心理学や行動経済学研究によれば，多

図 1 Iyenger & Lepper のジャムの実験(2000)

すぎる選択肢はかえって消費者の選択行動を阻害した

Iyenger & Lepper (2000)[5]より引用

り，あるいは選択結果に対する満足度を低下させ後悔
度が増加する可能性があると示唆している．このよう

あるスーパーマーケットの一角にジャムを売るスペ

に選択肢が増加する事で選択行動が放棄されたり，選

ースが 24 種類の場合と 6 種類の場合の 2 条件を設定し

択結果の満足度が低下する現象を選択のオーバーロー

両者の比較を行った．それぞれに試食コーナーも設け，

ド現象（選択過多効果）と呼ぶ．

試食に立ち寄った客にはクーポン券を渡し，レジでの

選択のオーバーロード現象は，近年の認知心理学や

購入時に使用できるようにした．また，選択に際してデ

行動経済学の研究者間でもその存在をめぐって様々な

フォルトバイアスが含まれるのを避けるため売れ筋の

意見が対立している．否定派[2][3][4]の意見による

4 種類は実験の対象から除外した．最終的にレジで使用

とこの現象は，ただ単に偶然に生じた事象（Type1 エ

されたクーポン券の枚数を集計することにより購入率

ラー）で安定的に生じさせる条件がないこと[2][3]，

を考察することにした．
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まず60％の顧客が多数選択肢
（24 種類）
に立ち寄り，

にクーポン券を受領した人を対象としており，購買意

40％の顧客が少数選択肢(6 種類)に立ち寄る結果にな

欲を促進させられた人のみである．つまり，この実験で

った．しかしながら少数選択肢（6 種類）の試食に立ち

は，選択のオーバーロード現象に購入率を最終評価変

寄った客のうちジャムを購入したのは 30％だったが，

数としているが，主観的認知である満足度と後悔度は

多数選択肢(24 種類)の場合，実際にジャムを購入した

実際に測定していない．さらに商品をその場で購入す

のは，試食客のわずか 3％にしか満たなかった．最終的

るのかそれとも少し離れた場所でも購入するのか等,

に購入率には，6 倍以上の差が出る事になった．この実

どういう状況下で購入決定に至るのかを検討できて

験より，多すぎる選択肢は，顧客の満足度を低下させ売

おらず，商品の選択肢数との関係性も考慮できていな

り上げも低下させる効果があることが証明され選択の

い．

オーバーロード現象と呼称した．

２）有賀（2017）[6]における未検討課題
選択のオーバーロード現象を再現させるために主観

1.2. 有賀による検討[6]

的認知である満足度と後悔度における検討を実験にて

選択のオーバーロード現象は，単に Type1 のエラー

測定している．しかしながら，好みの写真のベスト 3 を

であり，偶然の可能性があるため再現不能であると以

選択後，その動物もしくは写真自体を本当に欲しいか

前の研究で実証されていると先に述べた．しかし有賀

という購買意図を本研究では測定していない．

[6]は，先行研究がこの現象の再現に失敗した理由と

上記未検討課題を考慮し，選択のオーバーロード現

して，参加者の認知負荷の操作が不十分であった可能

象の再現および購買意図と主観的認知との関係性を明

性を考えた．また多くの研究では選択肢を空間的に配

確にすることを本研究の目的とする．さらに，購買決定

置して同時呈示し，かつ制限時間もなかったため選択

にも条件があるため，特に購買決定場所（店舗内か近い

肢数が多い状況であっても選択肢が多い状況であって

場所か遠い場所か等）に対して商品の選択肢数がどの

も参加者は低い認知負荷であったことが想定される．

程度影響があるのかを確認する事も本研究の目的であ

有賀はそれを立証するために，認知負荷の大きさと

る．

満足度および後悔度の関係を導出する実験を行った．
実験では，3 枚（少数選択肢）もしくは 10 枚（多数選
択肢）の動物の写真を一定時間（3 枚：9 秒間，10
枚：30 秒間）実験参加者に見せ，好みのベスト 3 を順
位付けさせるというものであった．この実験では，認
知負荷を低くするために同時に全ての写真を見せる実
験 1（同時呈示：先行研究と同等）
，認知負荷を高める
ために１枚ずつ写真を見せる実験 2（逐次呈示：写真
1 枚を 3 秒ずつ呈示する新しい方法）を施した．実験
の結果，逐次呈示を使用し認知負荷を高めることで，
少数選択肢条件よりも多数選択肢条件において満足度
は有意に低く，後悔度は有意に高い結果を得られた
（図 2 参照）
．認知負荷が高い状況のみ選択のオーバ
ーロード現象を再現させることに成功したことにな
る．

2.

図 2 同時呈示の結果（上）と逐次呈示の結果(下)

研究目的

前節で選択のオーバーロード現象を確認できる研究

有賀（2017）[6]より引用

結果を紹介したが，それぞれの実験において以下の未

3. 研究方法
3.1. 要因計画

検討課題がある．
１）Iyengar & Lepper(2000)[5]における未検討課題
この実験では試食を行いかつ購買意欲を高めるため
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2（選択肢：少数，多数）×2（主観的認知：満足，

各選択条件内での商品の組み合わせは，グループごと

後悔）の参加者内要因計画と，2（選択肢：少数，多

にカウンターバランスした．

数）×3（購買決定場所：店舗内，店舗周辺，その

その後に，選択した商品に対する認知度と満足度，後

他）の参加者内要因であった．

悔度をそれぞれ 6 段階での評定を求め，店舗内，店舗
近辺，それ以外の場所でのその商品の購買意図につい

3.2. 参加者

ても 6 段階（1:絶対に買わない～6:絶対に買う）で評

北九州市に在住している大学生 87 名（男性 21 名，

定を求めた．最後に，その商品の購買経験を，全く買っ

女性 66 名，平均年齢 19.41 歳）を対象に行った．

たことがない，買ったことがない，買ったことがある，
何度も買ったことがある，の 4 段階で評定させた．こ

3.3. 材料

れは，購買経験の状況に応じて購買意図は変化するた

北九州市に拠点を置き，商品数の多さや認知度の高

め，どの程度の購買経験を有していれば選択のオーバ

さを勘案し，うどんで有名な株式会社資さんと行列の

ーロード現象が生じるのかを確認することを目的とし

できるパン屋であるシロヤベーカリーの 2 企業を対象

ている．

に調査を実施した．呈示する商品は，デフォルトバイア
スを除くために各会社が売り出している商品の売り上
げ上位 3 位を除いて選出した．株式会社資さんにおい
て 19 製品から 13 種類の商品を抽出し，シロヤベーカ
リーでは 29 製品から 13 製品の抽出を行った．実験に
おける商品の呈示は，マイクロソフト社のパワーポイ
ントを用いた．画面上の商品呈示位置は図 3，4 に示す
ように 3 段構成であり，多数選択肢（10 種類）条件で
は商品は上段に 4 つ，中段に 2 つ，下段に 4 つ呈示し
た．少数選択肢（3 種類）条件では上中下の格段に 1 つ
ずつ呈示した．呈示時間は商品 1 つにつき 6 秒の計算
図 3 呈示画面の例（株式会社資さん，10 商品）

で，10 品の場合は 60 秒，3 品では 18 秒であった．有
賀（2017）[6]では，3 種類の呈示時に 9 秒で 10 種類の
呈示時には 30 秒であった（選択肢 1 つにつき 3 秒の計
算）．この先行研究では画像のみの呈示であり，本研究
では商品の画像とともに名称も同時に呈示しているこ
とから，呈示時間は先行研究の倍の時間に設定をした．
以上のように呈示方法と選択肢数は有賀（2017）[6]の
方法を踏襲している．

3.4. 手続き
実験は，大学生の参加者において 4 つのグループご
とに小集団で行われた．各グループの参加者には，冒頭
図 4 呈示画面の例（シロヤベーカリー，3 商品）

に年齢，性別，居住エリア（区まで調査），居住年数の
記入を求め，今回の調査対象であるシロヤベーカリー

4.

と株式会社資さんの会社に対する認知度と好感度の調

実験結果

査を 6 段階評定で行った．続けて，スクリーン上に少

選択のオーバーロード現象が生じているかどうかを

数選択肢ないし多数選択肢の画面を映し，投影終了後

確認するために選択数（少数選択肢と多数選択肢）と主

に呈示されていた商品の中から最も好きな商品を 1 つ

観的認知（満足度と後悔度）を要因として，大学生（n

選択させた．少数選択と多数選択の各条件の呈示順や

= 87）を対象に，2 要因分散分析を行った．図 5 に株式
会社資さん，図 6 にシロヤベーカリーの主観的認知（満
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足度，後悔度）の平均評定値の結果を示す．分散分析の

選択肢数と購買決定場所の違い（店舗内・店舗近く・そ

結果によると株式会社資さんでは，選択肢数の主効果

の他）における平均評定値の 2 要因分散分析を大学生

は有意ではなく（F (1，86)＝ 0.484，MSe = 0.214，p

（n = 87）を対象に行った．図 7 および図 8 に選択肢

= .489）
，主観的認知の主効果が有意であった（F (1，

数と購入場所の違いにおける平均評定値を示す．株式

86)＝ 198.425，MSe = 0.214，p < .001）
．また，選択

会社資さんの場合，選肢数において主効果が有意であ

肢と主観的認知の交互作用は有意ではなかった（F (1，

り（F (1，86)= 14.875，MSe = 0.909，p < .001）
，購

86)＝ 0.054，MSe = 0.854，p = .817）
．シロヤベーカ

買決定場所でも主効果が有意であった（F (2，172)=

リーでは，選択肢数の主効果は有意ではなく（F (1，

174.760，MSe = 0.670，p < .001）
．さらに選択肢数と

86)＝ 1.029，MSe = 0.402，p = .313）
，主観的認知の

購買決定場所の交互作用が有意であった（F (2，172)=

主効果が有意であった（F (1，86)＝ 177.913，MSe =

8.252，MSe = 0.203，p < .001）
．次に商品の選択肢数

2.164，p < .001）
．また，選択数と主観的認知の交互

と購買決定場所との関係を導出するために単純主効果

作用が有意であった（F (1，86)＝ 12.956，MSe = 0.647，

検定の結果を実施した．店舗内においては選択肢数の

p < .001）
．つまり，株式会社資さんにおいては，選択

主効果が有意であり（F (1，258)= 27.735，MSe = 12.161，

のオーバーロード現象は生じなかった．しかしながら，

p < .001）
，店舗近くにおいても有意であり（F (1，

シロヤベーカリーにおいては，多数選択肢の方が少数

258)= 8.860，MSe = 3.885，p = .003）
，その他では有

選択と比較して満足度が高く，後悔度が低いという選

意ではなかった（F (1，258)= 1.887，MSe = 0.828，p

択の逆オーバーロード現象が観測された．

= .171）
．この結果，店舗内および店舗近くでは商品の
選択肢数に購買意図に関する効果があることがいえる．
すなわち，3 種類の選択肢より 10 種類の選択肢の方が，
平均評定値が高くなった．しかしながら，その他の場所
では，選択肢数における購買意図への効果がないこと
がわかった．また，各購買決定場所に対する選択肢数の
主効果も有意であった
（Fs (2，
344)= 103.968，168.054，

MSes = 45.425，73.425，ps < .001）
．Ryan 法による多
重比較の結果，購買決定場所の全ての条件において有
意な差があった（ps < .001）
．これらの結果より，購
図 5 株式会社資さんの満足度と後悔度の平均標定値

買決定場所においては，その他より店舗近く，店舗近く

（n = 87）

より店舗内の方が，平均評定値が高いことがわかった．

注）エラーバーは 95％の信頼区間を示す．

以上をまとめると，選択肢数は 3 種類より 10 種類の方
が購買意図は高く，さらには購買場所が店舗より遠く
なるにつれて購買意図が低下することがわかった．し
かし店舗から遠ざかるに伴い，選択肢数の効果は減少
した．
シロヤベーカリーの場合，選択肢数の主効果が有意
であり（F (1，86)= 23.893，MSe = 0.900，p < .001）
，
購買決定場所でも主効果が有意であった（F (2，172)=
161.242，MSe = 0.669，p < .001）
．さらに選択肢数と
購買決定場所の交互作用が有意であった（F (2，172)=

図 6 シロヤベーカリの満足度と後悔度の平均標定値

11.296，MSe = 0.221，p < .001）
．次に商品の選択肢

（n = 87）

数と購買決定場所との関係を導出するために単純主効

注）エラーバーは 95％の信頼区間を示す．

果検定の結果を実施した．店舗内においては選択肢数
の主効果が有意であり（F (1，258)= 43.193，MSe =

次に，購買意図と購買場所が少数選択肢および多数

19.333，p < .001）
，店舗近くにおいても有意であり（F

選択肢間とどのような関係にあるかを導出するために，

(1，258)= 12.339，MSe = 5.523，p < .001）
，その他
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は有意傾向にあった（F (1，258)= 3.711，MSe = 1.661，

めに，各変数を説明変数，購買決定場所を目的変数とす

p = .055）
．この結果，店舗内，店舗近くおよびその他

る，強制投入法による重回帰分析を行った．結果を表 1

では商品の選択肢数に購買意図に関する効果があるこ

に示す．総じて，満足度が購買意図に強く影響してい

とがいえる．すなわち，3 種類の選択肢より 10 種類の

る．特に店舗内においてはそれが顕著に表れている．こ

選択肢の方が，平均評定値が高くなった．また，各購買

れは，店舗内において自分が選択した商品に満足した

決定場所に対する選択肢数の主効果も有意であった

場合には，購入するということを表している．上記以外

（Fs (2，344)= 87.175，160.880，MSes = 38.808，

に各商品が少数選択肢（3 種類）の場合にのみ購買決定

71.621，ps < .001）
．Ryan 法による多重比較の結果，

にこれまでの購買経験の効果が見られた．これは，少数

購買決定場所の全てにおいて主効果が有意であった

選択肢の場合において呈示された 3 種類の商品が未知

（ps < .001）
．これらの結果より，購買決定場所にお

の商品であったケースが多かったことによるのではな

いては，その他より店舗近く，店舗近くより店舗内の方

いかと考えられる．つまり，多数選択肢の場合において

が，平均評定値が高いことがわかった．以上をまとめる

は，自分が知っている商品がリストに呈示されている

と，選択肢数は 3 種類より 10 種類の方が購買意図は高

可能性が高く，単純に既知の商品を選択したとも言い

く，さらには購買場所が店舗より遠くなるにつれて購

換えることができる．そしてそのことが選択の逆オー

買意図が低下することがわかった．しかし店舗から遠

バーロード現象をもたらした可能性がある．この仮説

ざかるに伴い，選択肢数の効果は減少した．

を検証するために，少数選択肢と多数選択肢における
購買経験の関係を調査するために t 検定を実施した．
株式会社資さん：t（87）= -3.412，p < .001，シロヤ
ベーカリー：t（87）= -2.003，p = .024 となり，多数
選択肢条件で選択した商品の購買経験が少数選択肢条
件よりも有意に高かった．この結果より，少数選択肢条
件において呈示された商品リストの中に自分の知って
いる商品がなかった参加者が，選択した商品に対して
満足度が低く後悔度が高く出たと想定される．言い換
えれば，多数選択肢の場合は，既知の商品を選択した可

図 7 株式会社資さんの購買決定場所の違いによる平

能性がより高かったことになる．さらに少数選択肢の

均標定値（n = 87）

場合には，店舗から遠くになればなるほど購買経験の

注）エラーバーは 95％の信頼区間を示す．

影響が顕著に出ている．よって，少数選択肢の場合にお
いて，選択の逆オーバーロード現象が生じた理由が説
明可能となった．
表 1 重回帰分析結果（大学生 n = 87，主観的認知と
購買経験の偏回帰係数のみ記載）
店舗内
資 さ ん 3種 類 満 足
.329 **
後悔
-.064
購買経験
.134
資 さ ん 10種 類 満 足
.488 **
後悔
.041
購買経験
.147
シ ロ ヤ 3種 類 満 足
.575 **
後悔
-.114 *
購買経験
.027
シ ロ ヤ 10種 類 満 足
.445 **
後悔
.014
購買経験
-.160
2
資 さ ん 3種 類
.415
R
資 さ ん 10種 類
.369
シ ロ ヤ 3種 類
.548
シ ロ ヤ 10種 類
.278
* p < .05， ** p < .01， ＋ 有 意 傾 向

図 8 シロヤベーカリの購買決定場所の違いによる平
均標定値（n = 87）
注）エラーバーは 95％の信頼区間を示す．

店舗近く
.033
-.085
.258
.228
.033
.110
.278
.070
.347
.225
.236
.066
.161
.207
.373
.280

*

**
+
*

その他
.009
.122
.316 **
.074
.081
.127
.113
-.058
.400 +
-.048
.098
.299
.118
.188
.220
.119

購買意図と様々な変数（会社認知，会社好意，商品認

続いて，購買経験と購買決定場所を要因とする 2 要

知，満足度，後悔度，購買経験）との関係を検討するた

因分散分析を行った．図 9 および図 10 に株式会社資さ
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んの少数選択肢と多数選択肢，図 11 および図 12 にシ

なかった（F (2，172)= 0.294，MSe = 0.409，p = .745）
．

ロヤベーカリーの少数選択肢と多数選択肢の平均評定

シロヤベーカリーの多数選択肢（10 種類）
においては，

値の結果をそれぞれ示す．株式会社資さんの少数選択

選択肢数において主効果が有意であり（F (1，86)=

肢（3 種類）においては，選択肢数の主効果が有意であ

7.084，MSe = 1.375，p = .009）
，購買決定場所も有意

り（F (1，86)= 15.921，MSe = 1.572，p < .001）
，購

であった
（F (2，
85)= 97.002，MSe = 47.336，p < .001）
．

買決定場所においても有意があった（ F (2，85)=

選択肢数と購買決定場所の交互作用は有意でなかった

111.027，MSe = 43.414，p < .001）
．さらに選択肢数

（F (2，172)= 0.478，MSe = 0.488，p = .621）
．

と購買決定場所の交互作用は有意ではなかった（F (2，

以上より，少数選択肢は多数選択肢条件と比較して

172)= 1.716，MSe = 0.391，p = .183）
．株式会社資さ

購買意図や購買経験の評定値は低かったものの，購買

んの多数選択肢（10 種類）においては，選択肢数にお

経験のある参加者に限定すれば購買への意欲は十分に

いて主効果が有意であり（F (1，86)= 9.833，MSe =

高いことが，重回帰分析の結果と同様に示された．

1.882，p = .002）
，購買決定場所にも有意があった（F
(2，85)= 150.853，MSe = 73.155，p < .001）
．一方で
選択肢数と購買決定場所の交互作用は有意ではなかっ
た（F (2，172)= 0.044，MSe = 0.485，p = .957）
．

図 11 シロヤベーカリーの少数選択肢の購買経験と
購買場所の違いによる平均標定値（n = 87）
注）エラーバーは 95％の信頼区間を示す．
図 9 株式会社資さんの少数選択肢の購買経験と購買
場所の違いによる平均標定値（n = 87）
注）エラーバーは 95％の信頼区間を示す．

図 12 シロヤベーカリーの多数選択肢の購買経験と
購買場所の違いによる平均標定値（n = 87）
注）エラーバーは 95％の信頼区間を示す．
図 10 株式会社資さんの多数選択肢の購買経験と購
買場所の違いによる平均標定値（n = 87）

5.

注）エラーバーは 95％の信頼区間を示す．

考察

Iyengar & Lepper（2000）[5]は，選択肢数の増加が
選択結果への満足度を低下させ，結果として選択行動

シロヤベーカリーの少数選択肢（3 種類）においては，

そのものを放棄させた可能性を示し，この現象を選択

選択肢数の主効果が有意であり（F (1，86)=14.920，

のオーバーロードと呼んだ．この研究ではオーバーロ

MSe = 1.951，p < .001），購買決定場所においても有

ード現象の生起要因として，短期記憶の容量であるマ

意であった（F (2， 172)= 56.076，MSe = 22.917，p

ジカルナンバー7（Miller, 1956）[7]を超える選択肢

< .001）
．選択肢数と購買決定場所の交互作用は有意で

を呈示されると同時に処理できる情報量を超過してし
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まうこと，選ばれなかった選択肢への機会損失による

くから北九州市中心に営業して人気のある「株式会社

満足度の低下と後悔の上昇が生じることを挙げている．

資さん」
「シロヤベーカリー」の商品から選出したが，

しかしこの現象はその後の多くの研究においてその存

屋号及び商品の知名度があるが故に，人気商品上位 3

在が否定されている（レビューとして，Alexander et

種類を除いたものの実験結果にデフォルトバイアスの

al. ， 2015[4]; Benjamin et al.,2010[3] ）． 有 賀

影響が生じたことが考えられる．また，シロヤベーカリ

(2017)[6]は，認知負荷を上げた場合に限定して多数選

ーの商品を呈示した場合には少数選択条件の方の満足

択条件での満足の低下と後悔の上昇を示し，選択のオ

度が低く後悔度が高いという逆オーバーロード現象に

ーバーロード現象が再現できることを示唆している．

なっている．重回帰分析の結果からも，シロヤベーカリ

Iyengar & Lepper（2000）[5]の実験では，ジャムの試

ーの少数選択肢条件で満足度の効果が非常に高く，後

食コーナーに立ち寄った消費者，すなわち刺激である

悔度に関しては抑制的な効果を持った．選択肢の中に

ジャムに関心がある者を対象にしていた．また，

定番商品のような欲しい商品がないため他の商品を買

Iyengar & Lepper（2000）[5]は，購入率を最終評価と

った時と同様に，購買意欲を阻害し後悔も大きかった

している一方で，主観的認知である満足感と後悔度は

と推測される．店舗外その他で購買経験の効果が見ら

実際に測定しておらず，その後の実験室実験による多

れることについても，商品の認知度の高さがオーバー

くの追試では満足と後悔の測定が行われているものの

ロード効果と相殺されてしまったことが原因としてあ

最終的な購買意図については未検討であった．認知負

げられる．

荷の低い状態において，選択肢の数によって満足度や

Iyenger & Lepper（2000）[5]の実験ではジャムの試

後悔度が主観的には変動を感じない場合においても，

食コーナーに立ち寄った消費者に割引クーポンを手渡

潜在的には変動が生じ，購買意図に影響する可能性も

し，実際にレジで購買した人数から選択のオーバーロ

考えられる．そこで本研究では，これらの懸念材料を解

ード現象を提唱した．この先行研究での試食経験は本

消することで，認知負荷のかからない状況であっても

研究における購買経験に相当し，レジまで行ってから

選択のオーバーロード現象を再現可能であるかについ

の購買行動を本研究の店舗近くおよびその他の場所で

て検討を行った．

の購買意思決定と見なすことで，選択肢が少ない場合

実験を行った結果，有賀（2017）[6]の認知負荷の低

において購買経験がありさえすれば遠くても購買率が

い刺激同時呈示条件による実験と同様に選択肢数の効

上がるという選択のオーバーロードが生じる可能性が

果が見られず，選択肢の多い条件における主観的な満

あるといえる．本研究では呈示刺激の商品を北九州市

足度の低下および後悔度の上昇は見られなかった．さ

内に店舗を構える株式会社資さんうどんとシロヤベー

らに，店舗内や店舗近く，その他の場所での購買意図に

カリーの商品を用いたが，その高い知名度によりデフ

おいても選択肢数による効果は見られず，少数選択肢

ォルトバイアスの影響を排除することが出来なかった．

条件での購買意思決定の上昇効果は得られなかった．

今後は，参加者にとってニュートラルな商品を用いる

よって，本研究の手続きによる選択のオーバーロード

必要があるだろう．また，先行研究の懸念事案である商

現象を検出することは出来なかったといえる．

品への関心度について，本研究では企業への好意度で

店舗内での購買意図を促進させる要因は自身の商品

測定しようと試みたものの，参加者全体で好意度の評

選択に対する満足度であり，これは選択肢数の影響を

定値が非常に高かったために実験参加者を呈示してい

受けなかった．店舗近くおよびその他の場所では，これ

るものに対する関心の高低で分けることが出来なった．

までの購買経験が今回の購買意思決定を促進させる効

今後の実験では，呈示する商品に関心度の個人差が大

果を持った．そこで，選択した商品の認知度の高低や商

きいことが予想される商品カテゴリーを選択し，その

売経験のあるなしによって分割したが，これらの条件

商品カテゴリーに対する関心を直接聞くことで関心度

が各場所での購買意図に及ぼす効果を検出することは

の有無について検討していきたい．

出来なかった．しかし，少数選択肢条件において商品認
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モーラ子音の素性構造について
On the feature structures of the moraic consonants in
Japanese
松井 理直
Michinao F. Matsui
大阪保健医療大学
Osaka Health Science University
michinao.matsui@ohsu.ac.jp
た い 。も し 、こ の “CC” 構 造 が な け れ ば 、先 行 母
音から情報を受け取る順行同化が起こってもよい
はずである。
本稿は、この “CC” 構造の妥当性について生理学
的 手 法 を 用 い た 検 証 を 行 う 。結 論 と し て 、撥 音 に
お け る “CC” 連 鎖 に 妥 当 性 が な い こ と 、ま た 促 音
の 逆 行 同 化 に つ い て も “CC” 構 造 が 必 須 条 件 で な
い こ と を 述 べ 、撥 音 や 促 音 の 同 化 現 象 が 音 節 末 と
いう性質から生じている可能性について論じる。

Abstract
This paper focuses the structures and features of
the special morae including the moraic nasals (撥 音)
and the geminate consonants (促 音) in Japanese. In
conclusion, this paper shows that the Japanese special morae have no “C/V” slot and that the primary
factor of the assimilation which causes the allophones
of the special morae is the coda position. This result
supports that the syllable takes precedence over the
mora in Japanese. Futhermore, this paper proposes
that the geminate consonant in Japanese has not a
vacuous slot but the definite phonological information as well as the moraic nasal.
Keywords — Moraic nasal, Geminate consonants, Electropalatography (EPG), The element theory, Coda position

1.

2.
2.1

研究の目的

日本語は、特殊拍子音として撥音と促音を持つ。
こ れ ら の 特 殊 拍 子 音 は 後 続 子 音 が あ る 場 合 に 、撥
音 で は 調 音 位 置 に 関 す る 逆 行 同 化 を 、促 音 で は 後
続子 音 全 体 の 性 質 に つ い て 逆 行 同 化 を 起 こ す 。こ
の 仮 定 を 説 明 す る た め 、近 年 の 音 韻 論 で は 音 韻 情
報の 過 小 指 定 を 仮 定 す る の が 一 般 的 で あ る 。す な
わ ち 撥 音 は (1) の よ う な「 鼻 音 要 素 の み が 指 定 さ
れ た 」構 造 を 、促 音 (2)) は「 空 の 構 造 」を 持 っ て
い る た め 、過 小 指 定 さ れ た 情 報 を 埋 め る た め に 同
化を引き起こす。

(1)

(2)

撥 音 (例：カ ン ト)

C

V

/k/

/a/

C

C

[nas] [cor]

V
/o/

V

/k/

/a/

C

2.2
C

V

/t/

/o/

撥音が母音に先行する場合

撥 音 の 同 化 を “CC” 構 造 に 基 づ い て 説 明 す る 問
題 点 は 、母 音 に 先 行 す る 撥 音 変 異 を 考 え る と 分 か
り や す い 。こ の 環 境 で は ほ ぼ 全 て の 先行 研 究 で 撥
音が鼻母音に変異すると見なされている。しかし、
同 化 と い う 点 で は 見 解 が 一 致 し な い 。服 部 (1951)
や 益子 (2009) は、撥音が後続母音に従って変異す
ると見なす。齋藤 (2006) は撥音変異の全体的な説
明として「後続音に同化」と明記しているが、具体
例を見ると、
「 線 を 」が [seẽ.o] と な っ て お り 、例 は
少ないものの順行同化もあり得ると考えているよ
う だ 。こ れ に 対 し 、村 木 他 (1989) は「 全 員 [zeẽiı̃]」
「 禁 煙 [kiĩeẽ]」、
「 安 易 [aãi]」と い っ た 例 を 示 し 、基
本的に順行同化が起こっているとしている。
本稿では、まずこの問題も明らかにするために、
母音が後続する撥音変異についてエレクトロパラ
トグラフィ (EPG) を用いた検討を行った。実験の
結論として、撥音の変異は “C/V” スロットによっ
て 引 き 起 こ さ れ る も の で は な く 、「 調 音 動 態 と し
て よ り 狭 窄 が 狭 い 」と い う 条 件 こ そ が 撥 音 変 異 の
本質であることを述べる。

促 音 (例：カ ッ ト)

C

母音やハ行子音に先行する撥音変異
に関する生理学的実験

実験方法と分析方法

実 験 は 被 験 者 4 名 (東 京 方 言 女 性 1 名 、関 西 方
言 女 性 1 名 、関 西 方 言 男 性 2 名) に 対 し 、EPG お
よ び 鼻 腔 用 マ イ ク と 口 腔 用 マ イ ク を 装 着 さ せ 、3
モーラの刺激語をランダムに 5 回ずつ発話させる
形 で 行 っ た 。EPG デ ー タ は 、4 名 の 被 験 者 に 対 し

こ の 分 析 で 、撥 音 や 促 音 が 逆 行 同 化 を 受 け る の
は “CC” と い う 構 造 に 依 存 し て い る 点 に 注 意 さ れ
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人 工 口 蓋 床 を 各 被 験 者 ご と に 用 意 し 、サ ン プ リ ン
グ 周 期 10 ms で 収 集 し た 。刺 激 語 の パ タ ー ン は 以
下 の 通 り で あ る 。な お 、発 話 者 に は 鼻 腔 用 マ イ ク
と 口 腔 用 マ イ ク を 装 着 し 、鼻 音 区 間 を 厳 密 に 測 定
す る と 共 に 、両 者 の 音 響 デ ー タ か ら 撥 音 の 変 異 が
鼻子音であったか鼻母音であったかという点も判
断した。

(3)

な い こ と を 表 す 。結 果 的 に 、撥 音 の 鼻 母 音 変 異 に
ついては以下の条件が関与していると見てよいだ
ろう。

(4)

b. 前 後 の 母 音 が 同 じ 狭 さ を 持 つ 場 合 、撥
音は前舌性の鼻母音に変異しやすい。

a. (k)–母音–撥音–母音：
「あんあ」
「かんあ」
「 あ ん い 」...「 お ん お 」「 か ん お 」
b. (k)–母 音–撥 音–/h/–母 音：
「あんは」
「か
んは」
「 あ ん ひ 」...「 お ん ほ 」
「かんほ」
c. 摩 擦 音 が /s/ の 場 合：「 あ ん さ 」「 か ん
さ 」「 あ ん し 」...「 か ん そ 」

c. 撥 音 に オ 音 が 先 行 す る 場 合 、撥 音 に 円
唇性が付加されることがある。

3.
3.1

母音に先行する撥音の結果

a. 母 音 に 挟 ま れ た 撥 音 は 、よ り 狭 い 母 音
が鼻音化した音に変異する。

促音変異に関する生理学的実験
促 音 の 音 韻 現 象：鼻 音 に 先 行 す る 促 音 に つ
いて

日本語の促音は一般的に後続子音と同化し、
「一
体 (/iQtai/)：[it;^t5i] = [it:5i]」
「一切 (/iQsai/)：[is;s5i]
本 節 で は 、母 音 に 先 行 す る 撥 音 (母 音 に 挟 ま れ
= [is:5i]」と い っ た 長 子 音 を 成 す 。つ ま り 、撥 音 と
た 撥 音) の 変 異 に つ い て 述 べ る 。ま ず こ の 環 境 に
若 干 異 な り 、促 音 は 後 続 子 音 の 完 全 逆 行 同 化 を 受
お い て 、撥 音 が 鼻 母 音 に 変 異 す る 確 率 で あ る が 、
け る よ う に 見 え る 。も し 促 音 が 後 続子 音 の 完 全 逆
口腔用マイクと鼻腔用マイクの振幅から推定でき
行同化であるなら、鼻音の前に促音が生じた場合、
る 限 り に お い て 87% で あ っ た 。す な わ ち 、前後 を
そ の 促 音 は 鼻 音 と な り 、撥 音 と 区 別 で き な い こ と
母 音 に 挟 ま れ る 環 境 で は 撥 音 が「 必 ず 」鼻 母 音 に
が予測されよう。
変異 す る と は 限 ら な い 。変 異 の 可 能 性 と し て は 低
関 東 方 言 や 関 西 方 言 で は 、促 音 が 鼻 音 に 先 行 す
い も の の 、15% ほ ど の 確 率 で 鼻 子 音 [N], [ð] と し て
る こ と は ほ と ん ど な い 。し か し 、標 準 的 な 語 彙 で
実 現 さ れ る こ と が あ り 、自 由 変 異 の 関 係 に あ る と
な け れ ば「 う ま い → う っ ま い 」「 こ の 野 郎 → こ っ
見てよいだろう。
の 野 郎 」の よ う に 、鼻 音 の 前 に 促 音 が 生 じ る こ と
次 に 、鼻 母 音 に 変 異 し た 場 合 の 音 価 に つ い て 、
も あ る 。さ ら に 鹿 児 島 串 木 野 方 言 な ど で は 、「 焚
EPG 遷 移 パ タ ー ン を 手 が か り に 見 て お こ う 。ま
き物→たっもん」
「一枚→いっめ」
「聞き間違い→
ず分かりやすい例として、
「 あ ん い・い ん あ 」の ス
ペクトログラムと EPG 遷移の結果を図 1 に示す。 き っ ま げ 」「 月 の 夜 → つ っ の よ 」と い っ た 鼻 音 前
の 促 音 が 通 常 の 語 彙 と し て 存 在 す ると い う 。そ こ
こうした広母音・狭母音の組み合わせにおいては、
で、串木野方言話者 4 名に対して、口腔用マイク・
先 行 ／ 後 続 環 境 と い う 違 い に 関 わ ら ず 、撥 音 部 は
鼻腔用マイクで「たっもん、いっめ、ろっめ、きっ
イ 音 が 鼻 音 化 し た [ı̃] に な っ て い る こ と が 分 か る 。
ま げ 、つ っ の よ 、か ご っ ま 」と い っ た 調 査 語 の 発
同様の傾向は、図 2 における「あんう・うんあ」を
音 を 収 録 す る と 共 に 、EPG と 光 学 的 グ ロ ト グ ラ
比 較 し て も 成 り 立 つ 。EPG 遷 移 パ タ ー ン か ら 分
フ ィ (PGG) に よ っ て そ の 生 理 学 的 特 性 を 調 査 し
か る 通 り 、こ の 場 合 は 撥 音 部 が ウ 音 の 鼻 音 化 で あ
た 。こ の 調 査 は 、神 戸 松 蔭 女 子 学 院 大 学 の 黒 木 邦
る [W̃] に 変 異 し て い る 。こ の 結 果 は 、母 音 に 挟 ま
彦 准 教 授 か ら 多 大 の 援 助 を 受 け 、実 施 で き た も の
れ た 撥 音 変 異 は 逆 行 同 化・順 行 同 化 と い う 条 件 に
で あ る 。詳 し い 調 査 結 果 は 別 稿 で 議 論 す る た め 、
縛ら れ て い る の で は な い こ と を 示 す 。他 の デ ー タ
本稿では概要だけを報告しておく。
か ら も 明 確 に な る こ と で あ る が 、母 音 に 挟 ま れ た
調査の結果、
「たっもん」
「いっめ」
「きっまげ」
撥 音 は 、それ ら の 母 音 の う ち 、
「よ り 狭 い 空 間 」で
で は 、PGG に よ っ て 声 門 閉 鎖 が 起 き て い る こ と
ある母音が鼻音化した音価に変異していると考え
が 確 認 で き 、さ ら に 声 門 閉 鎖 と 同 時 に 両 唇 の 閉 鎖
ら れ そ う で あ る 。こ の 、「 よ り 狭 い 空 間 」の 鼻 母
を も 伴 う こ と が 明 確 と な っ た 。促 音 部で は 声 門 閉
音 に 変 異 す る と い う 性 質 は 、他 の 環 境 で も 成 り 立
鎖 が 起 こ っ て い る た め 、鼻 腔 に 空 気 が 抜 け る こ と
つ 。例 え ば 、図 3 は「 い ん お・お ん い 」の EPG 遷
は な く 、し た が っ て 促 音 が 鼻 音 に 変 異 す る こ と は
移パターンで、いずれも撥音の異音が [ı̃] に変異し
な い 。す な わ ち 撥 音 と の 混 同 は 避 け ら れ て い る 。
ている。
「つっのよ」も同様で、PGG によって声門閉鎖の生
全 て の 母 音間 に お け る 撥 音 の 鼻 母 音 変 異 を 測 定
起 が 確 認 で き る と 共 に 、舌 端 が 上 歯 茎 へ 接 触 し て
した結果を、表 1 にまとめておく。表中の “?” は、
い る こ と が EPG に よ り 検 証 で き た 。た だ し 、
「か
EPG の 反 応 が 取 れ な い た め に 明 確 な こ と が い え

2.3
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(a)

(b)
図 1 EPG 遷 移 の 結 果 (a) あ ん い

(b) い ん あ

図 2 EPG 遷 移 の 結 果 (a) あ ん う

(b) う ん あ

(a)

(b)

表 1 撥音部における鼻母音の音価

先
行
母
音

[5]
[i]
[W]
[e]
[o]

[5]
?
[ı̃]
[W̃]
[ẽ]
?

後続母音
[i] [W] [e]

[ı̃]
[ı̃]
[ı̃]
[ı̃]
[ı̃]

737

[W̃]
[ı̃]
[W̃]
[W̃]
[W̃]

[ẽ]
[ı̃]
[W̃]
[ẽ]
[ẽ» ]

[o]
?
[ı̃]
[W̃]
[ẽ]
?
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(a)

(b)
図 3 EPG 遷 移 の 結 果 (a) い ん お
ご っ ま 」につ い て は 、
「 か ご ん ま 」とい う 撥 音 と 中
和することも起こるようである。
ただし、鹿児島串木野方言における「たっもん」
「 い っ め 」等 の 促 音 は 、基 底 形 で 子 音 の 形 態 音 素
情 報 を 持 っ て お り 、「 情 報 を 持 た な い 」促 音 で は
な い こ と が 、声 門 閉 鎖 の 調 音 を 引 き 起 こ し た 可 能
性 も 否 定 で き な い 。し か し 、基 底 形 で 形 態 音 素 を
持 っ て い な い と 思 わ れ る 関 西 方 言 の「 う っ ま い 」
「 こ っ の 野 郎 」と い う 調 音 に お い て も 、鼻 音 に 先
行 す る 促 音 が 声 門 閉 鎖 に 変 異 し 、さ ら に 後 続 子 音
の調 音 位 置 に も 影 響 さ れ る こ と が 確 認 で き た 。こ
の こ と か ら 、鼻 音 前 の 促 音 は 声 門 閉 鎖 に よ り 撥 音
と の 中 和 を 回 避 す る と 共 に 、調 音 位 置 に つ い て は
後続子音の逆行同化も受けるという性質を持つと
見 て よ い だ ろ う 。こ の 性 質 は 、促 音 が「 音 韻 情 報
の 指 定 が な さ れ て お ら ず 、“CC” ス ロ ッ ト に よ っ
て 逆 行 同 化 を 受 け る 」と い う (2) の 構 造 に 一 致 し
な い 。す な わ ち 、撥 音 が 元 々 [nasal] 要 素 を 持 っ て
い る よ う に 、促 音 も 元 々「 鼻 音 を 回 避 す る 何 ら か
の 子 音 情 報 」を 持 っ て い る と 考 え ら れ る 。

3.2

促音の音声現象：促音における調音の強化に
ついて

次 に 、促 音 (重 子 音) と 短 子 音 に 関 す る 調 音 動 態
の差異について、EPG を用いた分析を行った。結
論 と し て 、一 部 の 摩 擦 音 を 除 く と 、促 音 で は 調 音
動 態 の 強 化 が 起 こ る こ と 、そ の 強 化 が 持 続 時 間 に
依 存 し た overshoot/undershoot と い う 要 因 だ け で
な く 、調 音 計 画 自 体 の 変 異 と い う 要 因 も 考 え る べ
きであることを述べる。

(b) お ん い

実 験 は 、発 話 者 に 短 子 音 ／ 長 子 音 (促 音) を 持 つ
オノマトペのミニマルペアを単独でランダムに 5
回 ず つ 発 音 さ せ 、音 声 と EPG デ ー タ を 同 時 に 収
集 し た 。ま た 、開 口 度 の 参 考 に す る た め 、正 中 面
か ら 両 唇 の 画 像 も ビ デ オ で 収 録 して い る 。実 験 に
参 加 し た 被 験 者 は 30 歳 台 〜40 歳 台 の 男 性 2 名 (関
東 方 言 M1、関 西 方 言 M2)、女 性 2 名 (帰 国 子 女
F1、関 西 方 言 F2) の 計 4 名 で 、い ず れ の 被 験 者 も
構 音 お よ び 聴 覚 に 異 常 は な い 。本 実 験に 用 い た 刺
激 語 は 、い ず れ も 同 一 形 態 素 を 繰 り 返 す「 カ タ カ
タ／カッタカタ」
「ネチネチ／ネッチネチ」
「グツ
グ ツ ／ グ ッ ツ グ ツ 」と い っ た 構 造 を 持 っ た も の で
あった。
ま ず 、短 子 音 [t] ／ 促 音 [t:] の EPG パ タ ー ン に
ついて、単子音 [t] で最も接触面積の広かった話者
M1 と 接 触 面 積 の 最 も 小 さ か っ た 話 者 F2 の デ ー
タ を 図 4，図 5 に 示 す 。
100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

H

H

100 84

71

61

49

66

93 100

100 100 100 89

94

91 100 100

100 79

38

0

0

0

63 100

100 100 88

71

67

84 100 100

100 78

0

0

0

0

0

100

100 100 63

0

0

47

82 100

49

0

0

0

0

0

0

100

81

0

0

0

0

0

79 100

100 69

0

0

0

0

0

100

100 81

0

0

0

0

63 100

100 83

66

0

0

0

39 100

100 98

26

0

0

0

78 100

(a)
(b)
図 4 (a) 話 者 M1 の 単 子 音 [t], (b) 促 音 [t:] の EPG
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単 子 音 は 促 音 に 比 べ て 持 続 時 間 が かな り 短 い 。し
た が っ て 、単 子 音 と 促 音 と で 調 音 計 画 に お け る 潜
H
H
63 52 38 26 13 46 69 90
100 100 100 91 100 100 100 100
在 的 な タ ー ゲ ッ ト 点 が 同 一 で あ っ た と し て も 、単
78 0
0
0
0
0 47 73
100 73 14 0
0
0 88 100
子音ではターゲットを実現する十分な時間を確保
74 0
0
0
0
0
0 68
100 86 0
0
0
0 23 100
できず、undershoot を起こす可能性がある。一方、
100 0
0
0
0
0
0 100
100 91 0
0
0
0 26 100
100 0
0
0
0
0
0 100
100 83 0
0
0
0
0 100
促音は十分な持続時間があるため潜在的なター
100 68 0
0
0
0 72 100
100 83 0
0
0
0 76 100
ゲ ッ ト 点 を 実 現 し や す い で あ ろ う。こ う し た 考 え
(a)
(b)
方 を 、調 音 計 画 の 実 現 性 (undershoot/satisfaction)
図 5 (a) 話 者 F2 の 単 子 音 [t], (b) 促 音 [t:] の EPG
という。
しかし、EPG の接触パターン遷移を詳細に観察
話 者 M1 の EPG パ タ ー ン (a)–(b) の フ リ ー ド マ
す る と 、単 子 音 ／ 促 音 に お け る 舌 運 動 の 違 い は 、
ン 統 計 量 は χ2 = 19.17 で 、単 子 音 [t] と 促 音 [t:] の
単にターゲット点の undershoot/satisfaction のみに
間 に 有 意 差 が 認 め ら れ た (df = 1, p < 0.001)。ま
起 因 す る わ け で は な い よ う に 思 わ れ る 。こ こ で 、
た、話者 F1 の EPG パターン (c)–(d) にも統計的に
「 カ タ カ タ ／ カ ッ タ カ タ 」に お け る 第 1 音 節 の 母
有意な差が存在する (χ2 = 22.0, df = 1, p < 0.001)。 音 最 終 部 か ら 第 2 音 節 の 子 音 に か け て の EPG パ
他 の 話 者 M2, F1 に つ い て も 同 様 で 、単 子 音 [t] に
タ ー ン 遷 移 を 見 て み よ う (話 者 F2 の 例)。
比 べ 促 音 [t:] で は 舌 の 接 触 パ タ ー ン が 有 意 に 増 大
ど ち ら も フ レ ー ム No.3 ま で は 上 歯 茎 に 対 す る
していた。
舌 端 の 接 触 が 見 ら れ ず 、フ レ ー ム No.4 か ら 上 歯
こ の 結 果 は 、借 用 語 以 外 で は ほ と ん ど 観 察 さ れ
茎 へ の 接 触 が 始 ま る 。ま た 、単 子 音 に お い て も 促
ない 有 声 子 音 の 促 音 で も 同 様 に 観 察 さ れ る 。例 と
音 に お い て も 、フ レ ー ム No.7 以 降 で は [t] 音 に 関
し て 、話 者 M1 に お け る 単 子 音 [d] と 促 音 [d:] の
す る ほ ぼ 同 一 の 調 音 パ タ ー ン が 続 く。こ の フ レ ー
EPG パ タ ー ン を 図 6(a), (b) に 示 す 。両 者 間 の フ
ム No.7 以降における接触パターンの安定性は、無
2
リ ー ド マ ン 統 計 量 は χ = 12.46 (df = 1, p < 0.001)
声阻害音において undershoot が起こっていること
で 、有 意 差 が 認 め ら れ る 。
を 支 持 し な い よ う に 思 わ れ る 。む し ろ 、フ レ ー ム
No.7 以 降 の 接 触 パ タ ー ン は 潜 在 的 な 調 音 計 画 に
100 89 100 84 100 100
100 100 100 100 100 100
おけるターゲット点を反映した実現値である可能
100 97 0
0
0
0
0 100
100 100 87 84 76 90 100 100
H
H
性 が 高 い 。も し こ の 解 釈 が 正 し い な ら 、単 子 音 と
92 0
0
0
0
0
0 64
92 89 74 49 0 51 79 93
92 0
0
0
0
0
0 59
88 68 0
0
0
0 52 84
促 音 に お け る 接 触 パ タ ー ン の 違 い は 、調 音 計 画 の
100 0
0
0
0
0
0 100
100 61 0
0
0
0
0 94
実現性 (undershoot/satisfaction) に依るだけではな
100 26 0
0
0
0
0 84
100 23 0
0
0
0
0 91
く 、潜 在 的 な 調 音 計 画 そ の も の に も 原 因 が あ る と
100 68 0
0
0
0
0 100
100 59 0
0
0
0
0 100
考えるべきであろう。
100 79 66 0
0
0
0 100
100 83 70 0
0
0 29 100
(a)
(b)
3.4 促音の調音強化は子音準備時間 (TACA) に
100 93 93 100 100 100
よるものか
100 90 68 63 63 85 100 100
100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

H

90

63

27

0

43

83

90

100 65

93

0

0

0

0

63

88

100 45

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

100

100 88

73

0

0

54

90 100

調 音 計 画 の 実 現 性 は 、タ ー ゲ ッ ト 点 の undershoot/satisfaction の み な ら ず 、調 音 の た め に 利 用
で き る 時 間 の 違 い (TACA: Time Allotted for Consonant Articulation) に も 影 響 さ れ る 。前 川 (2010)
は 、日 本 語 の 有 声 阻 害 音 が 母 音 間 で [5b5]/[5B5],
[5g5]/[5N5]/[5G5] の よ う な 弱 化 を 起 こ す 原 因 が
TACA に あ る こ と を デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 明
ら か に し た 。そ う な る と 、単 子 音 と 促 音 で は 後 者
の ほ う が TACA が 2 倍 以 上 長 い た め 、促 音 で 調 音
の 強 化 が 生 じ た と し て も 不 思 議 で は な い 。だ が 、
この説明も促音の調音強化を説明するためには不
十分なものである。
こ こ で 、図 6 (a), (b) と 同 じ 話 者 が 撥 音 し た「 ド
ロ ド ロ ／ ド ッ ロ ド ロ 」に お け る 語 頭 [d] 音 の EPG
パ タ ー ン で あ る 図 6(c) を 見 直 し て み よ う 。TACA
の 予 測 通 り 、こ の 語 頭 の 単 子 音 [d] の EPG パ タ ー

(c)
図 6 (a) 話者 M1 の語中単子音 [d], (b) 促音 [d:]、(c)
語 頭 単 子 音 [d] の EPG パ タ ー ン

3.3

促音の調音強化は調音計画実現性によるも
のか

単 子 音 と 重 子 音 (促 音) に お け る 接 触 パ タ ー ン
に こ の よ う な 違 い が 生 じ る 理 由 と し て 、す ぐ に 思
いつくのが子音の持続時間に依存する調音運動の
undershoot 現象である。前述したように、日本語の
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(a)
No. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(b)
図 7 (a) 単 子 音 と (b) 促 音 の EPG パ タ ー ン 遷 移 (16 フ レ ー ム・実 時 間 160 ms 分)
部であっても要素が空のスロットとい
うわけではない。

ン は 、図 6(a) の 語 中 単 子 音 [d] と の 間 に 有 意 差 が
認 め ら れ る (χ2 = 12.57, df = 1, p < 0.001)。す な
わ ち 同 じ [d] 音 で あ っ て も 、語 頭 の [d] 音 に 対 し 語
中 の [d] 音 は 舌 の 接 触 パ タ ー ン に 関 し て 弱 化 を 起
こし て い る と 言 え る だ ろ う 。し か し 興 味 深 い こ と
に 、この 語 頭 子 音 の EPG パ タ ー ン で さ え 促 音 [d:]
の パ タ ー ン (図 6(b)) よ り も 有 意 に 接 触 面 積 が 少
な い (χ2 = 4.48, df = 1, p = 0.034)。語 頭 と い う ポ
ジ シ ョ ン が TACA の 点 で 促 音 以 上 に 自 由 度 が 高
い こ と を 考 慮 す れ ば 、促 音 が 語 頭 子 音 よ り も 舌 の
接 触 面 積 が 有 意 に 広 い と い う 事 実 は 、促 音 の 強 い
調 音 動 態 が 単 に TACA だ け に 基 づ く も の で は な
い こ と を 示 す 。や は り 、促 音 と 単 子 音 と で は 潜 在
的 な 調 音 計 画 の 情 報 自 体 が 異 な っ て お り 、促 音 は
基 底 形 の 音 韻 情 報 と し て「 狭 い 空 間 を 好 む (た め
に 、舌 の 接 触 面 積 も 増 大 す る)」の で あ ろ う と 考 え
られる。

4.

総合論議

4.1

実験結果のまとめ

(5b), (5c) の 性 質 は 、Kuroda (1965) の 研 究 と 深
く 関 わ っ て い る よ う に 思 わ れ る 。一 般的 に や ま と
こ と ば で は 、撥 音 と 促 音 が 相 補 分 布 を 成 す 。促 音
は「すぽすぽ／すっぽり、ぱたぱた／ぱったり、は
き は き ／ は っ き り 、ひ そ ひ そ ／ ひ っ そ り 」の よ う
に 、無 声 子 音 の 前 で し か 生 じ な い 。一 方 、撥 音 は
「 し ょ ぼ し ょ ぼ ／ し ょ ん ぼ り 、ま じ ま じ ／ ま ん じ
り、ふわふわ／ふんわり、どよどよ／どんより」の
ように有声子音の前で生じるのが基本であった。
この性質は、無声子音／鼻音という二項対立から、
無声子音／有声害音／鼻音という三項対立への変
遷 と も 関 係 す る 。す な わ ち 、日 本 語 阻 害 音 の 有 声
性は何らかの形で鼻音と関わりを持つ。
こ う し た [nasal] 素 性 と [voiced] 素 性 の 依 存 関 係
は 、い く つ か の 方 法 で 表 現 可 能 で あ る 。二 値 的 弁
別 素 性 を 用 い る の で あ れ ば 、過 小 指 定 表 示 を 導 入
すればよい。日本語では [+nasal] なら [+voiced] 素
性 は 当 然 予 測 で き る し 、 ( 一 部 の 琉 球 語 を 除 く と)
[−voiced] な ら [−nasal] を 予 測 で き る 。あ る い は 、
二 値 的 弁 別 素 性 で は な く 、原 子 的 素 性 で あ る 原 子
要 素 (element, particle) を 分 節 音 の 構 成 要 素 と し
て 導 入 し て も よ い 。原 子 的 素 性 を 用 いる メ リ ッ ト
は、過小指定というプロセスを必要としないこと、
C/D モ デ ル の よ う な 定 量 的 音 声 生 成 理 論 の 入 力
情 報 と も 整 合 性 を 持 つ と こ ろ に あ る 。本 稿 で は 、
松 井 (2016a) に 従 っ た 以 下 の 原 子 要 素 表 示 を 用 い
て 、撥 音 と 促 音 の 構 造 を 考 え て み よ う 。な お 、各
原 始 要 素 は「 開 口 性 A，硬 口 蓋 性 I， 周 辺 性 U，鼻
音・有 声 性 N，狭 窄・摩 擦 性 H，接 触 性 C」を 表 す 。

こ こ で 、前 節 ま で に 述 べ た 議 論 の 中 で 、本 稿 の
考 察 に 必 要 な 事 項 を (5) に ま と め て お こ う 。(5a)
は 、(2), (1) の よ う な “CC” ス ロ ッ ト 構 造 が な く
てもよいことを主張するものである。また (5c) か
ら 、(??) に 示 し た「 空 の ス ロ ッ ト を 持 つ 」よ う な
基底形の構造も正しいとはいえない。

(5)

a. 撥音・促音とも、前後の環境のうち「よ
り 狭 い 空 間 」を 持 つ 性 質 に 依 存 し て 同
化 を 起 こ す 。し た が っ て 、撥 音 で も 促
音 で も “CC” ス ロ ッ ト 連 鎖 が 同 化 を 引
き起こしていると考える必要はない。
b. 撥 音 の 変 異 音 は 必 ず 鼻 音 で あ り 、基 底
形 の 情 報 と し て [+nasal] を 持 つ 。ま た
鼻子音にも鼻母音にも変異するため、
基底形で撥音が “C” スロットか “V” ス
ロットに決め打ちで結びついているわ
けではない。
c. 促音も、基底形の情報として [+nasal] を
回 避 す る 性 質 を 持 つ 。す な わ ち 、促 音

(6)

a. [5]： {A}

[u]：{U}

[e]：{I>A}

[o]：{U>A}
b. [5̃]： {N>A} [ı̃]：{N>I} [ũ]：{N>U}
[ẽ]：{N>I>A} [õ]：{N>U>A}
(7)

a. [p]：{U>C>H}

[b]：{U>N>C>H}

[m]：{U>N>C} [F]：{U>H}
b. [t]：{C>H}
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[i]：{I}

[d]：{C>N>H}

[n]：{N>C}
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[s]：{H>C}
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[z]：{N>H>C}

c. [k]：{H=U=C>C} [g]：{N>H=U=C>C}
[N]：{N>U=C>C} [ð]：{N}
こ の よ う に 、日 本 語 で は 鼻 音 の 持 つ [+nasal] の
性質も有声阻害音の持つ [+voiced] の性質も、いず
れ も が 原 子 要 素 N に よ っ て も た ら さ れ る 。言 い 換
え る な ら 、原 子 要 素 N が や ま と こ と ば に お け る 鼻
音と 有 声 性 の 関 係 を 取 り 持 つ 。両 者 の 重 要 な 違 い
は 、原 子 要 素 H を 含 む か 否 か に 掛 か っ て い る 。阻
害 音 は 有 声 音 で も 常 に 原 子 要 素 H を 含 む が 、鼻 音
は決して H 要素を持たない。

4.2

音節のコーダとしての撥音と促音

同 様 に 、日 本 語 の 撥 音 と 促 音 も (少 な く と も 母
音 に 後 続 す る 限 り) 重 音 節 に お け る 音 節 末 モ ー ラ
に直 接 結 び つ い て い る と し よ う 。音 節 の 最 も 基 本
的 な 性 質 は sonority の 変 化 な の で 、音 節 末 モ ー ラ
に位置する促音や撥音は先行モーラよりも低い
sonority を 持 つ こ と が 要 求 さ れ る 。
さ ら に 、撥 音 と 促 音 が (語 弊 の あ る 用 語 だ が) 同
一音素の異音として振る舞うようなやまとことば
や同一形態素で撥音と促音が交代する語彙では、
撥音や促音の音韻要素は何も指定されておらず、
音 節 末 モ ー ラ の み が 指 定 さ れ た 構 造 (8a) を 持 つ
と見てよいだろう。

(8)

存 在 論 的 に 持 つ と 同 時 に 、制 約 と し て 要 素 H を 含
ん で い て は い け な い と い う 制 約 {N, *H} を 持 つ 。
こ れ に よ り 、一 般 的 な 撥 音 は (9a) と な る 。こ の 撥
音 に 子 音 が 後 続 す る 環 境 (9b) で は 、
「口腔空間の
狭 さ 」に つ い て 先 行 母 音 で あ る [5] 音 と 後 続 子 音
である [t]：{C>H} との比較が行われ、より sonority
の 低 い [t] 音 の 要 素 が 撥 音 {N, *H} の 属 す る 音 節 末
モ ー ラ に 結 び つ い て 、逆 行 同 化 を 引 き 起 こ す 。た
だし、[t] 音の要素である C, H のうち、要素 H は撥音
の 情 報 {N, *H} に よ っ て 自 律 分 節 的 拡 張 が 妨 害 さ
れ る 。こ の 結 果 、要 素 C の み が 撥 音 の 属 す る モ ー
ラ と 結 び つ き 、最 終 的 に 撥 音 は [n]：{N>C} に 変 異
を 起 こ す 。こ れ は 、有 声 阻 害 音 が 後 続 す る (9c) で
も 全 く 同 様 で あ る 。い ず れ の 環 境 で も 、“CC” ス
ロ ッ ト で は な く 、音 節 末 モ ー ラ と い う 性 質 が 逆 行
同化の原因である点に注意されたい。

(9)

a. 撥 音 の 一 般 的 な 構 造
σ
µ

/k/

µ

/a/

{N, *H}

b. 無 声 子 音 が 後 続 す る 撥 音 (例：カ ン ト)
σ

(a) 形 態 素「 真 」の 構 造 と 、(b)「 真 ん 中 」，
(c)「 真 っ 白 」に お け る 撥 音 と 促 音 の 生 起

µ

(a) σ
/k/
µ

µ

/m/ /a/

σ

σ

/o/

µ

µ

σ
µ

/n/ /a/ /k/ /a/

(c) σ

4.3

×

{ N , *H} C
H

/k/

/m/ /a/

µ

c. 有 声 子 音 が 後 続 す る 撥 音 (例：感 度)

(b) σ

µ

µ

µ

/m/ /a/

µ

/a/

σ

µ

σ

σ

µ

µ

/a/

σ
µ

µ

×

{ N , *H} C ＞ N

/o/

H
同 様 の ア プ ロ ー チ で 、「 か ん い (簡 易)」
「きんあ
(つ、禁圧)」のような母音に挟まれた撥音の変異を
考 え て み よ う 。音 節 末 モ ー ラ に は 狭 い空 間 を 好 む
た め 、母 音 [5] と 母 音 [i] の う ち 、よ り 狭 い 母 音 で
ある [i] 音が自律分節的拡張を起こして、撥音の属
す る モ ー ラ と 結 び つ く 。す な わ ち「 簡 易 」で は 逆
行同化が、
「禁 圧 」で は 順 行 同 化 が 起 こ っ て 、撥音
が鼻 母 音 [ı̃]：{N>I} に変 異 し、各々 [k5ı̃i], [kiı̃5ts
<W]
という発音が決まる。

/s/ /i/ /R/ /o/

撥音の基底要素表示

し か し 、現 代 日 本 語 の 撥 音 は 後 続 環 境 に 無 声 阻
害 音 も 取 り 、独 立 し た 音 韻 情 報 を 持 つ よ う に な っ
た。この情報を原子要素として表現するなら、(5b)
の 性 質 か ら 、撥 音 は 基 底 形 の 情 報 と し て 要 素 N を
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(a) 「かんい」、および (b) 「きんあ (つ)」に
おける鼻母音への撥音変異
(a)

σ
µ

/k/

/a/

(b)

σ
µ

/k/

I

σ
µ

µ

{ N , *H} I
σ
µ

µ

{ N , *H} /a/

し か し 、こ の ア プ ロ ー チ は 問 題 を 残 す 。前 後 を
母 音 に 挟 ま れ た 撥 音 の 変 異 は 自 由 変 異 に 近 く 、鼻
母 音 の み な ら ず (低 い 確 率 だ が) 鼻 子 音 [ð] に 変 異
することもある。本節の説明では、この [ð] 音への
変 異 は (11) の よ う に 自 律 分 節 的 拡 張 が 起 こ ら ず 、
撥 音 の 情 報 {N}：[ð] が そ の ま ま 実 現 さ れ た も の と
考 え る の が 妥 当 で あ ろ う 。こ う な る と 、自 律 分 節
的 拡 張 を 妨 害 す る 要 因 は 、結 局 の 所 (??), (??) の
よ う な “C/V” ス ロ ッ ト の 性 質 と 考 え ざ る を 得 な
い 。し た が っ て 、本 稿 で は 前 後 を 母 音 に 挟 ま れ た
撥 音 変 異 に つ い て は 、別 の ア プ ロ ー チ が 必 要 と 思
わ れ る 。こ の 点 に つ い て は 、5.9 節 で 議 論 を 行 う 。

(11) 「かんい」における鼻子音 [ð] への撥音変異
σ

音 と し て ( す な わ ち 撥 音 と し て) 現 れ る こ と は な
い 。む し ろ 、(5c) の 性 質 か ら も 分 か る 通 り 、促 音
は 基 本 的 に 撥 音 {N, *H} と 鏡 像 関 係 を 成 す 。こ う
し た 方 言 の 促 音 は 、基 底 形 に お い て {H, *N} と い
う 情 報 (12)、す な わ ち 要 素 H を 存 在 論 的 に 持 ち 、
かつ要素 N を排除するという制約を持つと考えら
れ よ う 。促 音 が 要 素 H を 持 つ こ と に よ り 、促 音 変
異 が 阻 害 音 に 限 定 さ れ 、要 素 N を 排 除 す る 制 約 に
よって促音変異が鼻音や有声音にならないことが
保 証 さ れ る 。こ の 結 果 、後 続 子 音 が 有 声 阻 害 音 で
あ っ て も 、促 音 部 の 音 価 は 無 声 阻 害 音 に し か 変 異
し な い 。例 え ば (12c) に 示 す「カ ッ ド (線)」の よ う
な 語 の 場 合 、促 音 が {H, *N} と い う 情 報 を 持 つ 限
り 、[d]：{C>N>H} が 持 つ 要 素 N の 自 律 分 節 的 拡 張
が 妨 害 さ れ 、{C>H}：[t] と い う 情 報 の み が 音 節 末
モーラに結びつく。この結果、
「カッド」の促音部
は [k5d;^do] と 無 声 化 し 、促 音 部 は 事 実 上 [t;^] 音 で
˚
発 音 さ れ る 。同 様 に 、
「 こ っ の (野 郎)」の よ う に 促
音が鼻音に先行する (12d) の場合でも、[n]：{N>C}
の持つ要素 N は音節末モーラに結びつくことが
で き ず 、声 門 閉 鎖 音 が 実 現 さ れ て い く 。な お 、こ
うした方言でも促音に無声阻害音が後続する場合
に は 、 (12b) の よ う に 後 続 子 音 の 情 報 が 促 音 部 で
ある音節末モーラにそのまま結びつくことが許さ
れ 、結 果 的 に (8c) と ほ ぼ 同 一 の 発 音 が 行 わ れ る こ
とになる。

(12)

a. 無 声 阻 害 音 の み に 変 化 す る 促 音 の 基 本
構造
σ

σ
µ

µ

µ

/k/
/k/
4.4

/a/

µ

µ
/a/

{H, *N}

{ N , *H} I
b. 促音 に 無 声 阻害 音 が 後 続 した 場 合 (例：
カ ッ ト [k5t;^to])

無声阻害音のみに変異する促音の基底要素
表示

σ

次に、促音の基底形情報を考えてみよう。まず、
古 く か ら 存 在 す る 和 語 や あ る 種 の 語 彙 で は 、促 音
は 音 節 末 モ ー ラ と い う 構 造 の み が 存 在 す る (8) の
よ う な 構 造 を 持 っ て い れ ば よ く 、基 底 形 の 音 韻 情
報 を 持 っ て い な い 。し た が っ て 、促 音 に 先 行 す る
母 音 と 後 続 す る 子 音 が 比 較 さ れ 、よ り sonority の
低い 後 続 子 音 が 完 全 な 逆 行 同 化 を 引 き 起 こ す 。こ
れ に よ り 、後 続 子 音 が 無 声 子 音 で あ れ ば 促 音 と し
て、鼻音であれば撥音として現れ、促音と撥音は異
音 の 関 係 を 持 つ 。促 音 に 関 し て は 、大 半 の 研 究 が
こうした「空の情報」を持つ構造を採用している。
し か し 串 木 野 方 言 の よ う な 言 語 で は 、促 音 が 鼻
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µ

/k/

/a/

σ
µ

{ H , *N} C>H

µ

/o/

c. 促音 に 有 声 阻害 音 が 後 続 した 場 合 (例：
カ ッ ド [k5d;^do])
˚
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σ
µ

/k/

/a/

σ
µ

µ

×

{ H , *N} C>H

/o/

N
d. 促音に鼻音が後続した場合 (例：こっの
(野 郎) [koP;no])
σ
µ

/k/

/o/

σ
µ

×

{ H , *N}

µ

>C

/o/

N
な お 、有 声 促 音 を 許 さ な い と い う 現 象 は「 ベ ッ
ド」が「ベット」と無声化してしまう現象と無関係
で は な い が 、促 音 に 後 続 す る 子 音 ま で 無 声 化 し て
し ま う の か 、あ る い は 後 続 子 音 の 有 声 性 は 保 持 さ
れるのかという面では異なる現象である点に注意
さ れ た い 。「 ベ ッ ド 」か「 ベ ッ ト 」と な る 現 象 は 、
Nishimura (2003) が詳しく議論しているように、ラ
イマンの法則に依存する純粋な音韻現象であり、
? (?) が 議 論 し て い る よ う な 撥 音 や 促 音 に 後 続 す
る分 節 音 に 掛 か る 制 約 の 問 題 で も あ る 。促 音 に 後
続する分節音については、元々は (13) のような条
件が存在していたのに対し、現在では (14) のよう
な条件に緩められていると考えられるであろう。

(13)

a. 撥音 {N∧¬H} に後続する分節音の条件：
{N∨¬H}
b. 促音 {¬N∧H} に後続する分節音の条件：
{¬N∧H} = ¬{N∨¬H} (撥 音 の 後 続 条 件 を
否 定)

(14)

(15)

a. 有 声 促 音 を 許 す 促 音 の 基 本 構 造
σ

a. 撥音 {N∧¬H} に後続する分節音の条件：
なし
b. 促 音 {H} に 後 続 す る 分 節 音 の 条 件：
{¬N∨H} = ¬{N∧¬H} (撥 音 の 基 底 情 報 を
否 定)

4.5

で は な く 、 [k5d;^do] と表 記 で き る よ う な 促 音 の 変
異 が 生 じ る と い う 。こ う し た 現 象 を 説明 す る た め
に、方言や世代によっては促音に *N という制約が
掛 か っ て お ら ず 、促 音 が {H} と い う 構 造 を 持 つ こ
と も あ る と し て 、(12) の 現 象 を 再 考 し て み よ う 。
要 素 {H} の み を 持 つ 促 音 の 変 異 を 、(15) に 示 す 。
ま ず 、促 音 に 無 声 阻 害 音 が 後 続 し た 場 合 に は 、
後 続 子 音 自 体 が 要 素 N を 持 た な い の で 、促 音 の 基
底 形 情 報 が {H, *N} で あ ろ う と {H} で あ ろ う と 、
(12b), (15b) から分かる通り、促音の音価が決まる
過 程 に 違 い は な い 。一 方 、促 音 に 有 声 阻 害 音 が 後
続した場合には、促音の基底形情報が {H, *N} の場
合 に は (12c) の よ う に 促 音 部 が 必 ず 無 声 化 す る が
(有 声 促 音 の 禁 止)、促 音 情 報 が {H} の 場 合 は (15c)
のように後続子音の要素 N も音節末モーラに拡張
で き 、[kod;^do] と い う 有 声 促 音 の 生 起 を 許 す 。
で は 、促 音 に 鼻 音 が 後 続 す る (15d) を 見 て み よ
う 。こ の 場 合 、促 音 の 基 底 形 情 報 が {H} で あ っ て
も 、や は り 促 音 は 鼻 音 に 変 異 す る こ と は な い の だ
が 、そ の 理 由 が (12d) と は 大 き く 異 な る 。(12d) で
は 、有 声 阻 害 音 が 後 続 す る 時 に 有 声 促 音 を 妨 害 す
る理由と全く同様に、鼻音の持つ要素 N が {*N} と
いう制約によって妨害されていた。しかし、(15d)
で は 鼻 音 の 持 つ 要 素 N は 促 音 の 基 底 形 情 報 {H} に
よ っ て ブ ロ ッ ク さ れ ず 、主 要 素 と し て 音 節 末 モ ー
ラ に 拡 張 す る こ と 自 体 は 可 能 で あ る。し か し 前 述
したように、日本語の音韻体系では、主要素 N が依
存要素要素 H を支配する {N>H} という構造が絶対
に 認 め ら れ な い 。こ の 結 果 、要 素 N を 音 節 末 モ ー
ラ に 拡 張 す る 過 程 は 排 除 さ れ て し ま い 、も と も と
促 音 が 持 っ て い る {H} と い う 情 報 と 、後 続 子 音 が
持 つ 要 素 {C} の み が 音 節 末 モ ー ラ に 拡 張 さ れ 、声
門閉鎖音が生じることになる。

/k/

µ

µ

/a/

{H}

b. 促音 に 無 声 阻害 音 が 後 続 した 場 合 (例：
カ ッ ト [k5t;^to])

有声促音を許す促音の基底要素表示

σ

こ の よ う に 、日 本 語 の 促 音 は 基 本 的 に 無 声 阻 害
音にしか変異しない。しかし、松浦 (2012) や 高田
(2013) は 、九 州 や 東 北 の 方 言 な ど で は 有 声 促 音 が
許 さ れ る こ と を 見 い だ し た 。こ れ ら の 方 言 で は 、
実際に促音区間中に何らかの形で声帯振動が観察
さ れ 、「 カ ッ ド 」な ど も IPA の 表 記 上 は [k5d;^do]
˚
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µ

/k/

/a/

σ
µ

{H}

µ

C>H

/o/

c. 促音 に 有 声 阻害 音 が 後 続 した 場 合 (例：
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カ ッ ド [k5d;^do])

σ
µ

/k/

/a/

ロ ー チ を 採 用 し た 場 合 、長 母 音 も “VV” ス ロ ッ ト
ではなく、予め重音節に spread されていることを
予 測 す る 。こ の 点 に つ い て は 、ま た 別 稿 で 議 論 し
たい。

σ
µ

{H}

µ

C>H

謝辞

/o/

EPG の ご 指 導 お よ び 人 工 口 蓋 床 を 作 成 し て く
ださいました山本一郎先生に心から感謝いたしま
す 。な お 、本 研 究 は 科 学 研 究 費・基 盤 研 究 (C)「 日
本 語 音 声 の 調 音 協 調 運 動 に 関 す る 総 合 的 研 究 」お
よび国立国語研究所機関拠点型基幹研究プロジェ
ク ト「 対 照 言 語 学 の 観 点 か ら 見 た 日 本 語 の 音 声 と
文 法 」の 援 助 を 受 け ま し た 。

N
d. 促音に鼻音が後続した場合 (例：こっの
(野 郎) [koP;no])
σ
µ

/k/

4.6

/o/

σ
µ

{ H , *N}

×

µ

>C

参考文献

/o/

Kuroda, Shige-Yuki (1965). Generative grammatical
studies in the Japanese language. Ph. D. dissertation, Massachusetts Institute of Technology.

N

総合論議のまとめ

最 後 に 以 上 の 議 論 を ま と め て お く 。ま ず 、促 音
で あ れ 撥 音 で あ れ “CC” ス ロ ッ ト が 逆 行 同 化 を 引
き起こすのではなく、音節末コーダという sonority
の低 さ (口 腔 空 間 の 狭 さ) を 要 求 す る 構 造 が 、促音
や 発 音 の 変 異 を 引 き 起 こ す 。こ れ に よ り 、母 音 に
挟 ま れ た 撥 音 が「 順 行 同 化 」を 起 こ す 可 能 性 ま で
を も 説 明 で き る 。ま た 促 音 に 関 し て は 、こ れ ま で
提案されてきたような「空の情報」のみならず、基
底形として {H, *N} あるいは {H} という情報を持っ
て い る 可 能 性 も 指 摘 し た 。促 音 が 要 素 H を 持 っ て
い る こ と で 、“CC” ス ロ ッ ト と い う シ ス テ ム を 用
い な く て も 、促 音 が 常 に 子 音 に 変 異 す る こ と が 保
証 さ れ る 。一 方 、撥 音 は 基 底 形 と し て {N, *H} を
持 つ 。こ れ に よ り 、撥 音 は 常 に 鼻 音 に 変 異 す る こ
とが保証される。
促 音 と し て 指 定 さ れ る 各 基 底 形 は 、後 続 子 音 が
有声 子 音 の 場 合 に 異 な っ た 振 る 舞 い を 示 す 。要 素
が存在しない「空のモーラ」を持つ促音は、後続子
音 が 有 声 阻 害 音 の 場 合 は full voicing が 商 事 、後 続
子音 が 鼻 音 の 場 合 は 撥 音 と の 違 い を 失 う 。こ れ に
対 し 、{H, *N} の 情 報 を 持 つ 促 音 で は 、後 続 子 音 が
有 声 阻 害 音 で あ れ 鼻 音 で あ れ 、促 音 部 で は 声 帯 振
動 が 生 じ な い 。す な わ ち 、有 声 促 音 の 生 起 は 常 に
妨害される。一方、促音の基底形が {H} の場合は、
後 続 子 音 が 有 声 阻 害 音 で あ れ 鼻 音 で あ れ 、有 声 促
音 の 生 起 を 許 す 。ま た 、促 音 を 持 つ 重 音 節 と 後 続
す る 音 節 と の 関 係 に よ り 、有 声 促 音 は full voicing
に な る こ と も あ れ ば 、half voicing に な る こ と も あ
る 。こ れ は 量 的 な 音 声 現 象 で あ り 、C/D モ デ ル 等
で 導 出 で き よ う (松 井 2016b)。な お 、本 稿 の ア プ
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Adaptive Learning based on Educational Big-Data with
Microstep-Scheduling Method
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Effect of affective empathy on physiological responses for facial
expression recognition
Toru Maekawa, Toshio Inui
Otemon Gakuin University
t-maekawa@otemon.ac.jp

Abstract

[3] 1

There are two possible mechanisms of understanding
others’ emotion, cognitive process and empathic process.
Currently, some evidences suggest that emotional empathy is
caused by embodied simulation. So, it is expected that
emotion recognition is related to mimicry throughout
emotional empathy. In this study, we focused on the
individual differences in the capacity of emotional empathy,
then investigated the influence of empathy on mimicry while
emotion recognition. Participants estimated emotion of facial
expressions and filled questionnaires about emotional
empathy. During the task, we recorded facial muscle activity,
heart rate, sweating and skin temperature. Results showed
that there are significant correlations between the emotion
estimation scores and the biological signals only in a low
empathy group. This result is consistent with the result of the
previous research that automatic mimicry was inhibited by
social context. Thus, it is suggested that mimicry affect to
emotion recognition but high empathy individuals inhibit
superficial mimicry.

[4]

[5, 6]

Keywords emotion recognition, empathy, physiological
signals
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情報生態学的人格発達論の試み：認識論へ向けて
Information Ecology Perspective of Personality Development:
Everyday Life Epistemology
高橋 秀明
Hideaki Takahashi
放送大学
Open University of Japan
hide@ouj.ac.jp

Abstract

間にとっての「説明」という心理的活動の意味を再検

本論では、情報化社会における人間の発達を捉える
枠組みとして、情報生態学的人格論を提案した。

討している。
日常生活には、
「日々の諸々の活動」という意味と「人

Keywords
Information
Everyday Life

Ecology,

Personality

生で経験する出来事（ライフイベント）
」という二つの

Development,

意味がある（大久保[4]）
。大久保[5]は、2011 年 3 月
の東日本大震災を経て、
「＜私＞の生活に変化をもたら

1.

はじめに

した出来事（要因）
」を「突発的－趨勢的」と「社会的

現代は情報化社会であると言われて久しいが、その

（マクロ）－個人的（ミクロ）
」との 2 次元で整理して、

影響は人間の日常生活に隅々まで及んでいる。人間発

「突発的・社会的出来事」として「震災」を、
「突発的・

達はその日常生活の営みの中で進展していくので、進

個人的出来事」として「身近な他者の死」を、
「趨勢的・

化し続けている情報化社会の中で捉え直し続けていく

社会的出来事」として「高齢化」や「長期的な不況」

ことが求められていると言えよう。

を、
「趨勢的・個人的出来事」として「加齢」を取り上

本論は、このような背景の中で、人間発達を捉え直

げている。

すための一つの試みである。高橋[11][13]は、放送大

しかし、この「突発的－趨勢的」という次元につい

学オンライン授業や同大大学院「研究指導」という事

ては、東日本大震災という出来事による感傷的な概念

例を解釈するための枠組みとして、コンテンツ、メデ

と言わざるをえない。すなわち、科学技術の発展はそ

ィア、受信者の関係の中で人間の活動とその発達を捉

の歩みを止めることはないので、
「突発的な出来事」に

える森[3]の論考を参考にしつつも、情報生態学的人格

ついて想定することができるばかりか、民主的な国家

発達論の観点を提案したが、本研究はこの観点をさら

の人間であれば「趨勢的な出来事」についても国民の

に精緻化する試みであると言える。

望む方向に変えることができるからである。つまり、
人間が全く制御できない出来事を想定することは困難

2.

日常生活を捉える枠組み：概念モデル

であるということである。

情報化社会とはさまざまなデジタルメディアで取り

日常生活の二つの側面である「日々の諸々の活動」

囲まれた、つまり情報やデジタルメディアを環境とし

も「人生で経験する出来事（ライフイベント）
」も、現

て捉えることができる社会である。また、デジタルメ

代の情報化社会においては、情報通信技術を利用した

ディアが人間にとって身近になり、人間の身体の一部

道具やサービスと密接な関連を持っていると言える。

になっていると捉えることもできる。

高橋[8][9][14]は「ライフログ収集ツール」の使いや

情報生態学の枠組み自体は、高橋[6][7][10]による。

すさを評価しているが、その中で「プロセス制御行動

高橋[6]は、高橋・山本[15]による「メディア心理学」

としての日常生活の営み」という考え方を提示してい

を理論的に発展させたものであるが、メディアと人間

る。この考え方は、人間は情報通信技術を利活用しな

の認識活動との関係を検討する際は、メディアの「媒

がら日常生活での営みを制御していくということであ

介・媒質」
「道具」
「形式・様式」
「意味内容・コンテン

る。

ツ」という 4 つの側面を区別することが必要であると

高橋[12]は、青木・高橋[1]による「日常生活におけ

している。高橋(2007)は「説明」を事例にして、この

るデジタルメディア」科目全体の枠組みとして、日常

メディアの 4 側面について詳細に述べるとともに、人

生活におけるデジタルメディアの利活用について概念
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モデルを示している（図 1）
。この概念モデルは、
「日

能」と「デジタルメディアの在り様」という 3 つの次

常生活の場面」と「デジタルメディアで実現される機

元を想定している。

図 1 デジタルメディア利活用：概念モデル
日常生活の場面とは、日常生活の具体的な内容のこ

る。ソーシャルメディアとは複数の人間による利用の

とである。多くの「生活時間調査」では日常生活にお

在り方という側面である。モバイルメディアとは人間

いて人間が取る行動が分類されている。高橋[12]は、

が移動しながら利用するという側面である。ジオメデ

青木・高橋[1]が扱っている場面として「学習」
「娯楽」

ィアとは人間が利用する場所に埋め込まれたメディア

「政治」
「健康」を、また経済的な活動であり日常生活

という側面である。

の基底・基盤として「消費」を、さらには、日常生活

以上の 4 つの在り様は、人間存在の在り方とも密接

を襲う「危機」
、日常生活に潜む「危険性」
、逆に言う

に関連している（図 2）
。まず、パーソナルメディアは

と日常生活の「安全・安心」を上げている。

人間一人一人の利用の在り方という側面であるので、

デジタルメディアで実現される機能としては、
「情報

「私」という存在と関連している。私という存在の「同

管理」と「対人コミュニケーション」とがある。情報

定」という問題から始まり、
「自己のメディア化」や「匿

管理とは、情報の産出、検索、記録やデータベースの

名」という問題まで「私」という存在と関連しており、

利用などである。人間にとっては、情報とは言語情報

「私」の概念自体を再検討することが必要であろう。

ばかりでなく、非言語的情報も有意味である。対人コ

次のソーシャルメディアであるが、
「私」は他人である

ミュニケーションとは基本的には他人とのコミュニケ

複数の「私」と共に存在しており、いわば「私たち」

ーション、やり取りをすることである。情報のやり取

として存在しており、ソーシャルメディアは「私たち」

りという意味では、やり取りの相手は他人つまり人間

という存在と関連している。すなわち「社会」という

に限定する必要は無いとも言える。そしてコミュニケ

存在と関連していると言うこともできる。

ーションの実際を情報として記録に残すことも同時に

モバイルメディアは人間が移動しながら利用する側

行われるので、情報管理と（対人）コミュニケーショ

面であるので、
「私」そして「私たち」という存在が移

ンとは表裏一体の関係として捉えることが自然であろ

動しているということである。ジオメディアとは人間

う。

が利用する場所に埋め込まれたメディアという側面で

デジタルメディアの在り様とは、
「パーソナル」
「ソ

あるので、
「私」そして「私たち」という存在は（移動

ーシャル」
「モバイル」
「ジオ」の 4 つのメディアの在

しながら）ある一定の場所を占めているということで

り様を区別できることを示している。パーソナルメデ

ある。このことは自明のことであるというよりも、
「私」

ィアとは人間一人一人の利用の在り方という側面であ

そして「私たち」という概念、さらには「社会」とい
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う概念に、ある場所を占める、そして移動する、動き

討する必要があるということであろう。

回る「私」そして「私たち」という性質を含めて再検

図 2 ４つのメディアの在り様

3.

日常生活を記述する枠組み：研究方法論

出産、退職などのライフイベントや、いわゆる「冠婚

前節では、概念モデルであるが、日常生活を捉える

葬祭」と言われる出来事に関わる「認知過程」である。

枠組みを示した。本節では、日常生活を研究するため

第３の社会的・歴史的時空間は、時計や暦という時

の方法論を述べるが、特別の方法論がある訳ではない。

間を区切るしかけと、地方や国家という空間を区切る

たとえば、黒須・高橋[2]による「ユーザ調査法」は情

しかけとによって位置づけられた時空間のことである。

報通信機器やサービスの利用者（ユーザ）を調査する

法律や慣習によって支えられている各種の事業やメデ

方法を概説しているが、日常生活を研究するための方

ィアイベントはこの水準の時空間に関することと言え

法論としても捉えることができる。

る。

ここでは、
「認知過程」を「知覚的・行動的時空間」

第２や第３の水準の時空間になると、想定される時

「個人的・生活的時空間」
「社会的・歴史的時空間」と

空間が長く大きくなるので、そこでの認知過程を捉え

いう 3 つの時空間の水準で捉えることが必要であると

ることは困難になるが、第１の水準よりも粒度・精度

した高橋[10]の考え方を、本論の内容に沿って紹介し

は低くなるが、認知過程を対象としていることは事実

よう。

である。

第１の知覚的・行動的時空間とは、個人が今ここで

人間の人格発達とは、第２の水準での変化として捉

経験している時空間のことである。基本的には個人が

えるのが分かりやすいであろう。しかし、第１の水準

生得的に持っている器官を使って処理できる時空間の

でのミクロな認知過程、つまり各種の情報機器やツー

水準であり、心理学での「認知過程」として通常捉え

ルが介在され認知過程の積み重ねによって、本人の意

られるものである。
「衣食住」に関わる「認知過程」も

識とは独立に変化していく面も無視できないであろう。

含まれると言える。さまざまなデジタルメディアを介

また、人格の国民性や文化差という問題もあり、第３

して、さまざまな情報を管理しコミュニケーションを

の水準での人格発達という側面も無視できないであろ

実行していくが、その過程で行われている認知過程で

う。

ある。

4.

第２の個人的・生活史的時空間も個人の認識に関わ
るが、個人の人生において、特定の時期・期間に特定

日常生活を営む認識論

人間の発達は日常生活の営みの中で実現されている。

の場所・地域によって捉えることのできる時空間のこ

研究という活動も日常生活の営みの中で実現されてい

とである。日常生活では、入学、卒業、就職、結婚、

る。人間は日常生活の営みの中で、自らの認識論を形
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How do affect the first sentence in the glosses the recognition of the
object?
†

†

Sachi Kato, Masayuki Asahara
†

National Institute for Japanese Language and Linguistics
yasuda-s@ninjal.ac.jp

Abstract
The first sentence is important for the long reports to grasp
the entire stories. However, it is unclear how the first
sentence affects to understand the content in short
explanatory glosses. In this paper, we investigate the effect
of the first sentence in the short explanatory glosses to
recognize the described object. We performed experiment to
explore how the research participants recognize the object
described by the short explanatory glosses, which are
composed by four types of sentences and scrambled
randomly. The results show that the first sentence in the short
explanatory texts affects the recognition of the described
object. When the reader called the prototype and its category
from the first sentences, the reader's first recognition tends
not to be changed by the following sentences, even if it was
mistaken.
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構造依存性を持った記号システムの形成過程を観察するための
実験課題の設計について

A design of experimental task for observation of forming
symbol systems with structural dependency
金野 武司 † ，齊藤 優弥 ‡
Takeshi Konno, Yuya Saito
†
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Electronics, Information and Communication Engineering
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概要

いように見える．

人間の言語には，表現と意味の間を結ぶ関係に構造

しかし，計算モデルの構築とその計算機シミュレー

依存性と呼ばれる階層構造がある．本論では，記号的

ション [3, 4] により，二重の意味を伝える方法は，二

コミュニケーションにおいて，その構造依存性が生じ

者間で共有する記号システムを非常に速く成立させ

る過程をメカニズム的に解明するための実験室実験を

ることがわかってきた．その成立プロセスにおいては

検討し，参加者が取り組む課題の構成要件を整理して，

言外の意味がメタパラメータのようになり，コミュニ

具体的にゲーム課題を考案・設計する．また，設計し

ケーションの初期段階ではそれが字義通りの意味を推

たゲーム課題に基づき，人間が扱う意味を多様化・複

定するための仮説として機能する．やがて具体的な記

雑化させる際の原動力を議論する．

号と行動のやりとりを通じて字義通りの意味を定める

キーワード：構造依存性，実験記号論，解釈学的循環

ことができれば仮説は定説となるが，それができなけ
れば，仮説である言外の意味が見直されるというメカ

1.

はじめに

ニズムがあると我々は推定している．これは，広い文

人の言語には構造依存性という特徴がある．橋本 [1]

脈においては解釈学的循環 [5, 6] と呼ばれる仕組みに

はこれを「最新日本語辞典」を例に説明する．表現は

相当する．また，その計算モデルを用いた人との記号

1 つでも，その意味は少なくとも「最新の日本語辞典」
であるのか，
「最新日本語の辞典」であるのかという 2

コミュニケーション実験により，計算モデルが言外の

通りに取ることができる．人はこのような言語表現に

記号システムが形成されないことが明らかになりつつ

接したとき，表現の背後にある構造を推定し，状況や

ある [7]．これらの結果は，解釈学的循環を伴う二重の

文脈に応じてその意味を特定することができる．こう

意味の伝達メカニズムが，記号システムの形成プロセ

いった構造依存性を持った記号コミュニケーションの

スを支えているのではないかということを示唆する．

システムが，人類史的な時間スケールにおいて生じた

以上のことから，構造依存性を持った記号システム

メカニズムは未だ不明確な部分が多い．

意味とそれを推定する仕組みを持たなければ，適切な

の成立プロセスにおいても，そのメカニズムが曖昧性

ある表現が構造依存性を持つ，すなわち同じ表現が

の解消に大きな役割を果たすのではないかと考えられ

異なる意味を持ち得るという状況では，そこに生じる

る．ここでもし，通常であれば構造依存性を持った記

曖昧さは何らかの仕組みによって部分的にでも解消で

号体系を生じさせるプロセスにおいて，記号をやりと

きなければならない．我々はこれまで，単一の記号へ

りする主体から二重の意味を伝える仕組みを欠落させ

の意味付けを対象にした実験において，人がその記号

ることができれば，そこで形成される記号システムを

に二重の意味（字義通りの意味と言外の意味）を込め，

調べることにより，そのメカニズムが持つ役割を解明

他者とやり取りする過程を観察してきた [2]．この実

することができるのではないかと考えられる．

験において参加者は，ある記号（表現）が持つ字義通

我々がこれまでに取り組んできた，実験記号論 [8, 9]

りの意味だけではなく，状況や文脈に応じて異なる意

に基づく実験室実験という手法は，記号システムの形

味（言外の意味）を伝え合う．一見して，記号の意味

成過程の定量的な観察を可能にする．また，構築する

が状況や文脈に応じて変化するのは非常に曖昧性が高

計算モデルと人との認知実験という構成的アプロー
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チ [10] に基づく方法は，計算モデルが持つメカニズ

には，参加者間どうしのやりとりを通じて自律的に複

ムの改変によって，二重の意味を伝える仕組みが欠落

雑化する要因が生じることが望ましい．これを実現す

した状態での記号システムの形成プロセスを観察可能

る 1 つの方法として，我々は囲碁に注目する．囲碁は

にする．あとは，その実験室実験の枠組みにおいて，

白と黒の石を盤面上に置き合い，囲んだ陣地の広さを

構造依存性が生じるプロセスを観察できる枠組みがあ

競うゲームである．非常に高い自由度の中で，プレイ

ればよい．そこで我々は，構造依存性が生じるプロセ

ヤは盤面から様々な意味を見出す．囲碁は非常に抽象

スを観察するための実験課題を設計する．特に本論で

度が高く難しいゲームであるため，実験に用いるには

は，実験参加者が取り組む課題が持つべき要件を整理

簡単化が必要だが，それ以前に，ゲームでは対戦相手

し，具体的なゲームを提示する．その上で，この課題

と競合関係にあるため，明示的な記号のやりとりが行

において検証する仮説と，予想される結果について述

なえないという問題がある．そこで我々は，2 対 2 の

べる．

チーム対戦とすることで，競合と協力を同居させる方

2.

法を考案する．

実験課題の構成要件と基本構成

以上，実験課題の基本構成をまとめると，以下の 3

実験においては，基本的に二者間で記号を介した

つになる．

メッセージのやりとりが行なえるようにする必要があ

• 構造依存性を持った記号表現が生じるようにする
ために，メッセージは 3 つ以上の記号の組み合わ

る．また，そのメッセージが構造依存性を持てるよう
にするために，メッセージは 3 つ以上の記号の組み

せで構成する．

合わせで構成されなければならない．問題は，記号の

• やりとりされる意味の増加が自律的に生じるよう
にするために，囲碁を模した他者との競合関係の

組み合わせによって相手に伝える意味をどのように用
意するかであり，与えられたコミュニケーション課題

ゲーム枠組みを導入する．

の中で，参加者が次々に伝えるべき意味が生じること

• 協力関係による意味の伝達が行なわれるようにす

が重要となる．ただし，Naming game [11] に代表さ

るため，競合関係の中に協力関係を埋め込んだ課

れるような単語と対象を結びつける課題では，実験者

題にする．

によって外から名付けるべき対象がいくら与えられて

3.

も，単語と対象が 1 対 1 に結びついた語彙表が形成さ

ゲーム課題とその特徴

前節でまとめた構成要件に従って設計した実験課題

れるだけで表現が複雑化する過程を観察することはで

を説明する．実験では，一度のゲームに 4 人が参加す

きないだろう．
これに対して Kirby ら [12] は，対象の「形・色・動

る．4 人はそれぞれにタブレット端末を持ち，他者と

き」に 3 種類ずつの違いを設け，これにアルファベッ

は顔を合わせない．2 人がチームになり，相手チーム

トを組み合わせた単語を割り当てる課題を実施し，意

と囲碁を模した白と黒の石置きゲームに取り組む．石

味の構造が単語を組み合わせた合成的表現となって

置きゲームは，10 × 10 のマス目が用意され，その中

現れることを確認した．ところが，実験者による外的

央にはオセロと同様の白黒 2 つずつが対角に配置され

操作のない状態では，対象の全ての特徴（3×3=9 通

た状態から始まる（図 1）．石は，同じ色の石に隣接

り）を区別するような記号体系（語彙表）は形成され

する場所（上下左右）にしか置くことができない．こ

なかった．また，表現のバリエーションの増加には，

れは，ゲームの初期段階で意味付ける必要のある状態

実験者によって重複する表現を取り除く介入が必要で

を限定するための措置である．そして，石はチーム内

あった．これらの結果は，自然な状態では表現は簡素

の二人が同じ場所に石を置くと決めることができた場

化される方向に変化し，複雑化をもたらすには何らか

合にのみ配置される．つまり，チーム内であっても，

の仕掛けが必要になることを示唆している．

まずは一人で石を置く場所を決め，それがチーム内で

Galantucci[13] は，二人が協力的に取り組む課題を

一致した場合にのみその指定する場所に石が配置さ

段階的に難しくする（移動する部屋のマップが大きく

れる．ここで，石を置く場所を決める前に，チーム内

なったり，敵が出現したりする）ことで，二者間で共

でメッセージを 1 度だけ交換する．プレイヤはあらか

有される記号的メッセージがどのように生成され変化

じめ用意された数種類の図形（例えば，

,

,

,

するのかを観察した．この結果，表現のバリエーショ

などを画面の三角ボタンで変更）を 3 つ組み合わ

ンが増える事例が確認されている．しかし，実験者が

せてメッセージを構成し，その送信タイミング（送信

複雑化する要因を与え続けることは難しい．理想的

ボタンを押すタイミング）に応じて先手・後手を調整
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やりとりされる意味が増え，かつその意味が複雑化す
る要因を持たなければならない．我々は相手チームと
の競合関係において，意味の多様化・複雑化が起こる
と予想しているが，これが思うように進まない可能性
も考えられる．そういった状況への対処として興味深
い仕組みに敵対的模倣 [14] がある．敵対的模倣では，
相手の行動系列を模倣しながらも，自分の行動系列は
相手に模倣されないようにする，という学習を同時に
行なうと，生成される行動系列が複雑化することが示
されている．これは，例えば若い世代で局所的に流通
手順：

する話し言葉が，言語基盤は共通でありながらも，他

あなた方の番です／相手の番です

あなた

の世代からは理解できないような表現になっている現

パートナー

象に類似している．我々が設計する課題においても，
自チームで交わされるメッセージを相手に見えるよう
にすれば，この敵対的模倣による表現の複雑化が生じ

送信

A

る可能性があるのではないかと考えられる．

端末画面

意味を複雑化させる仕組みについてもう一つ検討し
なければならないことがある．それは，人の表現は課

図 1 実験参加者の端末画面

題解決の場面においてのみ複雑化してきたわけではな
いということである．むしろ，人は遊びのような高い

することができる．上記ルールの中で，チームどうし

自由度の中で，楽しさや面白さに駆動されて表現を創

は互いに配置することができた石の数を競う．

出してきた側面を持っている．宇野ら [15] は実験記号

ゲームにおいて，石は隣接する場所にしか置くこと

論において文法の複雑化を観察するために，上記を従

ができないため，相手チームによって隣接する場所を

来の実験課題の問題点として指摘しながら，特定の達

すべて塞がれてしまうと，自チームの石の数を増やす

成目標を持たない二者間でのインタラクション実験を

ことができなくなる．このゲームを 1 対 1 の対戦と

デザインしている．実験において，意味の多様化と表

して計算機シミュレーションを行なうと，石の割合は

現の複雑化が明示的に示されてはいないが，検討を進

平均 50 ％を境にしながらも毎回偏りが生じることが

めるべき重要な要素であることは間違いないだろう．

確認された（SD = 0.035）．これは，計算機に組み込

設計した課題においてやりとりされる意味が複雑化

んだアルゴリズムが，配置可能な場所にランダムに石

し，それが構造依存性を伴ってメッセージに表出した

を配置するようにしたためである．人の場合には，石

場合，次に我々が取り組むのは，チーム内の一方を計

を置ける場所が塞がれそうになったとき，それを防ぐ

算機にすることである．計算機に実装する計算モデル

方法を取ることが容易に想像できるため，人どうし

がメッセージの言外の意味を推定し行動を調整するメ

の 1 対 1 の対戦では，基本的には毎回引き分けになる

カニズムを持つ場合と持たない場合で，構造依存性の

ことが予想される．しかし，2 対 2 の対戦では，石の

発生頻度がどのように変化するのかを調査すること

配置に失敗するケースが生じる．この過程で，チーム

で，構造依存性を持った記号コミュニケーションのシ

内では少なくとも，配置できる場所のどこに石を配置

ステムが生じるメカニズムの一端を解明することがで

するかという情報に加えて，相手チームとの競合的駆

きるのではないかと考えている．

け引きにおいて，自分が戦況をどのように把握してい
るかをチーム内で共有する必要が生じる．我々はここ

5.

に，新しい意味を次々に生成する必要が生じると考え

我々は，人間の言語が構造依存性を持つ点に着目し，

ている．

4.

おわりに

これが生じるメカニズムを解明するための実験課題を
実験記号論 [8] に基づき考案した．構造依存性は人間

検証する仮説と予想される結果

が扱う意味を増やす過程で生じたと考えられることか

この課題においてチーム内で交わされるメッセージ

ら，実験室実験で実施するコミュニケーション課題で

に構造依存性を持った記号システムが生じるかどうか

も，扱う意味の増加・多様化が起こることが必須とな

を確認する．構造依存性が生じるためには，二者間で
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る．我々は課題を 2 対 2 のチーム対戦とすることで，
協力関係による記号的コミュニケーションと競合関係
による意味の多様化を同居させることを狙う．また，
意味づける個別の対象は実験者が与えるのではなく，
対戦チームとのやりとりを通じて生じるようにするた
めに，囲碁を模した石置きゲームを設計した．この課
題に基づき我々は，人間が扱う意味を多様化・複雑化
させてきた原動力として，敵対的な関係と，遊びの中
での面白さの 2 つがあることを議論した．
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作品解説文が美術館での鑑賞に与える影響
フィールド実験に基づく探索的検討

Effect of reading commentaries on artworks in
appreciation in museum: An exploratory study based on
a field experiment
田中吉史
Yoshifumi Tanaka
金沢工業大学

Kanazawa Institute of Technology
tanakay@neptune.kanazawa-it.ac.jp

概要

に、作品とともに鑑賞者に解説文が与えられることが

美術初心者の美術鑑賞における解説文の効果を、実

多い。特に、現代美術においては、美学的背景、表現

際の美術展でのフィールド実験によって探索的に検討

媒体や手法、スタイルなど様々な作品が存在し [1]、解

した。作者による解説文を読む条件、作者による解説

説文が鑑賞者をガイドするのに大きな影響力を持つ可

文に基づいてより能動的に鑑賞するように促すよう指

能性がある。では、こうした解説文は、実際の鑑賞過

示する問いかけ文条件、解説文なしで鑑賞する条件を

程にどのような影響を与えているのだろうか？現代美

設け、15 ペアの美術初心者が、ある現代美術展を鑑賞

術の鑑賞の際には、キュレーター等が鑑賞のポイント

した。問いかけ文条件では解説文なし条件よりも長時

を解説したものだけではなく、作者自身が書いた解説

間かけて美術展を鑑賞した。鑑賞中の会話内容の分析

文が鑑賞者に与えられることもある。もちろんどのよ

により、解説文の内容と作品の特徴との相互作用につ

うな解説文を与えるかは、作者自身の考え方によって

いて検討する。

も様々に変化しうるし、どのような解説文が望ましい

キーワード：cognitive constraints, art apprecia-

のか、ということも一意に決められるものではない。

tion, field experiment, art museum

とはいえ、作品についての解説文が、実際にどのよう
に鑑賞過程に影響を与えるのかを検討することは、美

1.

はじめに

術初心者がどのように美術作品を認知するのか、と

これまで、絵画鑑賞において絵画に関する解説文が

いうことを考える上で、有益なヒントを与えることと

美術初心者による鑑賞過程に影響を与える可能性につ

考えられる。また、どのような作品において、どのよ

いて検討されてきた [4, 5]。これらの研究から、解説文

うな解説文が、鑑賞者の反応をどのようにガイドする

を読みながら絵画を鑑賞する経験が、のちに別の絵画

か、ということについての一般的な傾向が明らかにな

を鑑賞する際に影響を与えることが示唆されてきた。

るならば、作家がどのような解説文を提供すればよい

美術初心者は、絵画中に描かれた事物の同定に固執す

のかということを考える上での手掛かりにはなると思

る傾向が強いことが、具象画、抽象画双方においてみ

われる。

られ、これを写実性制約と呼ぶ [2, 4, 5, 6]。具象画の

そこで、本研究では、実際の美術館で開催された美

鑑賞においては、描かれた対象物についての解説文で

術展をフィールドとした探索的な実験を通して、作品

はなく、絵画中の構図などについての解説文を読むこ

についての作者自身による解説文が、作品の鑑賞に

とで、写実性制約が緩和される可能性が示唆されてい

どのような影響を与えうるか、検討を行う。本研究で

る [4, 6]。

は、美術初心者に 2 人一組で実際の美術展を鑑賞して

これまでに行ってきた我々の研究 [4, 5, 6] では、実

もらい、鑑賞中の会話を分析する。また、その際に解

験室で、あらかじめ実験的に操作された解説文を読

説文をまったく見ずに鑑賞する条件、作者による解説

み、指定された時間かけて絵画を鑑賞する、という方

文を読みながら鑑賞する条件、さらに、作者による解

法がとられてきた。では、実際の美術館での絵画鑑賞

説文をもとに、より能動的に見て考えるように方向付

において、解説文は鑑賞過程にどのような影響を与

ける「問いかけ文」を読みながら鑑賞する条件を設定

えるのだろうか？美術館では作品の鑑賞を助けるため

し、作者による解説文の内容と、作品の特徴との関係
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3. 結果と考察
3.1 全体的な鑑賞時間への影響

を、探索的に検討する。

2. 方法
2.1 フィールドの概要

美術展では作家ごとにまとめて作品が配置されてお
り、参加者も作家ごとに鑑賞していた。一作家あたり

協力を得た美術展は、2016 年 9 月下旬から 10 月上

の平均鑑賞時間は、1 分 30 秒から 3 分 15 秒であった。

旬に、金沢市内の美術館で開催された日本とベルギー

また、美術展全体の鑑賞時間（参加者が入場してから

の現代美術家による国際交流展であった。ここでは、

出てくるまで。以下の値はいずれも中央値）は、「解

日本と相手国双方から合計 34 人の作家（いずれも在

説文なし条件」が 64 分、「解説文あり条件」が 73 分、

命中）の作品が展示された。作品は絵画、版画、写真

「問いかけ文条件」が 104 分であった。1 要因 3 水準

などの平面作品を中心に、インスタレーションや陶芸

の分散分析を行ったところ、条件の効果は有意であり

などの立体、ヴィデオ作品など多岐にわたった。会場

(F (2, 14) = 4.389, p < .05)、Ryan 法による多重比較

は 10 のスペースに分けられ、各スペースの壁 1 面に

の結果、「解説文なし条件」よりも「問いかけ文条件」

一人の作者の作品が複数点展示されていた。作家の

のほうが有意に鑑賞時間が長かった。

中には、作品自体のほか、作品の題名を明らかにしな
かった人や、出典作品や作家自身（プロフィールや制
作方法、美学的背景など）についての解説文を提供し

3.2

なかった人もいた。そのため、会場では作品と作者の

解説文の効果と発話内容

これまでの研究との比較を行うため、解説文の用意

ネームプレートだけが掲示された。出展作家を紹介す

された作家のうち、平面作品を出展した作家の作品に

る図録が別途有料で販売された（入場料自体は無料で

絞ってさらに分析を行った。

あった）が、多くの入場者は作者名と作品だけを見て

各作家に対する鑑賞時間を見たところ、全体的には

鑑賞していた。

「解説文なし条件」よりも「問いかけ文条件」のほうが
鑑賞時間は長い傾向が見られた。しかし、「解説文な

2.2

手続き

し条件」と「解説文あり条件」、「解説文あり条件」と
「問いかけ文条件」の間の差は、作家によって異なる

フィールド実験では、美術初心者の大学生 30 人が

傾向が見られた。また、解説文の内容や作品のスタイ

2 人 1 組（合計 15 組）でこの美術展を鑑賞した。参
加者は以下の 3 つの条件のどれかに 5 組ずつ割り当

ルとの関係によっても、鑑賞者の反応に違いがあるこ
とが見受けられた。解説文の呈示された参加者の中に

てられた。「解説文なし条件」では、会場内の作品の

は、冊子に掲載された解説文に気付かずにそれを読ま

配置を示したマップのみが与えられた。「解説文あり

ずに鑑賞したり、いくつかの作品を鑑賞しなかったり

条件」では、出展作家のうち、題名を寄せられた作品

したケースもあった。これらのことを考慮して、以下

については題名と、解説文を寄せた作家 16 人につい

の分析では 4 人の作家の作品に焦点を当て、解説文の

ては、その文章を印刷したパンフレットをペアごとに

1 冊渡し、それを見ながら鑑賞するように指示した。
「問いかけ文条件」では、さらに能動的な鑑賞を促す

特徴と作品のスタイルとがどのように鑑賞過程に影響
を与えるのかを検討する。なお、以下の分析では、各
作家において解説文を読む条件で解説文を読まなかっ

ために、解説文のある作家について、解説文で述べら

たペアの発話は、その作家の分析からは除外した。

れた内容と作品がどのように関連しているかを問いか
ける質問文が印刷されたパンフレットが渡された。
各参加者は会場入り口で IC レコーダとコンタクト

3.2.1

マイクを装着された。そして、作品を自由に鑑賞する

分析対象とした作家の特徴と解説文

作家 A は、既存の写真を手書きで転写してネガを

こと、二人で一緒に行動して作品に関して気づいたこ

作成し、それを感光紙にプリントするという手法を用

とを何でも自由に会話してよいこと、会話を録音する

いて制作しており、作者による解説文では、この手法

こと、なるべくすべての作品を見ること、「解説文あ

に関する説明が中心に述べられていた。また、これに

り条件」「問いかけ文条件」では解説がある作家の作

基づく問いかけ文では、この手法が通常の写真とはど

品についてはそれに目を通して鑑賞すること等が教示

のような点で異なった効果を生んでいるか、また作者

され、同意書に署名した後、各ペアのペースで美術展

はどのような意図でこの手法を使っているのかを話し

を鑑賞した。
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合うように指示された。今回の美術展では、こうした

する評価（「好き」「面白い」など）は、「解説文なし

手法による作品が多数展示されており、多くの作品で

条件」で多い傾向があった。また、「解説文あり条件」
「問いかけ文条件」では、解説文を読み始める前にこ

は、素材となった写真に写った対象物がある程度明確

れらのカテゴリーの発話が行われることが多く、こう

に同定できた。

した評価に関する発話が、かなり直感的になされてい

作家 B は、油彩による絵画 2 点が出展された。作家

ることを示唆する。

B は作家 A と同様、制作の過程について解説してい

次に個々の作家ごとに、その特徴をまとめる。作家

る。それによると、作品は部分ごとに描き進められ、
ズレを伴いながら全体が構成されることで緊張状態が

A の鑑賞時間は他の条件よりも長かったが、これは作

生み出される。問いかけ文では、こうした制作過程に

品の出展数が他の作家よりも多めだったことにもよる

よって生み出される緊張状態が作品のどのような部分

であろう。
「解説文なし条件」では、この作家の作品が

に見られるかを話し合うように指示された。

写真なのか絵なのか、という発話媒体の確認）が比較

作家 C は、版画家であり、この美術展では、イチョ

的多くみられたが、解説文を読んだ条件では、解説文

ウの葉を紙の上に並べてプレスする、という方法によ

に制作方法が書かれているため、こうした発話は減少

る連作が並べて展示された。作者による解説文では、

した。また、作品中の対象物や状況を解釈する発話の

この作品の制作過程については触れられず、木々の葉

比率は、解説文を読む条件では減少しており、代わっ

を並べることで社会の中の人々を表現しようとした、

て形式的要素への言及の比率が増加していた。また、

という表現意図が述べられていた。問いかけ文では、

「問いかけ文条件」で作者がなぜこのような制作方法

こうした表現意図が、作品のどのような部分に表れて

を取るのか、ということについて問いかけていること

いるかを話し合うように指示された。

からも、作者の意図についての発話が、他の条件や他

作家 D は、油彩による抽象的な絵画 3 点が出展さ

の作家よりも多くなっていた。なお、作家 A の作品

れた。作者による解説文では、今回の作品では地層と

でのポジティブな評価には、ほとんど写真と同じよう

窓をモチーフとしているが、何を見出すかは見る人自

に写実的に対象物を描く技術に対するもの（「すごい」

身の想像力にゆだねられる、といった趣旨のことが書

など）が多く含まれていた。

かれていた。問いかけ文では、この解説文を紹介した

作家 B も、作家 A と同様に制作方法についての解

後、この作品から思い起こされる各自の記憶について

説を行っていたが、作家 A とはやや異なる傾向が見

話し合うことが指示された。

られた。作家 B における「解説文なし条件」では表

4 人の作家の作品に対する各条件の参加者の平均鑑
賞時間（解説文を読んだ条件では、そのうち、会話中
に 2 人の参加者が解説文を読んでいる平均時間）を表

現方法への言及が多かったが、これは「子供みたいな
絵」といった発言が多かったことによる。作家 B の
作品は、いずれも女の子を想起させる単純化された人

1 に示す。全体に「問いかけ文条件」は他の条件より
も鑑賞時間が長いが、作家 B、D では、「解説文あり

物が横たわるように描かれており、また他の部分との

条件」では、解説文を読んでいる時間を除くと「解説

の絵のような」という印象が生じたのかもしれない。

文なし条件」よりも鑑賞時間が短かった。

解説文には、そのアンバランスさが意図されたもの

バランスが微妙に崩れた印象を与えることから「子供

であることが記されているので、そうした印象は減少

3.2.2

した可能性がある。解説を読んだ条件では「漠然とし

鑑賞中の会話内容の分析

た印象」が増加しており、解説文にあるような意図さ

次に、各作家の作品の鑑賞中の会話内容を分析する。

れた全体的なアンバランスさに着目することで、全体

各参加者ペアごとに、各作家の鑑賞中の会話をテ

としての印象に関する発話が増えたのかもしれない。

キストに起こした。そして、先行研究 [4, 5] を参考に

なお、「問いかけ文条件」では、作者の言う「緊張状

して、表 2 に示すカテゴリーを設定し、各会話中に

態」がどのようなところから生み出されるか、という

そのカテゴリーの発話が見られた個所をマークして

ことについて考えるよう指示されたが、構成要素間の

いった。

バランスに帰属した参加者はなく、ほとんどの参加者

これらのカテゴリーの発話の頻度の合計のうち、各

は、横たわる人物の体に何かが絡みついて見えたり、

カテゴリーの占めるパーセンテージを、表 3 に示す。

何かの上に乗っているように見えることに帰属させて

全体に、どの作家においても、作品に描かれた具体物・

いた。
作家 C では、イチョウの葉を同定することは非常に

状況の解釈が高い比率を占めていた。また、作品に対
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各作家の作品の鑑賞時間と解説文を読む時間の平均（分’ 秒”）

作家 A

作家 B

作家 C

作家 D

鑑賞時間

(解説文)

鑑賞時間

(解説文)

鑑賞時間

(解説文)

鑑賞時間

(解説文)

解説文なし

2’39”

-

2’03”

-

1’05”

-

1’25”

-

解説文あり

3’24”

0’31”

2’01”

0’27”

1’53”

0’29”

1’18”

0’17”

問いかけ文

5’25”

0’41”

3’37”

0’36”

2’55”

0’27”

2’21”

0’15”

表 2 会話内容のカテゴリー
カテゴリー
ポジティブな評価

説明
「好き」「面白い」「すごい」などの肯定的評価

難解さ・理解不能性 「わからない」「難しい」など
漠然とした印象

作品全体や一部の領域から受ける全体的な印象

具体物、状況の解釈

作品に描かれた対象物や状況を特定し解釈する

形式的要素への言及

作品中の色、形、濃淡などへの言及

奥行・構図

作品中の構図や奥行への言及

制作手法

制作の手順、用いた器具などへの言及

媒体の確認

作品が絵画、版画、写真のどれかを確認する

表現方法

作品で取られた表現の仕方に対する言及

作者の意図の推定

作品を作った（あるいは作品の一部についてそのような表現を用いた）理由の推定

容易であったこと、他に具体的な対象物が画面にはな

現代美術展での鑑賞者の会話をもとに検討してきた。

いことから、「解説文なし条件」では具体物や状況の

全体的傾向として、これまでの研究でも指摘されて

解釈は少なかった。解説文を読む条件では、解説文の

きた通り、美術初心者は作品に描かれたものを何らか

記述に沿う形でイチョウの葉を「人」や「社会」とし

の具体物や具体的な状況として解釈する傾向が強いこ

て解釈する発話が増加し、具体物や状況の解釈が増加

とが確認された。今回分析対象とした作家の作品は、

していた。「問いかけ文条件」ではさらに形式的要素

我々の先行研究 [5] で用いられたものと比べると、何

に対する言及が増加したが、ここでは色やそのかすれ

らかの具体物としての解釈がある程度可能なもので

具合、並べられた連作の間の変化を、解説文に記述さ

あったことの影響はあるかもしれない。また、作家 A

れたように、人間関係や社会の変化の象徴として捉え

におけるポジティブな評価が、対象物のリアルな再現

る発話が増加していた。

の技術に対して行われることが多かったことから、美
術初心者はそうした写実的な表現を重視する傾向が強

作家 D の解説文は、今回分析した 4 人の作家の中

い [2] ことも確認できた。

で、最も直接的に鑑賞者の自由な解釈に委ね、能動

作品に対する評価が「解説文なし条件」や、解説文

的な鑑賞を促すことを意図したものであった。その結
果、4 人の作家の中で、具体物や状況の解釈が多く、

を読む前に行われることが多いことから、作品に対す

特に問いかけ文では 65%にものぼる発話がこのカテ

る好みの判断はかなり短時間で直感的に行われている

ゴリーを占めていた。発話の内容を見ると、「解説文

ことが示唆される。こうした好みかどうかの判断は、

あり条件」では、解説文に地層と窓がモチーフとなっ

美術鑑賞における発達でも早い段階で見られることが

たことが書かれているため、具体物の解釈としてほと

知られており [3]、それと符合する結果と考えられる。

んどが地層か窓に限定されており、「解説文なし条件」

解説文の効果についてみると、作家 A と B はとも

のほうがむしろ解釈の種類は多様であった。「問いか

に作品の制作方法について解説していたが、それが鑑

け文条件」では、解説を読んだ後、2 人で連想したも

賞者の会話に与える影響に関しては異なる点が見られ

のを列挙する発話が続いた。

た。作家 A では、鑑賞者の発話でも形式的要素のほか

4.

制作手法に関する発話が、作家 B の作品よりも多い傾

総合的考察

向が見られたが、これは特徴的な制作手法によると考

本研究では、美術作品の鑑賞時に与えられる解説文

えられる。また、作家 B と比べて、ポジティブな評価

が、鑑賞過程にどのような影響を与えるかを、実際の

779

2018年度日本認知科学会第35回大会

表3

sP1-70

各作家に対する発話における各発話カテゴリーの比率（%,C=解説なし、S=解説あり、Q=問いかけ）

作家

A

B

C

D

条件

C

S

Q

C

S

Q

C

S

Q

C

S

Q

評価

11.67

10.89

9.89

4.26

4.17

0.99

21.43

5.17

7.35

10.71

6.06

6.98

難解

1.67

1.98

4.40

2.13

6.25

4.95

2.38

10.34

4.41

1.79

3.03

0.00

印象

8.33

4.95

3.30

8.51

16.67

14.85

2.38

6.90

2.94

3.57

0.00

0.00

50.00

43.56

42.86

43.62

52.08

40.59

28.57

43.10

42.65

55.36

60.61

65.12

形式的要素

8.33

18.81

19.78

19.15

16.67

12.87

26.19

13.79

30.88

19.64

27.27

20.93

奥行・構図

1.67

3.96

1.10

4.26

0.00

5.94

0.00

8.62

2.94

0.00

0.00

0.00

制作手法

5.00

2.97

5.49

0.00

2.08

8.91

9.52

3.45

2.94

5.36

0.00

2.33

11.67

4.95

3.30

1.06

0.00

0.00

4.76

3.45

5.88

0.00

0.00

0.00

表現方法

0.00

7.92

0.00

14.89

2.08

5.94

2.38

1.72

0.00

1.79

0.00

2.33

意図の推定

1.67

0.00

9.89

2.13

0.00

4.95

2.38

3.45

0.00

1.79

3.03

2.33

具体物・状況

媒体の確認

が多く、難解さの表明も少なく、さらに解説文を読ん

ら何らかの具体的な事物として解釈することに集中し

だ条件では描かれた具体物や状況についての解釈が減

てしまう傾向も見られた。もちろん、何を鑑賞者の自

少し、形式的要素へ着目が増えていたが、これは、素

由ととらえるかは、その作家のスタンスによっても変

材が写真であることから、対象物の同定が比較的容易

化するので、冒頭にも述べたように、一概にどのよう

であったことによるのかもしれない。我々の先行研究

な反応が望ましいということはできない（本研究も、

[6] では、具象画の中でも、特に対象物の同定しやすい
もののほうが、絵画の構図や表現方法に着目しやすく

作家の美学と関わりなく、どのような鑑賞者の反応や

なる可能性が示唆されているが、作家 A と B に対す

るわけではない）。

解説文が最も望ましいのかを判断することを目的とす

る反応の違いにも、同様のことが言えるのかもしれな

ところで、我々の先行研究 [4, 5, 6] では、制約緩和

い。一方、作家 B では、解説文により絵画全体への注

的な観点から、創造的な鑑賞を促すために写実性制約

意が促され、全体的な印象や構図、制作方法自体への

を緩和するためにはどうしたらよいか、という考え方

言及が増加していたと考えられる。

がとられてきた。しかし鑑賞者が、単に描かれた事物

また、解説文に具体的な事物が書かれていると、鑑

を特定する以外の様々な情報を読み取ることができる

賞者はそれを大きな手掛かりとして用いることが、作

ようにするためには、逆に鑑賞者がもつ写実性制約を

家 C の作品に対する反応や、作家 D の「解説文あり

積極的に利用した支援手法が有効なのかもしれない。

条件」に対する反応から示唆された。我々の先行研究

今後はこうした観点から鑑賞者の支援手法について検

[6] でも、具象画の鑑賞においては、描かれた対象物に
注目して鑑賞する経験の後では、写実性制約がより強

討することが、一つの課題となると考えられる。

められる可能性が示唆されており、このことと共通し

謝辞

た効果が見られたのかもしれない。
このように、解説文は鑑賞者の着眼点をガイドする

本研究は JPSP 科研費 JP15K00213 の助成を受け

効果を持つが、同時に解説文の効果は絵画がどのよう

たものです。また、本研究のフィールド実験は、福井

なスタイルや手法で用いられているか、ということと

大学の湊七雄先生からの多くの協力がなければ実施

も相互作用を持つことが示唆された。逆に言えば、解

することができませんでした。ここに深く謝意を表し

説文は鑑賞の際の制約にもなりうる、ということでも

ます。

あるだろう。その意味で、鑑賞者の自由な見方を保証
し、それを促すために、解説文を提示しなかったり、
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The effect of the use of mobile device on spatial cognition.
†

†
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Abstract

(2017)

The present study aimed to clarify whether there is a
difference in ability of spatial cognition between generations.
Shingaki and Toda (2017) asked 37 students and 29
middle-aged people to plot five stations and three landmarks
in Tokyo area, aiming to examine the influence of mobile

(

device such as smartphones on their cognitive maps.

,2017;

2017)

This study re-analyzed the data transformed linearly by
fixing locations of Shinjuku Station and Tokyo Station.
The result showed that middle aged people were higher than
students both in (1) accuracy in locations of the stations and
landmarks and (2) estimation of proximity between them.
Keywords

Cognitive map, Use of mobile device,

Between generations
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協調的問題解決における役割と思考スタイルの
一致／不一致による課題達成の差異
Influence of correspondence between roles and thinking style on
performance in collaborative problem solving
佐藤 信之介†，山崎 治†
Shinnosuke Sato, Osamu Yamazaki
†

千葉工業大学
Chiba Institute of Technology
s1432065DD@s.chibakoudai.jp

Abstract

時間や会話の内容，参加者の満足度に影響を与えるこ

In this study, we focused on roles as a factor to promote
cooperative problem solving. In particular, we investigated
whether the performance of the problem-solving would be
different if the participants did like the role or not. Therefore,
in order to understand what kind of roles participants like,
we used thinking style as an individual trait.
Before the experiment, we measured the participants '
thinking styles, and classified them as Legislative, Executive
and Judicial. Then, we conducted experiments focusing on
Legislative and Judicial, depending on the characteristics of
tasks used in the experiment.
Participants were assigned one of two roles. One role is the
role of proposer that the Legislative thinkers prefer, the other
one is the role of critic that the Judicial thinkers prefer. Based
on the thinking style of participants, we divided them into
groups of participants who play a role of preference and
groups that play roles that they do not like, and we
conducted experiments with two people.
Then, from the results of the experiment, we investigated
the influence of agreement between role and thinking style
on problem solving performance.

とを明らかにしている．
個人特性や役割は協調的問題解決活動に影響を与え
ると考えられている中，市原・三輪・石井(2005)は個
人特性として認知スタイルの 1 つである思考スタイル
を取り上げ，協同問題解決中に参加者がすべての役割
に対して相補的に関与して役割分担を生じさせる「協
調的な協同」を起こすか調査した．しかし，この研究
は参加者が役割に関与するかということに着目した研
究であり，事前に参加者に対して役割を与える場合に
どうなるのかについて考慮されていない．実社会では
自分が好む役割に関与できるとは限らず，与えられた
役割が自分の好まない，もしくは，得意としない役割
である場合も考えられる．そのため，役割に対する好
みと，実際に割り当てられる役割の一致や不一致が問
題解決に与える影響を調査することは重要であると考
える．

Keywords ― division of roles，thinking styles，

そこで本研究では，市原ら(2005)と同様，個人特性
としてスターンバーグ(1997)が論じた思考スタイルを

collaborative problem solving

用い，問題解決中の役割が参加者の好む役割であるか

1.

はじめに

によって問題解決のパフォーマンスに与える影響を調

社会的に協調的問題解決能力が注目されていること

査する．協調的問題解決を円滑に進めるための役割お

もあり，様々な分野で協調的問題解決能力に関する研

よび思考スタイルの関係を調査することで，問題解決

究が関心を集めている．また，協調的問題解決能力に

の課題や共に問題解決活動を行う相手への印象を左右

関する研究の中には協調的問題解決を促進する要因と

する要因を明らかにすることができる．また，役割と

して個人特性を取り扱う研究も多い．例えば，富田・

問題解決活動の関係が明らかになることで，社会での

丸野(2005)は，曖昧な協同問題解決において個人の持

より円滑な問題解決の実現や，問題解決活動に対する

つ考えがどのように変化するかを調査した．この研究

モチベーションの維持につながると考える．

では思考の変化を調査するために，3 つ要素の内の 1

そこで本研究では，2 人組による協調問題解決の課題

つとして議論スキルやそれに関連した態度や特性を個

において，参加者が課題中に議論した内容を記載する

人特性とし，研究を行っていた．そのほかにも協調的

報告シート(A4 用紙 1 枚)と，課題遂行中の発話内容，

問題解決と役割の関係に注目した研究も存在する．例

課題終了後に回答した課題に対する満足度の質問紙を

えば，野渡(1987)はグループ作業を行う際にグループ

問題解決のパフォーマンスとして，得られた結果から

に対して異なる役割の組み合わせを与えることで作業

パフォーマンスの比較を行った．
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また，スターンバーグ(1997)は，思考スタイルは特

トに対応できるように，プレイヤーが協力してアクシ

定のスタイルが好む行動を繰り返し経験することで成

ョンを決定するゲームである．本研究ではインシデン

長するとしている．そこで，課題終了後に再び思考ス

ト対応ボードゲームのコンポーネントやルールを本研

タイルを測定し，課題を行うことで思考スタイルにど

究の目的に沿ったものに一部変更して実験を行った．

の程度の影響を与えるのかを調べた．

発生したインシデントとして課題中に用いたイベント
カードは表 1 に示すとおりである．

2.

方法

2.1 事前調査

表 1 実験で使用したイベントカード

本研究では思考スタイルと役割の関係が問題解決の

No.02

自社サービスが応答不能

パフォーマンスに与える影響を調査するために，参加

No.18

ファイルサーバのファイル

者に対して思考スタイルを測定するための事前調査を

が開けない

実施した．思考スタイルの測定には，比留間(2000)の

No.23

「日本の大学生の思考スタイル」を使用し，質問紙調

社員の業務用パソコンから
マルウェアを検出

査を実施した．
質問紙調査は 60 名(男性 48 名，女性 12 名)の情報系

インシデント対応ボードゲームでは，プレイヤーは

学部の大学生を調査対象として実施した．質問紙調査

自身が担当する役割に沿って議論を進める．本実験で

は Web アンケートの形式で実施し，アンケートへの回

はプレイヤーが担当する役割を，アクションカードの

答依頼とともに，質問紙調査後に協調問題解決の実験

提案を行う立案役と，立案役の提案の妥当性を判断・

への参加のお願いをし，参加可能である場合にはその

評価する評価役の 2 種類とした．

旨も回答してもらうよう依頼した．調査の結果，16 名

本研究では実験課題終了後，参加者に課題に対する

(男性 14 名，女性 2 名)の調査対象者から協調問題解決

満足度調査と，2 回目の思考スタイルの質問紙調査を

の実験に対する参加承諾を得られた．

行ってもらった．

参加者の主要な思考スタイルは比留間(2000)の日本

満足度調査として，
『課題に対する満足度』
，
『協調活

の大学生の思考スタイルのカテゴリー分類の表を参考

動に対する満足度』
，
『役割への満足度(抵抗度)』を調

に割り当てた．比留間は，思考スタイルの各型におけ

べるために 5 段階評価(1.全くそう思わない-5.非常に

る得点分布をもとに，各型に対して「非常に高い」か

そう思う)で 7 項目の質問紙を作成した．質問紙の質問

ら「非常に低い」までの 6 段階にカテゴリー分けでき

項目は以下のとおりである．

るよう得点の基準を示した．本研究では「非常に高い」
，

『課題に対する満足度』

「高い」
，
「やや高い」のいずれかに分類された場合，

①今回のボードゲームで満足する解決策を決めるこ

当該の型の傾向をもつと判定した．立案型に関する質

とができた

問項目の平均点が，男性で 4.9 以上，女性で 4.6 以上

②解決策の決定に貢献できたと思う

となる参加者を「立案型」の参加者とした．順守型に

③相手は解決策の決定に貢献していたと思う

関する質問項目の平均点が，男性で 4.0 以上，女性で

『協調活動に対する満足度』

4.2 以上となる参加者を「順守型」の参加者とした． 評

④ペアの相手と協力できた

価型に関する質問項目の平均点が，男性で 4.5 以上，

⑤ペアの相手と作業がしやすかった

女性で 4.2 以上となる参加者を「評価型」の参加者と

『役割への満足度(抵抗度)』

した．さらに，複数の型で「やや高い」以上の得点が

⑥自分の役割はやりやすかった

得られた場合，その参加者は該当する複数の型の思考

⑦相手の役割が自分に合ってそうだと思った

スタイルを同時に持つとした．

これらの項目に加えて，実験や課題に関する自由記述
の欄を作成した．

2.2 材料
本研究では実験の問題解決課題としてトレンドマイ

2.3 実験環境

クロ社の「インシデント対応ボードゲーム」を使用し

実験の様子を録画・録音するために，デジタルビデ

た．このボードゲームは，企業で発生したインシデン

オカメラ(SONY 社製 Handycam HDR-CX390)と IC レコ
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ーダー(SONY 社製 ステレオ IC レコーダー ICD-UX512)

かを評価し，インシデントの対応に妥当でないと

を使用した．また，参加者が課題中の経過時間を把握

思った場合はその説明を行う．この際，評価役は

できるようにストップウォッチ(CASIO 社製 ストップ

立案役の選ばなかったアクションについても評価

ウォッチ HS-70W-1JH)を使用した．そして，実験課題

を行い，対応に有効そうなものがある場合，考え

として使用する各コンポーネントを参加者に配布した．

られる有効性を説明する．

実際の実験では各材料を図 1 のように配置した．

③ 両者が有効そうなアクションであると判断した場
合，立案役が選んだカード 1 枚と入れ替える．
次の 10 分間(フェーズ 2)ではフェーズ 1 と同様に立
案役が現在あるアクションカードから半分以下になる
ようにカードを選び，評価役は立案役の選んだアクシ
ョンが妥当であるかを評価した．フェーズ 2 では最終
的にアクションカード 2 枚を決定するまで話し合って
もらった．

3.

結果

3.1 事前調査の結果
事前調査の参加者である大学生 60 名(男性 48 名，女
図 1 実験環境の配置

性 12 名)に対して思考スタイルの測定を行った．事前
調査の結果，立案型が 22 名，順守型が 51 名，評価型

このほかに参加者には白紙の A4 用紙とボールペン

が 30 名となった．また，その後の実験には 60 名の参

を手渡し，課題遂行中のメモは自由にとって良いと伝

加者の中から 16 名(男性 15 名，女性 1 名)の参加者が

えた．

参加することになった．
実験に参加することになった 16 名の思考スタイル

2.4 手続き

は，立案型が 3 名(高い:1 名，やや高い:2 名)，順守型

事前調査の結果に基づき，一致条件では役割に対し

が 14 名(非常に高い:9 名，
高い:3 名，
やや高い:2 名)，

て，それぞれの役割を好む思考スタイルを持つ参加者

評価型が 5 名(非常に高い:1 名，高い:1 名，やや高い:3

を割り当てた．逆に不一致条件では，役割に対してそ

名)であった．

れぞれの役割を好む思考スタイルを持たない参加者を
割り当てた．

3.2 実験結果

実際の実験では説明を終えた後の課題で，参加者に

3.2.1 報告シートの分析

はどのようなインシデントが発生したのかを 5 分で把

参加者が記入した報告シートの内容を評価した結果，

握してもらい，その後 10 分間の話し合いを 2 度行い，

報告シートの内容の具体性に関しては一致条件と不一

アクションカードを 2 つ決定してもらった．10 分間の

致条件のどちらも具体性の低い内容が記載されており，

話し合いでは，立案役はアクションを選び，選んだア

条件による違いは見られなかった．

クションを評価役に説明し，評価役は立案役の選んだ

次に表 2 として選択されたアクションカードの内容

アクションが妥当であるかを評価するということを行

と，表 3 として各グループが選択したアクションカー

った．最初の 10 分間(フェーズ 1)で行ったことは以下

ド 2 枚の組み合わせを表に示す．

のとおりである．
① 立案役は 12 枚あるアクションカードの中からイン
シデントに対し有効そうであるものを現在のカー
ドの半分以下(2 枚以上 6 枚以下)になるように選
ぶ．次に，なぜそのアクションを選んだのかを評
価役に説明する．
② 評価役は立案役の選んだアクションが妥当である
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表 2 選択されたアクションカードの内容
No.41

対象機器を調査する

No.46

バックアップから正常なファイルを

プの会話例を表 5 と表 6 に示す．
表 5 議論された上で決定したグループの会話例
A 立案

復旧する

専門家が，外部への通信を止めてくれる
説ない？客への…

No.49

自社の公式見解を出す

No.50

セキュリティの専門家を呼ぶ

A 評価

客への？

No.51

社内から社外への特定の通信を

A 立案

客への提供を…あぁこれ危ない危ない！
みたいな

停止・遮断する
No.52

社外向けサービスを停止する

A 評価

危ないって，あぁ

A 立案

それを信じて「セキュリティの専門家を
呼ぶ」を取るか

表 3 各グループが選択したアクション
A 評価

条
件

一致

グ
ル
ー
プ

A

ア
ク
シ
ョ
ン

B

不一致

C

D

E

あ，え，どういうこと？えっと，この
２つってこと？

F

G

H

46

50

49

41

51

49

49

46

50

51

50

46

52

52

50

49

A 立案

こう(他のカードと入れ替える)

A 評価

あ，これ抜いて？

A 立案

専門家が，とりあえずチェックして

A 評価

あー，あ，停止したほうがいいですよっ
て言ってくれるから

表 6 深く議論されずに決定したグループの会話例
C 立案

うーん，やっぱ個人的には自社で解決で
きない可能性も十分にあるから，うーん，

また，参加者が選択したアクションカードについて，
一致条件ではどのグループにおいても「No.50 セキュ

なんかプロを呼んだほうがいいと思って
C 評価

リティの専門家を呼ぶ」が選択されていたことが報告

そうしたら，この中で交換するとした
ら？

書から分かった．しかし，不一致条件では「No.50 セ

C 立案

えっともう，1 回通信を停止しているな

キュリティの専門家を呼ぶ」を選択したグループは 1

ら，急いで戻す必要がなくて，現状をプ

グループしかなかった．今回の実験で選ばれたアクシ

ロに見てもらうってかんじでどうっす

ョンカードの種類と，アクションカードが選ばれた回

か？

数と条件ごとのグループ数の関係を表した表 4 を以下

C 評価

あー，先に解決するためにっていう

に示す．
議論された上で決定したグループの会話では，セキ
表 4 条件別のアクションが選択された回数

ュリティの専門家を呼んで何をしてもらうのかを議論

（選択された回数/グループ数）

していたのに対し，あまり議論されずに決定したグル

No.

No.

No.

No.

No.

No.

ープの会話ではセキュリティの専門家を呼ぶというと

41

46

49

50

51

52

ころで議論が終了しており，そのまま採用されていた．

一致

0/3

1/3

1/3

3/3

1/3

0/3

不一致

1/5

1/5

3/5

2/5

1/5

2/5

アクション

3.2.2 課題に対する満足度の質問紙調査の分析
課題終了後の満足度の質問紙調査で得られた回答か

この結果に対して，録音・録画データから「No.50

ら，一致条件と不一致条件で対応のない t 検定を用い

セキュリティの専門家を呼ぶ」が採用された会話の前

て比較を行った．表 7 に各条件における 7 つの質問項

後を追うと，議論を行った上で決定したグループと，

目の点数の平均値を示す．なお，各設問項目は 2.2 で

よく議論されないまま決定されてしまったグループが

示したとおりである．

あることが分かった．ここでは対照的な 2 つのグルー

792

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-73

表 7 満足度の質問紙調査の平均点

者で思考スタイルの前後の差について対応のないｔ検

(セル内の下段は標準偏差)

定を行ったところ，どの思考スタイルにおいても有意

設
問

①

一
致

4.3
0.52

4.0
0.63

4.7
0.52

4.3
0.52

4.3
0.82

4.0
0.89

2.8
0.75

(評価型)(t(13.13)=.93, p=.37, r=.25)．

不
一
致

3.9
0.88

3.9
0.74

4.6
0.52

4.6
0.70

4.3
0.67

3.3
1.25

3.2
1.03

3.2.4 満足度の質問紙と思考スタイル(後)の関係

②

③

④

⑤

⑥

な差は見られなかった(立案型)(t(13.89)=.89, p=.39,

⑦

r=.23)，(順守型)(t(13.41)=.28, p=.78, r=.08)，

3.1 での事前調査で得られた思考スタイルと 3.2.3
での事後調査で得られた思考スタイル(以下，思考スタ

各質問項目の得点を対応のない t 検定で分析した結

イル(後)とする)が大きく異なっているため，満足度の

果，各条件における得点について，どの質問項目でも

質問紙調査と思考スタイル(後)の関係を分析した．こ

有意な差は見られなかった①(t(13.99)=1.25, p=.23,

の分析を行うにあたり，思考スタイル(後)と役割が一

r=.32)，②(t(12.04)=.29, p=.78, r=.08)，③

致している場合には，不一致条件で実験を行っていた

(t(10.67)=.25, p=.81, r=.08)，④(t(13.19)=.87,

参加者でも「一致」とし，その逆の場合は「不一致」

p=.40, r=.23)，⑤(t(9.09)=.08, p=.93, r=.03)，⑥

とした．参加者を割り当てなおした結果，一致条件が

(t(13.39)=1.30, p=.22, r=.34)，⑦(t(13.27)=.82,

12 名，不一致条件が 4 名となった．
改めて割り当てた一致／不一致による条件で 3.2.2

p=.43, r=.22)．

同様の分析を行った．表 9 に各条件における 7 つの質
問項目の点数の平均値を示す．

3.2.3 事後調査での思考スタイルの測定結果
問題解決課題終了後，思考スタイルの測定を行った

表 9 思考スタイル(後)による満足度の
質問紙調査の平均点(セル内の下段は標準偏差)

結果，立案型が 7 名(高い:1 名，やや高い:6 名)，順守
型が 16 名(非常に高い:7 名，高い:6 名，やや高い:3

設
問

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

タイルにおける平均得点の変化を示す．

一
致

4.2
0.58

3.9
0.79

4.5
0.52

4.3
0.65

4.2
0.72

3.8
0.83

2.7
0.65

表 8 思考スタイル平均得点における事前・事後の変
化

不
一
致

3.8
1.26

4.0
0.00

5.0
0.00

5.0
0.00

4.8
0.50

2.8
1.71

4.3
0.50

名)，評価型が 15 名(非常に高い:4 名，高い:2 名，や
や高い:8 名)となった．表 8 に事前と事後の各思考ス

立案

順守

評価

事前

4.3

5.0

4.3

②，③，④に関しては不一致条件における回答で標準

事後

4.6

5.3

5.1

偏差が 0 になってしまったため，ｔ検定の対象外とし

各質問項目得点を対応のない t 検定で分析を行った．

た．その結果，各条件における主観評価の得点につい
て，
「⑦相手の役割が自分に合ってそうだと思った」に

事後調査で得られた思考スタイルと事前調査で得ら
れた思考スタイルで対応のあるｔ検定を行ったところ，
評価型の得点にのみ有意な差が見られた(t(15)=6.14,

有意な差が見られた(t(6.76)=5.06, p<.01, r=.89)．

4.

p<.001, r=.85)．

考察

思考スタイルと役割の一致／不一致が協調問題解決

さらに，思考スタイルの前後の差について一致条件

に影響を与えるか実験を実施し，3.2 ではパフォーマ

と不一致条件で対応のないｔ検定による比較を行った

ンスの観点から結果を分析した．ここでは 3.2 で行っ

ところ，どの思考スタイルにおいても有意な差は見ら

た分析に関する考察を行う．

れなかった (立案型) (t(13.55)=.21, p=.83, r=.06)，

4.2.1 課題の報告内容に関する考察

(順守型) (t(13.45)=.38, p=.71, r=.10)，(評価型)

3.2.1 では，参加者が課題中に話し合った内容をま

(t(13.93)=1.98, p=.07, r=.47)．

とめた報告シートから分析を行った．一致条件では議

また，立案役を行った参加者と評価役を行った参加
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論が活発になり，報告シートには不一致条件よりも具

意に上昇していたことについては，参加者が行った課

体的な内容が書かれると予想していた．しかし，結果

題が影響していると考えられる．しかしながら，思考

は一致条件も不一致条件も具体性の低い内容であった．

スタイルは一生のうちの長い期間をかけて変化する

このことに関しては，実験説明時に報告シートに詳細

(Sternberg，1997)ため，この短期間で大きく変化して

な記述をしてほしいと参加者に求めなかったことや，

しまうということは考えにくい．思考スタイルの得点

報告シートに元々記載されていた質問が一問一答で済

が大きく増加してしまった理由には，課題をうまくこ

ませることのできる内容であったことが関係すると考

なすことが出来たという感覚がそのまま質問紙調査の

えられる．例えば，
「企業のシステム構成のどこで，何

得点につながってしまっている，もしくは，課題を行

が起こりましたか？」という質問では，
「ファイルサー

うことで評価型の質問項目に対して具体的な事例に基

バ，応答不能」や「社員 PC，マルウェア発生」など，

づいた理解が行いやすくなったということが影響して

数語でまとめることが可能であった．数語でまとめる

いると考えられる．しかし，何が原因で思考スタイル

ことが可能だったことに関しては，1 つの質問を複数

の得点が大きく変化してしまったのかを判断すること

に分割することと，詳細な内容を尋ねる質問に変える

は現時点では難しい．このことを判断するためには，

ことで条件の違いによる具体的な記述の差を引き出す

課題終了からさらに時間を経た後に再び思考スタイル

ことが可能になると考えられる．

を測定する質問紙に回答してもらう，もしくは，評価

また，
「No.50 セキュリティの専門家を呼ぶ」が一致

型の質問項目自体を検討し直すなど，質問紙調査を行

条件ではすべてのグループに選ばれていたが，不一致

うタイミングや質問項目の構成を変えて実験を行うこ

条件では 1 グループでしか選ばれてないということが

とが必要だと考える．

あった．このことについては「No.50 セキュリティの
専門家を呼ぶ」というカードの抽象度が高かったこと

4.2.3 課題に対する満足度に関する考察

や，報告シートにアクションカードを選んだ理由を記

3.2.2 の満足度の質問紙調査について，
『課題に対す

載する必要があったことが関係していると考えられる．

る満足度』の「①今回のボードゲームで満足する解決

例えば，
「No46．バックアップから正常なファイルを復

策を決めることができた」
，
「②解決策の決定に貢献で

旧する」のアクションは，選択することでウィルスが

きたと思う」
，
「③相手は解決策の決定に貢献していた

潜んでいるファイルを正常な時点のものに戻すことが

と思う」の項目で，一致条件は問題解決もパフォーマ

できるということが想像できる．対して「No.50 セキ

ンスが上がることで得点が高くなり，反対に不一致条

ュリティの専門家を呼ぶ」は，選択することで専門家

件は得点が低くなると考えていた．しかし，これらに

を呼ぶことが出来るが，専門家が何をしてくれるかと

関して有意な差は確認されなかった．また，①，②，

いうことは記載されていないため，アクションを選択

③の項目について，どちらの条件も平均値は「3」を超

することでインシデントに対応することが可能かあい

えていたが，不一致条件の参加者の自由記述には「与

まいな部分がある．このあいまいさをなくすためには

えられた役割があることで問題解決を進めにくいと感

専門家を呼ぶことで何ができるのか，詳細を話し合わ

じた」という内容の記述が多かった．更に，t 検定の

なければならない．この詳細を話し合うということが，

結果，①の項目には有意な差はなかったが中程度の効

好みの役割を行っている一致条件で行われやすかった

果量が確認された．質問項目の得点と自由回答のギャ

という可能性がある．

ップや，①の項目に確認された効果量から，今後実験

さらに，
「No.50 セキュリティの専門家を呼ぶ」に関

参加者を増やすことで結果が変わる可能性がある．

しては，議論された上で決定したグループの会話は一

次に，3.2.4 での思考スタイル(後)に基づいた満足

致条件でよく見られ，不一致条件では深く議論されず

度の質問紙調査の分析では，
「⑦相手の役割が自分に合

に決定されていた．このことから，思考スタイルと役

ってそうだと思った」のｔ検定で不一致条件の得点の

割が一致している場合には具体的な議論がなされる可

ほうが有意に高いという結果が出た．ここで 1 つ注意

能性があると考えられる．

しなければならないのは，参加者は複数の思考スタイ
ルの型を持つ場合もあるため，一致／不一致のどちら

4.2.2 実験前後の思考スタイルに関する考察

の条件においても，参加者は必ずしも相手の役割を好

3.2.3 で評価型の思考スタイルの得点が実験後で有

む型の思考スタイルを持っているわけではないという
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ことである．つまり，一致条件に自分の役割も相手の

題を行ったことによる一時的なものなのか，それとも，

役割も好むスタイルを持つ参加者がいる場合や，不一

課題を行ったことで質問紙の項目が指す具体的な例を

致条件に自分の役割も相手の役割も好む型を持たない

知ったため，より参加者の正しい思考スタイルに近づ

参加者がいる場合があるということである．また，満

いたのかということは判断できなかった．

足度の質問調査は，実験後に行わせた思考スタイルを

これらの結果を踏まえ，今後は役割と思考スタイル

測定する質問紙調査よりも前に行わせているため，実

の一致と不一致条件が議論の具体性にどの程度影響を

験後の思考スタイルの質問紙に回答することによる影

与えるのかということや，思考スタイルに課題が影響

響はないといえる．さらに，有意差は出ていないが，

を与えているのかということを含めた詳細な分析が必

「⑥自分の役割はやりやすかった」の項目で不一致条

要である．

件の平均点が 2.8 と低い得点であったことも特徴的で
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うだ」という考え方ではなく，
「自分の役割よりは相手
の役割のほうがやりやすそうだ」という考え方で得点
をつけた可能性が考えられる．
また，3.2.4 の分析では「②解決策の決定に貢献で
きたと思う」
，
「③相手は解決策の決定に貢献していた
と思う」
，
「④ペアの相手と協力できた」の 3 つの項目
の標準偏差が 0 であったため，ｔ検定を行うことが出
来なかった．標準偏差が 0 であったことについては，
課題中に行っていた役割が思考スタイル(後)の好みの
役割だったかどうかで再び一致／不一致に割り当てた
際，不一致条件の人数が減ってしまったことが原因で
あると考える．そのため，実験の参加者数を増やして
再び実験を行うことが今後の課題である．

5.

まとめ

本研究では，参加者に与えられた役割と参加者の思
考スタイルの好みの一致／不一致が，協調的問題解決
を行う際のパフォーマンスに及ぼす影響を調査した．
本研究では参加者が課題終了後に記載した報告シート
と，課題遂行中の発話内容，課題に対する満足度の質
問紙調査の結果をパフォーマンスとし，一致条件と不
一致条件による比較を行った．
各パフォーマンスを分析した結果，どのパフォーマ
ンスからも明確な違いを見ることはできなかった．し
かし，課題で選ばれたアクションカードの種類に条件
による偏りが見られたことや，カードを選択する際の
議論に具体性の差が見られたことから，思考スタイル
と役割の関係は議論の具体性に影響を与える可能性は
否定できない．
また，実験を行ったことで参加者の思考スタイルが
事前調査と事後調査で大きく異なるという結果が得ら
れた．しかし，本研究ではこの思考スタイルの差が課
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基礎情報処理クラスにおけるアクティブ・ラーニングの可能性
Needs Analysis for Active Learning in
College-level Intro Computer Literacy Courses
森下 浩平
Kohei MORISHITA
大阪経済法科大学
Osaka University of Economics and Law
kohei@kobe-ocn.jp

Abstract

較のため、
「とてもそうだ」
「そうだ」および「とてもそ

This study investigates students’ needs for active
learning and discusses the possibility of using active
learning in intro computer literacy courses.

う思う」
「そう思う」を「はい」
、
「そうではない」
「あま
りそうではない」および「そう思わない」
「あまりそう
思わない」を「いいえ」に置き換えて、まずは 2 段階

Keywords ― Needs Analysis, Active Learning, Intro
Computer Literacy Courses

1.

で分析を行った（表 1 と表 3）
。

3.

背景

昨今、教育現場において、
「アクティブ・ラーニング」

結果と考察

赤堀（2017）と比較した大学生の特性調査の結果を
表 1 に示す。

というキーワードは、すっかり定着しているように見
える。2012 年 8 月 28 日の中教審（文部科学省中央教
育審議会）の答申では、
「従来のような知識の伝達・注

表 1 大学生の特性調査（単位：%）

入を中心とした授業から、教員と学生が意思疎通を図

質問

りつつ、一緒になって切磋琢磨し、相互に刺激を与えな

1．あなたは、他人の考えを受け入れるほうで

がら知的に成長する場を創り、学生が主体的に問題を

すか

発見し解を見いだしていく能動的学修（アクティブ・ラ

2．あなたは、自分で考えることが好きですか

ーニング）への転換が必要である」としている。溝上

3．あなたは、人前で話をすると充実感があり

（2014）は、アクティブ・ラーニングを、
「一方向的な

ますか

本調査

赤堀

87

82

84

83

51

57

知識伝達型講義を聴くという（受動的）学習を乗り越え

4．あなたは、自己紹介が好きですか

33

45

る意味での、あらゆる能動的な学習のこと。能動的な学

5．あなたは、よく反省することがありますか

90

90

習には、書く・話す・発表するなどの活動への関与と、

6．あなたは、思ったことはすぐに言葉にしま

43

45

76

52

60

45

81

72

95

100

74

60

94

97

そこで生じる認知プロセスの外化を伴う」と定義して

すか

いる。

2.

7．あなたは、一般的に大学の講義は好きです
か

調査

8．あなたは、一般的に大学授業でのグループ

本調査では、赤堀（2017）をもとに、基礎情報処理

活動は好きですか

クラスの受講を希望する学生を対象としたアンケート

9．あなたは、知的に深い講義は好きですか

調査を行った。アンケートは、Google フォームで作成

10．あなたは、話し方のうまい講義は好きで

し、PC またはスマートフォンで回答させた。学内外で

すか

報告することに同意した229 名分
（うち7 名は留学生）

11．あなたは、知的な話しのできるグループ

について、赤堀（2017）の結果と比較した上で、さら

活動は好きですか

に詳細に分析した。

12．あなたは、興味のある話ができるグルー

本調査の回答は、4 段階（表 2 は「とてもそうだ」

プ活動は好きですか

「そうだ」
「あまりそうではない」
「そうではない」
、表
4 は「とてもそう思う」
「そう思う」
「あまりそう思わな

全体として、本調査と赤堀（2017）の結果に顕著な

い」
「そう思わない」
）としたが、赤堀（2017）との比

違いは見られなかった。赤堀（2017）は 60 名の大学生

806

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-76

を対象としているが、うち文系は 77%（本調査では、

可欠なコミュニケーション活動については、学生の中

全員が文系）であり、調査の時期も大きく変わらないた

でも好き嫌いが分かれていると言えるかもしれない。
質問 10、12 については、
「とてもそうだ」がほかの

め、似通った結果になるのは不思議ではない。
次に、本調査の回答結果を 4 段階で表 2 に示す。

選択肢よりも高い割合となっており、学生の関心を惹
くことがアクティブ・ラーニングを行う上で重要な要

表 2 4 段階での大学生の特性調査（単位：%）

因であることがうかがえる。
赤堀（2017）と比較した小学校から高等学校までの

選択肢
とてもそうだ

そうだ

あまり
そうではない

授業についてのアクティブ・ラーニングの調査結果を
そうではない

表 3 に示す。

質問

表 3 アクティブ・ラーニングの調査（小学校から高等

1．あなたは、他人の考えを受け入れるほうですか
22.3

65.1

11.8

学校までの授業について；単位：%）

0.9

質問

2．あなたは、自分で考えることが好きですか
30.1

53.7

14.4

13．アクティブ・ラーニングは、探究心や思

1.7

考力が育つ

3．あなたは、人前で話をすると充実感がありますか
17.0

34.1

38.9

10.0

49.3

17.9

14．グループ学習などでは、授業が活発にな
る

4．あなたは、自己紹介が好きですか
7.4

25.3

15．ICT を活用したアクティブ・ラーニング
の実施は、日本の将来に不可欠だ

5．あなたは、よく反省することがありますか
33.6

55.9

10.0

16．アクティブ・ラーニングには、綿密な指
0.4

導計画が不可欠だ

6．あなたは、思ったことはすぐに言葉にしますか
11.8

31.0

49.3

17．アクティブ・ラーニングは、学生が意欲
7.9

的になって、学習効果が高い

7．あなたは、一般的に大学の講義は好きですか
19.7

56.3

22.7

18．小学校では、すでにアクティブ・ラーニ
1.3

ングを実施している

8．あなたは、一般的に大学授業でのグループ活動は好きですか
24.9

35.4

34.5

19．グループ学習などでは活発だが、結果と

5.2

して知識が定着しない
20．アクティブ・ラーニングの実施には、自

9．あなたは、知的に深い講義は好きですか
32.3

48.9

16.2

宅で予習させることが必要だ

2.6

21．グループ学習などでは、教室が騒がしく

10．あなたは、話し方のうまい講義は好きですか
62.0

32.8

4.4

なって、授業が成立しにくい

0.9

22．アクティブ・ラーニングは、時間がかか

11．あなたは、知的な話しのできるグループ活動は好きですか
27.9

45.9

22.3

るので、あまりやるべきでない

3.9

23．日本では、どのようにしても、アクティ

12．あなたは、興味のある話ができるグループ活動は好きですか
58.5

35.4

5.7

ブ・ラーニングの実施は無理だ

0.4

24．アクティブ・ラーニングは、ベテランの
教員でないとできない

本調査の結果では、質問 3 は「そうだ」と「あまり
そうではない」がほぼ同数選択されており、どちらとも

本調査

赤堀

90

80

82

58

89

52

84

75

83

63

51

48

35

24

68

40

44

28

15

8

13

2

30

17

アクティブ・ラーニングの調査（小学校から高等学校

言えないと感じている学生が多いと考えられる。質問

までの授業について）の調査結果では、赤堀（2017）

8 についても、全体としてはポジティブな回答が多い

と比較して、全体的に好意的な回答が目立った。特に質

ものの、
「そうだ」と「あまりそうではない」はほぼ同

問 15、17、20 については 20%以上高い割合となって

数となっている。これらのことから、人前で話す、グル

おり、学生がアクティブ・ラーニングに大きな期待を寄

ープ活動をするといったアクティブ・ラーニングに不
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せていることが読み取れる。本調査と赤堀（2017）の

19．グループ学習などでは活発だが、結果として知識が定着しない

調査では、実施時期にほとんど差はないものの、昨今の

4.8

国の積極的な施策などが反映されている可能性がある。
また、本学では、教員への授業アンケートの一貫として

29.7

56.8

8.7

20．アクティブ・ラーニングの実施には、自宅で予習させることが
必要だ

アクティブ・ラーニングの取り組み状況を確認してい

16.6

るが、実際にアクティブ・ラーニングを取り入れている

51.5

27.1

4.8

21．グループ学習などでは、教室が騒がしくなって、授業が成立し

割合が高いことも要因の一つと考えられる。

にくい

しかしながら、本調査の学生はアクティブ・ラーニン

12.7

グの必要性を感じている一方で、その実現可能性につ

31.4

47.2

8.7

22．アクティブ・ラーニングは、時間がかかるので、あまりやるべ

いてはネガティブな考えを持っているようである。特

きでない

に、質問 21、22 は、アクティブ・ラーニングのネガテ

2.2

ィブな側面として語られることが多いが、実体験にも

12.7

66.4

18.8

23．日本では、どのようにしても、アクティブ・ラーニングの実施

とづいた回答なのか、赤堀（2017）と比較して、かな

は無理だ

り高い割合となっている。日々の課題、部活動、アルバ

3.1

イト、就職活動など、昨今の学生は教員が想像するより

9.6

52.8

34.5

24．アクティブ・ラーニングは、ベテランの教員でないとできない

はるかに忙しい毎日を送っているようである。そのた

4.4

め、質問 20 のように学生自身の負担になりかねない項

25.8

47.6

22.3

目についても、その必要性を理解しつつも避けたいと
質問 19 および 21～24 については、
「あまりそう思

感じているのかもしれない。

わない」
「そう思わない」のほうが明らかにポジティブ

次に、本調査の回答結果を 4 段階で表 4 に示す。

な回答となっているため、アクティブ・ラーニングの調
表 4 4 段階でのアクティブ・ラーニングの調査（小学

査結果は、基本的に全ての回答がポジティブなもので

校から高等学校までの授業について；単位：%）

あることが分かった。
ただし、これらの質問において、
「知識が定着しない」

選択肢
とても
そう思う

そう思う

あまり
そう思わない

「教室が騒がしくなって、授業が成立しにくい」
、
「ベテ
そう思わない

ランの教員でないとできない」といったネガティブな
要素を懸念する割合が、赤堀（2017）より高い場合も

質問

あったことから、アクティブ・ラーニングへの期待と不

13．アクティブ・ラーニングは、探究心や思考力が育つ
26.6

62.9

10.5

安が混在している様子も見て取れる。

0.0

上記の質問項目に加え、以下の 2 つの自由記述式質

14．グループ学習などでは、授業が活発になる
33.6

48.0

問にも回答してもらった。

17.0

1.3

15．ICT を活用したアクティブ・ラーニングの実施は、日本の将来

1) 小学校から高等学校までの教室での授業（校内を

に不可欠だ
29.7

含む）の中で、最も印象に残っている良かった授業
59.0

10.9

0.4

について、1 つ以上書いてください。それが良かっ

16．アクティブ・ラーニングには、綿密な指導計画が不可欠だ
27.9

55.9

15.7

た理由や好きになったきっかけも書いてください。
0.4

2) 小学校から高等学校までの教室での授業（校内を

17．アクティブ・ラーニングは、学生が意欲的になって、学習効果

含む）の中で、最も印象に残っている嫌いだった授
業について、1 つ以上書いてください。それが嫌い

が高い
23.1

60.3

15.3

になった理由やきっかけも書いてください。

1.3

18．小学校では、すでにアクティブ・ラーニングを実施している
8.3

42.4

37.6

その結果、
「音楽・美術・体育など、いわゆる実技科

11.8

目でのグループワークが楽しかった」
「教科書通りの授
業よりも教師の経験談を聞いたり、課外活動に参加し
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たりするほうが楽しかった」などの意見が目立った。
自由記述式質問の回答については、
さらに KH Coder
（Ver.3.Alpha.13g）を使用し、前処理（クレンジング
および形態素解析）によりデータ整形を行った後、頻出
語の共起関係の分析を行った。
テキストデータ化した「最も印象に残っている良か
った授業」の総抽出語数は 4,634（1,965 使用）
、異な
り語数は 821（659 使用）
、
「最も印象に残っている嫌い
だった授業」の総抽出語数は 3,591（1,563 使用）
、異
なり語数は 625（477 使用）であった。
分析に際し、出現数による語の取捨選択については
最少出現数を 5、描画する共起関係の絞り込みを上位
60 とした。図 1 および図 2 では、共起関係が強いほど

図 2 最も印象に残っている嫌いだった授業の共起ネ

太線で、出現数が多い語ほど大きな円で示されている。

ットワーク
ここでは、
「数学」と「英語」が「苦手」というネガ
ティブな語と共起している。
「数学」は「計算」
、
「英語」
は単語や文法を「覚える」ことに対しての抵抗があるこ
とも読み取れる。
また図 1、2 の両方で多く抽出された「先生」という
語を中心とするまとまりからは「先生」という存在が
「授業」の良し悪しを大きく左右に対する要因である
ことがうかがえる。
基礎情報処理クラスでは、教師が一方的に説明をす
るだけになりがちで、アクティブ・ラーニングに向いて
いないように思われるが、今回の調査結果を鑑みると、
全体として学生のニーズは必ずしも低くはないと考え

図 1 最も印象に残っている良かった授業の共起ネッ

られる。今後は、さらにアンケート結果について詳しく

トワーク

分析し、実際にクラスの中でアクティブ・ラーニングを
行って、学生からのフィードバックを得る予定である。

「グループ」という語を中心とするまとまりから、

4.

「話し合う」
、
「楽しい」
、
「印象」に「残る」など、ポジ
ティブな語が多く抽出されていることが分かった。

まとめにかえて

本学における基礎情報処理の授業は、いわゆる「操作

また、
「体育」が「好き」と共起しており、文系の学

研修」型で、使用テキストに沿って、各章毎の小問題

生であっても「数学」は他の科目にはない「達成」感を

（Lesson）の解答手順を解説していくスタイルとなっ

得られる特別な位置づけであることも読み取れる。

ている。授業の目標が「資格試験に合格する（資格を取
得する）
」ことに設定されていることもあり、一般の講
義スタイルよりも時間がかかるとされるアクティブ・
ラーニングは一見すると不向きであると考えられる。
現状としては、アクティブ・ラーニングの基本である
復習よりも予習を重視する考え方ではなく、授業内で
取り上げた内容で理解しづらいあるいは苦手だと感じ
た小問題（Lesson）の復習にウエイトが置かれている。
授業では、予習をしておくと授業が理解しやすくなる
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ということを伝えてはいるが、
「授業時間内で学習でき
るなら、余計な時間を割きたくない」という意見が数人
から挙がった。授業の進行に影響は及ぼさないため、特
に問題視はしていないが、授業を受講することは資格
取得のためと割り切っている学生も少なくない。かつ
て同じ科目の受講生であった Teaching Assistant
（TA）
の知識やスキルが不十分なケースも多く、実務で要求
される問題解決力（ケースメソッドによる応用力）が低
い、いわゆるマニュアル依存型という印象を受ける。
筆者自身、指導時間が限られていることで、ついつい
「ここをクリック」
、
「ここに○○と入力」と操作説明中
心になりがちで、学生がどの程度理解しているのかを
確認する余裕がない。特に資格対策の授業については、
合格率が高ければ良いと割り切る考え方が主流である
が、教育現場において、本当にそれが正しいのか疑問が
残る。
今回の調査から、全体として基礎情報処理のクラス
でもアクティブ・ラーニングへの期待が大きいことが
分かった。次の段階としては、制約の多い環境で、どの
ようなアクティブ・ラーニングをどんな方法で進めて
いくべきかについて、実際に授業内に取り入れながら
調査をしていきたい。

5.
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Troubles at turn-taking in conversations between older- and youngeradults: Analysis of call-log data at a customer call center
Etsuko T. Harada, and Masakazu Ikenaga
University of Tsukuba,
etharada@human.tsukuba.ac.jp

Abstract
In order to investigate the characteristics of
conversation with healthy older adults by younger
adults, 18 voice recorded data at a customer call
center in a food company were analyzed, especially
about their temporal structures, i.e., turn taking. In
general, older adults showed more interruption, and
qualitative analysis showed that those interruption
occurred mainly at the timing that they thought they
got enough information. Relation between those
interruption in conversation by older adults and
cognitive ageing were discussed.
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コミュニティの境界はいかにして構成・横断されるのか
―超小型衛星開発プロジェクトのエスノグラフィーを通した活動理論的考察―

How are Boundaries of Communities Constructed and Crossed?
- Consideration From the Perspective of Activity Theory Through an Ethnographic Study
in a Project for Developing a Nanosatellite 渡辺 謙仁，田邉 鉄
Takahito Watanabe, Tetsu Tanabe
北海道大学
Hokkaido University
t_watanabe@imc.hokudai.ac.jp

概要

活発になってきた[3]．しかし「境界とは所与のもので

本研究の目的は，コミュニティや活動の境界はいか
にして構成され，また横断されるのかを，超小型衛星開
発プロジェクトのエスノグラフィーを通して活動理論
の枠組みから考察することである．本研究の結果，活動
拠点という物理的空間に入るための鍵などの分かり易
い存在だけでなく，身体の移動や，集合的活動が向かう
対象の特質もまた，活動とその境界のあり方を媒介し
ていたことが分かった．

はない．言語的，技術的道具や規則や制度，暗黙的な前
提や慣習や関心，資格，制度，その他扱う媒体，それら
が複雑に絡み合って生じる社会的構成物である」[4]．
越境を巡る問題を議論していく上では，そもそも境界
とはいかにして構成されるのかを明らかにすべきであ
ろう．
一方，この十年弱の活動理論を巡る研究動向を見渡

キーワード：Nico-TECH:（ニコニコ技術部）, activity
theory（活動理論）, contradiction（矛盾）, wildfire activities
（野火的活動）, construction and crossing boundaries（境
界の構成と横断）, fieldwork（フィールドワーク）

すと，制度的組織を持たず分散的かつ流動的に人々が
つながる，境界が曖昧な「野火的活動」[5], [6]に注目が
集まっている．本稿で研究対象にするのは，ニコニコ技

1.

術部から立ち上がった超小型衛星開発プロジェクトで

はじめに

ある．ニコニコ技術部とは，主にニコニコ動画に媒介さ
現代ほど人々のつながり方に変化が起き，注目が集

れて野火的なものづくり活動を行う人々のコミュニテ

まっている時代はないと考えられる．家族や地域のコ

ィのことである．そのようなコミュニティの中から「は

ミュニティの形骸化やつながりの希薄化が叫ばれる一

ちゅねミク」
（ボーカロイド1「初音ミク」の派生キャラ

方で，インターネットを介した新たなつながりも生ま

クター）を乗せて宇宙空間でネギを振らせるというパ

れている．人々は他者とつながることでコミュニティ

フォーマンスをさせる超小型衛星を共同開発する「ソ

や集合的活動を形作る．人々のつながりが切れたり，変

ーシャルメディア衛星開発プロジェクト SOMESAT」

化したりするところは，コミュニティや活動の境界と

（Social Media Satellite Development Project．以下，

なる．また人々は，そうした境界を横断，つまり越境し，

SOMESAT）が 2009 年に立ち上がった．SOMESAT

つながりを結び直そうともする．つまり人々のつなが

はその後，解散することなく現在まで続いている．

り方の問題とは，コミュニティや活動の境界の構成と

SOMESAT は超小型衛星を開発し，宇宙空間へ打ち

横断の問題に他ならない．本稿の目的は，人々のつなが

上げ運用することを目的とする協働的なものづくり

りを形作るものは何か，換言すればコミュニティや活

「プロジェクト」であり，本稿執筆時現在，任意団体や

動の境界はいかにして構成され，また横断されるのか

一般社団法人といった制度的な組織や活動拠点を持ち

を，エスノグラフィーを通して活動理論の枠組みから

ながらも，ニコニコ技術部の野火的なものづくり活動

考察することである．

の歴史性に埋め込まれている．具体的には，時期による

ヴィゴツキー[1]に理論的源泉を持つ「活動理論」に

程度の差こそあるものの，
「プロジェクトには原則的に

おいて，エンゲストロームら[2]以降，異質なコミュニ

誰でも参加でき，メンバーは流動的かつメンバー／非

ティや活動の間をいかに越境し，コミュニティや活動

メンバーの境界は曖昧」
「衛星の実物大模型やプロジェ

の境界を越えた協働を生み出すかに関する議論が特に
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．

1
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クトのプロモーションビデオといった有形無形の人工

と記号による媒介，3.行為と活動の相互の構成，4.変化

物 が 自 発 的 に 多 数 作 ら れ て い る 」「 メ ン バ ー は

の源としての矛盾と逸脱，5.歴史性）に示される[6]．こ

SOMESAT 内外の人々のつながりを動員して，衛星開

こでは紙幅の都合上，活動理論の五原理のうち，本稿に

発にとどまらず小型ロケットの打ち上げや模擬衛星の

おける分析に特に関係する「対象志向」
（2.1.1）
，
「ツー

競技大会への参加などの航空宇宙関連の幅広い活動を

ルと記号による媒介」と「変化の源としての矛盾と逸

自発的に行っている」といった特徴を持つ．

脱」
（2.1.2）について解説する．

このような，プロジェクトでありながら野火的な側

2.1.1 「対象志向」

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，活動に参加する

活動理論で分析単位とする活動は，活動を引き起こ

人々がいかに境界を構成し，また横断しているかに関

す何らかの「対象」（object）を志向したものであり，

する興味深い知見が得られると考えられる．また，超小

対象なき活動などありえない．活動が対象を持たない

型衛星という具体的な人工物を協働的につくる活動に

ように見えることもあるが，活動を活動理論で分析す

着目することで，相互行為の意味や，活動の目的とある
時点での状況との位置・方向関係等が見えやすくなり，
人々が境界を構成したり横断したりする意味の理解可

る場合には，活動の対象を明らかにしなければならな
い[7]．活動の対象とはつまり，活動の有効な「動機」
のことである[7]．また動機は，自覚され意識化される

能性が高まると期待される2．

と「目的」に転化する[7]．一般的に対象＝動機は捉え

本稿では，活動理論の分析枠組みのエッセンスであ

どころのないこともあるが，目的は明確に意識化され，

る五原理を踏まえつつ，SOMESAT に参加する人々が

達成されたかどうかや，ある時点での状況との位置・方

境界を構成し横断する実践についてフィールドワーク

向関係等が評価し得るものである．

を通じて詳細に記述し，いかにして境界が構成され，ま
た横断されるかを考察する．以下，2 章では活動理論の

2.1.2 「ツールと記号による媒介」と「変化
の源としての矛盾と逸脱」

五原理と境界に関して解説する．3 章ではフィールドの
概要をまとめる．4 章ではデータ収集の方法を説明す
る．5 章では本研究の結果と考察を述べる．6 章では結
語を述べる．

2.

活動理論の五原理と境界
本章では，活動理論の五原理（2.1）
，活動理論におけ

る境界（2.2）の 2 つの節に分けて，活動理論の五原理
と境界に関し，特に本稿の分析に用いる理論的観点に
ついて解説する．

2.1 活動理論の五原理
図 1 活動システムの媒介的構造
活動理論は「文化歴史的活動理論」とも呼ばれる，

(エンゲストローム[6]の図 2-1 を改変)

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

「ツールと記号による媒介」と「変化の源としての矛

つ理論である．活動理論の主な論者には，レオンチェフ

盾と逸脱」は関連性が強いため，同時に説明する．人々

[7]やエンゲストローム[6], [8]がいる．活動理論は人々

の集合的活動は，そのシステム内部で観念的および物

の集合的活動（活動システム）を分析単位とし，その分

質的なツールと記号（媒介的道具）
，ルール，分業とい

析枠組みのエッセンスは五原理（1.対象志向，2.ツール
この考えは，テレビ番組という具体的なものをつくる「セ
サミストリート」の制作現場に，多分野の人々が真剣に協働
するワークショップの源流を見て取ったという，日本認知科

学会の教育環境のデザイン分科会での上田の発言[26]から着
想を得ている．

2
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った構成要素に多元的に媒介されており（図 1）
，また

説する．例えば，互いに異質な活動がある時，それらの

外部の異質な活動システムと相互に作用し合っている

活動間の越境を意図して新たな活動 A が作られたとす

が故に，様々な異なる視点や「声」を含み，障害や逸脱

る．この時，異質な活動間の境界は解消されたようにも

が起きる可能性を孕んでいる．一見個別的で突発的な

見える．しかし，新たに始まった活動 A に参加するメ

障害や逸脱も，活動システムの歴史に埋め込まれた矛

ンバーと参加しないメンバーとの間に，新たな境界が

盾の現れである．矛盾は，障害や逸脱の要因を理解する

構成されたとも言えるのである．

のに役立つだけでなく，活動システムの変化と発達の

香川[10]はまた，境界変容という視点は「当人がどう

源でもある[6]．

いうアイデンティティないしポジションに立つかで，
境界の見え方が変化することも意味する」ことを指摘

2.2 活動理論における境界

している．このことは，本稿のように研究者がフィール
ドにおいて「参与観察」を行う場合は重要な問題にな

「境界」とは，香川と青山[9]によれば，異なる活動

る．研究者はフィールドに「参与」することにおいては

や文脈，集団やコミュニティの間で生じる乖離やギャ

フィールドの境界内の一員であるが，一方でフィール

ップのことである．本稿でも，この意味で「境界」とい

ドを「観察」することにおいてはフィールドを対象化し

う語を用いる．香川と青山[9]は境界について，次のよ

ているので，ある意味ではフィールドの境界外の存在

うに言う．

である．また，研究者はフィールドの人々とラポール
（親和的・共感的関係）を築けないと感じる場合もある．

人間社会においてさまざまな境界問題が生じている．たと

この場合は，研究者はフィールドの境界内に入れてい

えば，ユーザーが求めるものとデザイナーがつくるものとの

ないと言えるだろう．フィールドの境界内に入れない

ズレ，部署や職能部門間のすれ違い，派閥間の闘争，領土や

ことによって，境界がより可視化され，その詳細な観察

国境をめぐる争い等，さまざまな種類の境界問題があちこち

が可能になり，境界がいかにして構成され，コミュニテ

で発生している．悩ましいのは，私たちは自集団に独自の文

ィや活動にどのような影響を及ぼすかといった考察を

化を培ったり，集団内の結束を高めたりする必要がある一方

深められるとも言える．加えて，研究者がフィールドの

で，気づけばそれが他集団との境界を顕在的，潜在的に強化
してしまうという矛盾を抱えてしまっている点である．また，
集団間で設けたコミュニケーションの機会が，逆にますます

境界内に入れていると感じていても，研究者には不可
視な，フィールドの一部の人々しかその内側に入れな
い境界があるかも知れない．さらには，フィールドの

境界を強めていく場合さえあるのも，境界問題をいっそう難

人々が研究を妨害せず協力もするが，歓迎はしないと

問にする[9]．

いったような，自身が境界の内側に入れているのか研
究者には見えにくい場合もあるだろう．

香川と青山[9]は境界が持つ矛盾ないしダブルバイン

研究上，フィールドの人々とラポールを築くのが常

ドを的確に言い表していると言えよう．活動理論にお

に良いことだと素朴に考えたり，ラポールを築かなけ

ける境界への関心は，その理論的源泉であるヴィゴツ

ればならないと強迫観念的に考えたりするのは適切で

キー[1]に遡る[10]．ここでは紙幅の都合上，特に本稿の

はないだろう．参与観察を行う研究者は，時と場合に応

分析に関係する観点に限り，活動理論において境界が

じてどのような立場でフィールドと向き合うかによっ

どのように捉えられてきたかを解説する．以下，境界変

て，フィールド内外等の境界を揺れ動いており，フィー

容（boundary transformation）
（2.2.1）と境界の非所

ルドとその境界の見え方や記述が様々に変化すると考

与性（2.2.2）に分けて解説する．

えられる．ある活動をフィールドとして構成して参与
観察を行う研究者はこのことを自覚し，内省すること

2.2.1 境界変容

が必要になる．

境界横断や越境と言う時，異質な活動や文脈の間に
あった境界が解消されていくものとしてイメージされ

2.2.2 境界の非所与性

やすいが，越境とはむしろ，香川[10]が言うように「従
来の境界のあり方が変わり再構成される過程」である．
ここでは香川[10]に倣い，
「境界変容」という見方を解
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界は活動を阻害する，乗り越えるべきものとして捉え

ーネットで誰でも閲覧できる．SOMESAT のプロジェ

られ，異質な活動や文脈の間をいかに越境するかが議

クトは異なるカテゴリの技術者や事務担当者たちの相

論されてきた．そして，実際のフィールドにおける検討

互作用，つまりソーシャルメディア的な手法によって

を通じ，しばしば越境は困難であることも指摘されて

進められている．また，衛星打上げ後は，ミクが宇宙で

きた．だがそもそも，境界は所与のものではない．人々

ネギを振っている映像をソーシャルメディアに流すな

は世界を理解し改変することができるようにするため

ど，ソーシャルメディアと連動した実践を行っていく

に境界を構成する．境界とは，人や様々な人工物のつな

ことが考えられている．SOMESAT とは，ソーシャル

がりから成る本来継ぎ目の曖昧で複雑な関係的世界を，

メディアによる，ソーシャルメディアとしての衛星開

言語や身体などを媒介し，複数の異なる集まりとして

発プロジェクトである．

まとめ，それらを時空間の異なる位置に配置すること
で構成されるものである[10]．岡部[11]の言葉を借りれ
ば，
「境界をデザイン」していると言えるだろう．境界
が所与のものだと思えるほどに実体的に構成されるこ
とで初めて，人々は複雑な関係的世界を理解可能にな
り，働きかけたり改変したりすることができるように
なるのである3．だが，越境を巡る問題を議論したり，

図 2 SOMESAT ロゴ[14]

越境を実現しようとしたりするなら，境界が所与のも
SOMESAT では 2018 年 4 月まで毎週末，ニコニコ

のではないことを思い起こし，そもそも境界とはどの
ように構成されるのかを明らかにすべきである．

技術部員の一人が部員同士の交流のために立ち上げた

なおここで，境界は，必要とされて構成される一方で

IRC（Internet Relay Chat）というテキストチャット

活動を阻害する場合もあること，そうした境界を乗り

のチャンネルを用いて，プロジェクト遂行のためのオ

越えるために設けられた場の存在がかえって境界を強

ンラインミーティングや雑談を行っていた．2018 年 4

化することなどの重層的な「矛盾」を抱えており，また

月からは，ログが IRC よりも確実に残るという理由か

そうした矛盾や活動間の差異は変化の原動力でもある

ら，オンラインミーティングや雑談の場として，Slack

こと[12]を指摘しておきたい．

というメッセージアプリを用いている．
また，関西に住むメンバーが大阪日本橋の電気街に

3.

ある活動拠点「SOMESAT 大阪ラボ 305」で開発作業

フィールドの概要

やオフラインミーティングを行ったり，NT 京都などの

本章では，フィールドである SOMESAT の特徴を記

ものづくりの展示会に出展したり，能代宇宙イベント

述する．活動理論では活動の歴史性に着目するため，歴

などのモデルロケットや模擬衛星の競技大会に参加し

史的経緯を踏まえておくことは重要なことであるが，

たりもしている．活動拠点に加えて，任意団体や一般社

紙幅の都合上，SOMESAT が生まれた社会技術的背景

団法人といった制度的な組織も持ちながらも，IRC へ

と歴史的経緯については渡辺と田邉[13]に譲り，
ここで

の出入りはパスワードや招待なども不要で，誰でも自

は割愛する．

由に行えるようになっていた．IRC には 2009 年のプ

SOMESAT（図 2）は，キューブサットに「はちゅ

ロジェクト発足当初からずっといたメンバーもいるが，

ねミク」を乗せて宇宙でネギを振らせるとともに，その

メンバーは流動的で入れ替わってきた．IRC ではメン

ことに対する社会の反応を調べるプロジェクトである

バー／非メンバーの境界は曖昧であったが，
Slack に参

[14]．ソーシャルメディアにおいては，異なるカテゴリ

加するためには招待が必要なため，メンバーはより固

のクリエイターたちの相互作用によってコンテンツが

定的で，その境界は明確である．

生成されることがある[15]．SOMESAT はニコニコ技

SOMESAT では各メンバーが進捗報告等を行うため

術部を起源とし，原則的に誰でも参加できるし，

に BBS も使っている．2009 年 8 月から 2010 年 11 月

SOMESAT で使っている BBS（掲示板）やチャットの

までは Google グループの BBS を，2011 年 2 月から

ログ，進捗報告書類といった関連資料の多くはインタ
3

しばしば越境が困難である理由の一つはここにある．
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現在まではレンタルサーバーに設置した BBS（以下，

SOMESAT に参加する人々が境界を構成し横断する

現行 BBS）を使っている．なお，メンバーの 1 人が自

実践についてフィールドワークを通じて詳細に記述し，

作したメンバー専用 SNS の BBS を使っていた時もあ

境界の構成と横断の要因を考察するという本稿の目的

った．現行 BBS は，見るだけならパスワード等は不要

を達成するためには，実際のフィールドで調査を行う

で誰でも閲覧できるが，書き込むにはパスワードが必

ことが必要になる．そこで本研究では，フィールドでの

要である．新たに SOMESAT に参加したメンバーが現

参与観察，インフォーマル・インタビュー，半構造化イ

行 BBS に書き込もうとする場合は，既存のメンバーに

ンタビュー，関連資料の収集などを組み合わせるフィ

パスワードを教えてもらうことになる．

ールドワークを行った．フィールドワークの方法に関

メンバーの性別，年齢，職業については，2011 年 2

しては，フリック[17]や小田[18]，藤田と北村[19]を参考

月に，18 人に対する対面での質問紙調査を行っている

にした．

ので[16]，その時の調査結果を簡単にまとめておく．性

SOMESAT では，活動拠点などでオフラインで会っ

別は全員男性であった．年齢については，平均は 27 歳

て話し合ったり，NT 京都などの自分で作ったものを持

だが，10 代から 50 代まで広く分布していた．職業に

ち寄って交流する祭典に参加したりすることもあるが，

ついては，半数が会社員であったが，公務員や学生もい

定期的に BBS や IRC 等を用いて衛星開発やプロジェ

た．前述の通り，メンバーは流動的で入れ替わってきた

クト進行に関する話し合いを行っている．そこで本研

ので，本稿執筆時においては，質問紙調査時から性別，

究では，研究者の身体をフィールドに投じる従来型の

年齢，職業の分布が変わっていると考える方が自然で

フィールドワークも用いるが，オンラインで関連資料

ある．なお，質問紙調査の結果では，メンバーの性別は

の収集や参与観察，インタビューなどを行う「オンライ

全員男性であったが，メンバーに女性がいたこともあ

ン・エスノグラフィー」を主な方法として用いる．なお，

ったようである．実際，自分は女性であると IRC で自

オンラインのインタビューには， Skype の音声チャッ

己紹介するメンバーがいた．だが，女性に成りすました

トや電子メール，現行 BBS や IRC 等を用いた．本稿

男性メンバーである可能性もある．いずれにせよ，

の発表前には，真実性などが確保されているかどうか，

SOMESAT で使っていた／る IRC や BBS は，性別や

SOMESAT のメンバーに確認を求めた．

年齢といった｢リアル｣の属性を見えにくくするツール

第一著者が SOMESAT でフィールドワークを行った

である．
「男女」間や「世代」間の境界を見えにくくし，

のは 2010 年 9 月から本稿執筆時までであるが，それ以

またそのことでリアルとの境界を可視化するツールで

前の IRC や BBS の過去ログもデータとして用いる．な

あるとも言える．一方，Slack もそれ自体はリアルの属

お，SOMESAT で使っている IRC はログインしなくて

性を可視化しないツールだが，現状招待されているの

も誰でも過去ログを閲覧することが可能なので，ある

は，管理者がオフラインで会ったことがあり，性別や

メンバーがしばらくログインしていないからといって，
そのメンバーが SOMESAT に全く関心がなくなったと

（だいたいの）年齢，職業といった属性が明らかなメン

は判断できない．第一著者が IRC でニックネームを確

バーがほとんどである．

認したメンバーは 60 人ほどであるが，オフラインで会

4.

データ収集の方法

ったことがあるのは 25 人ほどである．また，Slack に

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

参加しているメンバーは本稿執筆時，第一著者を含め
て 10 人である．

5.

ークを行うことで，活動に参加する人々がいかに境界

結果と考察

を構成し，また横断しているかに関する興味深い知見

本章では，活動理論における五原理と境界といった

が得られると考えられるからである．また，SOMESAT

理論的観点を踏まえつつ，SOMESAT という活動を巡

には原則的に誰でも参加でき，関連資料の多くは誰で

る境界がどのように構成されたり横断されたりしたの

もオンラインで閲覧できるという，フィールドへのア

かを明らかにするために，その要因として考えられる

クセスの容易性も，SOMESAT をフィールドとして選

ことを提示し，考察を加える．以下，活動拠点という境

択した大きな理由である．

界（5.1）
，
「限定客観的」な対象を生み出すニコニコ動
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画というツール（5.2）
，限定客観的な対象が可能にする

著者が訪問する少し前から，関西在住の SOMESAT メ

「消極的」な協働生産（5.3）
，対象を具体化する実践（5.4）

ンバーがシェア工房に集まり，オフラインミーティン

について事例も示しながら記述し，検討していく．

グ等を行っていたそうである．関西の SOMESAT メン
バーがシェア工房に集まっているうちに，衛星開発に

5.1 活動拠点という境界4

使ったり，法的な契約の際に住所として使用したりす
る SOMESAT 専用の場所が欲しいという集合的な動機

ここでは境界構成の例として，SOMESAT の活動拠

が形成され，シェア工房と同じ雑居ビルに SOMESAT

点が確保されたことを示す．2015 年 9 月，関西に住む

大阪ラボ 305 が作られた．SOMESAT の活動では，活動

SOMESAT のメンバーが大阪日本橋の電気街にある雑

拠点の確保という物質的・場所的な境界の構成という

居ビルの一室を賃貸契約し，活動拠点を確保した．ここ

実践さえも，ニコニコ技術部の野火的なものづくり活

は，大阪の雑居ビルの 305 号室にある SOMESAT の

動の歴史性に埋め込まれていると言えるだろう．

研究室ということで，
「SOMESAT 大阪ラボ 305」と呼
ばれている．本稿執筆時，ここでは開発作業やオフライ

5.2 「限定客観的」な対象を生み出すニコニ
コ動画というツール

ンミーティング等が行われている．活動拠点は有形で
物質的，そして場所的な境界である．活動拠点に入るた
めの有形の｢カギ｣や場所性に媒介され，カギを持つ者

限定客観性（Bounded Objectivity）とは，ハーバー

と持たぬ者，活動拠点に近いところに住んでおり頻繁

ト・A・サイモンの「限定合理性」
（Bounded Rationality）

に行ける者と行けない者，などの間に境界が作り出さ

をもじって情報環境研究者の濱野[22]がつくった造語

れる．

である．濱野によれば，ウィキペディアや Linux 等の

活動拠点に頻繁に行ける者同士でコミュニティが形

オープンソースソフトウェアのように明確な改良基準

成され，行ける者の実践にはコミュニティから正統性

がないにも拘わらず，ニコニコ動画上でユーザーのコ

が与えられる．こうしてコミュニティへの｢正統的周辺

ラボレーションによって初音ミク等のコンテンツの N

参加｣[20]も可能になり，定義的に純粋な野火的活動と

次創作が生じたのは，動画の上にユーザーのコメント

は 異なる 実践が 可能にな る．そ うした 実践 は，

が重畳表示され，ユーザーの主観的な感情が疑似同期

SOMESAT がプロジェクトとして最低限のまとまりを

的に共有されることによって，ニコニコ動画のコミュ

保ち，集合的な目的を達成する上で，必要なものかもし

ニティの内側に「限定」されるとはいえ，コンテンツの

れない．

評価基準が「客観的」と言えるほどに共有されたからで

アンダーソン[21]がナショナリズムの起源の一つと

ある．ニコニコ動画というツールに媒介されて，限定客

して，クレオール5たちによる植民地内の首都などへの

観的な活動の対象が生み出されたと言えるだろう．

移動が国民意識と国民国家を形成していったことを挙

ニコニコ動画ユーザーではない人々の中には，初音

げているように，SOMESAT においても活動拠点への

ミクには全く興味がないどころか，むしろ嫌いである

身体の移動が，オンラインの野火的活動から始まった

という人々もいる6．このような，濱野が限定客観性と

「想像の共同体」とその境界の実体化に寄与したと言え

いう言葉で示した，ある社会集団や文化の内側にのみ

るだろう．

限定的に客観的な価値が生じ，他の集団のメンバーに

SOMESAT 大阪ラボ 305 は，ニコニコ技術部員が管

は全くその価値が理解されないという事態は，ニコニ

理しているシェア工房と同じ雑居ビルに入居している．

コ動画のコミュニティに限らず，民族や宗教，国家とい

2015 年 3 月 21 日に第一著者が訪問した際には，シェ

ったあらゆる社会集団（間）や文化（間）に普遍的な事

ア工房には 3D プリンタ等の工作機械が置かれ，ニコニ

態である[22]．特定の社会集団や文化の内側でのみ生活

コ技術部らしい簡単な電子工作等が行われていた．こ

しがちな我々には，こうした事態は見えづらくなりが

のシェア工房は管理人の許可を得た者なら自由に使え，

ちである．ニコニコ動画のコミュニティという，特異に

5.1 節の内容は，渡辺と田邉[13]の一部を加筆・修正したも
のである．
5 ヨーロッパ系の出自を持つが，ヨーロッパ以外の地域で生
まれた者[21]．
6 勿論，ニコニコ動画ユーザーの中にも，初音ミクが嫌いと

いう人々もいるだろう．よって，初音ミクというコンテンツ
の価値や評価基準の客観性は，ニコニコ動画のコミュニティ
の中でも一部においてのみ限定的に成立すると言えるだろ
う．

4
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も見える集団を取り上げることによって，こうした事

プロジェクトは現実的に遂行可能である．
HAXA 構想[24]の概要[25]

態が見えやすくなる．ここにも，SOMESAT のようなコ
ミュニティをフィールドとする意義が認められる．

一方で，
「はちゅねミク」は限定客観的な対象ゆえ，

5.3 限定客観的な対象が可能にする「消極的」 その客観性が成立するコミュニティとそうでないコミ
ュニティとの間に明瞭な境界を構成する．上述したよ
な協働生産
SOMESAT が対象とする
「はちゅねミクのネギ振り」
も，ニコニコ動画のコミュニティの内側の一部に限定

うな不明瞭な境界と，今述べたような明瞭な境界が同
時に構成されたと言える．ここでも，境界は矛盾を内包
した存在であることが確認される．

されるとはいえ，ニコニコ動画というツールに媒介さ
れてその価値や評価基準が客観的と言えるほどに共有

5.4 対象を具体化する実践

された対象である．本稿執筆時において，ニコニコ動画
で「はちゅねミク」というタグが付けられた動画は

SOMESAT の発案者の一人である超電磁 P は，後に

1,792 件に上り，数多くの人々が，はちゅねミクを表象

SOMESAT へと発展した構想の一つである HAXA（は

する人工物を作ってきたことが分かる．その中には一

ちゅね宇宙航空研究開発機構）の意義等について，上記

度も SOMESAT の IRC で他のメンバーに挨拶したこ

の事例のように語っている．また 2010 年 1 月には，超

とがない者が作った SOMESAT の PV や実物大模型も

電磁 P が「線表」と呼ばれるプロジェクトの将来計画

ある．評価基準が客観的と言えるほどに明瞭に共有さ

を表すツールを IRC で示したことをきっかけに，
「プ

れた対象だからこそ，濱崎[23]がニコニコ動画における

ロジェクトの遂行に十分な費用を掛け，衛星のミッシ

初音ミク関連のコンテンツを題材にして分析している

ョン（宇宙ネギ振り）の成功確率を上げたい」
，
「逆にな

ような，他者との積極的な調整を経ない，つまりは直接

るべく費用を下げて，多くの人が衛星開発にチャレン

の知り合い同士のつながりに限定されない，不特定多

ジしたくなるようなインパクトを与えたい」といった

数の人々の消極的な協働による生産が可能になったと

ような，衛星の設計思想やプロジェクトのあり方を巡

言えるだろう．知り合い同士だけを明瞭に囲い込む形

る議論が起こる．SOMESAT はニコニコ技術部の中か

ではない，不明瞭で開かれた境界が構成されたとも言

ら出火した小さな野火がつながり大きな山火事になる

える．SOMESAT の発案者の一人である技術者の超電

かの如く形成されたが故に，個々人の動機＝対象には

磁 P[24]も，下記の事例において，
「
「ミクが宇宙に飛ぶ」

潜在的な大きな差異があったが，その差異が「線表」と

なら，単純明快」と言っている．

いう対象へ向かう活動の将来計画を表すツールの提示
をきっかけにして可視化されたということだろう．
そして，SOMESAT メンバー達は，
「そもそもなぜ，

［事例］
超電磁 P： 技術者は専門的で難しいことを語りたがるので，

自分はこのプロジェクトをやりたいのか」を Google グ

技術者でない人には話を理解してもらいにくい．一方，
「ミ

ループの BBS に書き，メンバーが自己と他者の

クが宇宙に飛ぶ」なら，単純明快であり，人気が定着してい

SOMESAT への参加動機を知ることから始めることに

るキャラクターなので，多くの人に共感してもらいやすい．

なる7．その後，SOMESAT メンバー達は IRC での議

加えて，ミクは二次創作が自由に出来，権利関係の問題も少

論を通じ，互いの動機が重なるところも見出している．

ないという利点もある．人工衛星の開発には総合的なシス

BBS への書き込みや IRC での議論から自己と他者の

テム設計が必要になるので，普段の仕事では経験できない

SOMESAT への参加動機の差異と重なるところを可視

ような分野の技術も経験でき，技術者として面白い．ニコニ

化しようとすることで，集合的活動の対象がより具体

コ技術部はものづくりが好きな人が集まっているだけで組

的に捉え直されたと言えるだろう．このような実践を

織としての実体がないので，工程やリスクの管理，人材や資

通して，集合的活動の対象＝動機を自己の動機と関連

金の確保などのマネジメントの問題がある．一方で，インタ

付けて活動に参加できる者とできない者の間に，境界

ーネットの利点である，情報や物がすぐに手に入る，色々な

が構成されると考えられる．実際，SOMESAT におい

技術や技能を持った人とつながるといった点を活かせば，

ても，上記の出来事の後しばらくしてから SOMESAT

7

BBS への書き込みの具体例の本稿への掲載は差し控える．
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から離脱するメンバーがいた．
集合的活動の対象を具体化する実践は，活動に参加
する個人間の活動への参加動機の潜在的な差異を可視
化し，個人間に境界を構成してしまうだけにも思われ
るが，そうではない．確かに，集合的活動の動機は個々
人の動機が集合することによって形成されることから，
様々な差異や矛盾を孕んでいる．SOMESAT のような
野火的に形成された活動においては尚更だと考えられ
る．しかし，そのような差異や矛盾は活動の変化と発達
の源でもある[6]ことから，差異や矛盾を可視化するこ
とは活動の変化と発達につながることでもあるのであ
る．

6.

結語

本研究の結果，新たな文化的実践とそれを担うコミ
ュニティが集合的・自発的に生み出され，活動が拡がっ
ていく様子を，活動の初期からフィールドにおいて直
に参与観察することができた．そこではさまざまな境
界が新たに構成され，また横断されると言ったように，
常に境界が変容していた．境界の変容を媒介する人工
物として，先ずは活動拠点という物理的空間に入るた
めの鍵などの分かり易い存在が挙げられる．だがそれ
だけでなく，身体の移動や，集合的活動が向かう対象の
特質もまた，活動とその境界のあり方に関わっていた．
今後は，コミュニティのメンバーの具体的な語りな
ども示しながら，境界が構成され，また横断される様を
より説得的に描いていきたい．
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相互行為における「ペンの持ち方」の検討
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Abstract

制約に基づき人々は行為を行っていると考えたい
(例えば，ペンで書字行為をするときには，ペン先を

We analyzed using exploratory and quantitative methods,
conversations in which participants held and used the pen and
reported the result of analysis of relationship between the
onset of writing and form of holding pen. Analyzing data were
order decision task conversation with two participants in front
of whiteboard. The results showed that either writing
participant or not-writing participant sometimes changed the
form of holding the pen into the form for writing three seconds
before the onset of writing during the interaction. Further,
when one participant changed the form for writing, the other
sometimes did not change the form of holding pen.

上に向けることはできないし，細かく文字を書くな
らば握りしめるような持ち方もやめたほうがよい)．
そして相互行為上で道具利用がなされるとき，人々
は他者の道具利用を見て，なされるべき行為が理解
可能ではないだろうか（例えば，ペン先を上に向け
た状態の人が，すぐさま書字行為をしないことや，
握りしめた状態で書くならば，細かい内容を書かな
いなど）
．本研究では人の行為は道具の構造に制約さ
れ，その構造に基づき，他者の行為を理解している

Keywords ― Social interaction, Using tools, Writing.

1.

可能性について，探索的な定量分析を実施する．つ

はじめに

まり道具を適切な形式で持つことは，次の行為と結
びつき，その結びつきは他者にとって理解可能なも

我々の日常生活の中で他者と行う相互行為の多く
は，無手でなされるだけではなく，様々な道具の利
用を伴いながらなされる．例えば，2 人が目的地に

のであり，そのことによって他者は次の行為を決め
ているか，否かについて検討を行う．具体的には他
者のペンの持ち方によって，その参与者が書字行為

向かって歩くときには目的地が示された道具(例え
ば地図，最近ではスマートフォン内の地図アプリな
ど)を用いながら会話するだろう．このような道具利

を行うことを予測し，その予測に基づき行為してい
るかについて，実験会話データを用いて検討を行う．

用がなされた相互行為を対象とした研究が，近年数
多く行われている[1]．例えば，考古学のフィールド
調査時に用いられるマンセルカラーチャートという

2.

専門的道具を用いた相互行為を対象としたもの[2]，
子供にヴァイオリンを教えるという相互行為場面
[3]の検討が行われている．これらの検討は，我々が

分析データ

本稿で分析対象とするのは，2 名の参与者による課
題遂行型実験会話である．課題として複数の選択肢の
順番を相談して決める「順位決定課題会話」を提示し
た．その課題では，10 種の動物を提示し，その動物を

相互行為を通して道具の構造を理解し，そしてその
構造を資源として用いながら我々の相互行為は展開
されているということを示してきた．特にこのとき，
西阪[3]は，我々の用いる道具には，人々がどのよう

日本らしい動物の順番に並べてもらうものである[4]．
実験手順は，各々の参与者が，日本らしいと思う動物の
順番を決定する．その後，2 人で話し合い最終的な順位
を決定するというものであった．

に使うべきか，どのように見るべきなのかといった
規範的構造が埋め込まれており，その構造への理解

2 名はホワイトボードシートを天面に貼った昇降デス
ク(160cm×80cm，高さは 70 から 120cm まで調整可

にもとづき，道具は相互行為を展開するための資源

能で，90cm 付近で固定)の前に立ってもらい，ホワイ

として利用されているとした．
これらの知見は，相互行為における道具がどのよう

トボードにそれぞれの順位，及び相談によって決定し
た順位を書くように教示した．ホワイトボードマーカ

に相互行為的資源となるか，を示したものである．

ーは 2 本用意しており，ホワイトボードイレイザーは

このことを踏まえつつ，本研究では，人々の日常的
な行為は道具の構造による制約を受け，同時にその

1 つ用意していた．ビデオカメラは，参与者たちが立つ
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側とは机の逆側に 2 台，さらに天井より 1 台から収録
し可能な限り，参与者たちの振る舞いと，ホワイトボー

ていたかについて分類を行った．同時に，対象デー
タ内で，書字行為を投射するものとして，ペンの持

ドに書かれた文字を確認可能なものとした（図 1）
．

ち方に着目し，参与者たちがペンをどのように持っ
ていたかを分類していった．
3.1 行為の符号化
ペンを持った状態の行為は，以下のように分類した．
(1) write: ペンを持ってホワイトボードに書いてい
る状態である
(2) point: ペンを持って何かを指し示している状態
(3) open: ペンの蓋を開ける行為
(4) shut: ペンの蓋を閉める行為
(5) hold: ペンをもっていたまま保持された状態
(6) other: その他の状態(例えば，両手の間でペンを
投げている状態がなどが含まれる)
(7) misc: 参与者の手及び持ったペンが画面外に置

図 1 実験会話状況

かれ，判別困難な場合

以上の実験会話データを 3 ペア収録し，合計 6 名の
振る舞いを分析対象とした．それぞれのペアの収録時

3.2 ペンの持ち方の符号化

間は 45 分から 60 分であった．一方でこの課題は前述
のように個々人が順位を決定するフェーズと，相談を

ペンの持ち方は以下のように分類した．
(a) WRITE: 筆記形でもっている

行うフェーズからなる．ペンを利用した相互行為場面

(b) COVER: 親指／人差し指をペンに沿わせる形

を見るため，本稿はデータ内の相談フェーズのみを対

(c) preWRITE: 緩めた筆記形(すぐさまに筆記形に移

象とした．相談フェーズはそれぞれ 10 分から 20 分で

行できる状態)

あり，分析対象とした時間の合計は 51 分 17 秒であっ

(d) GRIP: ３本指以上で握りしめている状態

た．

(e) tfHOLD: ２本指で挟んでいる状態
(f) other: その他の状態(例えば，両手の間でペンを投

相談フェーズにおいて，参与者たちは互いの順位を参
照しつつ，ホワイトボードに書き込みを加えながら，相

げている状態がなどが含まれる)

談を進めていた．そのため，参与者たちはホワイトボー

(g) misc: 参与者の手及び持ったペンが画面外に置
かれ，判別困難な場合

ドマーカーを用いる，またはしばしば持ったまま会話
を行っていた．そして，ホワイトボードに書き込みを加

4.

えることを同時に行うことは，ほとんど起こらず(全体
内 1.93 秒のみ)，どちらか一方が書き込む(360 秒)／ど

分析

以上の相互行為内の人々の符号化による振る舞い
の種類を用い，分析を行う．まず書字行為以前に人々

ちらも書き込まないことを行っていた．

がどのようなペンの持ち方，どのタイミングで開始

3.

していたかについて検討する(分析 1)．同時に他者の

符号化ルール
会話参与者たちが，自身が書くことを投射し，さ

書字行為以前に対して，人々がどのようなペンの持

らにその投射に対して，相手が書かないことを示そ

ち方をしていたかについて検討する(分析 2)．最後に

うとするなどの適切な反応をしているか否かを探索

人々の間でのペンの持ち方時間的関係性について検

的検討するために，分析データ内の人々の行為とペ

討する(分析 3)．

ンの持ち方について符号化を行った．データ内で，
4.1 書字行為とペンの持ち方変化

人々は様々な行為を行っており，それを網羅的に符
号化することは困難である．本稿の目的を達成する

データ内において，書字行為(write)が開始された

ために，参与者がいずれかの形でペンにもった状態
のみを対象とし，ペンを用いてどのような行為をし

のは 81 回であった．このときの書き手のペンの持
ち方は，WRITE が 78 回，preWRITE が 1 回，GRIP
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が 1 回であった．
参与者のペンの持ち方を変化開始点を抽出した．持
ち方の変化は 769 回生起していた．その中の持ち方
の種類の個数は，以下のようになった; WRITE は
145，COVER は 70, prewrite は 174, GRIP は 205,
tfHOLD は 29, other は 18, misc は 128.
なお以下の分析では，持ち方については解釈が困難
な other と misc については取り除き分析を行った．
以下では書字行為の開始点とペンの持ち方変化開
始点の 2 点間の時間差及び，その際のペンの持ち方
の種類について分析結果を報告していく．
図 2 書字行為以前の持ち方の変化の生起頻度

4.2 分析 1: 書き手の書字行為開始直前の持ち方の
変化
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小さなものを，持ち方変化から直後の書字行為開始
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いずれも WRITE フォームへ変化させていた．それ
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方を変えたのかについて検討を行った．書字行為開
始と同時に持ち方を変えていたのは２回のみであり，
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まず書き手が書字行為を開始する以前に，いつ持ち

図 3 書字行為以前の持ち方の変化の生起頻度と種類

方の変化が生起した時間差を示したものである．結
果より書く 10 秒以前から書き手は，ペンの持ち方
を変化させていることがわかる．このことを踏まえ，

図 3 より，書き手は書く 3 秒以前よりペンの持ち
方を変えることが多く，そしてそのとき WRITE フ

特に-10 秒から 0 秒までの間で，生起した持ち方は

ォームへと変化させていることが多い，といえる．

以下のようになる; WRITE は 72, COVER は 11,
preWRITE は 20, GRIP 38, tfHOLD は 1．

4.3 分析 2: 非-書き手の書字行為開始直前の持ち方

図 3 はさらに-10 秒以降について 1 秒刻みでフォー

の変化

ム変化生起頻度をみたものであり，またフォームの
種類ごとに分類したものとなる．

先の分析と同様に，今度は非-書き手が書き手の書
字動作前に持ち方を変化させた生起頻度について検
討を行った．結果は図 4 のようとなった．非-書き手
も，相手の書字動作 10 秒前に頻繁に持ち方を変更
していることが示された．10 秒内で変化した持ち方
の種類は以下であった: WRITE は 78, COVER 18,
preWRITE は 35, GRIP は 60, tfHOLD は 6．さら
に-10 秒以降について 1 秒刻みでフォーム変化生起
頻度をみたものであり，またフォームの種類ごとに
分類した結果は図 5 となった．
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手形の移行の順序について，
「参与者 A が WRITE
フォームとなること」が「参与者 B が WRITE フォ
ーム以外となること」に先行するという順序を仮定
する．
まず参与者 A の WRITE フォーム開始時点をすべ
て抽出した．他方の参与者 B のすべての持ち方変化
開始時点から上記の WRITE フォーム開始時点を引
き， 0 以上かつもっとも小さな開始点を，WRITE
フォームの開始点から他方が自身の持ち方を変更さ
せた地点としてまとめた(図 6)．
図 6 より，他者が WRITE フォームに変更させた
直後に，参与者が自身のペンの持ち方を変更する頻
図 4 書字行為以前の非-書き手の持ち方変化生起頻度
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

COVER

GRIP

tfHOLD

WRITE

度は小さく，その後の傾向も読み取ることが困難で
あった．図 7 は，他者の WRITE フォーム開始 60 秒
の幅の中で，持ち方の変更がなされた頻度及び，そ

preWRITE

の 種類 につい てま とめた もの である ．相 手が
WRITE フォームになった直後ではなく，20 秒経過
後 に変 化が生 起す ること が多 いこと ，そ して
WRITE フォームへの変化が増えることが示唆され
た．分析 1 の結果を踏まえると，WRITE フォーム

-0

-1

始していると考えられる．このことから，他者が
WRITE フォーム開始することに対して，自身がペ
ンの持ち方を変えて反応しているとはいえないと考

1

-2

2

-3

3

-4

4

-5

5

-6

6

-7

7

-8

8

9

10

-9

となった参与者は，20 秒後にはすでに書字行為を開

図 5 書字行為以前の非-書き手の持ち方変化生起頻度

えられる．

と種類

5.4 分析 3: 他者の WRITE フォーム開始後のペンの
持ち方の変化
分析 1 より，
書き手は実際に書字行為を開始する以
前からペンの持ち方を変化させていることを示され
た．そして特に WRITE フォームという，一般的に
書字行為に適した持ち方を事前にしていることが示
された．このことは単に書き手自身が準備として行
っている振る舞いであると捉えることができる．一
方で，相互行為において人々は他者の振る舞いを理
解し，それに対する反応として適切な反応をしてい
ると考えられる．前述のように，本稿が分析対象と

図 6 他者の WRITE フォーム変更後のフォーム変更

するデータでは，2 名の参与者が同時に書字行為を

生起頻度

することは少ない．以上のことから，他者の書字行
為 開始 を予測 可能 とする 持ち 方は， おそ らく
WRITE フォームである．対して，相互行為の相手
に自身が書かないことを示す可能性のある持ち方は，
様々なものがありうる．このことから，分析 3 では
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様々な振る舞いが反応の候補となりうる． この中で，

preWRITE

探索的に振る舞いの符号化と分析を続けることは，極
めて困難ではないかと予想される．
2 点目の難しさは，

6

振る舞いをしないことが，適切な反応となっている可

4

能性も捨てきれないという点である．
ペンの持ち方を変えるという振る舞いは，当然ペンを

2

操作するものである．相手が書字行為を開始しようと

0
0 -10

10 -20

20 -30

30 -40

40 -50

50 -60

しているとき，そして実際に書き始めたとき，書き手で

図 7 他者の WRITE フォーム変更後のフォーム変更

はない参与者がペンを操作することは，書き手の書く

生起頻度と種類

順番に対する侵害とみなされうるかもしれない．この
可能性については分析 3 により，
つまり他者の WRITE

5.

考察

フォームが開始されたとき，持ち方の変化の頻度が減

本稿では 3 つの探索的な分析を実施した．分析 1 よ

少していた結果が示唆的である．すなわち，このときペ

り，書き手は，書く直前(3 秒前)からペンの持ち方を変

ンの持ち方を敢えて変えないということが適切な反応

える傾向があり，特に WRITE フォームに変化させて

である可能性がある．同様に分析 2 の結果は，書き手

いることが示された．分析 2 より，書き手とならない

とならない参与者がペンの持ち方を変えるのは相手が

参与者も，他者の書字行為直前にペンの持ち方を変え

書き始める以前に集中しているという結果も，相手の

る傾向があり，特に WRITE フォームに変化させてい

書字行為に対する侵害とならない区間で，持ち方を変

ることが示された．一方で分析 3 は他者が WRITE フ

えていることを示唆していると考えることができる．

ォームに変更させたとしても，すぐに自身がペンの持
ち方を変えるわけではないことが示された．
相互行為における道具利用を考えるために，本稿では，

謝辞

実際の行為以前の道具の持ち方の変化（特に行為と結

本研究は科学研究費補助金 17840992 及び，早稲田

びついた持ち方）が，実際の行為を投射可能であり，他

大学特定課題 2017S-150 の助成を受けたものであ

者は，その持ち方から行為を予測し，振る舞いを変えて

る．

いる可能性について検討することを目的としていた．

参考文献

振る舞いの変化として，本稿ではペンの持ち方の変化
に着目したが，上記の仮説を支持する結果とはならな

[1] Nevile, M., Haddington, P., Heinemann, T., &
Rauniomaa, M(eds), (2014) Interacting with Objects
Language, materiality, and social activity, John
Benjamins.
[2] Goodwin, C., (2013) “The co-operative, transformative
organization of human action and knowledge”,
Journal of Pragmatics, 46,1, pp.8-23.
[3] 西阪仰，(2008) 分散する身体, 勁草書房.
[4] 田中久夫, (2003) すぐできる効く新選 教育研修ゲーム,
経団連出版.

かった．このことは，道具の持ち方が，実際の行為を投
射していないこと，つまり道具の適切な持ち方は，発話
による質問-応答の隣接ペアのように他者に次の適切
な行為を投射するものではない，という可能性を支持
するとも考えることができる．
一方で，非-書き手となった参与者が，ペンの持ち方を
変える以外の振る舞いによって，自身が書き手ではな
いことを示した可能性は否定できない．そのことを検
証するためには，他の振る舞いを符号化し，同様の分析
をかける必要があるだろう．しかしながら，この検証に
は 2 つの難しさが含まれている．第一に相互行為の中
で，参与者たちの様々な振る舞いの中のどれが適切な
反応としての振る舞いなのかを選択することの困難さ
である．本稿の分析では，同じ振る舞いによる反応を想
定し分析したが，この枠組を外すならば，ペンに関わる
振る舞いだけではなく，参与者の姿勢，立ち位置など
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記号コミュニケーションにおいて途中変更する意図の
伝達の成否に過去の記憶が与える影響

An influence of past memory to success of conveying
modified connotations in symbol communications
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概要

ラメータ的な仕組みが必要になると考えられるが，そ
の詳細な仕組みは未だ明らかではない．

人の記号的なコミュニケーションでは，字義通りの
意味だけではなく言外の意味が伝えられる．このた

この問題に対して我々は，二者間で字義通りの意味

め，同じ表現でも言外で異なる意味が伝えられること

と言外の意味を取り決める必要があるゲーム課題を用

が頻繁に起こる．しかし人は，過去の意味（記憶）に

いて，人と計算モデルによる実験室実験を行なってき

縛られずにその変化に柔軟に対応できる．我々は記号

た [2, 3]．この実験を通じて我々は，相手の言外の意

のやりとりを伴う同調課題に取り組む計算モデルを構

味を推定し，適宜これを修正しながら学習する仕組み

築し，その計算機シミュレーションを通じて，言外の

（我々はこれを解釈学的循環 [4, 5] の仕組みと捉えて

意味が変更された場合に，過去の意味の記憶がその伝

いる）がなければ，人との間で適切に機能する記号シ

達の成否に与える影響を調べた．結果，過去の意味の

ステムは形成されないことを示唆する結果を得ている

記憶は悪影響を及ぼさないことが確認された．これを
実現するメカニズムでは，失敗事例の学習や役割反転

[3]．
しかし，互いが相手の意図（どのような言外の意味

模倣が有効であることを議論する．

を伝えようとしているか）を推定し合うならば，当然

キ ー ワ ー ド：実 験 記 号 論（Experimental semi-

のことながら，それらの意図はゲームの途中で変更さ

otics）, 計 算 モ デ ル（Computational model）,

れる可能性が生じることになる．我々の懸念は，それ

Human computer interaction, Denotation and
connotation

までに学習された字義通りの意味が，その上位にある
メタパラメータ的な意図の変更によって無駄になるの
みでなく，変更後の学習を阻害する要因になるのでは

1.

はじめに

ないかということである．これを検証するため，本稿

人は記号を介して他者とコミュニケーションすると

では計算機シミュレーションにおいてゲーム課題途中

き，その記号には字義通りの意味だけではなく言外の

での意図の変更を行ない，その後の学習とパフォーマ

意味が込められる．例えば，
「郵便受けを見てきて」と

ンスへの影響を調査した．

言われれば，郵便受けを確認し中に手紙があればそれ

2.

を持って来て欲しいと解釈し，郵便受けをただ見ると

実験課題

いうことはしないだろう [1]．ところが，話し手の意図

実験では二人がペアになり，情報端末を介して相手

によっては，何らかの理由でただ単純に見てきて欲し

と簡単な調整課題（コーディネーションゲーム）に取

いだけということもあり得る．こういった状況に対し

り組む（図 1）．二人は，あらかじめ意味の決まって

ても，人は柔軟にその意味を汲み取ることができる．

いない 4 つの記号（図形：

つまり，同じ表現を受け取っても，相手の意図を推定

つを選び，互いに交換する．選択した記号は，画面に

し，その意図に応じた字義通りの意味と言外の意味を

表示された「メッセージを送信」のボタンを押すこと

理解することができる．こういったコミュニケーショ

で即座に相手に伝えられた．そのため，参加者はメッ

ンを運用するには，相手の意図を推定し，それがうま

セージを送る順序によって先手・後手を調整（ターン

く伝わらない時には別の意図を選択するようなメタパ

テイク）できた．メッセージ交換後，参加者は画面に
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図2

3.
図 1 端末に表示されるゲーム課題の画面

言外の意味，意図，メタパラメータの関係

計算モデル

前節で説明したコーディネーションゲームにおいて，
記号のコミュニケーションシステムを形成するために
は，メッセージの送信タイミング，メッセージ，そし

表示された 4 つの部屋のうち，ひとつにランダムに配

て部屋の位置の 3 つを決める必要がある．そのため，

置された自分の駒を，その場に留まらせるかもしくは

我々が構築する計算モデルには，メッセージの送信タ

隣り合う部屋へのみ移動させ，相手と同じ部屋に駒を

イミングを決めるテーブル（4 × 100：現在地 × 送信

移動させることが求められた．なお，それぞれがいる

時刻），部屋の位置とメッセージの対応関係を学習す

部屋は互いに分からないようになっていた．互いが移

るメッセージテーブル（4 × 4：部屋の位置 × 記号），

動先を決定すると，行動結果が表示されるようになっ

そして移動前の部屋の位置と相手メッセージの組み合

ていた．部屋を一致させると 2 点が加算され，失敗す

わせに対する移動先の関係を学習する行動テーブル

れば 1 点が減算された．メッセージのやり取りからこ

（4 × 4 × 4：現在地 × 記号 × 行き先）の 3 つが備わる．

こまでを１ラウンドとし，次のラウンドでは互いの駒

それぞれのテーブルの初期値は 0 から 1 の実数乱数

は再度ランダムに配置された．参加者はこれを 60 ラ

とした．このテーブルを使用して確率分布を構成する

ウンド繰り返した．

ことにより，メッセージの送信タイミング，送信する

この調整課題は，先手が記号を現在位置の意味で送

メッセージ，そして移動する部屋の位置をそれぞれ決

り，後手が二人の落ち合うことのできる位置（簡単に

定する．また，計算モデルはメッセージテーブルを利

は行き先）を送ることができれば，安定的に得点を得

用して，相手の記号に対応する部屋の位置（字義通り

ることができる．このとき，記号は単に部屋に対応付
けた字義通りの意味を取りきめれば良いのではなく，
先手・後手の文脈に応じて，その部屋に「いる」のか

の意味）と，自身が持つメタパラメータから言外の意
味（その位置にいる／行く）を推定する．そして，そ
の意味に応じた事前の行動シミュレーションを実行し，

「行く」のかという言外の意味を取り決める必要があ

自身の移動先に対する確率分布を修正する（これは先

る．人どうしの実験において [6]，記号には他にも様々

行研究 [7] において「先行的行動価値修正」と呼んだ

な意味付けが行なわれる様子が観察されているが（例

メカニズムである）．

えば「右回り」や「左回り」，あるいは「現在地に留

互いの駒が移動した部屋を一致させることができた

まる」など），本稿では字義通りの意味は部屋の位置

とき，該当するテーブル要素に 1 をセットし，残りの

との対応関係であり，言外の意味は先手・後手の文脈

要素全てを 0 にする．これが計算モデルの学習であ

に対応する「現在地」及び「行き先」とする．

る．この方法により，計算モデルは成功事例を次回以

また，先手・後手でそれぞれに「現在地」及び「行

降 100%の確率で再現する．また，本稿の計算モデル

き先」への意味付けがあるとすると，計 4 パターンの

では，移動する部屋が一致しなかった場合にも，メッ

組み合わせがあるが，本稿ではその組み合わせの 1 つ

セージテーブルに関しては学習する．この仕組みを導

ずつを「意図」と呼び，選択される「意図」を「メタ

入した計算モデルは先行研究 [2] で失敗学習モデルと

パラメータ」と呼ぶ．これは，字義通りの意味を取り

呼んだモデルである．このモデルを本稿での計算機シ

決める際の学習のための上位パラメータとなるためで

ミュレーションに用いる理由は，人–計算機あるいは

ある．以上の用語の関係を図 2 にまとめる．

計算機どうしの実験で最も良いパフォーマンスを示し
たからである．
計算モデルが持つメタパラメータは 2 節の終わりに
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図4

各メタパラメータでの移動する部屋の一致率の

学習テーブルの初期化の有無を比較した一致率

推移．エラーバーは標準誤差．

の推移

述べたように，先手・後手でそれぞれに「現在地」と

4.

結果

「行き先」への意味づけで計 4 パターンあるが，本稿で

まず，成功体験のほとんどない状態からの影響をみ

は，メタパラメータを単純にするために，必ず異なる

る．図 3 で示したとおり Type FD はチャンスレベル

言外の意味を持つことを仮定して，2 パターンのみを

であるので，その Type FD から Type TC へメタパラ

扱うことにする．このゲームはペアで行うため，エー

メータを変化させ，各学習テーブルの初期化の有無に

ジェントそれぞれが持つ 2 つのメタパラメータの組み

よる条件での比較を行った．その結果を図 4 に示す．

合わせで計 4 つの状態がある（表 1）．ただし，互い

ただし，学習テーブルの初期化は，学習テーブルの確

のメタパラメータが不一致の場合（Type FD）はエー

率をランダムに振り直すことを指す．また，黒の実線

ジェントの入れ替えで対称なため，状態は 3 つである．

は比較のためのメタパラメータを変化させないモデル

表1

である．学習テーブルをそのままにしたモデル（実線

用意したメタパラメータとそのタイプの名称

赤）と場所の学習テーブルを初期化したモデル（実線

Agent B

Agent A
先手「行き先」

後手「行き先」

後手「現在地」

じめの 25-36 ラウンドにおいて一要因参加者間計画に

Type FD
意図不一致
Type FC

よる分散分析の結果，有意差はなかった（F (1, 198) =

先手「現在地」

Type TC
後手「行き先」 正解意図一致
先手「行き先」
Type FD
後手「現在地」

緑）は同じレベルで一致率が推移し，変更してからは

先手「現在地」

意図不一致

0.89, M SE = 0.018, p = 0.347, η 2 = 0.004）．同様に，
場所とメッセージの学習テーブルを初期化したモデ

不正解意図一致

ルとの有意差はなかった（F (1, 198) = 1.94, M SE =
メタパラメータがゲーム中に変化しなかった場合の

0.040, p = 0.165, η 2 = 0.010）．この結果から，成功体

移動する部屋の一致率の推移を図 3 に示す．グラフか

験のほとんどない状態では，メタパラメータを変化さ

ら分かるとおり，互いに先手で現在地，後手で行き先

せたとき過去の成功体験による影響はないといえる．

を送るメタパラメータの組み合わせ（ゲームに成功す

次に，成功体験が多く蓄積された状態からの影響

る組み合わせで，かつ互いに意図が一致しているため，

をみる．成功体験が蓄積されやすいのは，図 3 から

これを「正解意図一致」状態：Type TC と呼ぶ）では

Type FC の状態であるので，Type FC から Type TC

非常に早い段階で移動する部屋の一致率は 1 に到達す

の状態に遷移するときの過程をみる．同じタイミング

る．また，互いに先手で行き先，後手で現在地を送る

で切り替わったとき，そのまま一致率が上昇していく

メタパラメータの組み合わせ（ゲームに成功する組み

ことが確認できる．しかし，現実においてペアの２人

合わせではないが，意図が一致しているため，これを

が同時に意図を変えることは限りなく低い確率でしか

「不正解意図一致」状態：Type FC と呼ぶ）であって

起きないと考え，一方が先に意図を変えてもう一方が

も，60%程度の一致率には到達できることがわかる．

遅れて変えたときの状態を確認した．そのときの一致

このゲームで一致率が最も低くなるのは，互いの意図

率を図 5 に示す．エージェント A およびエージェント

が一致しない（これを「意図不一致」状態：Type FD）

B が 25 ラウンド（同じタイミング）で正しいメタパ

ときである．

ラメータへ切り替わったときを青の破線で示す．また，
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図6

図 5 Type TC への過程をみる一致率の推移

失敗学習モデルと意味推定モデルを比較した一

致率の推移
エージェント A が 25 ラウンドで正しいメタパラメー
タに切り替え，エージェント B が遅れて 37 ラウンド
で正しいメタパラメータで切り替えたときを黒の実線
で示す．どちらの結果も，60 ラウンドにおいて一致率
がほぼ 1 となっており，意図が異なるときの成功体験
があったとしてもその影響はないといえる．

5.

議論

計算機シミュレーションにおいて，メタパラメータ
が異なる状態のときに学習した成功体験は正解意図
一致どうしの状態になったときのスコアに影響を与
えることはなかった．しかし，意図を伝えあうコミュ

図7

ニケーションにおいて，その感覚に反するものであ

致率の推移

失敗学習モデルと意味推定モデルを比較した一

る．例えば，人どうしでこのゲームを行う際，自分
の意図の使い方が正しくないことに気づき，その意

状態を経由してもこのゲームにおいて有効であること

図を変えようとしたとき，いきなり変えたことによっ

が確認できた．

て相手を誤解与えてしまうのではないかと考えるだ

この追加実験から，もう１つの疑問が生じた．49-60

ろう．失敗時の学習がその影響を与えているのでは

ラウンドにおいて，意味推定モデルでは一致率が 1 ま

ないかと考え，意味推定モデル [2] を用いて追加実験

で達していないことが分かる．このゲームをさらに続

を行った．それぞれの計算モデルは Type FC で始ま

けていくと，一致率が 1 以下のどこかで頭打ちの状態

り，成功体験を 24 ラウンド分経たあとに 25 から 36

と，一致率が上昇し続けて 1 となる状態，どちらにな

ラウンドの間 Type FD となり，Type TC になる条件

るのだろうか．もし，一致率がどこかで頭打ちになる

を用いた．その結果を図 6 に示す．24 ラウンドまで

のであれば，過去の成功体験が学習に影響を与えてい

の成功体験について差はない．一方，Type TC に切

るといえるだろう．そこで，意味推定モデルとその学

り替わった 37-48 ラウンドにおいて，有意差が生じた

習テーブルの初期化（場所とメッセージの学習テーブ

（F (1, 198) = 4.18, M SE = 0.138, p = 0.042,

ル）するモデルにおいて，96 ラウンド（場所の全配置

η 2 = 0.020）．意味推定モデルは失敗学習モデルに比
べて，一致率の推移は低い．当初我々はこの差は成功

が 12 パターンであるため）までの一致率の推移を確
認した．その結果を図 7 に示す．60 ラウンド以降，一

体験が影響したことによって生じているのだと考えて

致率は 1 に近づいている．つまり，意味推定モデルで

いた．しかし，失敗学習モデルは初期の一致率を改善

あっても，成功体験による影響はないといえる．

することを目的に作成されたモデルである [3]．つま

では，なぜ成功体験が影響しなかったのだろうか．

り，常に記号表を学習していることが，意味推定モデ

12 ラウンドごとに計算モデルがどのように学習して
いったか過程を調べた．計算モデルは，自分の成功体

ルとの差を生じさせているだけであることは否定でき
ない．一方で，失敗学習のメカニズムが Type FD の
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験を 100%学習するようになっていた．計算モデルに
あるメカニズムのひとつである役割反転模倣 [8] によ
る学習 [9, 10] によって，その成功体験を上書きするこ
とが可能となっていたことが確認された．この役割反
転模倣とは，移動した部屋が一致した際に相手の送っ
た記号とその部屋と記号の対応関係を学習するメカニ
ズムであり，乳幼児の発達過程においてその重要性が
指摘されている．今回の実験において，成功体験が影
響を与えなかったのはこの役割反転模倣が寄与してい
た事が考えられる．

6.

結論

本研究では，コーディネーションゲームを用いて記
号コミュニケーションにおける言外の意味の変更に
よって，変更後の意味の伝達の成否に過去の記憶が与
える影響を計算機シミュレーションによって調べた．
計算モデルは記号の意味を推定し，失敗時でも記号の
使い方を学習する失敗学習モデルを用いた．我々は，
意図が変わったことを直接伝えることができないと
き，過去の成功体験がのちのコミュニケーションに悪
影響を与えると考えた．
計算機シミュレーションの結果，過去の成功体験に
よる悪影響はみられなかった．また，失敗時の学習を
しない意味推定モデルとの比較を行なった．この比較
から，失敗学習のメカニズムが意図が変化したときの
学習にも有効であることが確認された．しかし，意味
推定モデルであっても学習に悪影響はみられなかった．
その理由として，計算モデルのメカニズムとして導入
されていた役割反転模倣の仕組みが寄与したと考えら
れる．
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Abstract

1.1

対人認知場面では，
（1）相手に関する既有知識と（2）
相手の振舞いの 2 つの手がかり情報を利用しながら

本研究では，エージェントとのコミュニケーション
において，
（1）相手に関する既有知識と（2）相手の応

印象が形成される．本研究では，エージェントに対し

答が印象形成にどのように影響するのかを実験的に検

ても同様の印象形成が行われるのかを実験的に検討し
た．互いにある対象を単語で伝え合う場面を設定し，
エージェントの知識量が知性の印象にどのように影響

討する．特にここでは，相手の知識量が知性に関する
印象形成にどう影響するのかを調べる．実際の機能が
重要視されることから，以下の仮説を提案する．

するのかを調べた．その結果，相手の知識量は知覚さ

仮説: エージェントの実際の知識量が多い場合のほ

れる知性に影響しなかった．

うが，少ない場合よりも知性の得点が高く，既有知識

Keywords — エージェント，知性印象，知識量

による知識量は影響しない

既有知識，応答

1.

本研究の目的と仮説

2. 方法
2.1 実験参加者

はじめに

我々は対人認知の場面において，
（1）相手に関する
既有知識と（2）相手の振舞いという 2 種類の手がか

大学生 100 名（男性 42 名，女性 58 名，平均年齢

り情報を利用しながら相手に対する印象を形成する

19.5 歳，SD = 2.25）が参加した．各条件に 25 名ず

[1]．具体的には，
（1）は相手の属性や身分などの事前
知識，
（2）は相手の発話や動作などが相当する．

つ割り当てた．

エージェントに対しても，2 種類の手がかり情報に

2.2

基づいて印象形成が行われる [2]．特に，言語コミュニ
ケーションでは，エージェントの知性に基づいて認識

要因計画

実験は 2 要因の被験者間計画で実施された．ここで

可能な言葉を用いる [3] ため，知性に関する印象形成

は，冒頭で述べたの 2 つの要因をエージェントがもつ

は意思疎通において重要である．エージェントが性能

知識量として実験的に操作した．
（1）相手に関する既

を顕著に現す機能としては，視線制御が取り上げられ

有知識の要因としては，エージェントの知識量に関す

てきた [4]．例えば，神田ら [5] は，ロボットに対する

る既有知識を教示によって操作し，2 水準（知識少教

印象形成において，視線制御の有無がどう影響するの

示条件/知識多教示条件）に設定した．以降，この既

かを検討している．そこでは，視線制御を行うほうが

有知識に関する操作を教示の操作と呼ぶ．
（2）相手の

知的に感じられないことが示されている．これは，実

応答の要因としては，エージェントが単語について発

際の機能が低かったため，その失望感からかえって印
象を下げたと解釈されている．そこで，本研究では，
実際の機能としてエージェントの知識量を操作する．

話する知識量を操作し，2 水準（知識少応答条件/知識
多応答条件）に設定した．以降，この発話の操作を応
答の操作と呼ぶ．
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実験課題と手続き

知性に関する既有知識と（2）知的な振舞いが相互に
影響することが示された [7]．本研究では，エージェン

実験参加者を実験室に入室させ，PC の前に着席さ

トの知識量，つまり表層的な知性ではなく機能を操作

せた．そして，実験者が課題の説明を行い，エージェ

したが，知性の印象に影響しなかった．今後，この操

ントの知識量に関する教示を行った．ここでは，広辞

作によって単語の同調率がどのように異なるのかを調

苑に収録されている単語のうちの何%が登録されてい
るか（知識少教示条件：25% vs 知識多教示条件：75%）
を教示することによって，エージェントの知識量が多

べることが興味深いだろう．

4.

いか少ないかという既有知識を操作した．

まとめ

本研究では，エージェントとのコミュニケーション

本研究では，エージェントと互いに対象を伝え合う

において，相手の知識量が印象形成にどのように影響

場面を設定し，そこでの印象形成に着目する．そこ

するのかを実験的に検討した．特にここでは，
（1）相

で，先行研究 [3] で考案された課題を改良して用いた．

手に関する既有知識と（2）相手の応答による知識量

この課題は，
（a）画像選択フェーズと（b）言語入力

が知性印象にどう影響するのかを調べた．仮説として

フェーズの 2 つのフェーズで構成されている．
（a）で

は，エージェントの知識量が多いほど知的に感じられ

は，2 枚の画像が呈示され，エージェントがいずれか

ると予想した．この仮説を検証するために，エージェ

を単語で言及した．実験参加者は正しいと思う画像を

ントと対象を伝え合う場面を設定し，エージェントが

クリックすることが要求された．そして，エージェン

もつ単語の知識量が多いか少ないかという（1）既有

トは正解か不正解かを答えた．
（b）では，2 枚の画像が

知識の要因と，エージェントの発話に含まれる知識量

呈示され，いずれかが赤枠で囲まれた．実験参加者は

が多いか少ないかという（2）応答の要因の被験者間

その画像を単語の入力によってエージェントに伝える

要因の実験計画により，エージェントに対する知性に

ことが要求された．そして，エージェントは入力単語

関する印象形成に及ぼす影響を実験的に検討した．そ

にかかわらず，赤枠に囲まれていた画像を選択して応

の結果，2 つの手がかり情報は印象形成には影響せず，

答を返したが，応答の条件によってその内容は異なっ

仮説は支持されなかった．今後は，エージェントの知

た（知識少応答条件：決まった単語のみ発話 vs 知識多

識量に関する 2 つの手がかり情報が言語の同調率にど

応答条件：単語に関する詳細な情報提供）．エージェ

う影響するのかを検討していきたい．

ントが応答すると，実験参加者は「順番交代」ボタン
をクリックして（a）に進んだ．これら 2 つのフェーズ
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entrainment toward conversational agents: An experimental study on top-down processing and bottomup processing,” Proceedings of the 5th International
Conference on Human Agent Interaction, pp.189–194,
2017.

2.4

印象アンケート

実験課題後，エージェントに関する印象アンケート
を実施した．Godspeed[6] の因子用い，実験参加者は

5 件法で回答した．なお，本研究では知性に関する項
目のみを分析の対象とした．

3.

結果と考察

各条件における知性の平均得点を算出した．教示要
因と応答要因の 2 要因について，参加者間分散分析を
実施したところ，教示と応答の間に交互作用が認めら
れなかった (F (1, 96) = .33, p = .57, η 2 = .00)．また，
教示と応答の主効果は認められなかった (F (1, 96) =

.10, p = .75, η 2 = .00; F (1, 96) = .79, p = .38, η 2 =
.01)．このことから，
（1）相手に関する既有知識と（2）
相手の応答は知性の印象形成には影響しておらず，仮
説は支持されなかったといえる．著者らは過去に，2
要因が単語の同調に及ぼす影響を検討しており，
（1）
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Abstract

の動き（以下、身体言語とする）によって表出された

ロボットから多感覚的に表出された感情を人間はど
のように認知するのだろうか。また、その認知した感
情によって人間の行動は変化するのだろうか。本研究
では以上 2 つの問題を検討した。実験の結果、異なる
感覚モダリティによる複数の感情の手がかりのうち、
人間は人工的手がかりより自然的手がかりを重視して
ロボットの感情を判断することがわかった(実験 1)。
またロボットに対する利他行動の生起には、ロボット
の表出した感情そのものではなく、それを人間がどの
ように感じたかが関係している可能性が示唆された
(実験 2)。

感情を扱った研究もおこなわれている。McColl らの研
究では、ヒューマノイドロボット（The Social Robot
Brian 2.0）が身体言語によって表出した 8 つの感情
（sadness, elated joy, anger, interest, fear,
surprise, boredom, happiness）が、それぞれロボッ
トの表出した通りの感情として人間に正しく認知され
るか検討した[3]。その結果、interest と fear を除く
感情において正答率がチャンスレベルを上回り、全体
的に人間はヒューマノイドロボットの身体言語から感

Keywords―Humanoid robot, Emotion perception

1.

情を認知できることが明らかとなった。
このように、人間は発光による目の色の変化や身体

はじめに

言語といった単一の情報を手がかりにした場合に、ヒ

現代社会において、人間とコミュニケーションをと

ューマノイドロボットの表した感情を認知できること

ることのできるロボットが身近になってきている。こ

が先行研究によって示唆されている。しかしながら、

れまでは主に、本来人間が行っていた作業を代わりに

人間の感情コミュニケーション場面においては、視覚

行う用途のロボットが活躍してきた。しかしながら、

や聴覚といった単一の感覚モダリティによる情報のみ

近年 Pepper（Softbank）や aibo（SONY）といった、人

を手がかりとする機会は少なく、顔の表情や音声とい

間の日常生活の中で直接コミュニケーションをとるこ

った複数の情報を同時に知覚し、多感覚的に他者の感

とができるヒューマノイド型のロボットが増えてきて

情を読みとっている。実際、人間の顔の表情と声を用

いる。Pepper などのヒューマノイドロボットの形状は

いた多感覚な感情認知研究では、顔の表情という視覚

人間と類似しており、発声機能や身体の動きを用いた

情報と声という聴覚情報がそれぞれ単一で呈示された

感情表出機能が組み込まれている。こうした機能を利

場合と比較して、視覚と聴覚の両方の情報が同時に呈

用することによって、人間とヒューマノイドロボット

示されたほうが感情認知の精度が高く、視覚情報と聴

が人間同士のやりとりと同様にコミュニケーションを

覚情報は相互に影響を及ぼしていることが示されてい

とり、社会関係を構築できるよう日々開発が進められ

る[4][5]。したがって、ロボットと人間の感情コミュ

ている。コミュニケーションをとる上で相手の感情を

ニケーションにおいても、ヒューマノイドロボットに

理解することは大変重要であるが、果たしてロボット

よる多感覚的な感情表出とそれに対する人間の認知に

が表出した感情を人間が認知することは可能なのだろ

焦点を当てることは必要であるが、この点については

うか。

いまだ検討されていない。そこで本研究では、Pepper

ヒューマノイドロボットによる感情表出とそれに対

（以下、ロボットとする）を用いて、ロボットが視覚

する人間の感情認知についてはすでに検討されてきて
いる。色と特定の感情との結びつきを用いた研究では、
ロボットの頭部や目から発光された色（以下、目の色

と聴覚から多感覚的に表出した感情を人間がどのよう
に認知するのか検討することを目的とした（実験 1）。
また、私たち人間は相手の感情を認知することで、自

とする）を手がかりにロボットの感情を人間が読みと

身の次の行動を変化させることも多い。そのため、ロ

れることが示されている[1][2]。また、このような人

ボットによって多感覚的に表出された感情を認知する

工的な発色による感情表出以外にも、ロボットの身体
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ことにより、その影響を受け、相手であるロボットに

ると予測した。

対して人間が利他的行動を行うのかについても検討し
た（実験 2）。

2.2. 方法
2.2.1. 実験計画

2.

実験 1

実験 1 は 2 つの実験から構成され、目の色と音声を

2.1. 目的

組み合わせた刺激を呈示する条件を実験 1A、身体言語

ロボットによって表出された多感覚的な感情の情報

と音声を組み合わせた刺激を呈示する条件を実験 1B

をどのように人間が認知するのかを明らかにするため、

とした。実験 1A は 2（目の色：喜び、悲しみ)×2（音

実験 1 ではロボットが視覚情報（目の色、身体言語）

声：喜び、悲しみ）の被験者内計画、実験 1B は 2（身

と聴覚情報（音声）によって多感覚的に感情を表出す

体言語：喜び、悲しみ)×2（音声：喜び、悲しみ）の

る様子を実験参加者に視聴させ、ロボットがどのよう

被験者内計画だった。従属変数はいずれの実験におい

な感情を表しているか判断させた。このとき、視覚と

ても感情の選択率とし、視覚と聴覚によってもたらさ

聴覚がそれぞれ表出する感情が矛盾するような組み合

れる感情の情報のうちどちらの情報を感情判断の手が

わせ（たとえば、喜びの目の色＋悲しみの音声）も作

かりとして選択したか、その割合を指標とした。

成し、2 つの感覚情報が異なる感情を表している場合

2.2.2 実験参加者

に人間がどちらの情報を重視するのか検討した。

実験参加者は、正常な視覚及び聴覚を有する大学生
47 名(全て女性)であった。平均年齢は 18.60 歳(SD =

人間同士の感情認知においては、顔の表情を視覚情
報、音声を聴覚情報としたとき、両者の感情判断の正

0.96）であった。

答率をあらかじめ統制しない場合には聴覚情報と比較

2.2.3. 刺激

して視覚情報が重視される傾向が報告されている

ロボットが目の色（静止画）
、身体言語（動画）およ

[6][7]。また、身体言語と音声を手がかりとした視聴

び音声によって感情（喜び、悲しみ）を表す様子を記

覚的な感情認知においても、感情の判断に互いの情報

録し、静止画または動画を音声と組み合わせたものを

が影響を及ぼし合うことが報告されている[8][9]。身

刺激として使用した。なお、刺激の各要素を単独で呈

体言語と音声の組み合わせにおいては、どちらの情報

示した場合の感情判断の正答率を統制するため、予備

がより優位かという直接的検討はなされていないが、

実験を実施し、各要素の正答率が約 80%で揃うよう刺

身体言語を顔の表情と同様に視覚情報と捉えると、聴

激を選定した。

覚に比べて視覚が優位に重視される可能性がある。

目の色は、先行研究[1][2]と同様に Pultchik の感情

それでは、人間はロボットが表出した感情を、人間

モデル[10]に結果が合致することを予備実験にて確認

の感情と同様に読みとるのだろうか。ロボットの感情

した上で、喜び刺激として濃度の異なる 2 種類の黄色、

表出方法として、身体言語と音声は人間の表出手段に

悲しみ刺激として濃度の異なる 2 種類の青色を使用し

比較的類似している、すなわち自然的要素であるため、

た。身体言語は、各感情につき 2 種類の身体の動き（喜

ロボットに対する感情認知においても視覚優位性がみ

び：右手でガッツポーズをする動き、上を向いて両手

られる可能性がある。しかしながら、目の色は人間に

を広げる動き; 悲しみ：両手で頭を抱える動き、うつ

は変化させることができないものであり、いわば人工

むいて左手を額に手を当てる動き）を選定した。音声

的要素であるため、身体言語や音声のような自然的要

は、
「ぼくの取り分はそれですね」というセリフを喜び

素を手がかりとする場合とは認知プロセスが異なる可

と悲しみの感情を表す言い方で発話したものを使用し

能性がある。そこで、人間にとって人工的要素よりも

た。各感情につき 2 種類の音声を選定し、喜びの音声

自然的要素のほうが感情判断の手がかりとしての優位

はピッチが 1801、話速が 155 の音声と、ピッチが 180、

性が高いと考え、人工的要素（つまり目の色）と自然
的要素（つまり音声）が組み合わされて表出された感

1

Pepper 開発用ソフトウェア（Choregraphe）で使われ
ているパラメータに基づく。話速は基準（約 7 モーラ/
秒）を 100 とした速度とおおむね対応するもので、50
～400 の間で調整でき、数字が大きいほど音声が速く
なるものだった。ピッチは 50～200 の間で調整でき、
数字が大きいほど音声は高くなっていた。

情に対しては、自然的要素の感情の情報が重視される
と仮説を立てた。また、その自然的要素の優位性は、
視覚情報と聴覚情報における視覚優位性よりも影響が
大きく、感情認知プロセスにおいて早い段階で作用す
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話速が 135 の音声を使用した。悲しみの音声は、ピッ

く、思ったように回答するよう教示をおこなった。実

チが 140、話速が 75 の音声と、ピッチが 110、話速が

験 1A および実験 1B 終了後、Pepper との触れ合いの経

155 の音声を使用した。上記のロボットの感情表出は

験を問う質問紙に回答させた。質問紙では、
「
（実験参

Pepper 開発用ソフトウェア（Choregraphe）を使用し

加以前に）Pepper をメディアを通して見たことはある

て調整を行った。

か」
「実物を見たことがあるか」
「会話をしたことがあ

感情を表す目の色をしたロボットの顔を記録した静

るか」の 3 問について、
「1. ない」～「5. 9 回以上あ

止画と、身体を動かすロボットの全身の様子を記録し

る」の 5 件法で回答させた。また、
「プログラミングを

た動画は解像度を 640×480px に設定し、オーディオは

して Pepper を動かしたことがあるか」
「今までに学内

ビットレートを 128kbps、サンプリングレートを 48kHz

で Pepper に関する実験に参加したことがあるか」の 2

とした。感情を表す音声と静止画または動画を組み合

問について、その有無を回答させた。

わせた動画ファイルの長さはすべて 3500ms として作

2.3. 結果と考察

成した。

質問紙調査の結果、全実験参加者のうち、実験参加

2.2.4. 実験装置

以前に Pepper を知っていた人は 86.96%で、そのうち

視覚刺激を呈示するため、パーソナルコンピュータ

Pepper のアプリ開発ソフトウェア（Choregraphe）を

（Lenovo, G580）を 1 台使用した。なお、画面解像度

使用したことがある人はいなかった。

は 800×600px で統一した。また、音声呈示のためにヘ

ロボットの示した感情を判断させる課題については、

ッドホン（SENNHEISER, HDA200）を使用した。なお、

実験参加者ごとに、刺激に対して視覚と聴覚のどちら

音声刺激呈示時の音圧は 58dB とした。

の感覚情報が示す感情を選択したのか、その割合（以

2.2.5. 手続き

下、感情の選択率とする）を算出し、実験 1A（目の色

防響室にて個別に実験を実施した。実験参加者は、

＋音声条件）と実験 1B（身体言語＋音声条件）それぞ

実験 1A（目の色＋音声）と実験 1B（身体言語＋音声）

れにおいて比較した。なお、本研究ではロボットから

の両方に参加したが、実施順序は被験者間でカウンタ

多感覚的に表出された感情を人間がどのように認知す

ーバランスをとった。実験 1A は、目の色（喜び 2 種類

るのかを検討するため、視覚と聴覚の表す感情が矛盾

×悲しみ 2 種類）と音声（喜び 2 種類×悲しみ 2 種類）

する刺激を視聴した際の結果に着目する。実験 1A と実

を組み合わせた計 16 刺激を 3 回ずつ呈示したため、計

験 1B それぞれにおいて、感情選択率について t 検定を

48 試行から構成された。実験 1B は、身体言語（喜び 2

行った。

種類×悲しみ 2 種類）と音声（喜び 2 種類×悲しみ 2

結果を図 2 に示す。実験 1A では、感情の組み合わせ

種類）を組み合わせた計 16 刺激を 3 回ずつ呈示したた

に関わらず、目の色よりも音声の表す感情のほうが選

め、計 48 試行から構成された。なお、刺激はすべてラ

択されやすかった(喜びの目＋悲しみ音声：t(46) =

ンダム順で呈示した。

7.29, p < .001; 悲しみの目＋喜び音声：t(46) = 8.31,

実験手順を図 1 に示す。実験では、ロボットの静止

p < .001)。一方、実験 1B では、感情の組み合わせに

画または動画と「ぼくの取り分はそれですね」という

よって結果が異なり、喜び音声が悲しみを表す身体言

音声をパーソナルコンピュータおよびヘッドホンを通

語と組み合わされた場合においてのみ、音声よりも身

してそれぞれ呈示し、ロボットの表す感情が喜びと悲
しみのどちらであったか、キー押しによって二肢強制

100
感
情
の
選
択
率
％

選択で実験参加者に回答させた。実験課題に正解はな

*
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身体言語
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実験1A

図 2 実験 1 の結果

図 1 実験 1 の手順
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体言語のほうが選択されやすく(t(46) = 3.18, p

ステージ１

ステージ２

< .01)、悲しみ音声が喜びを表す身体言語と組み合わ
視覚情報

された場合には感情の選択率に有意な差はみられなか
刺
激
認
識

った(t(46) = 0.01, n.s.)。
これらの結果は、人間はロボットから感情を認知す
る場合、感情の手がかりが人間も用いるような自然的

人工的要素
自然的要素

聴覚情報

＋
ポジティブ

感
情
認
知

ネガティブ

要素であるか、人間は用いない人工的要素であるかの
影響を受けることを示唆するものである。目の色とい
った人工的要素は身体言語や音声の自然的要素よりも

図 3 ロボットに対する感情認知モデル

優位性が低いと判断され、相対的に自然的要素が重視
された可能性がある。また、実験 1B では感情の組み合
わせによっても手がかりに対する重みづけが異なるこ

3.

とが示された。先行研究では、表情と音声のどちらに

3. 1. 目的

実験 2

おいてもネガティブ感情のほうが知覚されやすい傾向

実験 1 では、ロボットの多感覚な感情表現から人間

が示唆されている[7][11]。したがって本研究の結果か

がどのように感情を認知するのかを検討する認知実験

ら、2 つの感情の手がかりのうちどちらも自然的要素

を行い、ロボットの表す感情が視覚情報と聴覚情報で

である場合には、人間の表した感情の認知と同様に、

矛盾する場合、人間がどのようにロボットの感情を認

聴覚情報よりも視覚情報が、ポジティブ感情よりもネ

知するのか調べた。その結果、人間はロボットの表し

ガティブ感情が優位に重視されやすいと考えることが

た感情を読みとる際に、感情認知の手がかりとなる要

できる。

素が人工的か自然的かということの影響を受けること

以上の結果を踏まえ、ロボットに対する感情認知モ

がわかった。加えて、手がかりが自然的要素の場合は

デルを提案する（図 3）
。人間はロボットによる感情表

人間の示した感情の認知と同様に、視覚情報よりも聴

出を知覚した後、その感情の手がかりが自然的要素か、

覚情報が、ポジティブ感情よりもネガティブ感情が手

人工的要素かの判断をまず行う。ここで、同時に呈示

がかりとして重視されやすいことが示唆された。

された 2 つの手がかりのどちらか一方が自然的要素で

しかし、人間は単に相手の感情を読みとるだけでは

あれば、そちらの感情が自動的に感情として決定され

なく、読みとった感情をもとに自らの行動を決め、他

る（ステージ 1）
。2 つの手がかりの自然性に差異がな

者とのコミュニケーションに役立てている。たとえば、

い場合は、ステージ 2 の判断に持ち越され、視覚情報

苦痛から表される悲しみ感情は同情や向社会的行動を

か聴覚情報か、また、ポジティブ感情かネガティブ感

引き出すといわれている[12]。向社会的行動とは社会

情かの判断が同時的になされる。それぞれの結果は加

的行動に含まれ、さまざまな動機に基づいて自発的に

算的に処理され、感情が決定する。このモデルを本研

他者を助けたり、他者に恩恵を与えたりする行動のこ

究の結果に適用すると、以下のような説明が可能であ

とである[13]。成人において他者のネガティブ感情が

る。まず、悲しみの目の色と喜び音声が組み合わされ

向社会的行動を引き出すことは多くの研究の中で明ら

た場合には、ステージ 1 で自然的要素である音声の感

かとなっている[12]。

情が優先的に捉えられ、感情（つまり、喜び）が決定

それでは、人間同士の場合ではなく人間がロボット

する。一方、喜びの身体言語と悲しみ音声が組み合わ

を相手に行動する場合はどうなのだろうか。ロボット

された場合には、ステージ 1 ではどちらも自然的要素

の感情表出が人間の向社会的行動の一部である利他的

であるために判断がステージ 2 に持ち越される。ここ

行動に影響を与えるかを検討した研究がいくつかある。

で、視聴覚情報に対する重みづけが判断され、視覚情

利他的行動とは、自分がコストを負う代わりに他者に

報である身体言語の感情（つまり、喜び）が優先され

とって利益になる行動である[14]。寺田らは、小型の

るが、感情価の判断では音声が表出する感情（つまり、

ヒューマノイドロボット（NAO）を用いて、喜びと悲し

悲しみ）が優先される。したがって、ここで喜びの判

みを表現する目の色による感情表出が人間の利他的行

断と悲しみの判断が拮抗し、結果的に喜びと悲しみの

動に影響を及ぼすか検討した[2]。この研究では、利他

選択率に有意差がみられなかったと考えられる。

行動の指標として最後通牒ゲームを用いた。最後通牒
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ゲームとは 2 人のプレイヤーで資金を分けるゲームで

様に、変更後配分額と初回配分額の差額とした。

あり、プレイヤーの 1 人（提案者）が資金の範囲内で

3.2.2. 実験参加者

任意の配分額をもう 1 人のプレイヤー（応答者）に提

実験参加者は、正常な視覚及び聴覚を有する大学生

案する。応答者は、提案者の提案に対して拒否権を持

160 名(全て女性)だった。平均年齢は 20.32 歳(SD =

ち、応答者が提案に応じれば両者それぞれが提案者の

1.36)であった。

提案した配分額を受け取れるが、応じなければ両者と

3.2.3. 刺激

もに取り分はなくなる。寺田らは、このゲームにおい

実験 1 で用いた、ロボットの目の色と音声または身

て実験参加者がロボットに配分した金額を利他的行動

体言語と音声の組み合わせによる感情表現を、実際に

の指標とした。実験参加者を提案者、ロボットを応答

実験参加者の目の前でロボット（Pepper）に表出させ

者として実験を行った結果、ロボットへの平均配分額

た。ロボットの制御には、Pepper 開発用ソフトウェア

は、ロボットが感情的な変化をする群のほうが変化を

（Choregraphe）を用いた。

しない群より有意に高くなった。このことから、ロボ

3.2.4. 実験装置

ットの目の色による感情表出が人間の利他的行動を引

実験は、マジックミラーで仕切られた実験室で行っ

き出すことが示唆された。

た（図 4）
。実験参加者にロボットへの配分額を入力さ

しかし、最後通牒ゲームは配分額を呈示された相手

せ る た め に 、 パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ （ DELL,

である応答者に拒否権があるため、純粋な人間の利他

Vostro3700）を使用した。パーソナルコンピュータは、

行動を調べることができないという指摘がなされてい

画面解像度を 800×600px で統一した。また、ロボット

る[15]。そこで本研究では、応答者に拒否権のない独

制御のためにパーソナルコンピュータ（HP, ProBook

裁者ゲームを用い、人間がロボットの表した感情を読

450 G2）を使用した。実験参加者によって決定された

みとることによってロボットに対する利他的行動が生

配分額をロボットにも呈示するためにモニタ（LCD

起するのか検討した（実験 2）
。実験 1 で示したモデル

Monitor, BenQ）を使用した。

（図 3）に基づいてロボットの示した感情を判断する
と仮定した上で、ロボットから喜びを感じた場合はロ
ボットへの配分額は減少し、悲しみを感じた場合は配
分額が増加すると予測した。また、共感性が高い人ほ

実験者

ど利他的行動をとりやすいことから[16]、共感性の高
い人は低い人よりも配分額を増加させる可能性につい

ロボット
制御用PC

ても検討した。

マ
ジ
ッ
ク
ミ
ラ
ー

Pepper

配分額
入力用PC

3.2. 方法
実験
参加者

3.2.1. 実験計画
実験 2 では、実験参加者はロボット（Pepper）を相
手に独裁者ゲームを行った。ゲームにおいて、実験参

図 4 実験 2 の実験室の概略

加者が決定した Pepper への配分額に対して Pepper が

3.2.5. 手続き

感情を示す方法は 2 条件あり、実験 2A では目の色と音

実験 2A、2B ともに実験参加者を分配者、ロボットを

声によって、実験 2B では身体言語と音声によって感情

応答者とした独裁者ゲームを行った。実験参加者は実

を表した。実験 2A は 2 要因 2 水準の被験者間計画であ

験 2A または実験 2B のどちらかに参加した。刺激は、

った。独立変数は、目の色 (喜び、悲しみ) と音声 (喜

実験 2A では目の色と音声を組み合わせた 16 種類から、

び、悲しみ) であった。従属変数は独裁者ゲームにお

実験 2B では身体言語と音声を組み合わせた 16 種類か

ける 2 回の資金配分のうち、ロボットが示した感情を

ら 1 種類を呈示した。所要時間は約 10 分だった。

うけて再度配分した 2 回目の配分額（変更後配分額）

独裁者ゲームは図 5 の手順で実施した。まず、ゲー

から初めの配分額（初回配分額）をひいた差額とした。

ムマネー1000 円の中から対戦相手であるロボットに渡

実験 2B も実験 2A と同様に、2 要因 2 水準の被験者間

す配分額（以下、初回配分額とする）を参加者に回答

計画とした。独立変数は、身体言語 (喜び、悲しみ) と

させた。その後、それに対するロボットの反応として、

音声 (喜び、悲しみ) だった。従属変数は実験 2A と同
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ロボットが実験参加者の目の前で感情を表現している

設定を行ったか」という問いに対して「1. まったく当

様子を観察させた。実験は、ロボットが実験参加者と

てはまらない」～「7. とても当てはまる」の 7 件法で

同室で参加者の目の前にいる状態で実施した。ロボッ

回答させた。

トが目の色と音声（実験 2A）または身体言語と音声（実

3.3. 結果と考察

験 2B）によって感情（喜びまたは悲しみ）を表現する

3.3.1. 質問紙の集計

様子を直接観察した後、参加者には再度配分額（以下、

全実験参加者のうち、実験参加以前に Pepper を知っ

変更後配分額とする）を回答するよう求め、最後にロ

ていた人は 95.60％で、そのうち Pepper のアプリ開発

ボットに対する印象などを尋ねる質問紙に回答させた。

ソフトウェア（Choregraphe）を使用したことがある人

また実験の報酬として、実験参加者が最後に獲得した

はいなかった。また、実験 2 への参加以前に我々が行

ゲームマネーに応じた菓子を渡した。

った予備実験や実験 1 に参加したことのある人は
8.75％だった。
多次元共感性測定尺度については、全ての項目の値
を合算して実験参加者ごとに共感性の総得点数(以下、
共感性とする)を算出した。
3.3.2. Pepper への配分額

図 5 実験 2 の手続き

まず、実験 2A と実験 2B について、初回配分額と共

3.2.6. 質問紙

感性の相関係数を算出した。その結果、実験の種類（実

質 問 紙 は 、 デ イ ビ ス の多 次 元 共 感 性 測 定 尺 度

験 2A、2B）を考慮しない場合、初回配分額と共感性の

[17][18]、Pepper との触れ合いの経験、Pepper の印象、

間に弱い正の相関がみられた（r = .23, p < .01）
。こ

Pepper から感じた感情、実験意図への気づきの 5 項目

れは、共感性の高い人ほど Pepper への初回配分額が多

で構成されていた。

かったことを示している。初回配分額は Pepper に対し

多次元共感性測定尺度のうち、視点取得項目と共感

無償で配分した金額、つまり実験参加者の内発的な利

的配慮項目の 2 つの項目を使用し、
「1. まったく当て

他行動の指標と考えることができる。このことから、

はまらない」～「7. とても当てはまる」の 7 件法で回

共感性が高い人ほどロボットに対する利他行動を生起

答させた。Pepper との触れ合いの経験については、実

させやすいということが示唆され、これは人間を相手

験 1 と同様の項目を尋ねた。Pepper の印象については

にした場合[16]と同様の結果だった。

「実験中、Pepper に人間らしさを感じた」
「実験中、

次に、実験 2A と実験 2B のそれぞれにおいて、感情

Pepper にロボットらしさを感じた」
「実験中、Pepper

の組み合わせ（喜びの目または身体言語＋喜び音声、

が感情表出をしていると感じた」の 3 問について「1.

悲しみの目または身体言語＋悲しみ音声、喜びの目ま

まったく当てはまらない」～「7. とても当てはまる」

たは身体言語＋悲しみ音声、悲しみの目または身体言

の 7 件法で回答させた。Pepper から感じた感情につい

語＋喜び音声）ごとに変更後配分額から初回配分額を

ての項目では「実験中、Pepper が発話した際、どちら

ひいた差額を算出した。その結果、いずれの条件にお

の感情を表していると感じたか」を「1. 強く喜びを感

いても初回配分額よりも変更後配分額が増加しており、

じた」～「8. 強く悲しみを感じた」の 8 件法で回答さ

1 要因被験者間の分散分析を行ったところ、実験 2A、

せた。実験意図への気付きについては、
「実験中に、実

2B ともに感情の組み合わせの主効果はみられなかった

験の意図に気付いたか」
「Pepper の身体と音声（実験

（実験 2A：F (1, 78) = 0.009, n.s.,実験 2B：F (1, 78)

2A）/目の色と音声（実験 2B）の感情の食い違いに気

= 0.05, n.s.）
。このことから、感情の組み合わせによ

付いたか」
「Pepper の表す感情が、行動（配分金額の

ってロボットへの配分額に差はなく、ロボットの示す

変化）に影響を与えるかについて調べていたことに気

感情は利他行動の生起に影響しないことが示唆された。

付いたか」
「配分額決定時に、Pepper というロボット

3.3.3. 差額と質問紙の分析

にお金を与えることに違和感を抱いたか」の 4 問に対

ロボットの示す感情によって差額に違いがみられな

して「はい」または「いいえ」で回答させた。また、2

かったことから、質問紙で回答させた項目と差額との

回目の配分額を変更した人に対してのみ「Pepper が感

関連を検討した。実験中に感じたロボットの人間らし

情を表出していると感じたことが原因で、取り分の再

さについての項目の得点と差額の間に相関があるか調
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べた結果、実験 2A では相関はみられなかったが（r =

る場合、感情の組み合わせに関わらず音声の感情を重

-.02, n.s.）
、実験 2B では弱い正の相関がみられた（r

視して判断することが示された。一方、身体言語＋音

= .30, p < .01）
。この結果は、実験 2B においてロボ

声条件では感情の組み合わせによって身体言語を重視

ットから感じた人間らしさが高い人ほど、変更後配分

するか、音声を重視するかが異なっていた。このこと

額が増加したことを示している。つまり、ロボットが

から、人間はロボットの示した感情を認知するとき、

自然的要素同士の組み合わせである身体言語と音声で

まず感情の示し方が自然的要素によるものか人工的要

感情を示したとき、ロボットに対して人間らしさを強

素によるものかの影響を受けることが示唆された。さ

く感じた場合に利他行動が生起することが示唆された。

らに、2 つの手がかりの両方が自然的要素である場合

また、初回配分額に対するロボットの反応から喜び

は、人間の感情を認知するときと同様に聴覚情報より

と悲しみのどちらの感情を表していると感じたかにつ

も視覚情報を、ポジティブ感情よりもネガティブ感情

いての評定値と差額との関連を調べた。その結果、実

を重視すると考えられる。これらを踏まえ、本研究で

験 2A では相関はみられなかったが（r = .11, n.s.）
、

はロボットに対する感情認知モデルを図 3 に示した。

実験 2B では中程度の正の相関がみられた（r = .44, p

実験 2 では、実験 1 で用いた感情表現を用いてロボ

< .001）
。このことから、実験 2B においてロボットの

ットと対面形式での独裁者ゲームを行い、ロボットの

反応から悲しみを感じた人ほど変更後配分額を増加さ

示した感情が実験参加者の決定するゲームマネーの配

せたことが分かった。つまり、ロボットがどのような

分額に影響を与えるか検討した。その結果、ロボット

感情を表出したかにかかわらず、実験参加者がロボッ

の感情が身体言語と音声によって表出された場合、ロ

トの反応を悲しみだと感じた場合により利他行動が引

ボットの示した感情に関わらず、ロボットから悲しみ

き起こされることが示唆された。具体的には、たとえ

を感じた場合に配分額を増加させることが示された。

ロボットが初回配分額への反応として身体言語と音声

一方、目の色と音声によって感情が表出された場合に

の双方で喜びを示していたとしても、それに対して実

は配分額の有意な増加はみられなかった。また、ロボ

験参加者が「ロボットが悲しんでいる」と感じた場合

ットから人間らしさをどの程度感じたかによっても利

は、変更後配分額を増加させていたと考えられる。

他行動の生起に違いがみられ、ロボットの感情が身体

3.3.4. ロボットに対する利他行動

言語と音声によって表出された場合、より人間らしさ

初回配分額と共感性で弱い正の相関がみられたこと

を感じていた人ほど配分額を高くしていたことも示さ

から、共感性が高い人ほど人間を相手にした場合と同

れた。

様に、ロボットに対しても利他行動を起こしやすいこ

4.2. 実験 1 と実験 2 の差異について

とが示唆された。また、自然的要素である身体言語と

実験 2 において、独裁者ゲームの配分額がロボット

音声によってロボットの感情が表出されたとき、ロボ

の感情を認知することによってどのように変化するか

ットに対して人間らしさを感じた場合により利他行動

を検討した結果、ロボットがどのような感情を表出し

が生起されることが示された。また、ロボットの示し

たかにかかわらず、実験参加者がロボットの感情をど

た感情の組み合わせによって差額に有意な差異はみら

のように感じたかが行動に影響することが示された。

れなかった。ただし、人間がロボットの反応から悲し

そこで、実験 2 でも実験 1 と同様に、ロボットの表出

みを感じた場合には、利他行動を行いやすいことが示

した感情に対して視覚と聴覚のどちらの情報を判断の

唆された。このことから、ロボットが示した感情にか

手がかりとして重視していたか調べた。その結果、実

かわらず、それを人間がどう感じたが利他行動に影響

験 2A と実験 2B のどちらにおいても、全体的に聴覚情

を及ぼすと考えられる。

報よりも視覚情報を重視して感情を判断していたこと
が示唆された（音声の表す感情を選択した人数の割合

4.

総合考察

は、喜びの目＋悲しみ声：45%; 悲しみの目＋喜び声：

4.1. 結果のまとめ

35%; 喜びの身体＋悲しみ声：40%; 悲しみの身体＋喜

実験 1 では、ロボットが目の色と身体言語をそれぞ

び声：30%）
。これは実験 1 の結果とは合致せず、実験

れ音声と組み合わせて多感覚的に示した感情を、人間

2 の結果を図 3 に提案した感情認知モデルで説明する

はどのように判断をするのか検討した。その結果、目

ことは難しいことを示している。その原因として、以

の色＋音声条件においてそれぞれの示す感情が矛盾す

下の 2 つの可能性が考えられる。
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第一に、実験参加者にロボットから感じた感情を判

た。人工的要素である目の色の変化については、色と

断させたタイミングの違いが影響した可能性がある。

感情の結びつきによって、感情の手がかりとして利用

実験 1 では、実験参加者はロボットの感情表現を視聴

できるものの[1][2]、同じ視覚情報でも自然的要素で

した直後に感情判断を行った。一方で、実験 2 では独

ある身体言語と比較して手がかりとしての重みづけは

裁者ゲームが終了した後にロボットから感じた感情を

小さくなっていた。したがって、ロボットを相手とし

判断した。つまり、実験 2 ではロボットの感情表現を

た場合の感情認知様式は、人間を相手としたときとは

観察した直後ではなく、実験参加者がロボットに対し

異なるといえる。それを念頭に置いた上で、たとえば

てお金を配分するという行動をとった後に感情を判断

モニタを用いた感情表現等、人間が感情を容易に理解

させていた。したがって、実験参加者自らが決定した

できるロボットならではの感情表現方法を考えていく

初回配分額が、ロボットから感じた感情に事後的に影

必要があるだろう。

響を及ぼした可能性がある。実際に、初回配分額と

また、実験 2 ではロボットの示した感情によって人

Pepper から感じた感情に相関がみられ（r = .25, p

間の利他的行動が引き出されるか検討した。その結果、

< .01）
、初回配分額を高くした人ほどロボットは喜ん

特に身体言語＋音声の組み合わせのような、自然的要

でいたと判断し、低くした人ほどロボットは悲しんで

素によって感情が示された場合、ロボットに対して人

いたと判断していた。このことから、実験 2 では実験

間らしさを感じた人ほどロボットに対する利他的行動

参加者はロボットが示した感情そのものを認知したの

を生起させやすいことが示唆された。この成果は、日

ではなく、自身のロボットへの配分額をロボットから

常生活において意図的に人間の利他的行動を生起させ

感じた感情の状態の理由として結びつけて考えたため、

る必要がある場面（たとえば募金や献血、署名を呼び

ロボットが表出した感情そのものを判断する実験 1 と

かける場面）に応用できると考える。昨今、パーソナ

は結果が異なったと考えられる。

ルコンピュータなどを使って募金をすることが可能に

第二の理由としては、刺激の性質の違いを挙げるこ

なり、人間が街頭で協力を呼びかけているような状況

とができる。実験 1A では、目の色が変わるという変化

下での募金と比較して気軽に募金ができるようになっ

そのものによって純粋な感情判断が阻害される可能性

た。しかし、このように金銭を差し出す相手が物理的

を回避するため、刺激として静止画を用いた。一方、

には見えない状況よりも、人間の要素を持ち合わせた

実験 2 では、ロボットが実験参加者と対面していたた

ヒューマノイドロボットを使用したほうが、人間が街

め、配分額に反応して目の色が中立である白色から特

頭に立つ場合よりも低コストで、かつ利他的行動をよ

定の感情を示す色にリアルタイムで変化していた。顔

り引き出せる可能性がある。実際に Dona（YANKO DESIGN）

の表情認知では、動的情報が重要な役割を果たしてい

という「物乞い」ロボットがすでに開発されており、

るため[19]、実験 1A よりも目の色の表す感情に注目す

募金活動の場で活躍している。しかし、Dona はお辞儀

るようになり、結果的に人工的要素である目の色が、

をする程度の動作しか行うことができず、音声を発す

自然的要素の音声と同等、あるいは音声よりも強く感

ることや複雑な動作を行うことはできない。また、利

情判断へ影響するという傾向がみられたと考えられる。

他心を生起させて募金をさせるのではなく、ヒューマ

また、身体言語の表す感情を選択する割合も実験 1B よ

ノイドロボットに対しての物珍しさによって募金をさ

りも実験 2B で高くなっており、これもロボット本体を

せている側面があるため、新奇性が失われた場合に長

刺激として用いたことによって生じたと考えられる。

期的な効果が見込めない可能性がある。したがって、

ロボットが手を動かすときなどに伴う動作音が、動画

身体言語や音声等によって感情を表現する機能をもつ

に比べて対面の状態ではより大きく聞こえるため、実

ロボットを、人間の利他行動を必要とする場面で使用

験 1B と比較して実験 2B において身体言語の表す感情

し、コミュニケーションをとる中でロボットに対する

を強く感じとった可能性がある。

人間らしさを受け手に感じさせることができれば、利

4.3. ロボットデザインへの応用的示唆

他行動生起により効果的なロボットの開発に貢献でき

本研究では、ロボットによって多感覚的に表出され

ると考えられる。

た感情を人間がどのように判断するのか検討した。そ

4.4. 限界と今後の展望

の結果、感情判断の手がかりが人工的要素であるか自

実験 2 で行った独裁者ゲームの手続きには、報酬の

然的要素であるかの影響を受けることが明らかとなっ

現実性の点で問題があった。本研究では実験参加者に
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現実の金銭をゲームの報酬として渡すことが不可能で

しまう。この人間の性質がどのような場面で生じるの

あったため、もらえるかのように教示し、実験終了後

か今後さらに検討することで、より円滑な感情コミュ

には実験中の配分額に応じた菓子を渡すようにしてい

ニケーションを可能とするロボットの開発に貢献でき

た。しかし、ゲームマネーが実際に手に入るというの

ると考えられる。

はカバーストーリーであると考えた参加者がいた可能
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Abstract

て,聞き手と話し手で発話速度が異なる場合に同じ速度と

Previous researches reported that a character impression of

比べて印象が異なるかを検討することを目的とした.

a speaker changes depending on a speech rate. However, it
was unclear whether the impression of the speaker differs

2.

depending on the difference of the speech rate between the

実験

実験では,実験参加者の発話速度を基準とした 3 つの

listener and the speaker at the conversation. In this study, we

速度の音声を用いた通話課題を行い,それぞれの速度の

examined whether the impression of the speaker influenced

話者に対しての印象を調査した.

by the difference of the speech rate. The results showed that

参加者：28 名（女性 2 名，男性 26 名，平均年齢 20.9

the listener felt the speaker was more positive and deliberate

歳）が実験に参加した.

when the speech rate was the same as the listener’s one

刺激：実験参加者の発話速度を測定し,その速度を基準

compared to when the speed of the speaker was slower than

として同じ速度のデータと 20%速くしたデータと 25%遅く

the listener’s one. It was suggested that the difference of

したデータを用意した.

speech rate between the listener and the speaker influences

質問紙：通話した音声に対する印象調査では,形容詞対

the character impression of the speaker.

尺度[6]を用いて作成した 10 項目の形容詞対を利用し 7

Keywords ― Impression, Difference of Speech Rate

段階で評価した(表 1).

1.

背景

表1 使用した形容詞対尺度

社会生活を営む上で欠かすことのできない人間関係に

形容詞対尺度

おいて,相手に与える印象が持つ意味は非常に大きい.人

明るい↔暗い

責任感のある↔無責任な

間関係の成立には人間が一つの刺激として関与しており,

親切な↔不親切な

慎重な↔軽率な

そこには必然的に印象が形成される.さらに,形成された印

暖かい↔冷たい

かわいらしい↔憎たらしい

象によって人物との関係を強化するか,回避するかの選択

積極的な↔消極的な

社交的な↔非社交的な

が行われる.このように印象が人間関係を大きく支配してお

まじめな↔ふまじめな

感じの良い↔感じの悪い

り,印象研究が果たす重要な役割を無視することはできな
い.そのため,印象形成に関する研究は多く行われており,

手続き：はじめにボイスレコーダーを利用して,実験参加

それらの研究より印象形成において視覚,聴覚,嗅覚など

者の音声を録音した.その後,録音した音声の発話速度を

の様々な感覚により得られた情報が印象に影響を与える

測定した.次に測定した発話速度を基準の速度として, 話

ことが明らかになっている[1][2][3].印象形成における手が

速を変えることのできるソフト「Audacity」を用いて発話速度

かりの優位性に関する研究では,印象形成において声が

を基準の速度から 20%速くしたデータと 25%遅くしたデータ

重要であることが報告されている[4].さらに,声の印象に関

を作成した.その後,あらかじめ用意された，それらの発話

する研究では,発話速度によって聞き手側が持つ話し手の

速度と一致する発話速度の音声データを用いて実験参加

性格印象が変わることも報告されている[5].しかし,この実

者と通話課題に取り組んだ.その際,各実験参加者に対し

験では,実験参加者が一般的な平均速度よりも速い速度と

て基準の発話速度,速い発話速度,遅い発話速度の合計 3

遅い速度の音声を聞き,それぞれの音声に対して印象を

回の通話課題に取り組んでもらい,それぞれの速度の通話

評価した.そのため,会話時において,聞き手と話し手の発

課題が終了するごとに,その通話課題の相手に対しての印

話速度の違いによって話し手に対する性格印象に違い生

象を 10 ヵの形容詞対尺度を用いて 7 段階(1～7)で評価し

じるかどうかは不明である.そこで本研究では,会話におい

てもらった.最後に口頭質問を行い,それぞれの通話課題
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の相手に対してどのように感じたか,どうしてそのように感じ
たかを聞いた.

3.

結果

本研究では通話課題の相手の話す速度を絶対発話速
度，実験参加者の話す速度と通話相手の話す速度との差
を相対発話速度とする.相対発話速度が速い,遅い,同じの
条件ごとに印象の評価点を算出した.印象の評価点につ
いて,共変量を「絶対発話速度」として共分散分析を行った.
その結果,形容詞対尺度の「明るい↔暗い」を測る項目に
おいて,相対発話速度が同じ場合の方が遅い場合と比較
して,有意に「明るい」の評価点が高かった.また相対発話

図2 「慎重な↔軽率な」における発話速度と

速度が速い場合と遅い場合を比較したとき,速い方が「明

印象評価値

るい」の評価点が高かった(F(1,83) =7.16,p<.01) (図 1，エ

4.

ラーバーは標準誤差を表す).同様に,形容詞対尺度の「慎

考察

重な↔軽率な」を測る項目において,相対発話速度が遅い

共分散分析の結果,「明るい↔暗い」,「慎重な↔軽率な」

場合, 有意に 「 慎重 な 」 の 評価点が 高 か っ た (F(1,83)

の形容詞対に対して,絶対発話速度にかかわらず,相対発

=13.69,p.<01) (図 2，エラーバーは標準誤差を表す).共分

話速度が印象に影響を与えていることが示唆された.口頭

散分析によって相対発話速度の効果が有意であったこと

質問を行った結果,速い,遅い発話速度の話者に対しては

から, 形容詞対尺度の「明るい↔暗い」, 「慎重な↔軽率な」

「話しにくい」という回答が多く得られたが,同じ速度の話者

の 2 つの評価に相対発話速度が影響を与えていることが

に対しては「特になにもない」,「覚えていない」という回答

示唆された.

が多く得られた.このことから同じ発話速度の話者に対して
は印象を持ちづらい,無個性であると判断されると示唆さ
れる.人は快印象よりも不快印象の方が残りやすい[7]とさ
れていることから,同じ発話速度の話し手は,速い,遅い発
話速度の話し手と比較して印象が良いのではないかと考
えられる.
また,絶対発話速度の影響について調べるために分散
分析を行った結果，「暖かい↔冷たい」,「感じの良い↔感じ
の悪い」などの形容詞対では,絶対発話速度が中程度の
時に，速いまたは遅いときに比べポジティブな印象になる
傾向にあった．一方，相対発話速度が印象に影響してい
る形容詞対では,相対発話速度が遅い相手の印象がネガ

図1 「明るい↔暗い」における発話速度と印象評価値

ティブになる傾向が見られた.絶対発話速度により印象に
差が見られる形容詞は中程度のときに最もポジティブな印
象になる一方、相対発話速度により印象に違いが見られ
る形容詞は遅いときに最もネガティブになるというように、
印象における速さの影響に異なるパターンが見られた．こ
れらのことから発話者の印象に影響を与える要因として絶
対発話速度,相対発話速度は別々の要因であることが示
唆された.
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On Biscuit/Pseud-Conditionals
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Abstract

p

This paper examines if p, q constructions which
includes indicative conditionals. It is widely assumed
that the if-clause specifies the circumstances in which
the consequent is true. For example, the sentence in (1)
indicates that Mary’s leaving has something to do with
the venue of John. Given the facts, there is a longstanding generalization that in Standard Conditionals
(SCs) like (1), there is a dependent relation between
the two propositions that appears to be causal relation
between the two actions accomplished.
(1) If John comes, Mary will leave.
However, some examples stand in contrast to this
generalization. In the famous example in (2), which
Austin (1956) calls Biscuit Conditionals (BCs), the ifclause specifies the circumstance in which the
consequent is relevant, not the circumstance in which it
is true.
(2) There are biscuits on the sideboard if you want
them.
The interpretation of (2) presents a puzzle: if we
faithfully follow the generalization about the indicative
conditionals, we would expect (in a science fictional
context) the sentence to have a dependent reading such
as “there is a causal connection between her hunger and
the presence of biscuits on the sideboard”. In this paper,
I will pursue two questions: (I) How such independentbiscuits reading is obtained? (II) How does the
ambiguity-chimericity come about?

q

(1) If it does not rain (p), we will eat outside (q).
Austin(1956)
Conditional BC

(2) (3)

p

(
BC

Biscuit
q

(1985)

(Pseud Conditional)

(2) There are biscuits on the sideboard if you
want them.
(3) There is beer in the fridge if you’re thirsty.
(1)

Standard conditional(SC)

SC

contraposition

(4)

BC

(5)

(4) We will not eat outside if it rains.
(cf. (1a))
(5)# There are not biscuits on the sideboard
if you do not want them. (cf. (2))
SC

BC

BC

SC

(Austin,1956)
(2)

SC
-

.

SC(1)

Keywords
biscuit conditionals, standard conditionals,
chimerical conditionals, presupposition projection

BC(2)(3)
(2)

BC

SF
/

1.

/

if p, q

BC
1

(1)
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(7) c + “if p, q” = (c p q)
BC

(c

p)

2
Franke

(7)
(i)

update
(ii)

(I)
II BC

(iii)

2
p

BC
1

2.
2.1

(1985)
(

BC
common ground

If p, because q, r.

)

(3) (6)
Franke(2007)

SC

BC

BC
BC(2)

p

(8)
BC(8)

(r)

(3)
(6)

(8)

(p)
(q)

(r)

2.3 Francez(2015)

BC
BC

Francez
p

Franke(2015)
BC

II
Francez

)
familiarity presupposition (Heim,

(6)

“if p, q”

1982)

rigid

designator
p

2.2 Franke 2007

BC
(Lewis(1975)/Kratzer(1986)

Franke
context set c

if p, q
(

ground:CG2-

update
must

common

/
) p

Biscuit conditionals
2
(1985) Franke(2007) Francez(2015)
Austin(1956),Ducrot(1991) BC
Siegel (2006), van Rooij (2007),
Christian et. al. (2014)
Van
Rooij(2007)
4.1

Common ground(CG) “the set of speaker’s
presuppositions”
“mutual
knowledge/common knowledge”

1

2
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SC
BC
“le droit (the right)”
”le

SC

droit de venir (the right of coming)”
Francez(2015)

”if p, q”
BC

((c+p)+q)
/
SC

(9) Si tu veux venir, tu as le droit. (If you want to come,
you have the right.)
(Ducrot, 1991)

3.

BC/SC

van Rooij(2007)

(1985)
BC
(implicature)
“if p, q”
cf.(8)
<
>
Franke
BC

Stalnaker (1974) Karttunen(1974)
(11)

(10)

Kadmon,2001

(ps: presupposition)

(11)B is a ps of S iff S can be felicitously uttered

(10) (p q) r or (c p q) r

only in contexts that entail B. (Kadmon,
(10)

/
p+q

2001:119)

c+p+q
”if p, q”

Karttunen & Peters ( 1979)
(

3

K&P)

/

BC, SC
”if p,

SC
q”

BC, SC

q
BC

+
(

)
van Rooij (2007)

((c+p)+q)
BC

(8)

4.1 Unconditional presupposition
Karttunen & Peters ( 1979)
(12a)
(12b)
(12b)
(12 ) unconditional

BC
”if p, q”
BC
3

SC

2

Karttunen & Peters ( 1979)

p and

If
local context

p then q
(i)ps (p
(i)

q) = (ps (p)
and

(p

ps (q))

,
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presupposition
” “

(12)a. If the bottle is empty, then [John]F drinks
too.
b. If the bottle is empty, there is someone
other than John who drinks.
c. There is someone other than John who
drinks.

(i)assertion
(ii)
PS
[

¬ ]( )=
(13)

¬

Lemma4.3

¬

van Rooij (2007)
unconditional presupposition

¬
‘

¬
’

K&P
¬ ¬
van Rooij
¬

¬
van Rooij
(2007)

Lewis(1988)
(14a)

¬

unconditional presupposition

¬

(14)a. If Jane takes a bath, Bill will be annoyed
that there is no more hot water.
b. If Jane takes a bath, there will be no more
hot water.
(Beaver, 1995)

(13)Lemma4.3(independence)
Formulae

and

are independent of each

other in context iff the following four
conditions are satisfied (where
means
that [ ]( ) ≠ )
(i) If
and
, then

(

(ii) If

and

¬ , then

(iii)If

¬ and

, then

(iv) If

¬ and

¬ , then

(14b)

Beaver(1995)

unconditional presupposition

),
¬ ),

(
(¬

(¬

van Rooij

), and
¬ ).

(
)agent
K(a, )
presupposition

(van Rooij 2007:296)
van Rooij

unconditional

4.2
presupposition state :

BC

PS)

unconditional presupposition

(update)

4.1
PS
“

van Rooij

¬
unconditional

”
presupposition

K&P ( 1979)

if p, q
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p+q
c+p+q

(

,1997) (16a,b)

unconditional presupposition

unconditional presupposition
(16)a.
b.
BC

agent
BC

p,q

(17)a.
b.

4.1

van Rooij 2007

c.

unconditional

/

/

presupposition

(18)

unconditional presupposition
BC

CG
CG

(

BC

6

p.103)
agent

(18)A:9

/CG

B:
BC

BC
BC
4
/

4.3

(19)

*

/

(

/

indicative conditionals

)/*

(

)

/*
/

/ /

(20)

4

{*

/*

/*

/

}

6
/*
(19)(20)

(15a,b)

/

BC
(19)

(20)
(15)a.
b.
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BC

BC
if
BC

1
BC

(22)
a
(22)
a.
b.
c.
(23)
b.
c.

(19)(20)

/

(23)

discourse particle

(21)(22)

(
(
(

)
)
)

(
(

)
)
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a
<common ground:CG>
(21)
{ /* }
(22)

BC

{* / }

(3)
(19)(20)

(8)
(24b)
(8)
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(24)
(25c)

BC

(24)a.
b.(

(p)
)
(q)

(

BC

BC
drink beer”)

)

c.
(r) (
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(r) (
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you may eat biscuits”/”you may
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(p)
)
(
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(p)
)
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b
(p q)
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高齢者―若年成人間のコミュニケーション：
コールセンター場面における高齢者対応事例
Communication between Older Adults and Younger Adults
at a customer call center: A Case Study
池永 将和，原田 悦子
Masakazu Ikenaga1, Etsuko T. Harada2
1

筑波大学人間総合科学研究科，2 筑波大学人間系
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Abstract

動が行われたことが示唆された。

In order to see how conversation between older adults
and younger adults differ, and how those differences or
problems are treated by younger adults, we analyzed 18
real dialogue data at a costumer call center of a food
company. Based on the framework of the collaborative
problem solving only by verbal conversation, 10
categories of problems in conversation with older adults
were picked up, summed up from 21 subcategories. In
this article, four examples were introduced with the
matched categories, showing problems on the processes
of collaborative problem solving, and also some
demonstration of asymmetrical some social power,
which may come from age differences and/or social roles
of the customer call center.

さらに，この研究の追試的実験を行った Tabuchi &
Miura（2018）は，異世代ペアの高齢者は，同世代ペア
の高齢者よりも、若年者に対する「提案の要求（
「何を
作りましょう？」等，相手に提案を促す発話）
」の発話
数が増加したことを報告している。また、異世代ペアで
は，いずれの同世代ペアよりも，
「新しい提案（
「家を作
りましょうか」等）
」や「相手の提案に対するポジティ
ブな反応（
「それはいいね，賛成！」等）
」の発話が増加
したことが明らかになっている。これらから，異世代の
ペアでは、
「高齢者が若年者に対して新奇な行動を促す
役割を担う」といったように，同世代集団では生じ得え
ない相互作用があることが示唆されている。

Keywords: 世代間交流 communication between older- and
younger adults，電話会話 conversation through phone，認知
的加齢 cognitive ageing

このように、高齢者と若年成人のペアでの協同作業は
実世界での必然性があり、また両者にとっての正の効果
があるにもかかわらず、従来の高齢者における世代間交

1.

流研究の多くは，高齢者と子どもの相互作用のみ扱って

問題と目的

おり，若年成人から中高年までの｢成人｣と高齢者との交

日本社会のさらなる高齢化に伴い，高齢者との対話・

流を扱ったものは数少ない（金森, 2012; 林谷・本庄,

協同作業をする場面，必要性が増加してくることが考え

2012; Kessler & Staudinger, 2007; Kaplan & Thang,

られる。そのような状況の中，いくつかの先行研究にお

2002 加藤訳 2008）
。

いて，高齢者と若年成人のペアでの協同作業により，高

池永・原田（2017）は，高齢者と若年者間の対面での

齢者群のみならず若年成人群にとっても正の効果がある

協同問題解決場面を実験的に構成し，そこでのコミュニ

ことが報告されている。原田・運天（2014）では，高齢

ケーションにおいていくつかの種類の齟齬が生じるこ

者同士のペア，大学生同士のペア，あるいは高齢者と大

と，とくに，若年成人からの発話がうまく高齢者に伝わ

学生ペアが，Kapla（積み木の一種）で，60 分間自由に

らない事例があることを指摘した．特に，話題の転換

遊ぶ課題を行った。この結果，同世代ペアの実験参加者

点，具体的には「自分たちの発表内容」をまとめるため

よりも，異世代ペアの実験参加者のほうが，自分たちの

の「内容（意見集約）
」カテゴリーの発話と，報告資料

活動結果を肯定的に評価し，異世代ペアは課題自体もよ

の作成方針等作業・活動に関する発話である「資料作り

り楽しいと評価したことが示されている。さらに，作成

（作業実施）
」カテゴリー発話との変換点において、コ

した作品に対する参加者自身の印象評価では，同世代ペ

ミュニケーション上の齟齬が起こりやすいことを指摘し

アにおいては高齢者－若年者間に有意な差はないが，異

ている。より具体的には，そうした齟齬は，
「話題の切

世代ペアにおいて，高齢者はより「空想的」
，大学生は

り替え時に，話者からの発話に対し，聞き手側の反応が

より「現実的」と評価したことが指摘されている。これ

遅延する」こと，さらにその結果として，
（a）聞き手側

らから，異世代との協同活動は，若年者と高齢者の両者

がターンを取って発話するが，既に終了した過去の話題

にとって，
「いつもとは異なる」活動，特に創発的な活
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について無標で発話する，あるいは，
（b）話者が同じ内

め，高齢者(O1)の発話(56 番)は，直前の若年者（Y2）の

容の発話を繰り返す，が生ずるとして，この現象を操作

発話を無視することになり，この結果，若年者（Y1）に

的に定義し，齟齬の生起回数をカウントした。この結

混乱が生じている．こうした会話上の齟齬は，若年成人

果、異世代グループのみにおいて、コミュニケーション

にとって，高齢者とのコミュニケーションの難しさを感

の齟齬が生じていることが指摘されている。

じさせる可能性があること，またその多くが若年成人側

たとえば，下記事例は，話題の切り替え時に，話者か

で回収されていること(Harada, Ikenaga, Shimoya-ma,

らの発話に対し，聞き手側の反応が遅延し，続いて聞き

& Sawada, 2018）から，若年成人の側に異世代成人と

手側の発話が（無標のまま）旧話題に関するものとして

しての高齢者との協同活動，相互作用に負担感をもたら

なされた事例である．この事例は若年者 2 名と高齢者 2

す可能性が示唆されている．

名で構成されるグループの会話であり，会話の序盤に，

しかしながら，池永・原田（2017）では，
「調査結果

成果発表会では動画を用いて発表することが決定した後

をまとめて発表する」という実際の課題遂行のための協

の会話である（若年者を Y：Younger Adults，高齢者を

同作業の場面であったため，その特定の課題特性が，高

O：Older Adults で表記。発話の重なり部分は、記号 //

齢者－若年成人間のコミュニケーションに大きな影響を

で表記する）
．

与えている可能性が否定できない．また対面による協同
問題解決の中で，会話としての特性と他の活動が一体と

【例】異世代グループ（4）発話番号 46－59

なっていることから，高齢者の対話特性としては判別し

46 Y2：あとその、
「高齢者にとって使いやすいかどう

にくい場面も多い．

：か」とかそういうところは、たぶんまじめに

そこで本研究では，より日常的な，実際の生活活動の中

：発表しないと<笑>。

で発生する問題であり，さらに言語的コミュニケーショ

47 O1：まじめに<笑>。

ンのみによる協同問題解決の場面として，コールセンタ

48 Y2：まじめに<笑>。

ー（お客様相談窓口）での電話会話をとりあげた．コール

49 O1：
「楽しかった」だけじゃね<笑>。

センターの顧客対応は，客が持ち込む「問題」を，オペレ

50 Y2：そうなんですよね。

ータが客との協同により解決する協同問題解決場面であ

51 Y2：なんで、それ(動画)とはまた別に発表方法、

る．そこでの会話，すなわち顧客である高齢者とオペレー

: /動画/とは別/に、

/

タ（若年成人）間のコミュニケーションにおいて，高齢者

52 Y1 : /うん。/
53 Y2：

との対話に特有な特徴があるのか，その結果としてどの
/別に、うん。/そのパソコンのパワー

ような問題事象が発生しているのか，それに対して若年

：ポイントっていうので発表するか、それとも紙

成人はどのような困難を体験しているのか，それらをど

：でここがこうだったとか地図でここに書いてま

のように解決しているのかを検討することにより，若年

/めたいですね。

成人にとって，高齢者とのコミュニケーションへの困難

：とめて発表するか、/
54 O2：

決

/そっかあ。/

さ，あるいは認知的負担となっている可能性を検討する

55 Y1：うん。

ことを目的として，会話の音声実データを探索的，質的に

56 O1：そうだねえ、
「年寄りが使いや、使いやすいとこ

検討した．

:ろとか使いづらい」とか、んーまた行きた/ーい/
57 Y1：

コールセンター場面を分析対象とした理由は，1 つ目

/あ、そうですね。/

に，上述の通り，顧客である高齢者とオペレータによる協

58 Y1：思ったところとか。

同問題解決の構造を有していること、2 つ目に，顧客とオ

59 Y1：
（3 秒沈黙）へ、へ、へ、へ、へ？

ペレータのように、二者間の役割構造が明確であること
があった．後者については，先行研究において，高齢者と

この例では，若年者（Y2）の発話番号 46 の発話に対

若年者の協同場面において，年齢群間による役割が明確

して，高齢者(O1)は，発話番号 47，49 で反応を示し，

化された状況でコミュニケーションの齟齬が生じている

さらに，発話番号 56 において，
「そうだねえ，
『年寄り

可能性が示された（池永・原田，2017）ことから，重要

が使いや、使いやすいところとか、使いづらい』とか、

な対話特性として挙げられた。

んーまた行きたーい、
」と話題を続けた。しかしなが

一般には，コールセンター場面の特徴は，
（a）顧客が

ら，発話番号 49-56 において，若年者(Y2)の「動画とは

持ち込む「問題」をオペレータが顧客と協同で解決して

別にパワーポイントや地図の資料を作ったほうが良い

いく協同問題解決場面である，
（b）その問題は，認知心

か」という発話により，話題が移行している．このた

理学的な枠組みにおける不良定義問題（Kaney, 1986;
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Simon, 1978）であり，解決者たち自身で問題の「初期

再度２1 のカテゴリーに対する再ラベリングを実施した．

状態と目標状態とオペレータ」の情報を持ち寄り，問題

21 のカテゴリーを，場面の特徴や話し手の違い等によっ

を定義しなければならない，また（c）問題の解決に

て，11 の大カテゴリーにまとめた（Table 1）
．
Table 1 のカテゴリーにおいて，まず#1 から#4 は，全

は，解決者，特に顧客自身が「解決した」ことを認識
し，合意をすることが必要である，と考えられる．加え

体の問題解決がスムーズに展開しない要因を中心にラベ

て，
（d）顧客に直接対応することが業務であり，その中

ル化している．また#5 から#9 については問題解決話段の

に感情労働要素を含むこと（Hochschild, 1983; 安賀・

特定の段階において，局所的に見られる現象を示した．ま

大蔵, 2015）や，
（当然ながら）
（e）電話を通した，電話

た，各カテゴリーについて，高齢者特有の現象と考えられ

ならではの会話であること（ザトラウスキー, 1993;

るか否か，また顧客用コールセンターならではの会話特

Hopper, 1972; Schegloff, & Sacks, 1973； 今石, 1992;

性であるか否かについて，判断を付している．

岡本, 1990; 小野寺, 1992; 林, 2002）
，
（f）大部分の場合

いずれのカテゴリーについても，個々の事例に複数の

において，相手をよく知らない，初対面同士の会話であ

要素が関与しているため，特性が分かちがたく融合して

ること，といった特徴も加味しながら，コールセンター

いる側面があり，またモデルベースの分析ではないため

での実データ分析を試みた．

にその構造性は必ずしも明らかではない．本論文は，こう

2.

して得られた「困難さカテゴリー」をベースとして，いく

方法と結果の概要

つかの事例紹介をしながら，そのカテゴリーやさらには

データ 大手食品関連企業の顧客対応関連事業部より，

その背後にある高齢者との会話の困難を引き起こす諸要

「高齢者との対応が難しかった場面」として選定・提供さ

因を検討分析のためのモデル化に向けて，検討分析枠組

れた録音データであり，高齢者対応事例 18 事例（長さは

を構築していくための事前分析として，中間的に報告す

1 分 33 秒から 45 分 25 秒，平均 11 分 33.88 秒）
，および

るものである．

その比較対象として，同一テーマに関する若年成人の対

3.

応 2 事例（1 分 55 秒，5 分 10 秒）を対象として分析を

事例に基づく分析結果の説明と考察

本論文では， 11 の「高齢者とのコミュニケーションが

実施した．
データが記録された期間は，
高齢者対応の事例が，2017

難しい場面」カテゴリーのうち，特に問題解決が順調に進

年 1 月 20 日から 3 月 13 日，若年対応の事例は，2017 年

まなかった４事例をとりあげ，その分析を発話事例とし

1 月 17，28 日であった．コールセンターに勤務するオペ

て報告している．以下，事例においては発話の重なり部分

レータは，11 名であり，全員が女性の社員であった（平

は / 記号に挟まれた部分が示す．

均年齢 40 歳前後，平均勤続年数は約 10 年）
．

以下の事例の表記においては，
高齢者の客をOA
（Older

本研究での「高齢者」は，コールセンターのオペレータ

Adults）
，若年者の客を YA(Younger Adults）
，オペレー

が業務上行っている主観判断によるものであり，業務用

タの発話を OP（Operator）で表記する．また，バックチ

システムに入力された顧客の年齢推定値により，オペレ

ャネルについては，発話番号を「先行発話の発話番号_通

ータが 60 歳以上の年齢と推定した顧客であった．

し番号」と表記している．

分析方法 まず，すべての会話を文字化し，文として読
める形の書き起こしをした上で，話者が移行する（ター
ン）
，あるいは同じ話者の発話中に 3 秒以上の間が空くこ
とを基準として分節化した．
次にザトラウスキー（1993）を参考に，すべての発話
命題に対して発話機能をラベリングし，さらに，
「話段」
の概念に基づき，おのおの発話命題が問題解決の段階の
いずれにあるかを推定した上で，各コールにおける，会話
による問題解決の段階変化を記述した．
これらの記述をデータに対し，各事例において，高齢者
とのコミュニケーションに「難しさが生じている」場面を
リストアップしながら，
「高齢者とのコミュニケーション
の困難さ」事例のカテゴリーを生成したところ，最終的に
21 のカテゴリーが生成された．そこで全事例に対して，
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例えばカテゴリー#1 の「オペレータの反応によって顧
客が話そうとする発話テーマが変容する」では，オペ
レータが
（それ以前の顧客からの発話をベースとして）
同一の内容を反復して確認をとろうとしているにもか
かわらず，顧客高齢者が確認に対する回答として，異
なる情報を付与していくために，顧客からの電話のテ
ーマが変化する（ように受け止められる）事例である
（事例 1.1～事例 1.4）
．すなわち，最終的に了解され
た事例１での問い合わせの要件は，顧客が「ドリンク
の定期購入を中止する」ことの伝達であったが，事例
1.1 では，高齢者の発話では用件がうまくまとめきれ
ていなかったために，オペレータが，
「
（この電話の用
件は」ドリンクの定期購入を中止することで間違いな
いか）を確認しようと試みている．
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Table1 高齢者とのコミュニケーションの難しさを感じさせる特徴一覧：
（Op はオペレータ，CC はコールセンターへ電話をかけてきた顧客を示す）
番号

（付加的な説明）

Opの反応によってCCが話そうとする発
話テーマが変容する
Op-CC間のやりとりの中で、最終的に求
める情報・目標設定が変化していく

1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
10
11

観察される特徴

CCからの発話についてOpが確認をする途上で，新たな情報が負荷さ
れ，何をしたいのかが変化するなど，問題の全容がつかめない
Opによる情報提供，質問などによって，CCが求める情報・解決状態が
ずれて（変化して）いく
「もう70だからね」などの個人情報を含めたエイジズム的発言（Opへの
自己に対するエイジズム的発言
承認要求？）
不満の表明（感情の受容，補償要求），Opの会社のための提言，高齢
CCからの発言者の立場・関係性・主張
であるなどの立場の理解，など「私は○○だから」などの発話が様々に
表明の根拠が，会話の展開の中で変化
語られる
個人情報開示のタイミングが異なる
会話開始時に自分の個人情報（住所・電話番号）を言う
会話開始時にOp（会社）の住所を聞く
Opから名前を聞かれて、住所を答える
問題の説明理解が困難
単純な質問へのOp回答に対し，次の質問へ移行する．
一度の電話会話での複数の質問を試みる
問題説明を，極めて大きな前提，枠組から語り始める
抽象化・簡略化された問題提起があり，その解決後に，その背景にある
問題説明の過剰な簡略化
情報や経緯を説明し，そこに他の問題が発見される
感情的爆発（Opによる感情的なケアを 感情労働的にお客様の不満の声に心遣いをしないとき、オペレータの問
必要とする）
題状況の質問が重なると不満が爆発する
OpからCCへの情報伝達がうまくいかない
Opによる同一質問の反復が必要
Opが質問していること（回答が求められていること）が伝わらない
CCがOpの説明の途中で判断する
説明の途中で結論を述べる
CCがOpの説明について，要点のみを聞いて話を進めようとするが，要
CCがOpの説明を十分に聞いていない
点理解がずれているために会話が停滞する
Opの説明や質問をさえぎる
話がうまく通じなくなると、会話が重なるようになる
Opが質問の前提･意図を明言しないと Opから複数の質問をする際、「質問の意図」を伝えることで，質疑応答
話が進まない
が進み始める
Opからの質問に丁寧に答えるが，質問の意図からずれた回答になって
質問の意図からずれた回答
いる
会話終了の不備
突然電話を切る
CCがOpに同意を(強く，何度も）求める
CCによる問題の引き取り，引き下げ
CCが消化できていない会話を一度「持ち帰る」ように試みる

【事例 1.1】OA012 ライン番号 22―25
23 Op：あーえー，あのでは，お客様は/
/何か
：
(23_1) /はい。/
：定期的に黒酢のしゅ，ドリンクをご注文
：/
/いただいていて、これからはもうご注
：/はい。/（23_2）
：文されないということなん/ですか？はい。/
24 OA ：
/あ
の ね、/
：最初ね /
/お断りしたんですよ。/
/
：
（24_1）/はい。/
（24_2）/はい。/
：それがお断りしたのが、/
/あのーはっ
：
（24_3） /はい。/
：きり、しなかった/らしいんですよ私がね。/
：
（24_4）/あー 、 はいはい。/
：そしたら結局 3 か月間経って、 /
/電話
：
(24_5) /はい。/
：来ないから、/
/あのー3 か月間結局うち
：
24_6 /はい。/

高齢者
特有

業務
特有

〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇

〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

：のほうでお金を払うようになったんですよ
：ね。
25 Op ：あーそうだったんですか。
事例 1.1 では，高齢者の応答は，オペレータの質問
に対して，直接的な回答になってないことが観察され
た．しかしながら，高齢者の状況を推察すると，
（購入
中止をする前に）商品自体が悪いものであったのでは
なく，他の理由から注文を終了することを明示する必
要性を感じていたためであったものと考えられる．
そこで，続く事例 1.2 では，注文を停止したい商品
を特定した後に，
「その商品を注文しない」という要件
で誤りがないかを，
オペレータが確認した場面である．
ここでは，オペレータからの質問内容は事例 1.1 と同
じであったが，高齢者から，
「そうです」との直接的明
示的な返答がなされた。このことによって，オペレー
タは，
「特定の商品の定期購買を中止する」要件を受領
し，この後で問題解決の次の段階に進めている．
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件の受領を伝え，会話を終了することを試みた．この
時点で，高齢者から「まだわからないですけどね」と
いう，
確認を覆す語が発話された(ライン番号 114)ため
に，
オペレータは発話を聞きなおし，
その結果として，
顧客が，まだ飲みきれていないドリンクが 2 箱あるこ
とを説明した．すなわちこの説明によって，製品自体
には満足しているが，購入を中止するという矛盾した
発話が，ドリンクを消費しきれないためである，とい
う原因が，間接的に表明されている。

【事例 1.2】OA012 ライン番号 31―32
31 Op：あ，そちらはもうこれからはご注文にならな
：いということですか？
32 OA：そうです。/はい。/
事例 1.3 は，高齢者（客）の住所や電話番号等を
聞いた後の場面であり，最終的な確認として，オペレ
ータが用件を確認した。この確認行為は，オペレータ
としては，話すべきことはすべて話し終えたことを示
し，終結部（Closing-Section）に入ることを示す発話
(ライン番号 99，101)と考えられる。
この確認に対して，高齢者は，購入をやめる商品に
対して，
賞賛の発話を続けていることが観察された
（ラ
イン番号 102）
。
「その場の会話が終わったとしても，
二者の関係が終わるわけではないことを示し，次の行
為との間をつなぐ役割を担う」ことは，終結部の意義
の一つであることから（岡本, 1990）
，ライン番号 102
の発話も同様に，終結部（Closing-Section）に入るこ
とを示す発話と考えられる．つまり，本事例 1.3 にお
いて，顧客高齢者自身は，企業との関係の一切を終了
することは望んでいるわけではないことを伝えている
と考えられる。しかしながら，発話内容は，オペレー
タによる確認に対する応答となっていなかった。

【事例 1.4】OA012 ライン番号 113―118
113 Op`：/とんでもないです。/あのもし万が一ですが、
：何か確認したいことがあれば、お電話させて
：もらうかもわかりませんが。/ええ。こ の /
：
（113_1）/はい、いいですよ。/
： ##（商品名）のドリンクを、もうこれから
：はおたの、ご注文されないということで
：/ 確 か に 承 り ま し た。/
114 OA： /そうです。まだわからないです /けどね。
115 Op：はい⁇
116 OA：今のところはまだ二箱あるから。
117 Op：あ、まだ二箱お持ち/で＊＊/
118 OA ：
/ひと、/一人で飲んでま
：すから。
119 Op ：そうでしたか。/
/かしこまりました。/ /
： （119_1）/うん。/ （119_2）/はい。/
：すいません、あのありがとうございました。
：/お電話いただきありがとうございました。/
※注 「＊」は聞き取り不可の箇所を示す．

【事例 1.3】OA012 ライン番号 99―108
99 Op：かしこまりました。ではこれ、このあとはご
：注文は続けてはなさらないということです
：ね？
100 OA：そうですね。
101 Op：かしこ/まりました。/
102 OA：
/ あ の。 /3 か月間とって、/
/3
：
（102_1）/はい。/
：か月間と、って、体に確かにいいですこれお
：酢と、黒黒酢。あーの。
103 Op：はい。
104 OA：黒酢、なんですか??
105 Op：ええ、黒酢ですよね。######（商品名）です
：ね??
106 OA：そうですね。＝
107 Op：はい。
108 OA：体に確かに良いですねこれは。

これらのように，同じ内容を質問したとしても，オ
ペレータの話し方（言葉）によって，あるいは，どの
ような会話の流れの中で質問されるかによって，高齢
者の回答がそれぞれに異なってくる場面が観察された。
このことは，こうした協同問題解決的な会話におい
て，通常は，多様な対話文脈の中であっても，自分の
問題解決・目標達成のために，
一定の目的が共有され，
実施までこぎつけられるように，個々の発話において
は｢何を発話しないか｣という選択が行われている可能
性がある．これに対し，加齢に伴う抑制機能の低下
（Hasher, Stolzfus, & Zacks, 1991）によって，高齢者
がオペレータの話す内容や話題の個々の状況に反応し
て，うまく抑制をかけながら会話(協同問題解決)を進
めることが難しくなっている可能性がある．特に本事
例においては，定期的な購入予約となっているドリン
クが，消費の速度が追いつかないために（一時的に）

そのため，その後，事例 1.4 では，オペレータが「ま
た注文したくなったら電話してください」と発話し，
高齢者は感謝を示した．そこで再度，オペレータは用
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停止したいという複雑な問題状況，購入を停止すると
いう「負の申し出をする」ことに対する感情的な負担
などが輻輳的に働いて，高齢者にとって，どのタイミ
ングで何を発話するかという認知的制御の機能低下が，
対話による問題解決を難しくしているように思われる．
こうした問題解決途中の提供される情報の変化，不
確定さに接して，若年成人にとっては，対話相手がど
のような目標に向けて発話しているのかがわからなく
なること，その結果として，若年成人自身が，高齢者
に働きかけて問題を特定する，あるいはそうした問題
解決過程の混乱を避けるために，相手の発話をコント
ロールするといった負担があると考えられる。
こうした傾向は，
より局所的には問題提起の初期にお
いて，高齢者による説明がうまくいかない，というカ
テゴリー6 として表れる．
「問題の説明・理解が困難」
というカテゴリー６にはいくつかの要素が見られるが，
特に特徴的な会話として，カテゴリー6.3 高齢者が「問
題説明を，極めて大きな前提，枠組から語り始める」
が複数のコール事例で見られた．
その現象を理解するために，まず比較対象として，若
年者が説明をする事例２を報告する．事例 2 は，常温
で保管してしまった要冷蔵の商品を，食べるのは控え
た方が良いか否かという問い合わせであった。

べるのは控えた方が良いか否か」という問い合わせで
あった．

【事例 3】A011 ライン番号 6―17
6 OA：(1 秒)ええ、ねちょっとあのー/
/失敗ってい
：
（6_1）/はい。/
：うんか、/
/ #######（商品名）のね。
：
（6_2）/はい。/
7 Op：はい、#######（商品名）はい。
8 OA：これ、ふた、あー、ワンパック二つ袋ですよね？
9 Op：はい。
10OA：買うて冷蔵庫にほったらかしたん/ですけど。/
11OP：
/ あー
/
：はい。
12 OA：あのーわたしいつも、ボイルー、いゆでて食
：べてるんですけどね??
13 Op：はい。
14 OA：あ、これまあそれは別にして。これ賞味期限
：が 1 月 16 日って/いうのがな。/
15 Op：
/ あ ー / はい。
16 OA：今、まあ 1 か月半ちょっとだけど、普通にま
：あ別に開けて匂ってなかったら、ボイルで食
：べても、賞味期限はおっけーですね？
17 Op：いえ。もうーあのかなりお日にちが経ってお
【事例 2】YA002 ライン番号 2―5
：りますので /
/、もう召し上がっていた
2 YA：恐れ入ります、ちょっと教えていただきたいん
： (17_1) /ええ。/
：ですが、/ あ の ー
/
：だくのは残念ですが、お控えいただけます
3 Op：
/はいどのようなこと/でしょう？はい。
：でしょうか？もう/傷 ん で い る /
4 YA ： 頂いたハムのギフトセットなんですけれども、
：
（17_2）/へへっ＜笑＞、ネッ。/
：/
/要冷蔵って書いてあったのを、/
/
：可能性がございます。
：/はい。/ (4_1)
(4_2) /はい。/
：常温っていうか、へい、常温台所にずっと置い
同様に｢食べても大丈夫か｣という質問であるが，事
：ておいたんですね。
例 2 に比して，事例 3 では，
「ウインナーが 2 袋 1 セ
5 Op：ああ、さようでございますか。
ットで販売していること」や「いつも茹でて食べてい
6 YA ：はい。それはもう食べれないですか？加熱で
ること」など，不要な背景情報を説明に加えており，
：は大丈夫ですか？とか。
そのために，質問の中心的要件である，冷蔵保管して
7 Op：かしこまりました。あの要冷蔵のま、塊のハ
いた商品（ウインナー）を食べるのは控えた方が良い
：ムなどのセットでございますね。
かどうかという質問が，伝わりにくくなっていた（少
なくとも，より長い時間を要する会話となっている）
．
この事例 2 において，若年者は，
「ギフトハムのセッ
こちらも加齢に伴う抑制機能低下（Hasher, et al., 1991）
トが，要冷蔵であることは理解しているが，常温で保
により、不要な情報を抑制することができなかった可
管をしていた．
加熱をしても食べることはできないか」 能性がある．顧客側において，
「2 パック販売をしてい
と，問題を明確に伝えている。
るから」残ってしまっている，
「ボイルして食べる」つ
これに対して，同様の用件についての高齢者からの
まり過熱をするから消費期限の制約をうけないのでは
問い合わせを，以下に事例 3 として報告する．事例 3
ないかといった何らかの関係性が示唆されうるが，そ
は，
「賞味期限が過ぎている商品（ウインナー）を，食
の点を明確化することなく，多くの情報が，
（理由とし
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て明確化されることなく）付加されてきている発話と
：皮が厚いんですね。あの中から、漏れないよ
なっている．
：うなちょと厚めの皮を使っております。
このような状況において、オペレータは顧客の問題
16 OA：ふーーん。いやこれ###（商品名）はいつも
を理解するために，高齢者の話す情報のうち，
「主要で
：常に焼いて食べてんだけど/
/いや残った
はない」情報を判断し，切り捨てたうえで理解しなけ
：
(16_1)/はい。/
ればならないといった負担が加えられると考えられる．
：ときにはね、/
/スープとかに入れて食べて
逆に，カテゴリー６「問題の説明・理解が困難」で
： （16_2）/はい。/
は，説明が足りない事例もリストアップされてきた
：いたけど、/
/あんたが言うようなことは気
（6.4「問題説明の過剰な簡略化」
）
．事例 4 は，焼餅の
：
（16_3）/はい。/
調理方法についての問い合わせであり，最初の問題説
：にしなかったよなあと。
明は，過度に簡略化された事例であった．
17 Op：ああ、そうですか。あのお餅が溶けてきたり
：中から具材が出てくるようなことはなかった
【事例 4】OA013 ライン番号 2―20
：ですか？
2 OA：あーもしもしー
18 OA ：あったね。
3 Op：はい。
19 Op：あ、さようでございますか。それである
4 OA：ええとおー、##、##、## / ##（商品名）
、/
：/あの、はい。/
5 Op：
/ ##/
20 OA：/だからね、/だから、なま、生の状態で、最初
： ##（商品名）
、はい。
：から煮たらどうかなという気持ちでお電話し
6 OA：これ焼いて食べるのど、おいしいのはわかっ
：て/ /訊いてみました。
：てるけど。
： /あっ、/ (20_1)
7 Op：ありがとうございます。
8 OA：うん、これ煮たらどうなの？/ス/ープと。
この事例 4 では，高齢者が「焼餅を煮ても食べられ
：
（8_1）/に。/
るのか」を質問し，オペレータは，中身が溶けだす可
9 Op：ああーはい。まあスープ餃子のようにして、あ
能性があるため勧められないと回答した．しかしなが
：の煮て、お召し上がりになるということでござ
ら，オペレータの説明後のやりとりの後，実際に高齢
：いますか？
者が困っていた（質問をしたい内容）のは，
「焼いた焼
10 OA ：そうそうそうそう。
餅の食べ残しを，スープに入れて食べると，中から具
11 Op：あはい。そうですねーそうしますと、どうし
材が出てきてしまう」ために，
（最初から煮る加熱なら
：ても皮がとても、うすうございますので、や
ば）その問題が回避できるのかということであったと
：はりあのー水分を通しますと、それが溶けや
オペレータに話している（ライン番号 20）
．
：すくなってしまいますので、中の具材が出て
このように，一見，簡潔な質問のように思われる問
：くる可能性がございますので、うまくお召し
題提起が，実際に，オペレータの立場からの最も有効
：上がりになっていただけないかもしれません。 な回答を引き出すためには，情報が不足している事例
12 OA ：いや、いやあのスープん中入れるんだったら、 が観察されている．情報が不足した形での問題に対す
：焼いてから入れた方がいいっていうこと？
るオペレータの回答は，多くの場合，顧客によって「問
13 Op：んーそうですね、焼いて入れられても、やは
題が解決された」とは受け止められず，そこから追加
：りお餅の成分が水を吸うと柔らかくなってし
的な質問がなされる等，問題が特定されるまでに時間
：まうので、ま、もともとはもう、あのいつも
を要する展開となる．また，オペレータ側が先に高齢
：通り焼いていただいて召し上がっていただく
者の説明が不足していることに気づいた場合には，若
：のが、一番おいしい方法でございます。
年成人は，高齢者が語っていない要素の発話を促すた
14 OA ：でも焼き餃子だって同じようなことでしょ？
めに，既に両者で理解されている内容を説明したり，
：ぎー、や、焼き餃子とか水餃子とかあるでし
不足している情報を補足しながら質問を行うなどの負
：ょ？
荷が生じていると考えられる．
こうした問題解決の過程での困難さとは別に，カテゴ
15 Op：うん、水餃子の場合には、もともとの皮が、
リー４「発言者の立場・関係性・主張表明の根拠が，会話
：あのやはり私どものほうでもあのそういった
の展開の中で変化」する会話では，高齢者が，一人の消費
：スープ餃子など作っているのですが、餃子の
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者として発話をした後，まるでアドバイザーかのように

58 Op：申し訳/ございません。/

商品を改良すべきであると主張し，その後，独居の高齢男

59 OA ：

性の一人としての意見を主張するといった事例が観察さ

/あのー今ちょ、
/今ちょっとそんなふうに、

：いや、話しながら感じたんだけど。

れている．コールセンターにかけられる電話用件にもい

60OP：はい。

くつかの種類（質問，注文，怒り感情の発露など）がある

61OA ：はい。

が，言語行為として何を目的としているのかについて，必

62OP：/かしこまりました。/

ずしも明らかではない，あるいはそれが変化する事例が，

63OA ：/あのーいや、や、やり方/どうしたらええかって

高齢者との対話の中では含まれてきている．事例 5 は，

：聞いてみただけなんだけどね。

電子レンジを用いたピザの調理方法について，高齢者男

64OP：はい。

性からの問い合わせであった．配偶者が家を離れており，

65OA ：うん、あのちょっと、いまそうやって聞いてみた
/

男性一人で調理をしなければならない状況であり，日常

：ら、ここの但し書きをずっと見た時にー、/

生活で，男性の配偶者はアルミホイルを使用して調理し

：

ていること，しかし食品パッケージの表記（
「アルミホイ

：あのー(1 秒)ちょっとこう、あのー話が、つじつ

ルを引かずに焼いた方が美味しい」
）は異なって，美味し

：まが合わないとこがあるなと思って。/

く食べていたことを表明した．この直後の場面であった．

：

（65_1）/はい。/

(65_2) /はい。/

66 Op：申し訳ございません。/＊
：

51 OA：/だけどね、だけどね、/この、この書き方やった

：せ た説 明が

/一番できればよろしい

：のですが、なかなかですね。

53 OA ：
「ピザをトレーごと焼かないでください」ってあ
：

＊に合 わ

：違うんですよ。うん。/、

52 Op：はい。
：ってね下にね、/

＊

（66_1）/いえいえいえいえいやいや、

【事例 5】OA007 ライン番号 51―70
：らね?? この書き方やったらね??

/うん。

67 OA ：でも、オーブンでそ、要は電子レンジで焼く人

/「アルミホイルしかずに焼

：って多いんじゃないですかね、
設定されて。
いや、

（53_1） /はい。/

：違うんですよ??これはおたくのために、何も言っ

：くとパリッとしあがります」
っていうことであれ

：てるんで、クレームつけてるんでもなん/でもな
68 Op：

：ば、
我々もパリッと食べたいと思うじゃないです
：か??

/いえ

：いよ??/

54 Op：はい。

：いえ、/もちろんです。/あのーほんとに/

55 OA ：そしたらアルミホイルも引けないなと思ったと

69 OA ：

/だ け ど、/そういう

：きに「どうしたらどうかなだけど、電子レンジ

：風にそういうふうに書かれた方が、
もう少し改良

：に直接のせるのはなんかちょっと、ちょっとど

：された方が、もう少しわかりやすいんじゃない

/あのーどない

：かって思っ：ただけで。僕らみたいな。
（1 秒）

：うかな」って思ったときに/
：

（55_1） /はい。/

：うん。
（1 秒）まこれ誰でもこの冷凍食品て焼く

：したら、どうしたらええんやとこういうふうに

：ような、
ようにできてるじゃないですか？要は独

：なったんで、/ /お電話させてもらうたんです

：り者の単身の男性の会社員であるとか。
そういう

： （55_2）/はい。/

：ときにこれ読んだら、
「え？」と思うかなと思っ

：よ。

：て。

56 Op ：申し訳ございません。＝

70 Op：はい、/ /わかりずらくて/ /申し訳ございません。

57 OA ：だけどアルミホイルひいても/
：

/今から思

：(70_1）/うん、/ (70_2) /いや。/

（57_1）/はい。/
事例 5 のうち，高齢者は，全体としては加熱方法につ

：ったら、パリッと焼けてたと思うんで/ただ、/
（57_2）/はい。/

いての質問を行っているのだが，ライン番号 53-55 では

：こうやってみたら、ちょっとこれは、もう少し

一人の消費者としての感想を話し，ライン番号 57-67 は

：改良の余地があるんかなと思って、あのこのた

商品改良のアドバイスを行い，その後，ライン番号 69 で

：だ、あの召し上がり方のー。/(1 秒)/うん。(1 秒)

は，男性の単身の会社員として話をした．このように，話

：

：

（57_3） /はい。/

題を強制的に変更することは，対話参加者が対話相手に

：書き方はね??

対し，
高い社会的力を有しているものと考えられる
（好井,

884

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP1-88

1991; 町田, 2007）
．こうしたことから，高齢者がこうし

本研究において，高齢者が（自在に？）話題を変更しなが

た電話対話において，強い社会的な力を示している可能

ら話をしているのに対し，若年者であるオペレータは，高

性もまた示唆された．もし，こうした発話が「社会的な力

齢者の話す話題に合わせた対応を行っている実情が示さ

の誇示」であると受け止められれば，オペレータ側には，

れいた．このような高齢者―若年成人間の会話特徴は，孝

顧客の電話の主たる要件を推定することが求められてお

という道徳概念の影響も考えられる．また本研究の対象

り，その多層性と不確定性が対話上の負荷となりうるこ

データでは，若年成人が社員であり，高齢者が顧客である

とに加えて，そうした社会的圧力への対応も影響を与え

という，コールセンターという業務特有の会話特性が影

うるものと思われる．

響を与えていることも否定できない．こうした影響を検
討するために，比較文化的な検討を行う必要があり，また

4.

異なる課題状況での異世代間対話を様々に分析していく

総合考察

必要があることを示しているといえよう．

本研究では，推定年齢 60 歳以上の高齢者が，お客様相

本研究において観察された高齢者―若年成人間の会話

談窓口に問い合わせを行う際の音声対話データを取り上

特徴が，どの程度の一般性を持ちうるのか，そうした会話

げ，現実場面での高齢者―若年成人間の対話の特徴や，そ

は若年成人に本当に負荷をもたらしているのか，さらに

れらが若年成人にとって，高齢者とのコミュニケーショ

そこでの若年成人側の負荷は（もしあるとすれば）いかに

ンへの難しさ・負担感につながる可能性について，探索的

すれば低減していけるか，これからさらに検討すべき点

な検討を行った．この結果，高齢者によってうまく説明さ

が，
「今ここに存在することが示された」といえよう．

れなかった問題状況や会話自体の目的性を，若年成人が
補完するといった負担を抱えていた可能性が示唆され，
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あることが示唆される．しかしながら，若年成人と高齢者
の間で，問題状況の説明について，さらに十分なデータに
より，詳細な検討が必要であることはいうまでもない．

Programs in Japan: Symbolic Extensions of Family Unity.

また，日本には，儒教的な考え方の中でも，年長者を敬

In Kaplan, M. S., & Henkin, N. Z., Kusano, A. T. (Eds.),
Linking lifetimes: a global view of intergenerational

うという「孝」の考え方が根付いていると言われている．
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学習者のワーキングメモリ容量が無関連音声効果に及ぼす影響
How Does Working Memory Capacity Moderate the Irrelevant
Speech Effects?
髙橋 麻衣子†，石川 実佳‡，清河 幸子‡
Maiko Takahashi, Mika Ishikawa, Sachiko Kiyokawa
†

‡

東京大学， 名古屋大学
University of Tokyo, Nagoya University
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Abstract

は，課題に無関連な音声が一次課題の遂行に必要な音

Task-irrelevant background speech or sounds are known to
have detrimental effects on task performance. These effects
are called irrelevant speech/sound effects. In this study, we
investigated whether the irrelevant speech effect is moderated
by working memory capacity (WMC). Participants were
asked to perform reading comprehension task (Exp. 1), serial
recall task (Exp. 2), or match-to-sample task (Exp.3) with or
without task-irrelevant instrumental music and lyrics, and
their WMC was measured with the Reading Span Test. The
results showed that participants with lower WMC were more
susceptible to the task-irrelevant sound with instrumental
music and lyrics than were those with higher WMC in the
reading comprehension task, but not in the other two tasks.
Based on these results, the role of WM in the irrelevant speech
effect was discussed.

韻表象に干渉する[3][4][5]，変化する背景音が記憶す
べき項目の順序情報の保持に干渉する[6][7]，記憶す
べき項目に向けた注意を剥奪する[8][9]などの多数の
理論が展開されており，いまだに議論が続いている。
ただし，項目の順序情報の保持を求める系列再生課題
において，音声や変化のある背景音は課題成績を低下
させるが，単調なトーンの繰り返しやホワイトノイズ
は課題成績に干渉しないことは多くの研究で実証され
ている[10]。系列再生課題で問われるような項目と順
序の短期的な記憶は，あらゆる認知活動の基礎になる
と考えられる。したがって，日常場面で行なわれるな
がら勉強においても，背景音提示下でその認知活動の

Keywords ― Irrelevant Speech/Sound Effect, Reading
Comprehension, Serial Recall, Working Memory

成績が低下する可能性は高い。
しかし一方で，日常的な学習場面では項目の短期的

1.

はじめに

な保持だけでなく，読解や作文，算数の文章題等より

音楽を聴きながら，電車に乗りながら，本を読んだ

高次の認知処理が必要となる場合が多い。本研究では

り学習をしたりするなど，
“ながら勉強”[1]を好む学

知識を習得する上での基礎となる読解活動に焦点を当

習者が存在する。一方で，他の刺激にさらされている

て，背景音の提示が文章の読解成績に及ぼす影響を検

と課題に集中できないという学習者や，ながら勉強が

討する。

可能な場合もあれば状況によって困難になる学習者も

読解成績における ISE についてもこれまでいくつ

いるだろう。ながら勉強の遂行の可否が学習者や状況

かの研究がなされてきた[11][12]。系列再生課題にお

によって異なるのはなぜだろうか。本研究は，ながら

いては，背景音に音声が含まれていれば，それが知ら

勉強を「背景に無関連な音が提示されている環境での

ない外国語であったり逆回転のスピーチであったりし

学習」と定義し，ながら勉強の遂行に学習者のワーキ

たとしても，意味のある音声と同程度に課題成績に干

ングメモリ（WM：Working Memory）容量がかかわ

渉することが示されてきた[4][10]が，読解課題におい

るのかを検討することを目的とする。

ては，背景音に意味のある音声が含まれていると妨害

1.1 背景音提示下での学習

効果が大きいことが示されている[11][12]。Martin et

課題に無関連な背景音の提示によって，背景音を無

al. (1988) の実験 2 では，器楽音（インストゥルメン

視するように教示されていても課題成績が低下する現

タル）の有無と歌詞の有無を操作した背景音が読解成

象は，無関連音声効果（ISE：Irrelevant

績に及ぼす影響を検討している。実験の結果，背景音

Speech/Sound Effect）と呼ばれ，古くから研究が蓄

が器楽音のみであると読解成績には干渉しないが，歌

積されてきた[2]。特に視覚提示された文字や単語リス

詞が含まれた音楽や歌詞の朗読音声は読解成績に干渉

トの系列再生課題において ISE が生起するとの知見が

することを示した。実験 4 では，英語を母語とする参

多い[3]～[9]。ISE が生起するメカニズムについて

加者に英語の朗読音声とロシア語の朗読音声を提示し
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て読解成績に及ぼす影響を検討し，英語の朗読音声が

する研究がいくつか行なわれたが，系列再生課題を用

ロシア語のものよりも大きな干渉効果をもったことを

いたいずれの実験においても WM 容量と ISE の大き

示している。このような一連の実験から，文章を読ん

さの関連はみられなかった[14][17][18]。

で意味を処理するという読解課題においては，背景音

一方で，自由再生課題や読解課題においては参加者

に含まれる意味的な側面が干渉すること，すなわち，

の WM 容量によって ISE の大きさが異なる可能性が

ISE のメカニズムとして，背景音と学習課題それぞれ

示されている[14][15]。Beaman (2004)は，系列再生

の処理に必要な表象のオーバーラップの度合いが ISE

課題においては WM 容量によって ISE の大きさが異

の大きさを決定する可能性があると結論づけた[11]。

なるとの結果は得られなかったが，自由再生課題にお

Martin et al. (1988) の知見は，ながら勉強のメカ

いて WM 容量の小さい参加者が背景音の提示による

ニズムを説明する上で有用であるが，同じ背景音が異

影響を大きく受けたことを報告している。Beaman

なった課題に及ぼす影響を検討していない。したがっ

(2004)の実験 4 では，自由再生課題において覚えるべ

て，意味のある音声の提示による読解成績への妨害効

き項目の単語と同じカテゴリの単語を背景音として提

果の原因を意味的な側面の拮抗と捉えるのであれば，

示したところ，WM 容量の小さい参加者は再生時に背

意味処理を要求しない単純な記憶課題の成績において

景音として提示された単語を報告する割合が多かっ

も同じ背景音の提示がどのように影響するかを検討す

た。このことから，WM 容量の個人差については背景

る必要がある。そのため，本研究では Martin et al.

音の意味的な側面がより大きく影響することが考えら

(1988)の実験 2 のパラダイムを援用し，器楽音の有無

れた[14]。また，Christopher & Shelton (2017) は読

と歌詞の有無を操作した背景音が，読解課題，系列再

解課題と算数課題を遂行中に流行のポピュラーソング

生課題，そして図形の見本照合課題に及ぼす影響を検

を背景音として提示し，読解課題において WM 容量

討する。求められる認知的な処理が異なる複数の課題

の大きい参加者ほど背景音提示の干渉効果が小さい傾

において，同じ背景音がどのように影響するかを検討

向にあることを示した[15]。算数課題においてはこの

することで，背景音提示下での学習メカニズムの解明

ような傾向が見られなかったことから，これまでの読

につながることが考えられる。

解課題における ISE 研究[11][12]と同じく，意味処理

1.2 無関連音声効果の個人差

が求められる読解課題において意味をもつ背景音が干
渉し，その干渉の度合いに WM 容量がかかわる可能

ながら勉強が可能な学習者とそうでない学習者が存
在するように，ISE の大きさには個人差があることが

性が指摘できる。ただし，Christopher & Shelton

報告されている[13]。ISE は注意の焦点化への干渉の

(2017)が使用した背景音は歌詞つきのポピュラーソン

結果であるとの知見から，注意のコントロールを司る

グのみであったため，背景音の意味的な側面が影響し

と考えられる学習者の WM 容量に着目し，この大き

たのか，背景音それ自体が WM 容量の小さい学習者

さと背景音の処理の程度の関連を検討する研究がなさ

に妨害的であったのかは定かではない。音楽を聴きな

れてきた[14]~[18]。これらの研究において，参加者の

がらの学習課題の遂行を WM 容量の関係を明らかに

WM 容量は主に operation span 課題[19]と呼ばれ

するためには，Martin et al. (1988) の実験 2 と同

る，簡単な計算課題の遂行とともに単語の保持を求め

様，音楽に含まれる器楽音と歌詞を切り離して検討す

られる課題によって測定されている。

る必要があるだろう。

Conway et al. (2001) は，参加者にヘッドフォンを

1.3 本研究の目的

装着させ，片耳から聞こえてくる音声を無視しながら

以上に概観した通り，ながら勉強の背景となる ISE

もう一方の耳から聞こえてくる音声を復唱する課題を

については，学習課題の種類，背景音の種類，学習者

課した。無視するように教示した音声の流れの中に参

の WM 容量との関連など，多方面から研究が蓄積さ

加者自身の名前を提示したところ，WM 容量が小さい

れている。ながら勉強は読解活動が含まることが多い

参加者のほうが自分の名前が提示されたことに気づい

が，読解課題においては意味をもつ背景音がより大き

た。したがって，WM 容量が大きい参加者は無視すべ

な干渉効果を持つこと[11][12]，また，読解課題にお

き音声を抑制する能力が高いことが考えられた[16]。

いて WM 容量が小さい読み手は ISE の干渉効果を受

この研究から，WM 容量の大きさによって課題に無関

けやすいこと[15]が示されている。ただし，読解課題

連な背景音からの干渉の程度が異なるとの仮説を検証

に干渉効果を持つ背景音が，言語的な意味処理を要求
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しない課題においてどのような影響を及ぼすのか，ま

提示による干渉効果は小さいことが予測される。

た，学習者の WM 容量と ISE の大きさの関係はどの

本研究では RST によって測定される学習者の WM

ような背景音において生起するのかは検討がなされて

容量は，言語の意味処理の遂行に関わると仮定する。

いない。

したがって，実験 1 の読解課題においては，WM 容量

そこで本研究では，学習課題と背景音の種類を操作

が大きい参加者のほうが，背景音に含まれる意味情報

し，学習者の WM 容量の大きさによって，どのよう

をうまく抑制して文章の意味理解を行なえるため，意

な背景音がどのような学習課題に影響を及ぼすのかを

味を含む背景音の干渉の程度が小さいことが予測され

包括的に検討することを目的とする。学習者の WM

る。一方で，実験 2 の系列再生課題，および実験 3 の

容量を測定する課題として本研究では，これまでの研

見本照合課題では意味処理が求められないため，WM

究で用いられた operation span 課題と同じく，処理

容量の大きさと背景音提示の干渉効果の間にも関連が

と保持の実行の程度を測定するリーディングスパンテ

ないことが予測される。

スト（RST：Reading Span Test）[20][21][22]を用いる。
背景音としては，意味のある音声（歌詞）と器楽音

2.

（インストゥルメンタル）の影響を独立に調べるため

2.1 目的

実験１

実験 1 では，学習者の WM 容量の大きさによって，

に，それぞれの有無を操作した 3 つの背景音条件（器
楽音あり歌詞あり，器楽音あり歌詞なし，器楽音なし

背景音の提示が文章の読解成績に及ぼす影響が異なる

歌詞あり）と無音条件とを設定する。そして，これら

のかを検討する。文章を読んで理解する際には，まず文

の背景音が，異なった認知処理を求める学習課題にお

章そのものの記憶表象を形成し，そこから命題表象を

いてどのように影響するのか，WM 容量の大きさと背

構築することが考えられる。そこで，文章の逐語的な記

景音の種類による干渉の度合いはどのように異なるの

憶と意味内容の理解を分けて測定する課題を設定する。

かを検討する。

これまで，ISE は系列再生課題において生起していた

実験 1 では学習課題として文章の読解課題を設定す

[3]~[9]ことから，背景音の提示によって文章の記憶も

る。文章を読んでいるときに提示された背景音が，文

干渉を受ける可能性が指摘できる。一方で，内容の意味

章の記憶と理解にどのように影響するのかの検討を行

理解においては，背景音に意味のある音声（歌詞）が含

う。背景音と学習課題それぞれの処理に必要な表象の

まれる場合に干渉が大きいこと，そしてこの干渉の度

オーバーラップの度合いが ISE の大きさを決定する

合いは WM 容量の小さい参加者に特に大きいことが予

[11]のであれば，背景音に歌詞が含まれる場合に読解

測される。

成績が大きく低下することが予測される。続いて実験

2.2 方法

2 では，視覚提示されたアルファベットの系列再生課

実験参加者 日本語を母語とする大学生 24 名が実験

題において実験 1 で使用したものと同じ背景音がどの

に参加した。

ように成績に影響するのかを検討する。この系列再生

実験計画 WM 容量（大・小）を参加者間要因に，背

課題においては，読解課題と異なり項目の意味処理は

景音の器楽音の有無と歌詞の有無を参加者内要因とし

要求されない。ただし，項目の内容と順序を保持する

て配置した。従属変数は，課題文章についての逐語記憶

ために参加者は視覚的に提示されたアルファベットを

問題と内容理解問題それぞれの正答率と，課題文章の

音韻に符号化し，WM 内で音韻的なリハーサルを実行

読み時間とした。

することが考えられる。このリハーサルの実行のため

刺激 背景音の刺激は小沢健二作詞・作曲の「流星ビバ

の注意の焦点化が背景音によって阻害されるのであれ

ップ」の一節を使用した。器楽音あり歌詞あり条件で

ば[6]~[9]，歌詞の有無にかかわらず背景音を提示する

は，
「流星ビバップ」のインストゥルメンタルに合わせ

3 条件の成績は無音条件のものよりも低下することが

て成人男性 1 名が歌ったものを録音して使用した。器

予測される。実験 3 では，視覚パターンの見本照合課

楽音あり歌詞なし条件では，同じ箇所のインストゥル

題を用いて，背景音提示の効果を検討する。この課題

メンタルのみを使用した。器楽音なし歌詞あり条件で

においては視空間情報の短期的な保持が求められる

は，同箇所を同じ男性が朗読した音声を使用した。録音

が，内容の言語的な意味処理や，音韻的なリハーサル

した背景音データの音圧は，Sound Forge Pro 11.0 を

は行なわれないことが考えられる。そのため，背景音

使用して平均 RMS レベルを－20dB に標準化した。
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文章読解課題は髙橋・清河（2013）の実験 2 で使用

に分けた。それぞれの群における条件別の逐語記憶問

された 270 字程度の文章刺激を 12 個使用した[23]。さ

題の正答率，内容理解問題の正答率，課題文章の読み時

らに，髙橋・清河（2013）を参考に，課題文章に出現

間の平均値を図1～3に示す。それぞれの値について，

した単語や文の逐語的な記憶を問う逐語記憶問題と，

WM容量（大・小），器楽音（あり・なし），歌詞（あ

テキストベースの理解を問う内容理解問題を 1 文章に

り・なし）を独立変数とした3要因分散分析を行なった。

つき各 4 問，新たに作成して設定した。文章刺激と逐

逐語記憶問題の正答率については，どの要因の主効

語記憶課題，内容理解課題の例を表 1 に示す。

果も交互作用も有意水準に達しなかった（Fs < .56, ps

また，参加者の WM 容量を測定するため，日本語版

> .46）。一方で，内容理解問題の正答率においては，

RST[21][22]を使用した。

WM容量の主効果が有意となり (F (1, 22) = 8.31, p < .01)，
WM小群よりWM大群の成績が良いことが示された。加

表 1 文章刺激と逐語記憶課題，内容理解課題例

えて，WM容量と器楽音の有無，歌詞の有無の3要因の
交互作用が有意傾向となった (F (1, 22) = 3.22, p < .09)。

【課題文章】
最近若い人が日本酒を飲んでいる光景を見ることが少
なくなった。低アルコール志向が進み，また世界各国
のバラエティに富んだアルコール飲料が，容易に手に
入る現代。日本酒に接する機会自体が，そもそも少なく
なりつつあるのであろう。日本酒の消費量は最盛期の
約半分まで落ち込んでおり，今のままだと更に消費が
落ち込むことは必至だ。日本酒は果たして，不健康で
まずいだけのアルコール飲料なのだろうか？日本酒の
歴史は神代の昔にまで遡るが，実は今が消費者にとっ
ての黄金時代なのである。全国各地の高品質で香味
に特徴のある日本酒が，手ごろな価格で手に入るのだ
から。
【逐語記憶課題】
最近若い人が日本酒を飲んでいる光景を見ることが少
なくなった。（正）
実は消費者にとっての黄金時代が今なのである。
（誤）
【内容理解課題】
日本酒の消費量は，これからも減っていく見込みであ
る。（正）
発泡酒の売り上げの伸びは，日本酒にとって脅威だ。
（誤）

単純・単純主効果を検定したところ，器楽音あり歌詞あ
り音楽においてWM大群のほうがWM小群よりも成績
がよいこと (F (1, 88) = 10.09, p < .01)，WM小群におい
て，器楽音あり歌詞あり条件の成績が器楽音なし歌詞
あり条件，および器楽音あり歌詞なし条件の正答率よ
りも低いこと (F (1, 44) = 5.22, p < .05, F (1, 44) = 6.85, p
< .05)が示された。その他の主効果，交互作用は有意水
準に達しなかった（Fs < 2.19, ps > .15）。課題文章の
読み時間については，歌詞の主効果が有意となり (F (1,
22) = 13.04, p < .01)，背景音に歌詞が含まれていると文
章の読み時間が増加することが示された。その他の主
効果，交互作用は有意水準に達しなかった（Fs < 2.35,
ps > .13）。
以上から，参加者のWM容量の大きさが内容理解課
題におけるISEの大きさと関連することが示された。
WM容量の大きい読み手は背景音の提示によって内容
理解が妨げられることはないが，WM容量の小さい読
み手においては，歌詞と器楽音の双方があわさった音
楽の提示が文章の内容理解を妨害することが示された。

手続き 実験は個別に行なった。参加者はまず文章読

読解課題におけるISE の効果を検討した先行研究

解課題を行ない，その後にRSTを受けた。文章読解課題

[11][12][15]では一貫して，意味のある背景音が読解に

では，4つの背景音の条件のもとでコンピュータ画面に

干渉することを示していたため，本実験においても歌

提示された課題文章を黙読した。背景音と課題文章の

詞の朗読によっても成績が低下することを予測してい

提示が終了した後，逐語記憶問題4問，内容理解問題4問

たが，器楽音なし歌詞あり条件で提示された朗読音声

が提示され，キー押しで判断するように求められた。各

はそのような干渉効果を引き起こさなかった。メロデ

条件につき3つの文章読解課題を実施した。条件の実施

ィにのせていない単調な音声は，メロディにのせたも

順序ならびに文章読解課題の割り当ては参加者間でカ

のよりも参加者の注意を奪うことなく，結果として背

ウンターバランスした。RSTの実施手続きは，苧坂

景音声の意味処理まで到達せず，読解課題が求める認

（2002）に準じて行なった。

知処理とのオーバーラップが生起しなかったのかもし

2.3 結果と考察

れない。また，メロディアスで注意を引くと考えられる

参加者のRST得点の高低によって，WM小群（RST得

器楽音あり歌詞なし音楽は，意味的な処理を必要とし

点1.5～3，13名）とWM大群（RST得点3.5～5，11名）

ないため読解課題とのオーバーラップが起きず，干渉
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効果がなかったのではないのだろうか。
ISEは項目や順序の保持課題に特に生起することが
示されており[10]，文章の読解においても理解よりも記
憶にまずISEが生起することが予測されたが，本実験の
逐語記憶課題においてはどの読み手においてもISEが
生起しなかった。逐語記憶課題の正答率が器楽音なし
歌詞なし（無音）条件でも53.82％とチャンスレベルに
近いことから，床効果が生起した可能性がある。文章の
逐語的な記憶については，課題を再度設定して検討す
図 3 課題文章の読み時間の条件別平均と SE

る必要があるだろう。
背景音提示下での文章の読み時間は，背景音に歌詞
が含まれると増大した。歌詞に含まれる意味内容が文

3.

章のオンラインの意味処理に影響して読み手が困難を

3.1 目的

実験２

実験 2 では，学習者の WM 容量の大きさによって，

感じ，読み速度を減じた可能性が指摘できる。統計的に
は有意にならなかったが，WM 容量の大きい読み手は

背景音の提示がアルファベットの系列再生課題に及ぼ

器楽音あり歌詞あり条件での読み時間を特に増大させ

す影響が異なるのかを検討する。視覚提示された文字

ており，これによって内容理解課題の成績を補償して

の系列再生課題において，音韻の符号化と音韻リハー

いた可能性もあるのではないだろうか。

サルの実行が求められる。一方で読解課題遂行時のよ

実験 1 では，読解課題において WM 容量の大きさと

うな意味処理は求められないため，背景音に含まれる

ISE の大きさに関係があることが示された。WM 容量

意味表象とのオーバーラップは生じないことが考えら

の小さい読み手は器楽音と歌詞が含まれる背景音が提

れる。したがって，歌詞の有無にかかわらず背景音の提

示されると内容理解が妨害された。実験 2，3 では意味

示が課題成績に干渉することが考えられる。また，RST

処理を求めない課題において，同様の傾向がみられる

で測定する WM 容量は意味処理の遂行にかかわると仮

かを検討する。

定されているため，これまでの知見[14][17][18]と同様，
系列再生課題における ISE の大きさと WM 容量の大
きさには関連がないことが予測される。

3.2 方法
実験参加者 日本語を母語とする成人 16 名が実験に
参加した。
実験計画 WM 容量（大・小）を参加者間要因に，背
景音の器楽音の有無と歌詞の有無を参加者内要因とし
て配置した。従属変数は，提示された項目を正しい系列
位置で再生できた割合とした。
図 1 逐語記憶問題の条件別正答率の平均と SE

刺激 “BCDGPT”あるいは“FHJMQR”の系列をラ
ンダムな順序で提示した。背景音の刺激は実験 1 と同
様である。
手続き 実験は個別に行なった。系列再生課題では，コ
ンピュータ画面上に 1 秒に 2 回のペースでアルファベ
ットを提示した。その後，参加者には提示されたアルフ
ァベットを順番どおりに思い出して筆記にて回答する
ように求めた。背景音はアルファベットを提示してい
るときのみヘッドフォンから提示した。
1 条件につき，
各系列の提示を 12 試行，合計 24 試行行なった。参加

図 2 内容理解問題の条件別正答率の平均と SE

者は系列再生課題を遂行した後，RST を受けた。
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景音の提示が視覚パターンの見本照合課題における

実験 1 と同様，参加者の RST 得点の高低によって，

ISE の大きさが異なるのかを検討する。この課題を実

WM 小群（RST 得点 2～3，10 名）と WM 大群（RST

施するにあたって，参加者は視空間的な情報の保持を

得点 3.5～4.5，6 名）に分けた。系列再生課題の成績に

求められる。実験 1，2 で求められた言語的な意味処理

ついては Larsen & Baddeley (2003)に倣い，アルファ

や音韻リハーサルはこの課題には必要がないため，背

ベットを正しい系列位置で再生できた割合を参加者ご

景音提示の効果も実験 1，2 ほど大きくないことが予測

とに算出した。条件別の参加者の平均値を図 4 に示す。

される。さらに，実験 2 と同様，見本照合課題におい

これらの値について WM 容量，器楽音の有無，歌詞の

ても ISE の大きさと WM 容量の大きさには関連がな

有無を要因とした 3 要因分散分析を行なった。その結

いことが予測される。

果，器楽音の有無の主効果と，歌詞の有無の主効果が有

4.2 方法

意となった (F (1, 14) = 6.32, p < .05, F (1, 14) = 25.63, p

実験参加者 日本語を母語とする成人 17 名が実験に

< .01)。背景音に含まれる器楽音と歌詞がどちらも成績

参加した。

への干渉効果を引き起こしたことが示された。WM 容

実験計画 WM 容量（大・小）を参加者間要因に，背

量の主効果およびすべての交互作用は有意水準に達し

景音の器楽音の有無と歌詞の有無，そして見本提示後

なかった（Fs < 2.82, ps > .11）
。

の保持時間（1 秒・5 秒）を参加者内要因として配置し

系列再生課題の成績は，背景音に含まれる歌詞の有

た。従属変数は課題の正答率であった。

無にかかわらず，メロディアスな器楽音や歌詞の朗読

刺激 赤もしくは青の小さな正方形が 4×4 の配列で

の提示によって低下した。この結果は，これまでの知見

並んだ視覚パターンの見本を合計 48 個作成した（例と

[6]~[10]と整合的であり，背景音が覚えるべき項目への

して図 5 ①）
。48 個中 24 個は，赤と青を各 8 ずつ含

注意を剥奪した，もしくは変化のある背景音が課題の

むパターンとし，12 個は赤を 4 と青を 20，もう 12 個

順序情報の保持に干渉したとの説明が可能である。加

は赤を 20 と青を 4 含むパターンとした。選択肢とし

えて，実験 2 においては参加者の WM 容量の大きさに

て，見本パターンに含まれる赤と青の正方形各 1 つを

おって背景音提示の干渉効果の大きさが異なることは

入れ替えたパターンを作成した
（例として図 5 ③左）
。

なかった。この結果も operation span 課題を用いて

背景音は実験 1，2 と同一である。

WM 容量を測定した先行研究[14][17][18]と整合的で

手続き 見本照合課題の手続きの概要を図 5 に示す。

あり，WM 容量は意味処理の遂行にかかわることが考

まず，コンピュータ画面上に見本を 200ms 提示した。

えられる。そして，学習課題と背景音に意味が含まれる

その後，1 秒もしくは 5 秒の空白画面を提示し，見本

場合に，WM 容量が小さく意味処理を効率的に遂行で

と同一のものと一部を入れ替えたものの 2 つのパター

きない読み手において大きな干渉効果が生起するので

ンを提示した。参加者には 2 つの選択肢の中から見本

はないだろうか。

と同じものをキー押しで判断するように求めた。解答
の制限時間は 5 秒とした。参加者は各背景音条件にお
いて，保持時間 1 秒と 5 秒条件を各 24 試行，合計 48
試行行なった。1 秒と 5 秒の保持時間条件は 48 試行内
でランダムに生起した。背景音は，見本の提示から保持
し回答するまでの時間ずっと提示していた。背景音の
種類についての 4 条件の実施順序は参加者間でカウン
ターバランスした。

保持

図 4 系列再生課題の条件別正再生率の平均と SE

（1 秒・5 秒）

4.

実験３
図 5 見本照合課題の手続き

4.1 目的
実験 3 では学習者の WM 容量の大きさによって，背
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を及ぼすことが示された。また，視空間情報を保持する

実験 1，2 と同様，参加者の RST 得点の高低によっ

課題においては，背景音の提示によって学習成績が向

て，WM 小群（RST 得点 2～3，11 名）と WM 大群（RST

上する可能性も見出された。

得点 3.5～4.5，6 名）に分けた。見本照合課題の正答率

以上から，ながら勉強が可能である学習者とそうで

について，WM 容量，器楽音の有無，歌詞の有無，保

ない学習者の違いを分ける要因の一つとして，学習者

持時間を要因とした 4 要因分散分析を行なった。その

の WM 容量の大きさがあることが示された。WM 容量

結果，歌詞の有無と保持時間の交互作用が有意傾向と

の大きさは遂行すべき課題や無視すべき刺激の意味表

なった (F (1, 15) = 4.23, p < .06)。単純主効果を検定した

象の処理にかかわり，WM 容量が大きいほど無視すべ

ところ，背景音に歌詞が含まれない場合に，保持時間 5

き情報の意味を抑制して学習課題の意味理解を効果的

秒の成績が 1 秒のものよりも成績が低下することが示

に行うことができる可能性が示された。一方で，学習者

された (F (1, 30) = 5.11, p < .05)。その他の主効果，交互

の個人差は WM 容量の大きさのみに表れるわけではな

作用はどれも有意水準に達しなかった（Fs < 2.76, ps

い。本研究で WM 容量の測定に使用した RST だけで

> .11）
。

なく，例えば注意の焦点化や無関連な課題の抑制など，
より課題ベースでの特徴を抽出して ISE の大きさとの

見本照合課題においては，背景音提示による干渉効
果も，WM 容量の大きさの影響も見られなかった。視

関連も検討する必要があるだろう。

空間情報の短期的な保持は背景音の提示によって妨害

さらに，本研究の実験 3 では背景音の提示が学習に

されないことが考えられる。むしろ，保持時間が 1 秒

貢献する可能性も指摘された。視空間情報の保持など，

から 5 秒に延長しても，歌詞を含む背景音が提示され

学習課題によっては背景音の提示が学習者の覚醒水準

ていると課題成績が低下しないという結果が得られた。

等を保つ役割を持ち，結果的に課題の成績を向上させ

一般的には，保持時間が長くなるほど記憶痕跡が薄く

るのかもしれない。この仮説について，さらなる実験的

なり成績が低下する傾向にある。実験 3 の結果は，背

検討が必要となるだろう。さらに，ADHD 等の発達障

景音の提示によって成績が向上する可能性を示すもの

害を持つ学習者の中にも，背景音の提示によって学習

であり，効果的なながら勉強への示唆にもつながる。

への恩恵を受ける場合があることが報告されている
[24][25]。背景音提示下での学習メカニズムを解明する
ことで，特別支援の必要な学習者への新しい支援方法
を提案することが期待できる。
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物語文における年齢と平均発話長の推移
Developmental Changes of MLU in Oral Narratives
稲葉 みどり
Midori, Inaba
愛知教育大学
Aichi University of Education
mdinaba@auecc.aichi-edu.ac.jp

要旨

物語文の談話構成（Inaba, 2000）
、全体構造（Inaba, 1999）
、

本研究では、日本語の発達過程を英語の発達過程と

局所構造（Inaba, 2001）
、時制転換（Inaba, 2003）
、平均

比較した。日本語を第一言語とする子どもと英語を第

発話長等(稲葉, 2017a)、及び、第二言語としての日本語

一言語とする子どもの物語文（Frog Story）を対象とし

の発達過程を比較した研究（稲葉, 2017b)等に関する研

て、1）発話数の年齢による推移、2）形態素数の年齢

究を行ってきた。そこで、本研究では、物語文の発達

による推移、3）平均発話長から見た発達過程等を比較

を発話数、形態素数、平均発話長という言語知識の発

した。結果から、幾つかの類似点と相違点が明らかに

達の観点から分析する。

なった。また、平均発話長（MLU）は分析方法によっ
て数値に大きな差が出ることが分かった。

3.

研究の方法

日本語の言語発達資料(Frog Story)は、3、4、5、9 歳
キーワード ― 第一言語発達, 物語文，発話数，形態

の日本語を母語とする子ども（各年齢 10 人、合計 40

素数，平均発話長（MLUw, MLUm）

名）
、及び、大人（50 人）から収集したものである。
英語を第一言語とする子どもと大人の Frog Story は、

1.

はじめに

CHILDES database online の English-Slobin Corpus より

本研究では、第一言語としての日本語の発達過程を

ダウンロード注した。これは、Berman and Slobin (1994)

英語の発達過程と比較する。日本語を第一言語とする

が収集した Frog Story である。

子ども( JL1）と英語を第一言語とする子ども( EL1）

発達過程の分析は、発話数、形態素数、平均発話長

の物語文を同じ手法で分析し、結果を比較することに

を指標として、年齢による量的な推移を捉える。物語

より、両者の類似点、相違点から発達の普遍的側面や

文の発達においては、発話量（発話数、単語数を含む）

個別言語に特有の側面等を探ることを目的としている。

の増加は 、語彙や文法等の発達に関わる重要な要因の

また、英語との比較により、日本語の発達の特徴をよ

一つで、形態素数や平均発話長の増加は発話の文法的

り明確に提示する。

複雑さの増加と関わっていると考えられるからである。

研究では、JL1 と EL1 について、1) 発話数の年齢に
よる推移、2) 形態素数の年齢による推移、3) 平均発話

4.

長から見た発達過程等の分析を行い、両者を比較する。

コーディングと解析プログラム

本研究で収集した発話資料は、MacWinney (2000)に

MLU は、一般に第一言語の早期の発達の指標とされて

よる CHILDES (MacWhinney, 2000)を用いて、CHAT 形

いるが、あえて大人の言語資料にまで適用し、同じ指

式でデータベース化した。日本語フォーマットは、宮

標で分析することにより、新たな知見を得ることを目

田・森川・村木 (2004) を用いた。データには、宮田

的とする。

(2012) の JMOR 形態素コードに沿って、形態素コード
MOR(Miyata & Naka, 2010)を付与した。MLUw、及び、

2.

研究の背景

MLUm の計算は、宮田（2012）のガイドラインに沿っ

発話資料となる物語文は、文字のない絵本 Frog,

て行った。
データ解析には CLAN プログラムを用いた。

Where Are You ?（Mayer, 1956）
を見て語った口頭作話で、

平均発話長（MLU）は、発話の長さを表し、1 発話

同じ物語文を扱った研究では、Frog Story 研究として知

あたりの語数の平均である。これは、Brown（1973）

られ、様々な言語で発達の過程が研究されている。日

により英語を獲得する子どもの文法発達の指標として

本語の Frog Story を対象とした先行研究で、筆者は、

提案されたもので、Brown（1973）の研究では、第一
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言語の発達においては、月齢との相関があるとされて

5.2 形態素数の比較

いる。しかし、もともと英語を対象として考案された

形態素数の推移を比較する。
【図 2】は、JL1 と EL1

方法なので、膠着語である日本語にはそのまま当ては

の形態素数の推移の比較である。JL1 の形態素数は、3

めるのは難しい。

歳児では 253、4 歳児では 359、5 歳児で 484 で、年齢

そこで、本研究では、宮田（2012）の提案する自立

と共に増加している。9 歳児では、492 で、5 歳から 9

語 MLUw（以下、MLUw）と、形態素 MLUm（以下、

歳にかけては横這いである。大人では、723 と形態素

MLUm）の両方を用いる。これは、日本語の形態素の

数は 9 歳児の約 1.5 倍になる。即ち 9 歳頃までに大人

特徴を文法発達の指標としてうまく反映できるように

の 70％前後の形態素数に到達していることが分かる。

調整した MLU の算出方法である。

EL1 の形態素数は、3 歳児では 157、4 歳児では 171、
5 歳児で 284 で、年齢と共に増加している。形態素数

5.

結果と考察

は全体に JL1 よりも少ない。9 歳児では、325 で、5 歳

5.1 発話数の比較

から 9 歳にかけての増加は JL1 同様に横這いである。

物語全体で用いられている発話数の年齢による推移

大人では、603 と形態素数は 9 歳の約 2 倍になる。言

を、日本語を母語とする子どもと大人（JL1）と英語を

い換えれば、9 歳頃までに 50％前後の形態素数になる。

母語とする子どもと大人（EL1）で比較する。

年齢と共に形態素数が純増する点は JL1 の場合と類似

【図１】は、JL1 と EL1 の 3，4、5、9 歳児、及び、

している。よって、形態素数は JL1 の方が全体に高い

大人（グラフ中では「20s」と表記する）が１つの物語

が、増加の過程は EL1 の場合も JL1 の場合も概ね類似

文全体で用いた発話数の平均値を年齢毎に表したもの

した傾向にあると言える。

である。JL1 の推移は、3 歳児で 36.1、9 歳児で 41.1 で、
3 歳児の 1.1 倍とあまり大きな増加はない。
一方、EL1 の推移を見ると、3 歳児で 28.7、4 歳児で
27.9 と日本語よりやや値は低いが、5 歳児で 40.8 とな
り、JL1 を幾分上回る。9 歳児では、45.3 で 3 歳児の
1.6 倍に増加する。
よって、発話数の変化は、JL1 では 3～9 歳間であま
り大きく増加しないが、EL1 では、4～9 歳にかけて JL1
よりも増加が大きい。ただし、9 歳児の発話数は両者
で近い値となっている。
大人では、JL1 は 56.2 であるが、EL1 は 75.6 と JL1
の 1.4 倍であり、この発話資料では、大人の発話数は、
EL1 の方が JL1 よりも高い値を示している。

【図 2】JL1 と EL1 の形態素数の推移

5.3 平均発話長の比較
JL1 の平均発話長（MLUm・MLUw）を EL1 と比較
する。
【図 3】は、JL1 の MLUm と MLUw と EL1 の
MLUe の推移を比較したものである。MLUm が全体に
一番高い値を示している。また、MLUw は、一番低い。
まず、MLUm の推移を見る。3 歳児では 7.00、4 歳
児では 9.65、5 歳児では 12.13 と 3～5 歳の間で急激に
増加している。3～4 歳と 4～5 歳での区間の平均値の
差の検定の結果、3～4 歳間では t = 9.6476 (p < .01）
、4
～5 歳間では、t = 8.5346 (p < .01）で、両区間において
【図 1】JL1 と EL1 の発話数の推移

有意な増加が確認された(稲葉, 2017a)。よって、3 歳か
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ら 5 歳にかけて文法発達が進み、発話の文構造の複雑

MLUm は 7.00 なので、
TGJ12.94 を 100%と考えた場合、

さが著しく増していくと言えよう。

その到達度は 54.1%となる。MLUm の到達度は、3 歳

次に、MLUw の推移を見る。3 歳児では 2.84、4 歳

児で 54.1％、4 歳児で 74.5％、5 歳児で 93.7％となって

児では 3.87、5 歳では 5.00 と、この年齢の区間で次第

おり、5 歳児では 90％を超える。よって、発達を到達

に増加している。3～4 歳と 4～5 歳の区間での平均値

度の推移で捉えると、3～5 歳で急激に上昇し、5 歳で

の差の検定の結果、3～4 歳間では t = 12.2904 ( p < .01）
、

大人に近い値に到達することが分かる。

4～5 歳間では、t = 11.8889 (p < .01）で、両区間で MLUw
値の有意な増加が確認された(稲葉, 2017a)。
MLUe の推移は、MLUe は、MLUm と MLUw の間
に位置している。3 歳児で 5.49、4 歳児で 6.12、5 歳児
で 6.96 と純増している。増加の割合は、MLUw とほぼ
平行している。よって、JL1、EL1 において、年齢と共
に平均発話長の値が増加し、特に 3～5 歳の区間での増
加が大きい点は類似の傾向である。

【図 4】MLUm の到達度の推移

次に MLUw の到達度の推移を見る。
【図 5】
は、
MLUw
の 3～11 歳児の到達度を表している。
MLUm と同様に、
3 歳児の MLUw は 2.84、TGJ は、5.84 なので、その到
達度は 48.6%となる。
MLUw の推移は、
3 歳児で 48.6％、
4 歳児で 66.1％、5 歳児で 85.5％で、達成度は 8 割を上
【図 3】MLUm・MLUw・MLUe の推移

回り、MLUm と類似の傾向を示している。ここで着目
すべき点は、
【図３】に示した MLUm と MLUw の値よ
りも開きが少ないことである。
以上から、
発達を MLUm、

5.4 到達度による MLU の分析

MLUw を指標として捉えた場合、5 歳頃までに TGJ の

5.3 では、日本語の平均発話長を MLUm、MLUw の

8～9 割に到達すると言える。

両手法で算出したが、両値は同じ発話文を分析したに
も関わらず、数値に大きな開きが出た。分析方法によ
ってかなり数値に差が出るとことが分かり、宮田（2012）
の過評価や過少評価が起こる可能性があるという指摘
を支持する。MLU を通言語間で比較する場合、言語の
構造的な特徴からその数値に幅が生じる可能性がある。
よって、本研究では、JL1 と EL1 の発達を大人の平
均値を目標値（Target: TG 値）とし、それにどれだけ近
づいているかで発達の度合い（
「到達度」と定義する）
を比較することにする。以下、JL1 の TG 値を TGJ、EL1
の TG 値を TGE と表記する。
【図 4】は、3～9 歳児の MLUm を TGJ 値を 100％と
した場合の割合で換算して示している。3 歳児の

【図 5】MLUw の到達度の推移
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次に MLUe の到達度の推移を見る。
【図 6】は、EL1

見られた。これらの結果は、本研究の対象となった言

の 3、4、5、9 歳児の MLUe の到達度の推移を表してい

語資料のみから得られた結果であり、今後はより広い

る。日本語の物語文と同様に、大人の値（TGE）を 100%

言語資料を用いた更なる分析により検証していく必要

として各年齢の値の割合を算出したものである。3 歳

がある。

児の MLUe は 5.49 で、到達度は 68.8%、4 歳児の MLUe
は 6.12 で、
到達度は 76.7%、
5 歳児の MLUe は 6.96 で、

注

到達度は 87.2％である。よって、到達度は 5 歳までに

* http://childes.psy.cmu.edu/access/Frogs/ (2017 年 7 月 5 日)

概ね 9 割に達する。
以上から、英語においても MLUe は概ね 5 歳ごろま
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の 8～9 割程度に到達する言う点では、傾向が類似して
いると言える。

【図 6】MLUe の到達度の推移

6.

まとめ

本研究では、JL1 と EL1 について、1）発話数の年齢
による推移、2）形態素数の年齢による推移、3）平均
発話長から見た発達過程等を比較分析した。
その結果から、発話数は、JL1 では 3～9 歳間であま
り増加しないが、EL1 では 4～9 歳にかけて JL1 よりも
大きな増加が見られ、9 歳児の発話数は両者で近い値
を示した。形態素数は JL1 の方が EL1 よりも全体に高
い値を示したが、年齢と共に純増する発達傾向は両言
語で類似していた。日本語の平均発話長を MLUm、
MLUw の 2 つの手法で算出した結果、
MLUm は、
MLUw
よりかなり高い値となり、分析方法によって数値に大
きな差が出ることが分かった。
さらに、大人の値への到達度という観点から平均発
話長を分析した結果、JL1 と EL1 において 5 歳頃まで
にほぼ大人の 9 割の値に到達するという類似の傾向が
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自動化システムとの協同と人間との協同における
課題委託に関する実験的検討

Investigation of task delegation in cooperation with a
system partner and with a human partner
前東 晃礼 † ，三輪 和久 ‡ ，小島 一晃 §
Akihiro Maehigashi, Kazuhisa Miwa, Kazuaki Kojima
†

KDDI 総合研究所，‡ 名古屋大学，§ 帝京大学

KDDI Research, Inc., Nagoya University, Teikyo University
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概要

パフォーマンスを示すときはシステムに課題を委託し

本研究では，自動化システムとの協同と人間との協

て，ユーザの方が高パフォーマンスを示すときはユー

同における課題委託について実験的検討を行った．実

ザが課題を行う必要がある．しかし，ユーザが行うべ

験では，参加者は，パートナーと追従課題を行った．

き課題をシステムに任せるシステム過剰利用 (Misuse)

パートナーは自動化システム (システム条件)，また

や，システムの課題遂行が優越な状況で，ユーザが課

は人間 (ヒューマン条件) であると教示された．しか

題を行うシステム過少利用 (Disuse) が生じることが

し実際には，全ての参加者は自動化システムと課題を

ある [1]．今後，様々な活動の自動化が進む中で，自動

行った．実験の結果，システム条件の参加者は，追従

化システムとの協同における課題委託の性質を知るこ

パフォーマンスの変化に鋭敏であり，課題委託の適切

とは重要である．
自律性を持つ自動化システムは，その内部の情報処

性が高かった．この結果は，先行研究に基づいて議論
された．

理が複雑であり，環境からの影響やユーザの働きかけ

キーワード：自動化システム (Automation system)，

が，どのように処理されるかを把握することが困難で

課題委託 (Task delegation)，信頼 (Trust)，過剰

ある [5]．このような自動化システムに対して，ユーザ

利用 (Misuse)，過少利用 (Disuse)

は信頼を形成し，その信頼に基づいてシステムへの課
題の委託を決定することが明らかにされてきた．

1. はじめに
1.1 自動化システムとの協同

いくつかの先行研究 [6, 7] は，自動化システムとの
協同において，課題遂行中にシステムエラーが生じ
て，システムの正常な活動が不可能になる状況を設

近年，日常生活の至るところに自動化システムが入

定した実験を行った．実験の結果，システムエラーが

り込んできている．自動化システムは，人間が行う活

発生した後に，参加者のシステムに対する信頼は低下

動を肩代わりするシステムである [1]．今後，人間の
様々な活動が自動化されるだろう．自動化システムは，
環境からの入力に対して，一定の自律性を有する意思

し，それに伴い，参加者がシステムに課題を委託する
割合は低下することが明らかとなった．また，システ
ムが正常な稼動を再開した後に，低下した信頼は徐々

決定機構を持つ人工物である．そのため，自動化シス

に回復し，それに伴い，システムに課題を委託する割

テムは，身体機能を拡張するナイフやハンマーなどの

合も徐々に回復することが明らかとなった．

古典的な人工物や，認知機能を拡張するコンピュータ

このように，ユーザは，自動化システムのパフォー

などの認知的人工物とは異なる第 3 世代の人工物と位

マンスに基づいて信頼を形成し，その信頼に依存して

置づけられる [2]．このような自動化システムを利用

システムへの課題の委託を決定する．そのため，ユー

した活動は，道具を利用した活動よりも，チームパー

ザがシステムパフォーマンスを高く見積もり，システ

トナーとの協同として扱われる [3]．

ムを過信した場合に Misuse が生じ，一方，ユーザが

自動化システムとの協同では，ユーザは，システム

システムのパフォーマンスを低く見積もり，システム

とユーザによる課題遂行のパフォーマンスを監視し

に過度の不信を持った場合に Disuse が生じる．

て，その優劣に基づいてシステムへの課題の委託を決
定する必要がある [4]．規範的には，システムの方が高
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本研究の関心と仮説

2.

実験課題

実験では，先行研究 [11] で用いられた路線追従課

本研究の関心は，自動化システムとの協同と人間と

題 (図 1) を使用した．参加者は，赤丸のビークルで

の協同におけるシステムへの課題委託の特性を対比的

路線の追従を行うことが求められた．ビークルが路

に検討することである．これまでに，システムとの協
同と人間との協同の比較を行った先行研究 [8, 9] では，
課題遂行中のパートナーのエラーに対する対応という

線から離れると課題得点が減点された．課題中に，参
加者は，パートナー委託モードと自己操作モードの
いずれかを選択することが可能であった．パートナー

限定的な活動が扱われていた．本研究では，課題遂行

委託モードでは，自動追従システムがビークルの操作

中に，参加者とパートナーとのパフォーマンスの優劣

を行った．一方，自己操作モードでは，参加者はゲー

が多段階で変化する状況を設定し，それに伴う自動化

ムコントローラー (Microsoft Xbox 360 Controller for

システムへの課題の委託行動の性質について検討を

Windows) の左右の矢印キーを押してビークルの操作

行う．

を行った．また，指定されたボタンを押すことによっ

課題委託の決定要因に関して，システムとの協同で

て，モードの切り替えを行うことが可能であった．

は，上述のように，システムへの信頼がシステム課題

この課題では，パートナー委託モードと自己操作

委託の決定に影響することが明らかにされている．一

モードの能力値を実験的に操作した．具体的には，

方，人間との協同においては，信頼の程度に関わらず

パートナー委託モードの能力 (CP: Capability of part-

敵対行動または協力的行動がとられることがあり，他

ner’s operation) と自己操作モードの能力 (CS: Capability of self-operation) に各 5 水準 (30，40，50，60，

者への信頼と他者に対する行動は必ずしも一致しない

[10]．これらのことから，本研究では以下の仮説 1 に

70) の値を設けて，両モードの能力値が，課題遂行中

ついて検討を行う．

に独立して変化するように設定した．CP と CS の能
力値が高いほど，両モードの路線追従は容易であった．

仮説 1: パートナーへの信頼と課題委託の関連は，自

たとえば，CP または CS の値が 30 であれば，直線に

動化システムとの協同で現れ，人間との協同では現れ

は対応できるが，カーブで路線を追従し続けることは

ない．

できなかった．また，CP または CS の値が 50 であれ
ば，緩いカーブには対応できるが，急なカーブで路線

また，システムとの協同と人間との協同を比較した

を追従し続けることはできなかった．そして，CP ま

先行研究 [8, 9] では，参加者またはパートナーの課題

たは CS の値が 70 であれば，ほぼ全ての路線のカー

遂行のエラーが生じた際，人間との協同よりもシステ

ブに対応でき，完璧に近い路線追従を行うことがで

ムとの協同で，エラーへの鋭敏性は高い傾向がみられ

きた．

た．つまり，パートナーのエラー発生時には参加者が

この課題において，課題得点を最大化するために

操作を行い，そして参加者のエラー発生時にはパート

は，パートナー委託モードと自己操作モードにおける

ナーに課題を委託する傾向がみられた．

追従パフォーマンスを比較して，両モードの優劣に基

このことから，パフォーマンスの優劣が多段階で変

づいて，高いパフォーマンスを示すモードを選択する

化する状況においても，システムとの協同では，パ

必要があった．

フォーマンスの変化に対する鋭敏性は高いと考えられ
る．また，それにより，システムとの協同では，課題
委託の適切性が高くなると考えられる．つまり，シス
テムとの協同では，パートナーの方が高パフォーマン
スを示すときにパートナーに課題を委託し，また，参
加者の方が高パフォーマンスを示すときに，参加者が
課題を遂行する傾向が顕著になる可能性がある．本研
究の仮説 2 は以下である．
仮説 2: 人間との協同よりもシステムとの協同で，パ
フォーマンスの変化に対する参加者の鋭敏性は高くな
り，課題委託の適切性は高くなる．

図1
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3. 実験
3.1 方法
3.1.1

は，システムとの協同で現れ，人間との協同では現れ
ないことが明らかになり，仮説 1 は支持された．
次に，仮説 2 に関して，パフォーマンスの変化に

参加者

対する鋭敏性について検討を行うために，委託率に
ロジスティック回帰を実施した (図 2)．以下に算出さ

参加者は大学生 40 名であった．システム条件に 20
名，ヒューマン条件に 20 名が無作為に割り振られた．

3.1.2

れたロジスティック回帰式を示す．実験の実測値とロ
ジスティック回帰から予測される予測値の適合度を
確認するため，Hosmer-Lemeshow 検定を行った結果，

手続き

システム条件 (x2 (8) = 0.27, p = .1) とヒューマン条

最初に，参加者には，路線追従課題について説明し，
その後，パートナーについて説明した．システム条件

件 (x2 (8) = 1.74, p = .98) で適合度に問題はみられな
かった．

では，パートナーは自動追従システムであると教示し
た．また，ヒューマン条件では，パートナーは実験室
内の他の参加者であると教示した．しかし，実際には，
両条件とも，パートナーは自動追従システムであった．
さらに，課題の目標として，課題得点ができる限り高
くなることを目指して課題を行うように教示した．そ
の後，課題について説明を行い，課題の練習として，

1 試行 40 秒を 4 回実施した．

図2

練習の後に本課題を行った．本課題では，5(CP:

ロジスティック回帰から予測された (a) システ

ム条件と (b) ヒューマン条件における委託率の平面．

30,40,50,60,70)×5(CS: 30,40,50,60,70) の各能力値の
組合せを 1 試行として，全ての組み合わせ全 25 試行

システム条件:

を実施した．1 試行は 40 秒であった．CP と CS の能

委託率 = 100/1 + e−(0.059+0.038CP −0.046CS)

力値の組み合わせの順序はランダムであった．課題中
に，CP と CS の値は表示しなかった．試行が切り替

ヒューマン条件:

わる際は，課題画面中央に「操作能力が変更されまし

委託率 = 100/1 + e−(0.509+0.022CP −0.031CS)

た」と表示した．また，参加者は，課題中にモードの
切り替えを自由に行うことができた．システム条件で

ロジスティック回帰で算出された式から，オッズ比

は，パートナー委託モードを選択中は「Auto」，自己

の値を算出した (表 1)．CP と CS のオッズ比の値は，

操作モード選択中は「Manual」と課題画面に表示し

CP と CS ぞれぞれの値の変化に伴う委託率の変化量

た．一方．ヒューマン条件では，パートナー委託モー

を示す．CP または CS のオッズ比の値が 1 よりも高

ドを選択中は「Follower」，自己操作モード選択中は

いほど，CP または CS の値の変化に伴う委託率の増

「Leader」と課題画面に表示した．

加が大きいことを示す．一方，CP または CS のオッ

課題終了後は，参加者に，パートナーに対する課題

ズ比の値が 1 よりも低いほど，CP または CS の値の

遂行の信頼評定 (1: 全く信頼できなかった〜7: 非常に

変化に伴う委託率の低下が大きいことを示す．

信頼できた) を行わせた．さらに，操作切り替えの判

表 1 CP と CS のオッズ比の値

断方法について自由記述で回答させた．

3.2

結果

システム条件
ヒューマン条件

まず，仮説 1 に関して，パートナーに対する課題遂

CP の

CS の

オッズ比の値

オッズ比の値

1.038
1.022

0.954
0.968

行の信頼評定と課題全体の委託率について相関分析を
オッズ比の値を算出した結果，CP のオッズ比の値

行った．その結果，システム条件では，信頼と委託率の
相関が有意であった (r = .52, p < .05)．しかし，ヒュー

に関して，両条件で 1 を上回り，かつ，ヒューマン条

マン条件では有意ではなかった (r = .14, p = .55)．こ

件よりもシステム条件でその値は大きかった．つまり，

の結果から，パートナーへの信頼と課題委託の関連

ヒューマン条件よりも，システム条件で，CP の値の
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増加に伴う委託率の増加が大きいことが明らかとなっ

では，両条件間に委託率に有意差はみられなかった

た．また，CS のオッズ比の値に関して，両条件で 1 を
下回り，かつ，ヒューマン条件よりもシステム条件で

(t(38) = 0.78, n.s.)．一方，自己操作優位な状況では，
ヒューマン条件よりもシステム条件で委託率は有意に

値は小さかった．つまり，ヒューマン条件よりも，シ

低かった (t(38) = 3.88, p < .001)．つまり，自己操作

ステム条件で，CS の値の増加に伴う委託率の低下が

優位な状況のとき，ヒューマン条件よりもシステム条

大きいことが明らかとなった．

件で，適切な課題の委託が行われた．この結果から，

図 3 は，オッズ比で示された委託率の変化を示す．

人間との協同よりもシステムとの協同で，課題委託の

図 3 から，ヒューマン条件よりもシステム条件で，CP

適切性が高いことが明らかとなった．これら一連の分

と CS の値の変化に対する委託率の変化が大きいこと

析の結果から，仮説 2 が支持された．

がみてとれる．これらの結果から，人間との協同より
もシステムとの協同で，自分とパートナーのパフォー
マンスの変化に対する鋭敏性は高いことが示された．

図 4 パートナー委託モードと自己操作モードの優位
な状況における委託率．エラーバーは標準誤差を示す．

4.

総合考察

本研究では，自動化システムとの協同におけるシス
テムへの課題委託の特性について検討を行った．特に，
自分とパートナーとのパフォーマンスの優劣が動的に
変化する状況を設定し，それに伴うパートナーへの課
題の委託，または自分への課題の割り当てについて検
討を行った．

図 3 CP と CS が 30，50，70 のときの断面図．各断

実験の結果，仮説 1 に関して，パートナーへの信頼

面のドットは実測値，曲線はロジスティック回帰で算

と課題委託の関連は，システムとの協同で確認され，

出された予測平面の断面を示す．

人間との協同では確認されなかった． 自動化システム
との協同においては，ユーザは，システムパフォーマ

最後に，仮説 2 に関して，課題委託の適切性につ

ンスに基づいて信頼を形成し，その信頼に依存してシ

いて検討を行うために，パートナー委託モードと自己

ステムへの課題の委託を決定する [6, 7]．しかし，人

操作モードのそれぞれが優位な状況における委託率

間との協同においては，パートナーへの信頼がなく

について分析を行った．実際には，CS よりも CP の

ても，お互いの望みが一致するなどにより協力的な行

値が高い 10 試行 (パートナー委託優位) と，CP より

動をとることがある [10]．そのため，システムとの協

も CS の値が高い 10 試行 (自己操作優位) のそれぞれ

同では，信頼は課題委託を決定する重要な要因である

で，各条件の委託率を比較した (図 4)．パートナー委

が，人間との協同では，信頼以外の要因が課題委託に

託優位な状況では，課題をパートナーに任せて，委

影響すると考えられる．システムとの協同と人間との

託率を高めることが適切な課題の委託といえる．一

協同を比較した先行研究 [8, 9] では，このような信頼

方，自己操作優位な状況では，課題をパートナーに

と委託率との直接的な関係の違いは検討されなかった

任せて，委託率を高めることは不適切な課題の委託

が，本研究では，その違いを明らかにした．

といえる．分析の結果，パートナー委託優位な状況

また，仮説 2 に関して，人間との協同よりもシステ
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ムとの協同で，自分とパートナーのパフォーマンスの
変化に対する鋭敏性と，課題委託の適切性は高いこと
が確認された．人間との協同におけるパートナーへの
課題委託の要因の一つとして，社会心理学の分野で示
されている「労力の均等化」が考えられる．システム
との協同においては，課題遂行の責任はユーザに集中
する [4]．しかし，人間との協同を行う際，課題遂行の
責任は自分とパートナーに分散される [12]．このよう
に人間との協同で，課題遂行の責任が分散する状況で
は，人間は，自分とパートナーの活動労力を均等にし
ようとする「労力の均等化」が生じる [13]．人間はこ
の「労力の均等化」に敏感であり，特に，パートナー
が自分の労力に頼ること (Free-rider 効果) を敏感に察
知して避けようとする [14]．
本実験においても，ヒューマン条件では，参加者は，
参加者とパートナーのパフォーマンスの優劣だけに基
づいて課題委託を決定したのではなく，パートナーと
の「労力の均等化」を考慮して課題委託を決定した可
能性が考えられる．つまり，参加者自身とパートナー
の間で，課題遂行時間を均等にしようとした可能性が
ある．特に，パートナーよりも参加者が高いパフォー
マンスを示す状況で「労力の均等化」の調整を行った
結果，パフォーマンス変化への鋭敏性が全体的に低く
なり，参加者が優位な状況で，パートナーへの不適切
な課題の委託が生じた可能性がある．
実際に，ヒューマン条件の課題全体の委託率 (M =

50.82, SD = 7.48) は 50%前後に落ち着いた．また，課
題終了後に，参加者に，操作切り替えの判断方法につ
いて自由記述させたところ，ヒューマン条件の参加者
3 名は，自分とパートナーとの課題遂行時間が均等に
なるように意識したことを明確に記述していた．これ
らの結果は，ヒューマン条件の参加者が，
「労力の均等
化」を考慮した可能性を支持する．
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Abstract

が，そうした代替物が無くとも，
「発話音声の無い時間

This paper demonstrates that learners of Japanese tend to

区域」という「間」のとらえ方には疑問が感じられる

respond immediately after hearing something funny in

ことがある．たとえば剣劇遊びをしていて，A が振り

conversation. Furthermore, through timing experiments it

かぶって竹刀を振り下ろしながらその途中で「えい

was shown that learners prefer earlier responses compared to

っ！」と言い，それを避けた B が今度は反撃して竹刀

native speakers of Japanese. This result suggests that timing

を横に振り払いながらその途中で「やぁっ！」と言う

cannot be understood just as time to prepare for response,

場合，
「えいっ！」発話と「やぁっ！」発話で挟まれた

but at least partially also as deliberate inaction, such as

時間区域を「間」と呼ぶことに，どれほどの意味があ

moments of contemplation, wincing or repositioning of

るだろうか？ A の行動に終結点があるとすればそれ

stance．

は，かけ声「えいっ！」を発し終わった時点ではなく，

Keywords ― 面白さ，発話タイミング，漫才，不作為，
対話音声合成

その後も続いている竹刀の振り下ろし運動が終わった
時点ではないか．また，B の行動に始発点があるとす
ればそれは，かけ声「やぁっ！」を発し始める時点と

1.

はじめに

いうよりも，竹刀を横に振り払い始めた時点ではない

コミュニケーションを理解するには，当事者たちの

か．いや，そもそも，B の反撃が A の攻撃を避けると

行動だけでなく，それらの行動がおこなわれる状況を

ころから始まっていたと考えると，そこに間はあった

も理解する必要がある．だが，行動と比べて状況はと

のだろうか―このように，発話音声以外にも視野を広

らえにくく，光が当てにくい．本発表は，面白い話が

げると，それまで「間」つまり状況側にあったはずの

語られるタイミングに関して我々が有している感覚を

時間区域が行動側に移してとらえ直され，結果として

利用することによって，状況を「間（ま）
」という形で

「間」が削られていくということにもなりかねない．

観察しようとするものである．

さらに，より根本的な事情もある．発話音声以外に

発話音声の研究文脈では，間は単純に「発話音声の

も視野を広げ，目につく言語だけでなく非言語行動を

無い時間区域」として支障無くとらえられるように思

も取り出した上で，それらの行動の無い時間区域を「間」

えるかもしれない．だが，
「間」の認定はさほど簡単で

と呼ぶことには，なお問題があり得る．というのは，

はない．

そもそもコミュニケーションの中で意味を持つ当事者

というのはまず，身振りや表情など，発話音声以外

たちの行動が，作為の行動に限られるという保証は無

にも視野を広げていくと，間が行動に「浸食」されて

く，不作為の行動である可能性もあるからである．た

いくこともあり得るからである．一例を挙げれば，A

とえば尋問の場で，A の質問発話が終了しても B が無

の質問発話にすかさず B が無言で，渋面で首を激しく

言で微動だにしないという場合，B の黙秘または無視

横に振って応じたという場合，
「A の発話が終了して以

という行動の認否のされ方次第では，間であったはず

降，間がずっと続いている」というよりも「A の発話

のものが不作為の行動ととらえ直され，間がさらに切

が終了するや，間を置かず B が否定した」ととらえる

り詰められる可能性がある．

べきではないだろうか．いまの例は，首を左右に振る

間の認定に関わるこうした検討は重要なものであろ

否定のジェスチャーという言語の代替物が現れた例だ

うが，特に後者の検討（つまり「この時間区域は，間
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と呼べるのか，それとも不作為行動が進行中と考える

theory) ・ 不 調 和 説 (discongruity theory) ・ 解 放 説

べきなのか」という問題の検討）は，不作為という行

(release theory) ・ 遊 び 説 (play theory) ・ 傾 き 説

動が定義上，外的な現れを一切持たないために，実質

(disposition theory)などさまざまな説が唱えられてい

的な根拠を欠いた論が際限無く展開されてしまうとい

る（例：[1][2]）．また，面白さのうち，発話の面白さ

う危険性がある．では，それを避けるには，どうすれ

については，言語学において，言語哲学者の開発した

ばよいだろうか？―以上の問題意識を背景として，本

言語行為論に依拠する形で，たとえばグライスの公理

発表では，こうした問題の準備的な検討を，検証可能

の違反によって生じるものとして分析されている

な形で展開しようとする一つの試みを具体的に示す．

（例：[3][4]）．これらの先行研究は各々の時代におい

ここで利用するのは，面白い話が語られるタイミン

て先導的な意義を果たし，また今日の目で見ても意義

グに関して我々が有している鋭敏な感覚である．読者

深いものではあるが，面白さの源泉つまり「ネタ」

の理解のために，対比例として「たどたどしくつっか

(comic amusement)を論じることに集中しており，そ

える訥弁発話」を持ち出すと，これは，発話のとぎれ

のネタの「語り方」が面白さを左右する可能性につい

が多少長くても短くても，聞き手が受ける印象は「た

ては論じられていない．そこで，話の面白い内容では

だただ非流ちょう」という以外に，あまり変わりよう

なく，面白さを活かす発話の「間」に光を当て，日本

が無い．この発話の「非流ちょう性」と比べると，発

語の母語話者と日本語学習者について以下 2 つの実験

話の「面白さ」はタイミングに対して敏感である．話

をおこなった．

の面白さが，発話の僅かなタイミングの違いで活かさ

3.

れも殺されもするということは，お笑い芸人でなくて

実験 1：
「面白い話」の応答実践比較

も，誰しも日常生活の中で多かれ少なかれ経験してい

実験 1 として，日本語母語話者と日本語学習者が，

ることだろう．逆に言えば，面白い話は発話タイミン

日本語で面白い話を聞いてから応答発話を始めるまで

グを調べる上で格好の題材と言える．

の時間を測定した．

話の面白さに関する従来の研究は，話の内容（いわ

測定対象としたのは，発表者らが 2010 年から開催

ゆる「ネタ」
）の面白さの解明に集中しがちである．本

している「わたしのちょっと面白い話コンテスト」へ

発表は，話の面白い内容ではなく，面白さを活かす発

のエントリー作品で構成される「わたしのちょっと面

話の「間」に光を当てる．より具体的には，日本語の

白い話コーパス」1（現在インターネット上で無料公開

対話において相手から面白い話を聞いた場合，日本語

されている唯一の字幕付き日本語音声動画コーパス．1

学習者はその直後に応答しがちであること，また，母

話 3 分前後×440 話．うち母語話者の話 233 話，日本

語話者より早い発話タイミングでの応答を好みがちで

語学習者の話 207 話）[5]の作品である．より具体的に

あることを実験で示す．この結果は，
「間」を単純に「先

は，2015 年度（第 6 回コンテスト）の作品2の中から，

行発話を解釈し，応答発話を準備する時間」
（つまり真

2 名による対話形式をとっている 8 つの作品を選んだ．

空状態のような真性の間）ととらえては理解できない．

これらの作品の識別符号・タイトル・話し手の符号と

少なくとも「間」の一部は，たとえば「束の間の沈思

性別・聞き手の符号と性別を，次の表 1 と表 2 に記す．

黙考」
「たじろぎ」
「態勢の立て直し」のような，不作

表 1 は日本後母語話者による作品の情報，表 2 は日本

為の行動と考える必要があるだろう．

語学習者による作品の情報をまとめたものである．

以下，先行研究を紹介した上で（第 2 節）
，日本語母
表 1 測定対象とした日本語母語話者の「面白い話」
符号 作品タイトル
話し手
聞き手
J1 吉野家
JF1（女性） JF2（女性）
JF2（女性） JF1（女性）
J2 警察官
J3 説明会
JM1（男性） JF3（女性）
J4 クレープ
JM1（男性） JF3（女性）

語話者と学習者それぞれについて，面白い内容を持つ
相手発話に対して応答したタイミングを測定すると共
に（第 3 節）
，面白い話への応答発話のタイミングの選
好を測定する（第 4 節）
．これを通して，母語話者・日
本語学習者の違いを明らかにし，最後にそれらをふま
えた考察をおこなう（第 5 節）
．

http://www.speech-data.jp/chotto/history.html（2018 年 6
月 28 日閲覧, 以下も閲覧日は全て同じ）
2 http://www.speech-data.jp/chotto/2015_sub/download.
html よりダウンロードが可能
1

2.

先行研究

面白さ(humour)については，優越説(superiority
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者が応答する，「間髪を入れず」
「すかさず」という間
表 2 測定対象とした日本語学習者の「面白い話」
符号 作品タイトル
話し手
聞き手
N1 最後のひとつ
LF1（女性） LF2（女性）
LF2（女性） LF1（女性）
N2 朝起こされた
N3 京都／関西／
LM1（男性） LF3（女性）
日本でびっくり
N4 トルコのコイン LF4（女性） LF5（女性）

無しの素早い反応が多く見られた．

4.

実験 2：
「面白い話」の応答選好比較

実験 2 として，ボケとツッコミから成る対話が，
最も面白く聞こえるような，ツッコミ発話のタイミ
ングを答えてもらうという実験を行った．
実験に用いた対話は 5 つあり，それらは著作権の問

以上の 8 作品について，話し手の話（先行発話）に

題に煩わされないよう，第 4 著者が自作した．作成に

対して聞き手が応答発話をおこなうまでの時間を測定

あたっては，なるだけわかりやすいものになるよう心

した．測定に際しては，まず動画ファイル（mp4 形式）

がけた．5 つの対話を表 5 として掲げる．

から音声を抽出して mp3 ファイルを作成し，それを
表 5 刺激対話

wavesurfer ver. 1.8.8p43により，作品ごとに第 1 話者
（話し手）の各発話の終了時点から，それに対して第

番号

2 話者（聞き手）が応答発話を開始するまでの時間を

1

計測した．ここでは笑いのみの応答は含まず，
「うん」
，
2

「なんで」など何らかの言語的な応答をしていると考
えられる場合のみを測定の対象とした．一覧を次の表
3，表 4 に示す．

3

表 3 日本語母語話者の「面白い話」の間
平均持続時間
最小値
最大値
符号 回数
（ms）
（ms）
（ms）
J1
15
-19
-444
326
J2
24
126
0
693
J3
8
199
-524
800
J4
9
732
340
2270

4

5

対
話
A：あー私もオーストラリア行って城見たい．
B：オーストリア．
A：あー私もコアラ抱っこしにオーストリア行きた
い．
B：オーストラリア．
A：あー私もオーストリア行って城見てコアラ抱っ
こしたい．
B：え？
B：なんで信号機がないとこ渡るの？
A：信号機のあるとこ渡ったら信号無視になるで
しょ？
B：え？
A：あの，ちょっと話かわるんですけど･･･鼻毛伸
びてますよね？
B：伸ばしてるんです．

これらの対話のうち 1 番と 2 番は，おかしな部分を

符号

N1
N2
N3
N4

含んだ A の発話（ボケ発話）に対して，B が訂正（ツ

表 4 日本語学習者の「面白い話」の間
平均持続時間
最小値
最大値
回数
（ms）
（ms）
（ms）
12
-58
-774
148
7
-333
-890
0
10
66
-132
300
2
-36
-325
253

ッコミ発話）を入れるという構成になっている．
それに似ているのが 3 番と 4 番だが，
これらの場合，
B の発話は，訂正というよりは驚き・怪訝さの表明と
いうものになっている．3 番の場合，B の驚き・怪訝
さの内容とは，A の発話が，前半部の「城を見る」に
ついてはオーストリアのままで正しいが，後半部の「コ

測定の結果，日本語母語話者と日本語学習者では，

アラ」についてはオーストラリアが正しく，1 番や 2

間の回数およびその分布に違いが見られた．日本語母

番のような単純な訂正ができないということである．4

語話者の場合，第 2 話者が第 1 話者の発話終了後少し

番の場合はより複雑で，A の発話は，この人物が，単

経ってから応答する，いわばプラスのタイミングと，

に信号機のある交差点まで行く手間を惜しんでいると

第1 話者の発話が終わる前に第 2 話者が応答を入れる，

いう，よくある交通規則の軽微な違反者であるどころ

マイナスの（
「食い気味の」）タイミングの両方が，対

か，信号が赤であろうと関係なく渡りたい時に渡ると

話ペアごとに多様に分布していた．それに対して日本

いう無法の人物であり，そのくせ信号無視になること

語学習者の場合，第 1 話者の発話終了と同時に第 2 話

を気にしているという奇妙な情報を B にもたらしてお
り，それが B の驚き・怪訝さの内容になっている．

3

最後の 5 番は，A の発話が礼儀に反したおかしさを

http://www.speech.kth.se/wavesurfer/
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含んでいると見ることもできるが，親切心で鼻毛を指

いためである．

摘した A の発話に対して，B が（恥ずかしさあるいは

実験においては，対話音声合成ツールを使用した．

対抗心による出まかせであれ，ここぞとばかりに繰り

これは，発表者らの研究グループが使用しているもの

出す自慢であれ）おかしな内容を述べていると見るこ

で（[7][8]）
，画像 2 のようなブラウザ画面上で，発話

ともできる．

タイミングを自由に調節して対話音声を合成できると

このように，3 番～5 番の対話は「A がボケ発話，B

いうものである．

がツッコミ発話」という図式そのものという構造には
なっていないが，ここでは便宜的名称として，これら
をも含めて「A がボケ発話，B がツッコミ発話」と一
括しておく．
以上の 5 対話を，発表者ら自身が，実際の対話のよ
うにきもちを込めて話し，その音声を収録した．A を
第 1 発表者（日本語母語話者，女性）が，B を第 4 発
画像 2 対話音声合成ツールの画面

表者（日本語母語話者，男性）が担当した．
これらの音声は，ガラス窓で隔てられた 2 室の防音

（http://www.speech-data.jp/timing/ma.html）

室から成る対面式録音ブース（YAMAHA AVITEX，画
像 1）を使って，話者ごとに別々の音源として収録さ

画面上には，青いバー（上側）
，赤いバー（下側）が
表示されている．この赤いバーは B のツッコミ発話で

れた．

あり，青いバーはそれに先行する発話（4 番の場合は B
発話と A 発話．他の場合は A 発話）である．画面上，
青いバーは固定されており動かない．赤いバーは最初，
青いバーの先行発話の終了と同時に B のツッコミ発話
が開始する位置に置かれている（これが「0 秒」であ
る）が，ドラッグ操作により左右に動くようになって
いる．この左右の移動操作は，B のツッコミ発話のタ
イミングと連動しており，操作の結果は画面左下の合
成ボタンを使って，実際の対話音声の形で聞くことが
できる．
この操作は，
0.01 秒刻みで可能となっており，
マイナスに（つまり先行発話が終わらないうちに B の
画像 1：対面式録音ブースの内観

ツッコミ発話が「食い気味」に始まるように）設定す

（YAMAHA AVITEX）

ることもでき，何度でもやり直すことができる．
実験の参加者は，20～30 代の日本語母語話者 19 名

対面式録音ブースを使ったのは，現在の技術では，2

（男性 4 名，女性 15 名）と，20～30 代の中国語を母

人の人間の発話音声がいったん重なった形で録音され

語とする日本語学習者 17 名（男性 6 名，女性 11 名）

てしまうと，それを別々の発話音声に分離・復元でき

である．日本語学習者は日本の大学に留学している大

ないからである．次節で紹介する対話音声合成実験を

学学部生および大学院生である．これらの参加者に，

おこなうためには，対話する 2 人の発話音声をまず，

B のツッコミ発話のタイミングを調整し，対話が最も

別々に収録する必要がある．2 人を対話させずに，1 人

面白くなるタイミング（例：
「0.58 秒」
）を調べて回答

ずつ単独で台本を読ませ，その発話音声を収録するこ

するよう指示した．

とも可能だが，それらを合成すると対話音声として不

以上の実験をおこなった結果，母語話者と日本語学

自然なものができてしまうおそれがある．特に，良い

習者の回答には異なる傾向が見られた．結果を散布図

印象とつながりやすい対話の場合，2 人の発話音声が

（平滑線）の形で，以下の図 1～図 5（縦軸は人数，横

ピッチレンジや話速の点で揃っていきがちであり

軸は秒数）に示す．

（例：[6]）
，単独発話ではそのような現象が起こりにく
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図 1 対話 1 の結果比較

図 5 対話 5 の結果比較
母語話者の回答は，
「第 1 話者の終了後直前または直
後に第 2 話者のツッコミが入るのが適当」という回答
と，
「少し間をおいてからツッコミが入るのが適当」と
いう回答の 2 種類の回答におおむね分類することがで
きる．対話 1 では 0.00～0.20 秒と 0.61～0.80 秒，対
話 2 では 0.21～0.40 秒と 0.61～0.80 秒，対話 3 では
0.00～0.50 秒と 1.01～1.50 秒，
対話 4 では 0.00～0.25
秒と 0.76～1.00 秒，対話 5 では 0.00～0.75 秒と 1.26

図 2 対話 2 の結果比較

～1.50 秒というように，ピークが大きく 2 箇所に分か
れていることが見て取れる．
一方，日本語学習者の回答は，母語話者に比べ早く，
0.00 秒近辺（-0.6～0.5 秒後）に偏りを見せていること
が観察できる．さらに，対話 1 と 2 ではマイナスの（
「食
い気味の」
）タイミングを好む回答が多い．

5.

考察

実験 1 においては，
「面白い話」の対話の間は，母語
話者どうしでは，マイナス値をとるものからプラス値
図 3 対話 3 の結果比較

をとるものまで広く分布していることが見られる一方
で，日本語学習者の間は間無しに近い，非常に短いも
のが多く見られた．ツッコミ発話のタイミング調整を
行った実験 2 においても，面白いと感じられるツッコ
ミ発話のタイミングは母語話者では広く分布しており，
さらにおよそ早いものと遅いものの 2 つのピークを持
つ可能性が示された．この 2 つのピークについては，
日本語の相づちに関する先行研究・羅(2016)[8]におけ
る「不賛成」の相づちのタイミング分布に類似してい
る（図 6 参照）
．

図 4 対話 4 の結果比較
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形でとらえても理解できない．少なくともその一部は，
「（オーストラリアとオーストリアのどちらに修正す
べきか等の）束の間の沈思黙考」や，
「
（鼻毛を指摘さ
れて）
「ひるみ，たじろぐ」あるいは「むっとする」
，
そして「態勢を立て直す」といった不作為の行動と考
える必要があるだろう．
母語であれ，他言語であれ，面白い話は，相手をな
ごませ，興味を惹き付け，コミュニケーションを円滑
にする作用がある[9]．しかし，絶妙な「間」をとるこ
図 6 羅（2016）による不賛成の相づち分布

とはしばしば難しく，母語話者においても効果的に行
わないこともある．また，微調整されたタイミングで

羅(2016)と本発表の実験2とは，
実験参加者の年齢，

「間」をとることは特に学習者にとっては非常に難し

出身地が異なっている．そこで考えられるのは，この

い[10]．本実験の結果からも学習者による「間」は均

2 種類の発話タイミングが，対話参加者の属性を超え

一的であり，母語話者とは異なることが示された．こ

て一般的に，それぞれ違った種類の「面白さ」の発生

のことから，
「間」は日本語学習においてはプロフィシ

に関わっているという可能性である．その際，2 種類

ェンシーを測る１つの尺度となりえるとも考えられる．

の「間」の長さのうち，
「早い間」のタイミングはいわ

この点についても今後考察していく予定である．

ゆる「食い気味」
「毒舌」などと表現されるタイプのツ

付記

ッコミのタイミングと考えられる．また，後者の「遅
めの間」は聞き手が話し手の発話内容を振り返り，応

刺激音声作成と実験に関わって頂いた匿名の協力者

答するまでに時間を要しており，その 2 人の対話をさ

諸氏に感謝する．また，発話タイミング調整ツールの

らに聞いている第三者にも発話者の意図を共に問わせ

開発について田畑安希子氏にお世話になった．お名前

ようとするような，落語の「考え落ち」にも通ずるも

を挙げて謝意を表したい．なお本発表は，日本学術振

のとも考えられる．しかし，これらタイミング構造の

興会の科学研究費補助金によ る挑戦的萌芽研究

分類については，今後さらなる分析と議論が必要であ

15K12885・基盤研究(B)17KT0059 の成果の一部であ

る．さらに，
「早い間」と「遅い間」に関しては，会話

る．

者の話速も関与していることが推測されるため，この

参考文献

点に関しても検討が要されるであろう．
また，日本語学習者を対象にしたタイミング調整実
験においては，面白いと感じられるツッコミ発話のタ
イミングが早く，0 秒近辺に偏りを見せていることが
観察できた．
以上のように，2 種類の実験からは，間の取り方に
関して母語話者と日本語学習者が異なっていることが
示された．より具体的には，面白い内容の相手発話を
聞けば，学習者はすかさず（
「間無し」という早いタイ
ミングで）応答しがちである．また，面白い話の好み
についても，母語話者よりも早い発話タイミングの応
答発話を好みがちである．この観察結果は，
「先行発話
を解釈して，それに応答すべく自発話を準備する」と
いう一連の作業に関して一般に学習者が母語話者より
も多くの時間を要しがちであろうことを考えると，
「間」
を「先行発話を解釈して自発話に及ぶまでに要する時
間」
（つまり真空状態のような真性の間）という単純な
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自然風景の中のヘビは素早く正確に検出されるのか？－フリッカー変化
検出課題を用いたヘビ検出の検討
Can snakes be detected more rapidly and accurately in a natural
scene? A flicker paradigm task study on the Snake Detection Theory
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Abstract

Snake is a serious threat to humans for the past
millions of years so that humans became extremely
sensitive to snakes during the long evolution period.
The present experiment shows that humans and
non-human primates can detect snake pictures more
quickly and accurately than those of other animals.
According to Isbell’s Snake Detection Theory, it is
possible that snakes have promoted primate’s visual
system and its functional integration with the fear
system during the long evolutionary history. Here we
performed a flicker paradigm task to compare the
accuracy and speed of detection between two types of
the target stimuli, which consisted of snake pictures
and lizard pictures. In order to minimize the low-level
feature effect, pictures were converted into greyscale,
then controlled the luminance and contrast of the
stimuli using the SHINE tool box. We find that the
snake target stimuli can be detected more rapidly
and accurately than lizard target stimuli. Our study
shows that participants were more sensitive to snake
pictures during the flicker paradigm task and
supports the Snake Detection Theory.

Experiments on the snake detection theory
basically apply two kinds of methods. One is the
electrophysiological study. In the previous EEG
studies, researchers measured the event related
potential (ERP) component of electroencephalogram
(EEG) peaking around 225–300 ms after a stimulus
onset, which can be called as Early Posterior
Negativity (EPN). Participants’ EPN were larger in
response to snake pictures than pictures depicting
other creatures such as spiders and birds [3][4]. In
addition, partial pattern of snake skin pictures
elicited the largest EPN amplitude compared with
lizard skin and bird plumage pictures [5]. Body
curvature can also enhance the EPN in response. For
example, snake and worm pictures elicited larger
EPN amplitude than beetle pictures [6]. However,
previous studies only collected EPN data but no

Keywords ― the Snake Detection Theory, flicker
paradigm, snakes, detection, evolution

1.

visualized data such as accuracy.
Another way to verify the Snake Detection Theory
is visual search task. For example, participants were

Introduction
Snakes have preyed upon humans for millions of

displayed matrices images which contained one

years. Unlike other dangerous animals such as lions,

snake image and eight lizard images as snake target

snakes can easily creep on a pretty high tree which is

condition or one lizard images and eight snake

a big threat to primates including human beings.

images as the lizard target condition. Participants

How to survive from snakes then becomes an

were faster to fixate under the snake target condition

important element in natural selection. In order to

even

rapidly responses to potential danger, the detected

Furthermore, 3-4 years of children can detect

threat is quickly and automatically conveyed to the

striking posture snakes rapidly [8]. Snake-naïve

amygdala, which is central to fear activation [1].

monkeys also quickly found target pictures of snakes

Thus it is possible that during the long evolutionary

than those of innocuous objects [9][10]. But the

history, snakes have promoted primate’s visual

perceptual processes of danger detection in natural

system and its functional integration with the fear

scenes are still unexplored.

after

controlled

low-level

features

[7].

The previous visual search task used matrices

system [2].
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22.61 years (SD = 2.81).

which contain two kinds of attentional targets in one
matrix. Thus the visual search task has a weakness

Stimuli

of its procedure because the reason for the quick

A trial consisted of two series of pictures：①the

detection of snakes can be explained by effective
delaying

background picture itself or ② the background

disengagement, or by both [11]. Quick detection of the

picture added with a cut object. Twenty-eight

snake images might be achieved due to slow

background pictures of natural scenes were taken in

detection of innocuous objects in the matrix of the

Nagoya University and Chayagasaka Park. Neither

visual search task, because dangerous objects are

human beings nor artificial objects should appear on

particularly effective at maintaining attention or

the pictures. The background pictures were adjusted

“delaying disengagement” during visual search task.

into grey scale and cut into 2000 * 1500 pixels in

Another explanation of why dangerous animals

GIMP software. Then the pictures were processed

detection

of

threat

targets,

by

can be rapidly detected is that dangerous animals

using

the

SHINE

toolbox

(default

settings;

attract attention based on their low-level features

Willenbockel et al., 2010) in MATLAB to minimize

[12] [13] in the visual search task. Visual search tasks

low-level confounds. The SHINE toolbox first

often generate the possibility of low-level perceptual

matches the contrast of the images and then matches

confounds, so sometimes a simple feature, such as the

the luminance histograms. The target objects which

black dots of leopard pattern, may also cause the

contain 14 lizards and 14 snakes taken all around the

rapid detection of dangerous animals.

world were downloaded from internet (because lizard
and snake are both reptiles and share the similar

Method

2.

body-shape). The objects themselves were cut by

In order to have a better understanding, we use the

GIMP and adjusted into grayscale, then shrank into

flicker paradigm method, in which viewers are asked

approximately 1% of the background picture (216 *

to detect the difference between two alternating

156 ~ 126 * 268) to match the background scenes. The

scenes that are identical except for an added object

mean luminance of these targets were also matched

(snake or lizard). A trail of the flicker task starts with

in GIMP. The cut snake picture and the cut lizard

a fiction cross, and then followed by a nature scene

picture were added to the same background

added with a cut target object, a blank, the nature

respectively for counterbalance, so there will be 14

scene without target object and another mask in

snake target stimuli and 14 lizard target stimuli for

orders (see Figure 1). Since one stimulus only has one

condition A and 14 lizard target stimuli and 14 snake

target but no distracters, the result of this

target stimuli for condition B. Half of the participants

experiment can provide evidence for snakes' strong

did the 28 trails of condition A, and the others did the

attentional capture compared to other animals. In

condition B task. Participants were asked to detect

the

structure

the difference in the flicker paradigm task and they

information in the scene can be ignored [14] and the

would not be told that the differences were consisted

necessity for memorizing is low [15]. Also the reaction

of lizard or snake directly at the beginning of the

time and accuracy data can be easily recorded.

experiment.

Participants

Procedure

flicker

paradigm,

the

impact

Fourteen male students and 14 female students

One trail (see Figure 1) consisted with ① fixation

who studied in Nagoya University participated in

cross; the loop of ② background picture (last for 250

this study from January through April 2018. They

ms), black mask (last for 250 ms), background picture

were all of Asian heritage and right handed. Their

with object (last for 250 ms) and another black mask

age ranged from 18 to 28 years, with a mean age of

(last for 250 ms). One loop consists of one second and
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considered to be one cycle. Once they figure out the
changes, they press the “0” button and then they
are displayed by ④ the background picture which
were divided into 25 parts (a 5×5 matrix) by red lines
so that participant can point at the changes precisely.
One block consisted of 28 trails. If participants did
not find the target, the cycle was repeated 15 times
and recorded as a miss.
Figure 2 Proportion of detected changes

Reaction time
The reaction time of hit trials were analyzed. The
higher accuracy in detecting snakes did not affect the
expense of speed. Half snake targets can be detected
at the sixth cycle while half of the lizard targets
cannot be figured out until the ninth cycle (see Figure
3). We analyzed our data using a 2×15 ANOVA,
which revealed the main effect of cycle (F (14, 378) =
407.63, p <.01), the main effect of target (F (1, 27) =

Figure 1 A flicker paradigm task procedure

76.33, p <.01) and the significant interaction of cycle
Background pictures with object (snakes or lizards)

and target (F (14, 378) = 10.87, p <.01) The

are used as independent variable, and as the

cumulative proportion of detected changes data

dependent variable, accuracy, reaction time and cycle

resulted in a significant main effect for target type.

number of responding are recorded and analyzed.

The significant difference between lizard and snake
targets showed up at the second cycle and last till the

3.

end (Fs (1, 27) ≥ 30.41, ps<.01).

Results
As for the results, snake targets were detected

more often and more correctly than lizard targets.

Accuracy
The correctly detected targets (see Figure 2) in
lizard trails were much less than snake trails (hit
rates, 56% lizard vs. 78% snake). In the meanwhile,
participants made less error mistakes in snake trails
than lizard trails (false-alarm rates, 3% lizard vs. 2%
snake). Missing the change is also a severe case, and
in our experiment 41% of lizard targets were missed
(miss rates) vs. 20% of targets to snake trails. We did

Figure 3 Cumulative proportion of detected

not set correct rejection situation this time. The

changes

signal detection theory was used to analyze the
accuracy rate and the results showed snake

We used the Wilcoxon’s signed rank test to analyze

advantage in accuracy remains strong (d’ = 1.78

the reaction time (RT) of detected targets and the

lizard vs. 2.43 snake, F (1, 27) = 40.42, p <.01).

average RT of snake targets are magically shorter
than lizard targets (see Figure 4, RT M lizard = 5399,
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SD 1296 vs. RT M snake = 4902, SD 921; Z = -1.98, p

understanding of the brain activity during the visual

= 0.0476).

search task.
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4.

Discussion
The present study demonstrated that snake can be

detected accurately and quickly than lizards. These
results are consistent with previous studies and
supporting the snake detection theory. Unlike these
previous studies, we did not put distractor and target
in the same stimuli and excluded the delaying
engagement effect. The flicker paradigm requires
participants to detect the changes in a new stimulus
in the context. For example, in our experiment,
participants were asked to point at the changes in the
background picture with redline. Therefore, there is
no need to compare directly between simultaneously
presented stimuli and it may “more directly assess
attention captures” and be “less susceptible to visual
confounds” than the visual search paradigm [15].
Also, we adjusted the stimuli into greyscale and
controlled the luminance and contrast to minimize
the low-level feature effect. Therefore, our study
supports the idea that the quick snake detection in
the visual search task is caused by speeded detection
of thereat targets (engagement). In addition, the
present study showed that humans detected snakes
more accurately under discernible condition. So far
only one study reported that snakes are detected
more accurately [17].
For the next step, we will use the same method to
compare the snake targets and lizard target, in the
meanwhile, collecting the EPN data to have a better

922

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP2-6

‘beware of the beast’”, PNAS, Vol. 104, No. 42, pp.
16396-16397.
[17] Kawai N., & He H., (2016) “Breaking snake
camouflage: Humans detect snakes more accurately
than other animals under less discernible visual
conditions”, PLoS ONE, Vol. 11, No. 10, pp. 1-10.

923

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP2-7

Spectators' Images regarding martial artists
based on the colors of their costumes
Mitsuko Hayashi, Motoki Sasaki
Hokkaido University of Education HAKODATE
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Abstract
This study investigated the image of martial artists
regarding the combination color of their costumes. At first, a
scale of images regarding martial artists were constructed by
collecting university students' evaluation. Factor analysis
was performed on the data and three factors were found;
identity of martial artists, gracefulness and winsomeness.
Anova analysis showed that the combination with red gloves
and black pants was the highest score in the identity of
martial artists factor, that of blue and white was the highest
in the gracefulness factor and both those of red and yellow,
and of blue and yellow were the highest in the winsomeness.
Another analysis regarding favorability rating revealed that
spectators love three kinds of color combinations the best;
red gloves and black pants, blue gloves and black pants and
blue gloves and white pants.
Keywords
artist
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人共存ロボットの安全性に対する表面痛と深部痛の違いを識別する
ためのヒューマンライクな痛覚センシングシステム
A Human-inspired Pain Sensing System to Recognize Difference
between Superficial and Deep Pain for Personal Care Robot Safety
プングラサミー タンヤポン, 島岡 優策, 岡本 球夫, 渡邊 竜司
Tanyaporn Pungrasmi, Yusaku Shimaoka, Tamao Okamoto, Ryoji Watanabe
パナソニック株式会社
Panasonic Corporation
pungrasmi.tanyaporn@jp.panasonic.com

Abstract

AIS 1 concerned as the minimum injury indicator in this case,

In this paper, we introduce the concept of a human-inspired

but it also includes closed fractured nose and one broken rib

pain sensing system, imitating the sensing location of

[9], [1]. Therefore, AIS criteria might not be appropriate to be

mechanical nociceptors in human skin (superficial somatic

used for personal care robot safety evaluation.

pain) and skeletal muscle (deep somatic pain) for personal

Studies related with determination of pain sensitivity in

care robot safety application. We expect that the system will

human-machine-interface for collaborative robots used in

not only measure the pain for personal care robot safety

industrial field [15] which use pain onset level to determine

evaluation, but also show the difference between these two

safety level of physical contact between human and

kinds of pain due to various contact conditions. In this study,

collaborative robot have been conducted and applied to

we developed the arm prototype which imitates human

ISO/TS 15066.

nociceptor mechanism, and verified our pain sensing concept

There is also commercial force/pressure test system for

by conducting experiment with various contact situations.

collaborative robots from GTE Industrieelektronik GmbH

Keywords ―
Recognition

which is used in ISO/TS 15066, ISO 10218-1, ISO 10218-2

Pain,

Dummy, Robot Safety, Pain

and EN 415-10 focusing on the main biomechanical body
features, but with no anthropometric shape for convenience

1 Introduction

measurement.

As the development of personal care robot is getting more

Based on the facts mentioned above, currently there is no

advanced, it is now possible to use it interactively with human.

equipment that simulates the biomechanical properties and

Ensuring safety during physical human-robot interaction

shape of human body to measure lower level of impact that

(pHRI) has become a fundamental concern and many

leads to pain which is required for personal care robot safety

researches were conducted to address this matter refer to [7],

measurement.

[26], [15].

Our research tries to address this matter by focusing on pain-

With high possibility of contact between human and robot, in

free interaction of personal care robot and human such as in

order to minimize the risk of human injury, safety evaluation

airport, hospital, and shopping center, which have high

is required. In automobile industries, crash test dummy [8] is

possibility of contact with human. In order to tackle this

commonly used for safety evaluation, which involves high

requirement, human pain receptors locations are used for

level of impact that leads to bone fracture or death.

design our dummy model. For this, it is worthwhile to take a

Abbreviated Injury Scale (AIS) which is an anatomical

closer look at human pain receptor location and pressure-pain

scoring system where injuries are ranked from 1 to 6, with 1

threshold since they are generally regarded of vital importance

means minor, 5 means critical, and 6 means nonsurvivable

to this development.

injury. To ensure the safety of personal care robot, robot safety
design factors such as mass, speed, cover material, and surface

1.1 Human Pain Receptor Location

shape are concerned by applying low level of impact

Pain usually occurs after most types of noxious stimuli to

evaluation such as pain and discomfort level. Even though

protect and prevent tissues or nerves from over damaging [24].
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It plays an important role in body normal defense mechanisms,

2.1

Artificial upper arm structure

warning of contact with possibility of damage, initiating

Human arm structure consists of 3 layers: skin, adipose tissue

behavioral and reflex avoidance strategies.

combined with muscle, and bone in subsequent order from the

Somatic pain, the most common pain occurs when

top. Nociceptors (pain receptors), which lie in the skin layer

nociceptors in tissue such as skin, muscles, skeleton and joints

caused superficial pain and the one which lie in the muscle

are activated. This paper will focus on this type of pain.

and bone caused deep pain (refer to Fig.1).

Fig.1. Mechanism of pain sensation detection in human arm

Fig.2. Upper arm human-inspired pain sensing dummy
structure

Somatic pain can be classified into 2 types, which are
superficial pain and deep pain [20]. Superficial somatic pain

We produced the artificial skin, adipose tissue combined with

occurs when cutaneous nociceptor which lies near blood

muscle, and bone according to the solid model of 50th

vessels in the upper regions of epidermis [14], [17] in the skin

percentile male developed by Zygote with skin thickness of 2

is stimulated. Deep somatic pain occurs in connective tissue

mm [6], [10]. As for the mechanical characteristic of each part,

of muscle, between muscle fibers, adventitia, in tendon,

based on the previous studies of human arm, we defined the

periosteum of bone, or joint [21], [22].

Young’s modulus of the skin and muscle to be around 100kPa
[13] and 40kPa [12], [25], [5] respectively and defined the

1.2 Pressure-Pain Threshold

compressive loading of bone to be around 160MPa [18].

Pressure-pain threshold (PPT) and pressure-pain tolerance

The function of nociceptors was simulated by placing two

methods have been widely used in pain measurement studies

flexible pressure array sensors under each layer excluding the

[23, 2], which measure the pressure from external probe that

bone (refer to Fig.2).

gets in contact with human skin. However, these studies did
not put into consideration about human body structure in

2.2 Flexible pressure array sensors

relation with pain mechanism.

For the pressure sensors placed in between the layers, we

We suspect that the pain caused by pressure from the probe

confirmed the sampling rate and spatial resolution which are

affects not only the skin but also the muscle layer, as suggested

possible to effectively measure the impact force by

in [16], [4], [3], [11] studies, which stated about pressing using

conducting experiment with various settings [27]. Therefore,

cuff algometry effect the muscle pain more than cutaneous

in this arm prototype, we adopted the sampling rate and spatial

pain.

resolution for the sensors to 500Hz or above and 14.06mm2 or

In order to confirm this hypothesis, we developed a human

smaller respectively.

arm prototype with flexible pressure array sensors placed
under the artificial skin layer and muscle layers to measure

3 Methods

both superficial and deep somatic pain clarifying the pain

3.1 Purpose

mechanism algorithm during compression with various types

In order to reveal the difference between superficial pain and

of probe.

deep pain due to various contact conditions, as the first step of
our study, the experiment was carried out by pressing two

2 Human-inspired pain sensing system
structures

shapes, six types of contact probe which are different in radius
and area to pain sensing system as mentioned above. We
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performed the experiment using indentation system, contact

probes with dimension of 14 mm x 14 mm (S14), 19 mm x 19

probes, and procedure as followed:

mm (S19), and 24 mm x 24 mm (S24) (refer to Fig.4). For the

3.2 Indentation system

square probes, we rounded the corners and edges with radius

The experiment was conducted with an indentation system

of 2 mm to reduce the sharp edge [15]. We designed the shape

(refer to Fig.3), which is able to produce force up to 500 N,

of the spherical and square probes according to previous

probe displacement up to 35 mm, and maximum speed of 100

studies [19, 15]. The reason we used spherical probe because

mm/s.

we want to observe the result while the radius of probe is
changed and used square probe because we want to observe
the result while the area of probe is changed.
3.4 Procedure
We attached each probe on the indentation system then
pressed the human artificial arm, perpendicularly with the skin
at a constant speed of 2 mm/s, to simulate quasi-static
clamping situation of robot, and pressed with probe
displacement of 33±1 mm from contact position based on our
indentation system limitation. Points of compression were

Fig.3. Indentation system with 1st prototype dummy

specified at upper arm bone on the dorsal aspect around lateral
In order to measure samples from any direction, it was

epicondyle of the upper arm (refer to Fig. 2 and Fig.3)

designed by using joint that can be rotated ±45 degrees in

according to previous study [15]. After each compression, 1

horizontal and vertical direction. Furthermore, it is possible to

second was held at final position before the indentation system

adjust the initial position in both horizontal and vertical

moved the tip back to the initial position.

direction also using the linear slide attached within this system.

According to ISO/TS 15066 and previous study [15] which
use the maximum pressure as the threshold for collaborative

3.3 Contact probes

robot safety, in this paper, we analyze data by averaging

It is predictable that the difference in shape and size of probe

maximum pressure data from flexible array superficial and

affect the results in pressure pain threshold in human, so we

deep sensor while the probe displacement was in final position.

also assume that it probably shows those results in the pressure
sensors we placed under skin layer to measure the superficial

4 Results

pain and under muscle layer to measure the deep pain.

The maximum pressure obtained from superficial and deep
sensor using three spherical probes which are different in
radius and three square probes which are different in area are
plotted in Fig.5 and Fig.6 respectively.
Experiment result revealed that when pressure was generated
with R5 spherical probe, deep layer sensor showed less
maximum pressure than superficial layer sensor (refer to
Fig.5). On the other hand, when pressure was generated with
R10 and R15 spherical probe, S14, S19, and S24 square probe,
superficial layer sensor showed less maximum pressure than

Fig.4. Tested 2 types, 6 tip-end shapes of contact probe

deep layer sensor (refer to Fig.5).
In order to investigate the effect of probe shape, the

Furthermore, results from the experiment with spherical and

experiment was conducted using six probes with different

square probes (refer to Fig.5 and Fig.6), showed that when the

shape and size. We used three spherical probes with radius of

radius of probe (spherical probe) and area of probe (square

5 mm (R5), 10 mm (R10), and 15 mm (R15), three square

probe) are larger, the maximum pressure in deep and

936

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP2-9

superficial sensor are higher and lower respectively.

occur, which is according to the experiment results.
This paper is our first step in superficial and deep pain
measurement to ensure the mechanical safety of personal care
robot. We developed a human-inspired pain sensing system,
which imitates the sensing location of mechanical nociceptors
in human skin and skeletal muscle. Furthermore, pain
measurement with the system showed that it is possible to
distinguish and measure the superficial pain and deep pain
using our proposed method.
In the future, we are planning to investigate human pain
threshold in various actual contacts. In order to validate the

Fig.5. Maximum pressure in superficial sensor and deep sensor

result presented in this paper, we will correlate the pressure in

during compression with spherical probes with radius of 5mm,

proposed method with the pain recognized by human using

10 mm, and 15 mm.

pain threshold measurement system. Our main goal is to
obtain the satisfying accuracy of the system so that it can be
used for predicting mechanical pain incident supporting safety
design in personal care robot industries.
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概要

する．このどちらからも，ユーモアが生じうることか

ユーモアは皮肉表現からも生じうることが知られて

ら，両者の共通点として関連性の感知 (Sander et al.,

いる．しかし，ユーモアを生じない皮肉表現もあり，
ユーモアを生じる条件は不明である．本研究では，日

2003) が重要な役割を果たしている可能性が指摘され
ている (Nakamura et al., 2017)．本研究では，日常的

常的表現を用いて，ユーモアと皮肉の関係を実証的に

表現を用いて，ユーモアと皮肉の関係を実証的に検討

検討することを試みた．意味分析の結果，ユーモアを

することを試みる．

生じた群では「次回にやり直しができる程度の悪い出

2.

来事」が関与するのに対して，ユーモアを生じない群

方法

実験参加者

23 名（女性 12 名，男性 11 名）の大
学生が実験に参加した．

では「やり直しの出来ない深刻な悪い出来事」が関与
するように見える．

刺激

キーワード：面白さ，皮肉，発話態度の把握，関連性

日常的表現は，まず文脈として私 (実験参加

者) の行動や発言がもたらす良い出来事または悪い出

の感知，遊び状態

来事を提示し，次にその出来事に対する相手 (友人，

1.

はじめに

同僚，仲間など) の肯定的なコメントを提示する，と

ユーモアは皮肉表現からも生じうることが知られて

いう構成とした．すなわち，同一の「相手のコメント」

いる (Long & Graesser, 1988)．例えば，テニスで惨

が，
「良い出来事」の際は字義通りのコメントとして，
「悪い出来事」の際は皮肉なコメントとして，解釈が

敗した選手が「もう少しで勝てたのに」と言ったのに
対して，
「もう少しで勝てた」と復唱した場合，勿論，

可能となる．合計で 24 表現 (12 コメント× 2 出来事

これは皮肉であるが，微笑む人もおり，ユーモアを生
じうる表現と考えられる．また，ユーモアは比喩表現

[良い，悪い]，すなわち，12 刺激ペア) を用いた．
手続き 各刺激を提示し，次の質問に対する回答を

からも生じうることが知られている (Mio & Graesser,

選択してもらった．問１：面白いですか？選択肢：面

1991; Hillson & Martin, 1994)．隠喩と構造的に等価
な謎掛けにおいて，例えば，
「貯金と掛けて，奥さんの

白い，面白くないを両端とする 5 件法．問２：皮肉で
すか？選択肢：皮肉，字義を両端とする 7 件法．

笑顔と解く．その心は，なくなると怖い」と表現した

3.

場合，微笑む人もおり，ユーモアを生じうる表現と考

結果

面白いかどうかの選択肢の「面白い」を 5，
「面白く

えられる．意味づけ論 (深谷&田中, 1996; 田中&深谷,

1998) によれば，隠喩は発話の意味に関する現象であ
るのに対して，皮肉は発話者の意味に関する現象で，

ない」を 1 とした場合，
「悪い出来事」の際の面白さ
度は 3.66 (標準偏差：1.17)，
「良い出来事」の際の面白
さ度は 2.82 (標準偏差：1.15) で，両条件の差は有意で

どちらにも不調和解消という認知機制が関与すると考

あった (F (1, 22) = 11.935, M SE = 8.170, p < 0.01)．

えられている．すなわち，隠喩においては，発話の意
味における新たな関係性の見いだし (例えば，
「貯金」

皮肉かどうかの選択肢の「皮肉」を 7，
「字義」を 1 と
した場合，
「悪い出来事」の際の皮肉度は 5.88 (標準偏

と「奥さんの笑顔」の新たな関係性) による不調和解

差：0.96)，
「良い出来事」の際の皮肉度は 1.95 (標準偏

消が関与し，皮肉においては，発話者の意味における

差：0.90) で，両条件の差は有意であった (F (1, 22) =

間違いの見いだし (例えば，
「誠実に語っている」とい

939.293, M SE = 2.266, p < 0.001)．また，コメント

う発話態度の把握が間違い) による不調和解消が関与
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図1

面白いかどうかと皮肉かどうかの関係

ごとの条件差 (良い出来事，悪い出来事) を調べたと

文献

ころ，皮肉度の差が有意なのは 12 種類の刺激ペア全

[1] Apter, M. J., (1982) The experience of motivation: The
theory of psychological reversals, London: Academic
Press.
[2] 深谷昌弘, & 田中茂範, (1996) コトバの意味づけ論：日常
言語の生の営み, 紀伊國屋書店. (Fukaya, M., & Tanaka,
S., (1996) A sense-making theory for real language activities, Tokyo: Kinokuniya.)
[3] Hillson, T. R., & Martin, R. A., (1994) “What’s so
funny about that?: The domains interaction approach
as a model of incongruity and resolution in humor”,
Motivation and Emotion, Vol. 18, No. 1, pp. 1-29.
[4] Long, D. L., & Graesser, A. C., (1988) “Wit and humor
in discourse processing”, Discourse Processes, Vol. 11,
No. 1, pp. 35-60.
[5] Mio, J. S., & Graesser, A. C., (1991) “Humor, Language, and Metaphor”, Metaphor and Symbolic Activity, Vol. 6, No. 2, pp. 87-102.
[6] Nakamura, T., Matsui, T., Utsumi, A., Yamazaki, M.,
Makita, K., Harada, T., Tanabe, H. C., & Sadato, N.,
(2017) “The role of the amygdala in incongruity resolution: The case of humor comprehension”, Social Neuroscience, 1-13. [published online, 21 August 2017.]
[7] Sander, D., Grafman, J., & Zalla, T., (2003) “The human amygdala: An evolved system for relevance detection”, Reviews in the Neurosciences, Vol. 14, No. 4,
pp. 303-316.
[8] 田中茂範, & 深谷昌弘, (1998) 意味づけ論の展開: 情
況編成・コトバ・会話, 紀伊國屋書店. (Tanaka, S., &
Fukaya, M., (1998) A continuation of sense-making
theory: Sense-making, literal expression, and communication, Tokyo: Kinokuniya.)

てなのに対して (t 検定，p < 0.001)，面白さ度の差が
有意なのは 8 種類の刺激ペアで (t 検定，p < 0.05)，
残りの 4 種類は有意ではなかった．また，面白いか
どうかと皮肉かどうかのクロス集計の結果は有意で

(χ2 (df = 24) = 112.287, p < 0.001)，面白さ度が高い
(5, 4) 場合は皮肉度が 6 の場合に最も頻度が高くなっ
ており，面白さ度が低い (3, 2, 1) 場合は皮肉度が 2 の
場合に最も頻度が高くなっていた (図 1)．また，
「皮肉」
から「面白さ」への影響を想定した回帰分析をしたと
ころ，標準化係数のベータは 0.282 で有意であった (t
値 = 6.888, p < 0.001)．

4.

考察

本研究で使用した皮肉表現の約 7 割が面白いと判断
されており，皮肉からユーモアが生じうることが確認
された．その刺激文の内容を意味分析すると，ユーモ
アを生じた群では「次回にやり直しができる程度の悪
い出来事」であるのに対して，ユーモアを生じない群
では「やり直しの出来ない深刻な悪い出来事」が関与
しているように見える．どちらも「関連性」(Sander et

al., 2003) の高い出来事ではあるが，反転理論 (Apter,
1982) によれば，前者は「遊び状態」に遷移している
のに対して，後者は「真面目状態」にとどまっている
と解釈することもできるかもしれない．
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非可聴音刺激による充実時程錯覚への影響
The Effects of Non-Audible Sounds on Filled-Duration Illusion
阿部 慶賀
Keiga Abe
岐阜聖徳学園大学
Gifu Shotoku Gakuen University
keiga.abe@gmail.com

Abstract

本研究では，この充実時程錯覚に着眼し，提示され

本研究では，聴覚刺激による充実時程錯覚が非可聴領
域の音源を用いた場合にも生じるかを検討した．実験
では，心拍と同程度のペースの断続的なビープ音と，
その倍速のペースのビープ音を用意し，それぞれ可聴
領域の音域と，非可聴領域の音域で提示した．等速・
倍速，可聴・非可聴の組み合わせからなる各条件と，
基準とするための無音条件で主観的な経過時間の長さ
を報告させた．その結果，非可聴領域ではビープ音の
ペースによる充実時程錯覚は生じなかったが，可聴領
域においては充実時程錯覚が見られた．このことから，
聴覚による時程錯覚は意識下に聴覚刺激が処理される
場合に生じることが示唆された．

た刺激が自覚的には認識し難い場合でも充実時程錯覚
が生じるかどうかを明らかにする．具体的には，聞き
取ることが困難な非可聴領域での聴覚刺激提示を行い，
その上で充実時程錯覚が生じるかどうかを検討した．
もし充実時程錯覚が，自覚できない非可聴音において
も生じ，自覚的な認識によらないのであれば，充実時
程錯覚は無意識的な処理が主導となって生じるものと
考えられる．非可聴音では充実時程錯覚が生じないの
であれば，充実時程錯覚は刺激の自覚的な処理が主導
となって生じると考えられる．

Keywords ― Filled-Duration Illusion, Non-audible
sounds, temporal judgement

1.

2.

研究の背景

実験

方法

時間感覚の研究では，私たちの主観的な時間評価を

聴覚に異常のない健康な 20 代前半の男女 20 名

左右する要因が明らかにされてきた．身体の代謝とい

（男性 9 名 女性 11 名）を対象とした．実際に分析

った生理学的な要因（Hoagland, 1981）や，時間経過

に使用したのは実験中の聴覚刺激提示に不具合の生

への注意や関心の向き方，恐怖心などからくる心理的

じた 3 名を除く男性 8 名，女性 9 名の計 17 名分の

活性度（Watts & Sharrock, 1984）
，視知覚刺激による

データであった．

介入などの心理学的要因などが挙げられる．楽しい時
間に比べて退屈な時間は長く感じること（注意の要因）
や苦手とする対象とともに過ごす苦痛の時間は長く感

提示刺激としては，可聴音（440Hz）
，非可聴音
（19000Hz）の２種類の周波数の音声を作成した．
それぞれ安静時の心拍数を目安とした分割音（60 回

じること（心理的活性度の要因）
，代謝の速度が速い状

/分）
，
心拍数より速いペースでの分割音（120 回/分）

態では時間を長く感じること（代謝の要因）が報告さ

を設けた．それらと共に，PC 画面の中央に一定時

れている．また，視知覚刺激によって生じる主観的時

間，十字のマークを被験者に呈示した．また，統制

間への影響としては，同じ時間幅の中でも多数の出来

条件として無音で十字マークを提示した条件も設け

事が生じた場合や視聴覚刺激によって時間を細かく区

た．被験者は十字提示終了直後，主観時間評価とし

切られた場合の方が，そうでない場合より長く感じら

て十字が表示されていた秒数を回答した．刺激提示

れることが知られている．これは，充実時程錯覚と呼

は各種の聴覚刺激条件ごとに 3 試行ずつ行い，その

ばれる．この錯覚は視覚刺激(新宮,1982)や聴覚刺激に

3 試行においては毎回異なる長さの時間で提示を行

おいて報告されており，聴覚刺激については音のリズ

った具体的には 40 秒，
50 秒，
60 秒の 3 種類を設け，

ムによる影響がこの錯覚と関連するが，鹿野(1995)や

被験者ごとに順番をランダマイズした．被験者は，

松田・一川・矢倉（2013）では，テンポの速い音楽に

音源の種類 5 種（無音，可聴心拍等速，可聴心拍倍

対しては主観的な経過時間が実時間より短く評価され

速，非可聴心拍等速，非可聴心拍倍速）×提示時間

ること，遅い音楽では主観的な経過時間が実時間より

3 種（40 秒，50 秒，60 秒）の 15 試行の主観時間

長く評価されることが報告されている．
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3.

評価を行った．
分析の際はまず 40 秒，50 秒，60 秒の条件別に，

考察

時間的に細かく刺激で分断されている倍速音の方

無音条件下での主観評価時間を基準として，各種音

が経過時間を短く評価する傾向にあった点は，
BGM

源提示時での主観時間との差を求めた（可聴心拍等

のテンポによる時間感覚への影響を検討した松田ら

速－無音，可聴心拍倍速－無音，非可聴心拍等速－

（2013）の知見とも整合的であった．また，可聴音

無音，非可聴心拍倍速－無音）
．その後，それらにつ

源と非可聴音源で音源の提示の速さによる効果が異

いて 3 試行（40 秒，50 秒，60 秒）の中央値を求め

なっていることから，充実時程錯覚は聴覚刺激を自

て分析に用いた．実時間との誤差を扱わなかった理

覚することによる意識的処理が主導で生じていると

由としては，課題に用いた視覚刺激によって過大な

考えられる．主観的に音が聞こえている場合とそう

時間評価をしてしまう可能性を懸念したためである．

でない場合で効果が異なるという点は，年齢による
時間感覚の違いを説明する一要因になる可能性があ

結果

る．高齢者は若年者に比べて可聴領域が狭いため，

無音時の主観的時間評価と聴覚刺激提示時の主観時

同じ環境にいても自覚的に受け取れる音は異なる．

間評価の差分について，音源の可聴非可聴による要因

これによって年齢による時間間隔の差異が生じると

２水準×音源の速さによる要因２水準（心拍等速音，

考えられる．また，このことからは，同じ場所にい

心拍倍速音）の被験者内計画による分散分析を行った．

る多様な年齢層の集団に対し，年齢に応じて選択的

その結果（図 1）
，音源の速さの要因に有意な主効果が

に時間感覚に働きかけるという応用も見込めるだろ

見られた（F(1,16)=16.557, p<.001, 偏η2=0.509）
．ま

う．

た有意な交互作用が見られた（F(1,16)=7.246, p=.016,
偏η2=0.312）
．
Holm 法による単純主効果検定の結果，
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（t(16)=0.659, p=.519 r=.16）のに対し，可聴音では音
源の速さによって時間評価に違いが見られた
（t(16)=5.095, p<.001, r=.79）
．
各条件と無音条件との差を見るため，差異なしの 0
を基準とした t 検定を行ったところ，可聴音では心拍
倍速音（t(16)=3.577, p=.003, r=.67）
，非可聴音でも心
拍倍速音（t(16)=3.491, p=.003, r=.66）で有意に経過
時間をより短く評価する結果となった．心拍等速音で
は非可聴音において時間評価の有意な差は見られず
（t(16)=2.093, p=.053, r=.46）
，非可聴音でも有意差は
見られなかった（t(16)=1.577, p=.095, r=.37）
．

図 1. 無音条件との時間評価の差異
(エラーバーは標準誤差)
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概要

調べる上で格好の題材と言える．

話の面白さが，発話のタイミング次第で活かされも

だが，話の面白さに関する従来の研究は，話の内容

殺されもするということは，経験的に知られている．

（いわゆる「ネタ」
）の面白さの解明に集中しがちであ

だが，従来の研究は，話の内容の面白さの解明に集中

った．そこで本発表は，話の面白さを活かす発話タイ

しがちであった．この発表は，話の面白さを活かす発

ミングに光を当て，この概念の奥深さの一端を示した

話タイミングに光を当て，対話音声合成ツールを利用

い．より具体的には，話の面白さを活かす発話タイミ

することによって，これが画一的なものではなく，言

ングが画一的なものでなく，言語間で（つまり日本語

語間で（つまり日本語と中国語で）
，また話の「型」ご

と中国語で）
，また話の「型」ごとに違っていることを

とに違っていることを示し，その奥深さの一端を示そ

示す．そのために本発表では，日本語の「漫才」とこ

うとするものである．

れに対応する中国語の「相声」という対話型の話芸に
着目し，対話音声合成ツールという新たな手法を用い

キーワード：面白さ，発話タイミング，漫才，相声，
対話音声合成

る．

1. はじめに

法論を述べた上で（第 3 節）
，日中両語の比較（第 4

以下，先行研究を簡単に紹介し（第 2 節）
，実験の方
節）
・各々の言語における型どうしの比較（第 5 節）を

コミュニケーションを行動と状況に 2 分しようとす

おこなう．最後に全体をまとめる（第 6 節）
．

る場合，問題になるのが行動のタイミングである．と
いうのは，行動のタイミングは，行動に属するように

2. 先行研究とその問題点

も，状況に属するようにも思えるからである．この発
面白さ(humour)については，優越説(superiority

表は，コミュニケーションに対する我々の理解を深め
るために，発話という言語行動のタイミング（以下「発

theory)・不調和説(discongruity theory)・解放説

話タイミング」
）を考察しようとするものである．

(release theory)・遊び説(play theory)・傾き説

たどたどしくつっかえる訥弁発話では，発話のとぎ

(disposition theory)などさまざまな説が唱えられてい

れが多少長くても短くても，聞き手が受ける印象は「た

る（例：[1][2]）
．また，面白さのうち，発話の面白さ

だただ非流ちょう」という以外に，あまり変わりよう

については，言語学において，言語哲学者の開発した

が無い．この発話の「非流ちょう性」と比べると，発

言語行為論に依拠する形で，たとえばグライスの公理

話の「面白さ」はタイミングに対して非常に敏感であ

の違反によって生じるものとして分析されている

る．話の面白さが，発話のタイミング次第で活かされ

（例：[3][4]）
．

も殺されもするということは，お笑い芸人でなくても，

これらの先行研究は各々の時代において先導的な意

誰しも日常生活の中で多かれ少なかれ経験しているこ

義を果たし，また今日の目で見ても意義深いものでは

とだろう．逆に言えば，面白い話は発話タイミングを

あるが，以下の 2 点において，十分なものとは言えな
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いということもまた事実である：第 1 点，先行研究は
面白さの源泉つまり「ネタ」(comic amusement)を論

念のために述べておくと，これはボケ役 B がツッコミ

じることに集中しており，そのネタの「語り方」が面

役 T をトボけた形で巧みにからかい，T がそれに憤慨

白さを左右する可能性が論じられていない；第 2 点，

するという対話である．ここでのからかいは，B が「猿

先行研究は言語差が考慮されていない．

の話をしている最中に T の夫人を思い出した」という

この発表では発話タイミングを考察対象とし，その

自分の意識の推移をそのまま言語化することで，自分

2 つの多様性（言語どうしの違いと「型」どうしの違

が T の夫人を猿に似たものと位置づけていることを T

い）を実験により示すことによって，先行研究に欠け

にあからさまに示す，という形で果たされている．こ

ていた，話し方に対する注視の姿勢を部分的にせよ補

れは，伝統的な漫才コンビ「夢路いとし・喜味こいし」

いたい．話の面白さが言語間で一様ではないというこ

がよく見せた対話パターンであり，中国語の相声に訳

とは，我々の研究でも示されてきたことであるが（例：

しても面白さが保たれることを第 1 発表者が確認した

[5][6][7][8][9][10][11]）
，この発表ではこれを発話タイ

上で，これを核の対話として採用した．

ミングという形で，比較する 2 言語（日本語と中国語）

この核の対話を（必ずしも厳密にではないが）包む

の面白い話（漫才・相声）の型を揃えた上で実験によ

形で，4 つの異なる「型」の漫才・相声の台本を完成

り示す．

させた．4 つとは「一次型」
「蓄積型」
「拡大型」
「呼応
型」であり，これらは展開の仕方が異なっている．以

3. 用いる手法

下，核の対話を包み込んだ 4 つの型を紹介する．
（核の
対話の部分に下線を付しておく．
）

この発表で用いる手法を，実験刺激・ツール・実験

まず，一次型とは，
（後の蓄積型・拡大型・呼応型の

参加者・指示の順に紹介しておく．

場合と比べて）ネタと先行文脈との繋がりが希薄な型

まず実験刺激について．
「話の内容ではなく，発話

である．いわゆるフリの部分が無く，それ自体でおか

タイミングが，面白さにどう影響するか？」という

しなボケと，それに対するツッコミで構成される．次

問題を，日本語・中国語を通して調べるには，まず，

の(2)は，実験で使用した一次型のセリフであり，核の

日本語と中国語の，同じ内容の面白い話を用意する

対話に「で，動物園で」
「说到动物园的」という文脈や

必要がある．日本語の「漫才」と中国語の「相声」
は，おかしなことを言う人物（
「ボケ」
「逗哏」
）と，
それに反応するまともな人物（
「ツッコミ」
「捧哏」
）
との対話によって面白さを醸し出す話芸という点で

状況に関する発話が僅かに加わったに過ぎない．
(2)
日本語版

共通しているので，漫才・相声の形式を選んだ．さ

1.B：で，動物園でその猿が，そうそう，奥さんお元気

らに，著作権の問題に煩わされないよう，第 2 発表

ですか？

者が（一部は揣迪之氏の協力を得て）自作した．第

2.T：おい！

1 発表者の直観に基づき漫才・相声の面白さを 4 つ

中国語版

の「型」に分類し，いずれの型の漫才・相声にも含

1.B：说到动物园的那个猴儿啊，哦对了，最近您爱人身

まれ得る，なるだけわかりやすい，核となる対話を

体好吗？

作った．その対話を次の(1)に示す．B はボケ役，T

2.T：去！

はツッコミ役である．
（以下も同様．
）

次に，蓄積型とは，面白さを含まないフリを持つ型

(1)

で，対話中に何らかのフレームが構築された段階では

日本語版

じめてネタが提示される型を指している．言い換える

B：その猿が，そうそう，奥さんお元気ですか？

なら，蓄積型においては，ネタが話される段階まで，

T：おい！

B と T は面白さの無い対話を一時的に続け，その後の

中国語版

話を準備する．次の(3)は，実験で使用した蓄積型のセ

B：那个猴儿啊，哦对了，最近您爱人身体好吗？

リフである．

T：去！

944

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP2-12

3.T：……［小声でひとりごと］こわい奴だなー．ええ

(3)
日本語版

と，特技はなにかありますか？

1.B：イノシシの病気は治りましたか？

4.B：しいて言えば，人妻の情報を探ることですかね．

2.T：はい，おかげさまで．

5.T：なんだそれ！ ええと，うちは力仕事が結構ある

3.B：カバも寒さで弱ってましたが．

けど，体力に自信は？

4.T：暖かくなって，快復しました．

6.B：あります．鍛えてますから大丈夫です．ところで

5.B：トドの体調はどうですか．

奥さんお元気ですか？

6.T：ありがとうございます．水温が上がって，安定し

7.T：おい！

ました．

中国語版

7.B：奥さんお元気ですか？

1.T：好，面试现在开始．你老家是哪里的呀？

8.T：おい！

2.B：北京的．这跟您爱人一样，对吧．

中国語版

3.T：……［小声说］这叫什么人哪．那你这个人有什么

1.B：你们动物园那野猪的病治好了吗？

特长吗？

2.T：好了，托您的福．

4.B：非要说有的话呀，我这人特别擅长打探别人老婆的

3.B：前些日子听说那河马也着凉了．

各种信息．

4.T：最近天儿暖和，就恢复了．

5.T：什么特长啊这叫？那个，我们这儿体力活可不少，

5.B：那个海狮的身体情况怎么样？

你身体没问题？

6.T：谢谢您想着了．这水温一上升，也没什么大事儿了．

6.B：没问题．我这人经常锻炼身体倍儿好．哦对了，最

7.B：最近您爱人身体好吗？

近您爱人身体好吗？

8.T：去！

7.T：去！

B と T は，6 行目までは似通った問答を重ねて，動

B の 2 行目の「あなたの奥さんと同じ出身地である

物園の動物の体調に関する問答というフレームを作る．

（ことを知っている）
」
，4 行目の「
（特技は）人妻の情

そこには面白さは一切含まれていない．フリが構成さ

報を探ること」は，面接を受ける人間のセリフとして

れた後，B は 7 行目で相手の奥さんの体調を聞くこと

はありえないという点で面白さが次第に大きくなる．

で，
「ツッコミ役の奥さんはイノシシ，カバ，トドと同

それに対して T は 3 行目で「こわいやつだなー」
，5 行

類である」とほのめかし，T は 8 行目で「おい！」と

目で「なんだそれ！」と軽くツッコミを入れる．さら

ツッコミを入れる．蓄積型の紹介は以上である．

に，最後の 6 行目で B は「
（私は元気ですが）ところ

また，拡大型は，蓄積型に似ており，フリというフ

で奥さんお元気ですか」というセリフを発して，面接

レームが構成されてはじめてネタが語られるという類

官の夫人の最新情報を収集しようとする．面白さがピ

のものだが，蓄積型が，フリの部分に面白さのある話

ークに達するのはここで，それに対して T は「おい！」

を含まないのに対し，拡大型では，面白さがフリの冒

とツッコミを入れる．拡大型については以上である．

頭部分に現れ，後のやり取りの中でこれが次第に大き

最後の呼応型は，先行研究の「点在型」
（[12]）に似

くなる．言い換えると，B がおこなう複数の発話には，

ており，同じネタが何度も現れ，首尾呼応の形で語ら

面白さが含まれ続けるが，ネタが語られる時点で面白

れるものを指す．また，ネタと次のネタの間に直接に

さがピークに達する．次の(4)は，実験で使用した拡大

関係のない内容も挟まれ，次のネタのフリとして存在

型のセリフであり，ここでは B と T は面接のコントの

する．次の(5)は，実験に使われた呼応型のセリフであ

ような漫才を演じている．B は面接を受ける応募者で，

る．

T は面接官である．
(5)
(4)

日本語版

日本語版

1.B：で，動物園で，その猿が，そうそう，奥さんお元

1.T：では面接を始めます．ええと，ご出身は？

気ですか？

2.B：大阪です．あなたの奥さんと，同じですね．

2.T：おい！
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3.B：いや，こないだ，うちの家内が転んで，足けがし

1）を使って，別々に収録した．それらの音声の中から，

ちゃいましてねー．
4.T：えっそうなの！
5.B：ちょうど，山登りに行ってたんですけど，
6.T：うん
7.B：いや，そこって，野生の猪とか，猿とかがいるん
ですよ．で，その猿が，そうそう,奥さんお元気で
すか？
8. B：おい！
中国語版
1.B：诶，说到动物园的那个猴儿啊，哦对了，最近您爱
画像 1：対面式録音ブースの内観

人身体好吗？
2.T：去！

（YAMAHA AVITEX）

3.B：不是，我说我爱人哪，这两天摔跤把脚给崴了，
4.T：哎呀是吗．

4 つの型のいずれにも最も自然に当てはまると思える

5.B：她呀，跟人出去爬山，

核の対話音声（すなわち B の「奥さんお元気ですか？」

6.T：哦．

「最近您爱人身体好吗？」
発話と T の
「おい！」
「去！」

7.B：嗬，一到那山里呀，又有野猪，又有猴儿的．说到

発話のセット）を選び，4 つの型のうち選ばれたその 1

那个猴儿呀，哦对了，最近您爱人身体好吗？

つの型だけでなく残り 3 つの型も下線部分がその対話

8.T：去！

音声になるよう，音声を差し替えた．つまり核の対話
の部分を共有する，4 つの型の漫才・相声対話音声を

(4)の冒頭部分で B は「奥さんは猿に似ている」とい

作成した．

うネタを語り，それに対して T は「おい！」とツッコ

次に実験ツールについて．実験ツールとしては，発

ミを入れる．だが，その直後に B は「いや」と即応し

表者らの研究グループで使用している（[13][14]）
，対

て，からかいの意図を否定してみせ，続いて「自分の

話音声合成ツールを使用した．このツールは画像 2・

妻が山登りに行って足を怪我した」と言うことによっ

画像 3 のようなブラウザ画面を介して，実験参加者が

て，自分が T の妻の体調を問うたのは他意があっての

発話タイミングを自由に調節して対話音声を合成でき

ことではない，自分の妻が怪我をしているから T の妻

るものである．

はどうかと思って訊いたまでだ，ととれそうな発話を
おこなう．
これに T が釣り込まれて
「えっ，
そうなの？」
と応じ，B は「その山には野生の猪とか，猿とかがい
る」と，自身の妻が怪我をした登山の場面の描写に入
っていくが，それは実は「猿」を再度持ち出す布石，
フリである．7 行目の後半から，B は再度「相手の奥
さんは猿に似ている」と T をからかい，冒頭部分と同
じ種類のネタを繰り返している．それに対して T は再
び「おい！」とツッコミを入れる．呼応型については
以上である．
次に音声刺激の作成について．以上で紹介してきた
日中の漫才・相声の 4 種のセリフを，日本語母語話者
と中国語母語話者（いずれも男性）数名に依頼し，そ
画像 2：対話音声合成ツール（日本語の場合）

の「台本」どおりに実際に漫才を演じてもらった（支
障無い限り有償とした）
．その音声を，ガラス窓で隔て
られた 2 室の防音室から成る対面式録音ブース（画像

日本語を例にとって説明すると，パソコン画面の上部
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には，
1 つの漫才対話の台本が文字で表示されており，

右に移動させて最後の「おい！」発話のタイミングを
調整し，その漫才・相声が最も面白くなる時間幅（た
とえば「マイナス 1.0 秒～0.5 秒」
）を調べて回答する
という課題を理解した上で操作に進むよう指示した．
テストページのトップ画面と入力画面（いずれも日本
語版）を画像 4・画像 5 として挙げておく．回答は，
実験参加者が必要性を感じれば複数個の回答が可能に
なるよう設定されている．

画像 3：対話音声合成ツール（中国語の場合）
それと共に，画面中央には，青いバー（上側）
，赤いバ
ー（下側）が表示されている．この赤いバーは漫才末
画像 4：テストページのトップ画面（日本語版）

尾の「おい！」発話であり，青いバーは漫才冒頭部か
ら「おい！」直前までの発話である．画面上，青いバ
ーは固定されており動かないが，赤いバーはドラッグ
操作により左右に動くようになっている．この左右の
移動操作は，T の「おい！」発話のタイミングと連動
しており，操作の結果は画面下部の合成ボタンを使っ
て，実際の対話音声の形で聞くことができる．この操
作は，0.1 秒刻みになっており，マイナスに（つまり B
の発話が終わらないうちに T の発話が「食い気味」に
始まるように）設定することもでき，また，何度でも
やり直すことができる．タイミングの操作を 0.1 秒刻
みにした措置については後で説明する．
最後に，実験の手順について．実験参加者は計 67 名
（インターネットを介した形のため有償は困難であっ

画像 5：結果の入力画面（日本語版）

た）
，内訳は，漫才は聞くことがあるが相声に接したこ
とは無い日本語母語話者 24 名，相声は聞くことがある
が漫才は聞いたことが無い中国語母語話者 22 名，そし

最も面白い「時点」ではなく，
「時間幅」の形での回

て漫才と相声を両方とも聞くことがある，中国語を母

答を指示したのは，
「時点」での回答を指示すると，或

語とする日本語学習者 21 名の計 3 群である．日本語母

る実験参加者の回答した時点と，別の実験参加者の回

語話者には日本語版，中国語母語話者には中国語版の

答した時点が，基本的に同一種の変異なのか，それと

実験を受けてもらい，日本語学習者にはその両方を受

も別種に属するものなのかが判断できないからである．

けてもらった．

「時間幅」の指示にもかかわらず実験参加者が「時点」

実験参加者には，インターネット上に上げた実験の

で回答してきた場合は，その「時点」の前後 0.1 秒，

ページにアクセスし，そのページに書かれている指示，

合計 0.2 秒間の「時間幅」を回答したものとして扱っ

つまり 4 つの漫才・相声各々について，赤いバーを左

た．発話タイミングの操作を 0.1 秒刻みとしたのは，
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この幅が「発話タイミングの違いによる印象差を逃さ

日本語母語話者（実線）
，中国語母語話者（三角マーカ

ないほど細かく」かつ「実験結果を集計しやすいよう

ーがついている実線）
，日本語学習者（点線は日本語版，

粗く」という二律背反的な要請の間でのベストバラン

破線は中国語版）の選好するタイミングの分布を示し

スであるという発表者らの判断による．

たものである．横軸はタイミング（0.1 秒を１つの区間

以下，得られた結果を 2 つに分けて述べるが，その

として）
，縦軸は各タイミングの区間が選好された回数，

際，焦点となる部分をより明確に示すため，取り上げ

4 種の折れ線は各々の群において，各タイミングの区

る区間を，最後の B の発話が終了する 1 秒前から，終

間が選択された合計回数を示している．各群のピーク

了後 1 秒までとしていることを断っておく．その区間

（選択される回数が最も高いタイミングの区間）を一

以外の回答はごく稀で，除外しても全体の結果に大き

つの目安とすると，次のような観察結果が得られる．

な影響を与えないと判断している．

まず一次型の場合．ツッコミのタイミングが最も選
好される区間は，日本語母語話者が最も早く（-0.1 秒

4. 結果 1：日中両語の比較

~0 秒），その次は日本語学習者の日本語版である（0
秒~0.1 秒）
．
それらに比べて中国語母語話者
（0.2 秒~0.3

ここでは，日中両語の比較をおこない，それを通し

秒）
，日本語学習者の中国語版（0.3 秒~0.4 秒）はやや

て，先行研究との対応も確認する．

遅いことがわかった（早さ：日本語母語話者＞日本語

漫才と相声の「間」について，実際のテレビ番組に

学習者の日本語版＞中国語母語話者＞日本語学習者の

放送されているものを比較すると，日本のコンビは中

中国語版）
．

国のコンビより単位時間内の無声区間が短く，かつ間

次に蓄積型の場合．やはり全体を見ると日本語版の

髪を入れずに話者交替をすると言われている（[15]）．

回答が中国語版より早い傾向がある．また，日本語学

実験結果は，この先行研究の観察と合致するものであ

習者の日本語版（-0.1 秒~0 秒）は日本語母語話者（0

った．

秒~0.1 秒）より早く，中国語母語話者（0.1 秒~0.2 秒）

4 つの型ごとに，各群の実験参加者の選好するツッ

は日本語学習者の中国語版（0.2 秒~0.4 秒）より早い

コミの発話タイミングを集計した．結果を図 1 に示す．

傾向が見られた（早さ：日本語学習者の日本語版＞日

図 1 は，一次型，蓄積型，拡大型，呼応型において，

本語母語話者＞中国語母語話者＞日本語学習者の中国
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語版）
．

各群の選好するツッコミのタイミングがほぼ同じであ

さらに拡大型も一次型，蓄積型と同様に，日本語版

ることがわかった．これについては次節の結果を先取

は中国語版より選好されるツッコミのタイミングが早

りして言えば，呼応型は他の型と比べて，日本語母語

い．拡大型において，日本語母語話者と日本語学習者

話者と日本語学習者（日本語版）の選好タイミングは

の日本語版の早さは同じ（0 秒~0.1 秒）であり，中国

より遅く，中国語母語話者と日本語母語話者（中国語

語母語話者（0.1 秒~0.2 秒）
，日本語学習者の中国語版

版）の選好タイミングはより早い．これが上記の結果

（0.3 秒~0.4 秒）より早いことがわかった（早さ：日

を生んだと考えられる．

本語母語話者・日本語学習者の日本語版＞中国語母語

5. 結果 2：両語内部での型どうしの比較

話者＞日本語学習者の中国語版）
．
最後に呼応型の場合．この場合は，他の 3 つの型と

日本語母語話者，中国語母語話者，日本語学習者

異なり，日本語母語話者，中国語母語話者，日本語学

が各々の型について選好した発話タイミングの分布

習者（日本語版・中国語版）の間に顕著な違いが見ら

を図2 に示す．
図2 の横軸はタイミングの時間軸
（0.1

れず，0 秒~0.1 秒という区間で選択される回数が最も

秒を１つの区間として）
，
縦軸は各タイミングの区間

多い（ただし，日本語学習者の中国語版には「0.3 秒

が選好された回数，折れ線は各々の型において，各

~0.4 秒」の区間にもう１つのピークがある）
．

タイミングの区間が選好された回数をつなげたもの

4 つの型において，各群の選好するツッコミのタイ

である（一次型：実線，蓄積型：破線，拡大型：三

ミングの違いを観察した結果をまとめると，一次型，

角マーカーがついている実線，呼応型：点線）
．ここで

蓄積型，拡大型のいずれの型においても，日本語版で

も型ごとのピークに着目すると，以下の結果を得る．

の回答（日本語母語話者・日本語学習者）は中国語版

日本語母語話者の場合，一次型は他の 3 つの型より

での回答（中国語母語話者・日本語学習者）より早い

も，選好されるタイミングが早い（早さ：一次型＞蓄

ことが言える．この結果は先述[15]の結論と結びつく．

積型・拡大型・呼応型）
．言い換えると，日本語母語話

さらに，中国語を母語とする日本語学習者が，中国語

者にとって，フリがないボケに対して，ツッコミのタ

母語話者と一定の類似を示したことも，
「ピークに着目

イミングがより早い方が面白く認知される傾向がある．

する」という本発表の観察法が，目安として有効であ

中国語母語話者の場合，呼応型で選好されるタイミ

ることを示していると考えられる．

ングが最も早い．また，蓄積型，拡大型は呼応型より

また，呼応型においては，顕著な言語差が見られず，
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遅いが，一次型より早い（早さ：呼応型＞蓄積型・拡

呼応型のどの型で演出されるかによって，面白いと認

大型＞一次型）
．したがって，中国語母語話者は日本語

知されるツッコミの発話タイミングが異なるという傾

母語話者と異なり，フリがない一次型でのツッコミの

向は，日本語母語話者（日本語版）
，中国語母語話者（中

タイミングが最も遅く，同じネタが 2 度現れる呼応型

国語版）
，日本語学習者（日本語版と中国語版）のいず

で選好するツッコミのタイミングが最も早いと言える．

れの群にも見られた．また，各群において，4 つの型

また，日本語学習者の結果を見ると，日本語版と中

と，それらに対応する，好みのツッコミのタイミング

国語版で異なる傾向が見られた．日本語版では蓄積型

には違いがある．

は他の 3 つの型より選好されるタイミングが早い（早

さらに，各々の型において，各群の選好するツッコ

さ：蓄積型＞一次型・拡大型・呼応型）のに対し，中

ミのタイミングに違いが観察された．一次型，蓄積型，

国語版では呼応型が最も早く，その次の蓄積型は一次

拡大型のいずれの型においても，日本語版での回答（日

型，拡大型より早い（早さ：呼応型＞蓄積型＞一次型・

本語母語話者・日本語学習者）は中国語版での回答（中

拡大型）ことがわかった．つまり，日本語学習者は，

国語母語話者・日本語学習者）より早く，呼応型にお

漫才（日本語）について，面白さを含まないフリの部

いては，顕著な言語差が見られず，各群の選好される

分がある蓄積型ではツッコミのタイミングが早い方が

ツッコミのタイミングがほぼ同じであることがわかっ

面白いと認知する傾向があり，これは日本語母語話者

た．

の回答傾向と異なっている．一方，相声（中国語）に

選好される発話タイミングが，型によって，また言

ついては，漫才に接したことのない中国語母語話者と

語によって違うとは，どういうことだろうか．これは

同じく，同じネタが 2 度現れる呼応型が選好されるツ

「間」と呼ばれているものが真空状態のような文字通

ッコミのタイミングが最も早い．

りの間ではなく，音声（や身振りなど）には現れない

このように，
「同一のネタが異なる型で提示されれば，

「不作為」の形をとるけれども，たとえば，たじろぎ，

面白いと認知されるツッコミのタイミングが異なる」

逡巡，そしてつかの間の沈思黙考のような，コミュニ

という傾向は，調査された日本語母語話者（日本語版）
，

ケーション行動に満ちていることを示しているのでは

中国語母語話者（中国語版）
，日本語学習者（日本語版

ないか．
「間」の型ごとの違い，言語ごとの違いを理解

と中国語版）のいずれの群にも見られた．ただ，各群

するには，これをコミュニケーション行動ととらえる

において，4 つの型と，それらに対応する，好みのツ

ことが最も素直な道と考えられるからである．だが，

ッコミのタイミングには違いがある．中国語母語話者

この点は並行して展開している別の研究[14]と併せて，

および日本語学習者（中国語版）は，呼応型で選好す

さらに検討を続けていきたい．

るツッコミのタイミングが他の型に比べて早い方が面

付記

白いと認知しやすい．一方，日本語母語話者にとって
の一次型や，日本語学習者（日本語版）にとっての蓄

実験やそれに先立つ実験刺激音声作成に関わって頂

積型では，ツッコミ発話のタイミングは他の型に比べ

いた匿名の協力者諸氏に感謝する．また，発話タイミ

て早い方が面白く感じられやすい．このことから示唆

ング調整ツールの開発について田畑安希子氏にお世話

されるのは，漫才と相声の両方に接したことのある日

になった．お名前を挙げて謝意を表したい．なお本発

本語学習者は，4 つの型と，それらに対応する，好み

表は，日本学術振興会の科学研究費補助金による挑戦

のツッコミのタイミングが，日本語母語話者とは異な

的萌芽研究 15K12885・基盤研究(B)17KT0059 の成果

っているが（日本語版の場合）
，中国語母語話者とは類

の一部である．

似している（中国語版の場合）ということである．
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熟練者のピアノレッスンにおける指導介入方法の研究
―介入タイミングと介入資源への着目―
A Study on How the Skilled Learners Adjust to Instructional
Interventions in High-Level Piano Lessons with a Special Focus on its
Timing and Resources
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Abstract

は, 教師と生徒の両者によって適切に区別・調整され

The skilled learners in high-level piano lessons seem to
swiftly and properly distinguish two types of instructional
intervention by an instructor: the ones that require them to
stop playing the piano, and the ones that do not. To clarify
how they distinguish them, we video-recoded six one-to-one
piano lessons at a college of music and classified the patterns
of intervention-response sequences during the lessons. The
result indicates that the timings of intervention and the
contents of the very beginning of intervention are used as
resources for the judgments.
Keywords ― Music Lesson, Social
Embodied Interaction, Micro Analysis

1.

ていると考えられる.
このような精妙な調整の背後には, 何らかの調整方
略の存在が示唆される[1][2]. 本稿では, これを明らか
にするための予備的作業として, 熟練者のピアノレッ
スンにおける介入‐応答事例のシークエンスの記述か
ら, 介入‐応答パターンの抽出を試みる.

2.

Interaction,

データと分析方法

2.1. データ
プロの演奏家 (1 名) による音大生 (6 名) に対する
2 台のピアノを用いた 1 対 1 の指導場面 (計 6 セッシ

問題

熟練者のピアノレッスンにおいて, 教師の介入のほ

ョン) をビデオカメラ (Panasonic 製 DV カメラ 2 台・

とんどは生徒の演奏にオーバーラップ1する形で開始

Kodak 製 360°カメラ 1 台) で撮影した．レッスンは

される. それに対する生徒の応答としては, 演奏を継

X 音楽大学において日常的に行われているものである．

続しつつ教示を聞く場合と, 演奏を中断したのちに教

1 セッションは約 30 分であった．各参加者の属性及び

示を聞く場合の 2 種類が観察される. この介入‐応答

データ収録時間・演奏曲目を表 1 に, 機材配置を図 1

のシークエンスはきわめて迅速に行われ, かつ相互行

に示した．

為上のトラブル (演奏を中断したのちに継続を求めら

2.2. 分析方法

れるなど) がほとんど見られない. このことから, “演

介入事例を特定後, ELAN を用いて発話・身体動作・

奏を中断すべき介入”と“演奏を継続すべき介入”と

演奏をアノテーションしトランスクリプトを作成, マ
イクロ分析した2．介入事例の特定基準は以下に示す通

表 1 参加者の属性及びデータ収録時間・演奏曲目

図 1 機材配置
(ピアノ間の円が 360 度カメラを示す)
1本稿での「オーバーラップ」は, 「相互行為資源が時間的に重ねら

2 発話のトランスクリプションは会話分析の転記方法に準じた[3].

れて用いられていること」を指して用いられており, 会話分析におけ
るそれよりも広い概念となっている.

本項で使用した記号は以下の通り.「 (.) 」0.2 秒以下の無音区間,「発
話：」音の引き延ばし, 「゜発話゜」小声での発話.
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りであり, 6 セッション全体で計 330 事例が抽出され

うに発話・演奏が開始されること③生徒が演奏を中断

た.

するタイミングは楽曲の区切りとは対応しないことが

＜特定基準＞①生徒の演奏に, 教師が［発話・歌・

あげられる.

3.1.1. 発話開始の介入

演奏・ジェスチャなど］の資源を用いてオーバーラッ
プすることを介入とする. ②オーバーラップの開始を

発話によって介入が開始される場合, 介入発話は指

介入部分の事例開始部とし, オーバーラップの終了を

示詞・呼びかけから開始されていた. 発話による介入

終了部とする. ③複数資源によるオーバーラップが間

開始後 (1) すぐに演奏による教示が開始される場合と,

を開けずに連続する場合, すべてのオーバーラップの

(2) そのまま発話による教示が行われる場合が観察さ

終了までを１つの介入部分とする. ④介入部分に介入

れたが, そのどちらも「教師の介入発話 (指示詞・呼び

資源の準備動作・復帰までを含め, 1 介入事例とする.

かけの産出) に対して生徒が視線を向け, 教師が介入
を継続すると即座に演奏が中断される」というパター

3.

分析・結果

ンがみられた.

(1) 発話による介入開始後すぐに演奏による教示が

介入への生徒の応答の特徴として, 相互行為上のト
ラブルがほとんど起きないこと (全 330 事例中 13 事

開始される場合

例：3.9％), 「生徒に演奏を中断させ, 修正すべき点を

①教師が介入発話直前から演奏姿勢に移行し始め,

教示する介入」と, 「生徒に演奏を継続させ, 歌や演奏,

②教師によって介入発話の最初の 1 語が産出される間

指揮などを用いて, 生徒の演奏を調整する介入」に大

に, 生徒が視線を教師に向け, ③教師が演奏を開始す

別できることが見いだされた.

るとほぼ同時に生徒が演奏を中断するというパターン
が観察された. 典型例として以下に事例 1 を示す.

介入の開始方法としては, 発話・演奏・歌が用いら
れていたが, トラブル事例を除いて明示的に演奏の中
断・継続が要求されることはなかった. 介入に対する
生徒の反応は, 演奏継続の場合では介入にほぼ反応を
示さないまま演奏を続け, 演奏中断の場合では速やか
に反応・演奏を中断していた.
中断における生徒の反応は, 多くの場合教師の介入
開始後 0.3s-0.8s ほどで開始されており, このことから
生徒は介入全体の意味的内容を理解したうえで演奏の
中断・継続を判断しているわけではないことが示唆さ
れた.
以上を踏まえて介入‐応答シークエンスの分析を行
ったところ, 介入タイミング (生徒の演奏音と介入発
話・演奏の時間的競合の有無) と介入冒頭の内容 (介入

図 2 事例 1［SubA: a223］

演奏と現在の演奏との関係, 指示詞・呼びかけの使用)

楽譜は生徒・教師それぞれの演奏範囲とその相対的位置を示す.

によって中断・継続の調整がなされている可能性が見

※紙幅の関係でメロディ部以外を一部省略している. 以下の事例に

いだされた.

ついても同様.

以下では, 観察されたパターンを典型例とともに示
事例 1 では, 教師の「あのさ」という呼びかけの発

す.

3.1. 修正要求介入

話によって介入が開始され, 発話直後に演奏による教
示を開始, 生徒は演奏を中断する. 生徒は発話開始か

教示するタイプの介入を修正要求介入とした. 修正要

ら 300ms ほどで教師に視線を向け始め, 教師が演奏を

求介入には, 発話によって開始される場合と, 演奏に

開始した 100ms 後に演奏を中断する.
この介入での指導内容は, 事例 1 の楽譜上に

よって開始される場合があり, 共通する特徴として,

⇔

生徒に演奏を中断させ, そののちに修正すべき点を

で示

①指導対象のフレーズの直後に介入が開始されること,
②生徒の演奏音と生起タイミングがちょうど重なるよ

3 ショパン作曲「幻想ポロネーズ」パデレフスキ版：11-13 小節目
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した部分のペダルの踏みかえに関するものであった.

かつ教師の発話の区切りで行われている5. 具体的には,

教師は生徒が当該部分を演奏後 450ms ほどで視線を

教示発話の最初の 1 語である「メロディ」の「メロ」

生徒から自分の前にあるピアノに向けはじめ, 指導対

の産出とともに生徒は右手を素早く持ち上げながら演

象部分からメロディの 3 音目 (図 2 楽譜内枠左端) の

奏音を中断するが, 右手は「ディ」の産出が終了する

産出とちょうど重なる (競合するように聞こえる) タ

まで上昇を続け, その後「以外さもっ (と) 」が産出さ

イミングで発話介入を開始している. また, 教師の演

れ始めるとともに両手を膝の上におろしている.

奏呈示の開始も, 生徒のメロディと時間的に競合する

3.1.2. 演奏開始の介入

位置で行われている (図 2 楽譜内枠左端).

演奏によって介入が開始される場合, 教師は指導対

生徒の演奏中断は教師の演奏開始の直後であり, 楽

象部分の直後に, 指導対象部分を生徒の演奏音とちょ

譜からもわかる通り, 楽曲の区切りとは対応していな

うど重なるように演奏することで開始される. 生徒の

い.

演奏中断は, 楽曲の区切りではなく, 教師の演奏開始

(2) 発話による介入開始後そのまま発話による教示

の直後に行われる. 典型例として以下に事例3を示す6.

が行われる場合
①介入発話の最初の 1 語が産出される間に, 生徒が
視線を教師に向け, ②つづく教示発話の最初の 1 語の
産出が終了するのと同時に生徒が演奏を中断するとい
うパターンが観察された. 典型例として以下に事例 2
を示す.

図４ 事例 3［SubC: c927］
事例 3 における介入は, 教師が生徒の隣で指揮をし
グで行われた. この介入では, 楽譜に

⇒

たのちに, 自分のピアノの前に戻ろうとするタイミン
で示した部分

のペダルの踏みかえに関する指導が演奏呈示後に発話
によって行われた.
図 3 事例 2［SubE: e064］

教師の介入は, 指導対象部分を含む 5 小節にわたる
フレーズの直後の, 次に同型のフレーズが開始される

事例 2 における介入は, 楽譜に示した部分をメロデ

瞬間に, その 1 音目に重ねて行われた. 教師の演奏範

ィ (楽譜上段の棒が上向きについている一連の音符)

囲は, 指導対象フレーズの全体であった (図 4 の St:

以外の音量を抑えて弾くことを求めるものであった.

play の範囲に同じ) 8 . これに対して生徒はおよそ

事例 1 と同様に, 教師の介入発話は生徒の演奏する
メロディの構成音にちょうど重なるように産出され

5 事例 2 では教師は介入発話から間隙なく教示発話を開始している

(図 3 楽譜内左枠左端), 生徒は教師の介入発話開始直

ため, 事例 1 と同様に, 教示発話の最初の 1 語とは無関係に, 介入直
後に演奏を中断したとも解釈できる. しかし, 教師の教示発話の最初
の 1 語が遅延した場合においても, 生徒が打鍵自体は中断しつつもペ
ダルによって演奏音を維持することで, 最初の 1 語の産出が完了する
まで演奏中断が引き延ばされる事例が複数見られた.

後 (およそ 200ms 後) から教師に視線を向けはじめ,
教示発話開始から 150ms ほどで演奏を中断する.
生徒の演奏中断 (演奏姿勢の解除) 位置はやはり楽

6 後述する通り, 調整介入においては歌が多く使われるのに対して,

歌による修正要求介入はほとんど見られなかったことから, 歌と演
奏とで指導介入上の機能の違いがある可能性が指摘できる.

曲の区切りと対応しておらず (図 3 楽譜内右枠右端),

7 ショパン作曲「ピアノソナタ 3 番第 4 楽章」パデレフスキ版：

143-147 小節目
8この事例では, 演奏開始とほぼ同時 (50ms 先行して) に歌のような

4 メシアン作曲「前奏曲集 3 楽章」DURAND 版：2-3 小節目

音程のついたごく短い音声が産出されているが, これは演奏開始の
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450ms 後に演奏を中断し, 教師に視線を向けている.

奏音の中間で開始されている (図 5 楽譜内実線枠左

生徒は介入が行われた音符から先に進むことなく演奏

端).

を中断しており, 発話開始の介入と同様に楽曲の区切
りとは対応していない.

3.2. 調整介入
介入後も生徒に演奏を継続させ, 歌や演奏, 指揮な
どを用いて, 生徒の演奏の調整を促すタイプの介入を
調整介入とした. 調整介入にも発話によって開始され
る場合と, 演奏もしくは歌によって開始される場合が
観察された. 調整介入に共通する特徴としては, 指導
図 6 事例 5［SubE: e2610］

対象部分の開始から少し間を開けて介入が開始される
こと (そのため, ほとんどの場合フレーズの開始部分
以降で介入が開始される), 教師の介入に対して生徒が

事例 5 では, 右手のメロディではない部分 「
( なか」)

目立った反応を見せないことがあげられる. また, 修

の音量を小さくするよう教示が行われている (「抜け

正要求介入後の再演奏開始時には, 調整介入の開始が

てかまわない」≒小さくしすぎて聞こえない音があっ

予示されることがある (事例 7 参照).

てもよい). 介入のタイミングは, メロディの構成音の

3.2.1. 発話開始の介入

間であり, かつ“なか”とも重ならない位置で開始さ

発話開始の調整介入にはバリエーションが多く, 現

れている (図 6 楽譜内枠左端). 事例 5 の直前には, 同

時点では十分な類型化ができていない. しかし, それ

様の「メロディ‐“なか”構造」を持つ楽曲部分に対

らに共通する点として, 多くの場合指示詞・呼びかけ

して, 同内容の教示が 2 回, それぞれ発話開始の修正

が使われないこと, 演奏音と演奏音の隙間で発話が開

要求介入 (SubE: e24), 歌開始の調整介入 (SubE:

始されること (演奏音と発話が競合しないこと) があ

e25) によって行われていた. 特に事例 5 の 8s 前まで

げられるだろう.

行われていた調整介入 (e25) では, 歌の合間に 2 度に

また, 発話介入開始部分にリズムや音程などの音楽

わたって「抜けてかまわない」という発話による教示

的要素が含まれている場合 (事例 4), 発話介入前に同

が行われており, 事例 5 での介入はその調整介入の
“続

一指導部分に関して複数回調整介入が行われている場

き”としてデザインされていたといえるかもしれない.

合 (事例 5) にも生徒は演奏を中断しない傾向がある

3.2.2. 演奏・歌開始の介入

ようだ.

演奏・歌開始の調整介入は, 生徒の現行の演奏部分
に対して, 同一の部分をリズム・タイミングを合わせ,
演奏・歌をオーバーラップさせることで行われる. 演
奏開始の修正要求介入との違いとしては, 生徒と教師
の演奏部分にズレがないこと, フレーズの途中から演
奏を開始することがあげられる. また, 歌が用いられ
ることが多い. 以下に典型例として事例 6 を示す.
図 5 事例 4［SubC: c569］
事例 4 では, 教師が「ゆったりと」と発話による介
入を行う直前に, ごく小さい声で「゜t あ：゜」と音程
のついた歌のような音声を産出している. また, 「ゆっ
たりと」という発話はメロディの構成音の中間かつ伴
修正要求介入に限らず, 演奏呈示時によく見られる特徴である.
9 ショパン作曲
「ピアノソナタ 3 番第 1 楽章」パデレフスキ版：69-70

10 メシアン作曲「前奏曲集 3 楽章」DURAND 版：39-40 小節目

小節目
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図 8 事例 7［SubD: d06-0712］

図 7 事例 6［SubB: b6111］

演奏のズレは生徒の演奏音の開始から教師の演奏音の開始までを計

事例 6 の指導内容は, 発話による明示的な教示がな

測した

いため定かではないが, 教師の演奏の強調の仕方から
クレッシェンドのかけ方に関する指導が行われている

事例 7 では, 直前の修正要求介入の後に, 教師が鍵

と思われる. 教師の演奏の開始は, 生徒のメロディ演

盤に右手をかけて生徒に視線を向けることで演奏によ

奏の中間部分で, タイミング・リズムのズレなくオー

る調整介入が予示される. 生徒の演奏開始から 250ms

バーラップするように行われている (図 7 楽譜内枠左

ほど遅れて教師は演奏のオーバーラップを開始する

端).

(図 8 ↕①). オーバーラップ中, 2 度演奏のズレが生じ

3.3. 演奏・歌のオーバーラップによる調整介入
中にリズム・タイミングがずれる場合

るが, 1 度目はズレが小さくなるように調整され (図 8
演奏のズレ①), 2 度目は調整しきれず生徒は演奏を中
断し, 弾き直しを行う (図 8 演奏のズレ②).

これは厳密には介入の開始にはあたらないが, 安定
的なパターンが見られ, かつ調整介入におけるズレが

生徒が弾き直しのために鍵盤上を移動するあいだ,

非明示的な修正要求の開始として機能しているため,

教師は生徒に視線を向けたまま鍵盤に手をかけた姿勢

補足的に取り扱うこととする.

を維持する. 生徒の再演奏開始からメロディの 3 音目

事例 6 では, 介入の終了まで生徒と教師の演奏がず

(およそ 100ms 後) で教師は演奏のオーバーラップを
再開する (図 8 ↕②).

れることなくオーバーラップを続けたが, 当然のこと
ながら双方の演奏にずれが生じる事例も存在する. 小

4.

さなずれであれば演奏は継続されるが, ずれが大きく
なった場合, 生徒は演奏を中断し, ずれの生じた部分

考察

分析の結果から, 中断と継続の調整資源として, 介
入タイミング (生徒の演奏音と発話・演奏が時間的に

からの弾き直しが行われる.
弾き直しは生徒によって自発的に行われ, 教師から

競合するか) と介入冒頭の内容 (演奏・歌が現在の演奏

修正要求がなされる事例は見られなかった. また, 生

部分と同一部分であるか, 指示詞・呼びかけが使われ

徒の演奏中断から弾き直し開始までの間, 教師は姿勢

ているか) が用いられている可能性が指摘できる.

を維持しつつ待ち, 生徒の演奏再開後すこし間を開け

しかし, 事例 2 のように, 生徒が教師の介入にあま

て演奏のオーバーラップを再開する. 典型例を以下に

りにもはやく反応している事例も複数あり, 発話や演

示す.

奏などによる介入以前にも, すでに何らかの別の調整
が行われているものと考えるのが妥当だろう. 日常会
話における発話の順番交代の研究では, 吸気音や口を
開けること, 指差しなどのジェスチャといった非言語
的要素が次の発話順番を取ろうとしている参与者によ
って用いられることが知られている[4]. 今回のデータ

11 ブラームス作曲「パガニーニの主題による変奏曲第 2 部」ヘンレ

12 ショパン作曲「バラード 1 番」パデレフスキ版：89-91 小節目

版：147-149 小節目
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sharing”, The handbook of conversation analysis, pp.
167-190.
[5] 串田秀也, (2006) “相互行為秩序と会話分析”, 世界思
想社.

においても, 吸気音やピアノへの向き直りなどの介入
を予示しうる非言語的要素が観察されており, それら
が介入以前の調整の資源となっている可能性が指摘で
きる. ただし, それらの要素が演奏に集中している生
徒にとって, どの程度利用可能な資源となっているか
については, 慎重な検討が必要だろう.
生徒の演奏中断は, 演奏開始の介入では即座に行わ
れていたのに対して, 発話開始の介入では教示発話の
最初の 1 語を待って行われていた. 発話開始の介入に
おいて教師の発話に合わせて演奏が中断されることは、
演奏ベースの相互行為から発話ベースの相互行為への
移行をスムーズに達成するための方略である可能性が
考えられる. すなわち, 自身の演奏から教師の発話に
注意の対象を移したことを端的に示しているといえる
のではないだろうか.
また, 指導全体での修正要求介入と調整介入の配置
を見てみると, 修正要求介入の後にしばしば調整介入
がなされる (本稿で取り上げた事例では, 事例 3 の後
に調整介入が, 事例 5・8 の前に修正要求介入が行われ
ている). これは, 演奏を中断させて大まかな教示を行
った後に, 演奏を止めずに細かい調整を行うという指
導の効率的な流れであると同時に, 相互行為の参与者
同士が同様の発話を同時に重ね合わせて産出すること
で, 両者が共同的関係にあることを実演する手続きと
してのユニゾンに類するものをおこなっているといえ
るかもしれない[5].
最後に本分析の限界として, あくまでもシークエン
シャルな構造の類型化にとどまるため, 実際に参与者
たちがこのようなパターンを志向しているかは不明で
あること, 分析に使用したデータが教師 1 人分のみで
あるため, 見いだされたパターンがこの教師の特殊性
に起因するものである可能性が否定できないことがあ
げられる. これらに関しては, 今後トラブル事例の分
析や, 追加データの収録を行うこととしたい.
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Abstract

応答のモデルとして Neural Conversation

There is remarkable thing about penetration into daily life
by deep learning technology such as Pepper and AI speaker
as a voice assistant. However, there is a big gap quality or
feeling between human speech and its dialogue system. I
tried approaching by incorporating the viewpoint of
conversation analysis by sociology's ethnomethodology into
deep learning technology. As a result, dialogue generation
with a more human-like deep learning framework is
expected. It is an interdisciplinary approach.

Model(Vinyals, 2015)が挙げられる．会話分析の隣接

Keywords
―
Conversation
Ethnomethodology,
Deep learning, Dialogue generation

討したものである．ぜひ、実務につなげられるように

1.

対の概念を，これらに適用することが第一義的である
が，本研究では隣接対が日本語学習者の初級者と上級
者とで違いがあるかを考察したものである．隣接対が
ある程度，実証されれば，隣接対以外の会話分析の概
念も適用できる可能性が少なくない．従って，今後の
研究の基盤となるものでもあり，あらゆる角度から検

analysis,

したい．

はじめに

本研究は，音声対話システムや対話応答サービスが
スマートフォンの Siri だけでなく，スマートスピーカ
ーの Alexa などが 2017 年に発売され，日常生活の中
心となり，これらを経由して，目覚まし時計から出前
の注文，そしてエアコンや家電製品の制御をするまで
に普及してきている．
ここで，今後の成熟の鍵となるのは，人間の発話に
対して機械/ コンピューターの発話が成立しているか，
対応関係にあるかが，根幹的なポイントのひとつであ
ることには変わりがない．本稿では，この対話応答の
継続性を向上させることに着眼したものである．

図 1. 属性別の日本語教育会話データベースの

社会学のエスノメソドロジー(ethnomethodology)や

検索画面

会話分析(conversation analysis)があり，ハーベイ

2.

(Harvey)やサックス(Sacks)らの 1970 年代の定性的な

先行研究
対話破綻検出プロジェクトや DSTC7 などの国内

研究から生まれたものでもある．これらの中に，[質

外の催しから，類似したペーパーがあるが，視点が異

問]-[応答]や[申し出]-[受諾/ 拒否]，[呼びかけ]-[応答]な

なり，明確に会話分析の概念を用いているとは限らな

どの隣接対のフレームワークがあり，対話生成に有用

い．

であると考え，着目したものである．

また，Seq2Seq などの深層学習のモデルを単体で

最終的には，対話の自動生成に適用し，その継続性

用いたり，そのモデルをアーキテクトの面で進化させ

や適切な応答などの精度向上に資することが目標であ

たものはあるが，対話応答へ根差したものとまで言え

る．ここで，文章自動生成と同様に，対話文を(0, 0, 1,

る研究は極めて少ない．

0, 0)などのベクトルに変換する分散表現と言われる表

最後に，使用データとその属性について説明する．

現学習も大きく関わってくる．深層学習における対話
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国立国語研究所の提供する日本語学習者会話データを

い換えが加わると，流暢な日本語になり得る可能性

用いたものである．本会話データは，ACTFL(全米外

がある．この言い換えも，属性から推測されうる．

国語協会) による OPI(Oral Proficiency Interview

本考察から，事前に学習データの隣接対を計量

Test)に基づいており，
日本語 OPI は 1993 年に発足し，

化した結果，ある一定の基準を超えていれば，

15 年近く経過している．ここでの判断尺度は，次の４

Seq2Seq による対話自動生成は比較的，自然な対話

つに区分されている．

が生成される可能性が考えられると言える．
さらに，

1. 超級（Superior）, 2. 上級（Advanced）, 3. 中級

源データに隣接対を追加・修正するなどによって，

（Intermediate）, 4. 初級（Novice）

ターンテイキングの数を増やすことも考えられ，対
話の継続性が増すという改善が期待できる．

これは「日本語学習者会話データベースの利用手
引き（平成 22 年 5 月 国立国語研究所）
」によれば，

今後は，隣接対の他に話者交替で多用されるパ

言語運用能力は10種類の階級に区分されている(表1)．

ターンや対話の中の修復を当てはめ，同じように対

対話のスクリプトは，インフォーマント（日本語学習

話自動生成に有効かを検証してみたい．

者/ データ提供者）とテスター（面接者）とからなり，
30 分ほどの対話形式で構成されている．

4.

また上記の 10 段階の OPI レベルや性別，年齢，
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超級（Superior）

1

超級

2

上級（Advanced）

2

上級—上

〃

3

上級—中

〃

4

上級—下

中級（Intermediate）

5

中級—上

〃

6

中級—中

〃

7

中級—下

初級（Novice）

8

初級—上

〃

9

初級—中
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〃
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3

4
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まとめ

[13] 藤田 自然言語表現の言い換え

日本語学習者の会話データから，エスノメソド

http://paraphrasing.org/~fujita/paraphrasing-j

ロジーや会話分析における隣接対が多ければ多いほ

a.html

ど，継続性のある日本語対話文の自動生成につなが
ることが確認された．これに年齢に応じた単語の言
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概要

本稿では，パズルの例として新しく設計・開発した

パズルを適切に設計して，パズルを解く操作を測

読解・作文のパズルとプログラミングのパズルを取

定・分析することで，プレイヤーの思考を推定する

り上げ，分析手法の例として操作の時間的共起分析を

手法を提案する．パズルとは「人に考えさせるコン

示す．

ピューター・アプリケーション」，プレイヤーはアプリ

2.

ケーションのユーザー，パズルがプレイヤーに提示す

先行研究

思考に関連する先行研究，およびアウトプット (text,

る「文」，
「できごと」など操作の単位をパズルのピー

product) を分析する従来の言語処理を振り返って課題
を示す．

スと呼ぶ．ジグソー・テキストは，ランダムに並んだ
文を，プレイヤーが適切と考える順序に並べ替えて完
成させる，文章のジグソー・パズルである．文がパズ
ルのピースとなる．Web アプリケーションとして実

2.1

装されている．時間的に近くで操作対象となるピース
間には何かの関係があると考えられ，操作の時間的な

アウトプットの測定による能力や熟達
度の評価

パズル問題「オレオレ詐欺」を解くプロセスを分析す

能力の測定ではしばしば，アウトプット (output,
product) の評価が用いられる，能力の高低が，アウト

ると，プレイヤーたちが，特定のピース間の関係を読

プットの高低と相関すると考える．あるいは，能力を

み取り (読解)，それを反映した順序に並べ替え (作文)

アウトプットで定義している．批判的思考の研究では，

ようとしたと考えられる．

選択肢式や自由記述式などのテストを工夫してテスト

キーワード：作文, 読解, 測定, 分析, 思考,writing,

の点数によって被験者の能力を測る [1]．

共起分析が，パズル操作の分析に有効と考えられる．

テストそのものを測定装置とする能力測定では，テ

text production, reading, measurement, ana-

ストそのものに「能力とは何か」という前提が含まれ

lytics, thinking, thought

1.

ていて，前提と測定システムが不可分である．解明し

はじめに

たい現象について，すでに分かっている前提で研究を

パズルを適切に設計して，パズルを解く操作を測

進めるという問題をはらむ．

定・分析することで，プレイヤーの思考を推定する手
法を提案する．パズル・アプリケーション，パズルの

2.2

問題，操作の測定内容，および分析手法のそれぞれを
工夫して，プレイヤーの思考を推定する．パズルとは
「人に考えさせるコンピューター・アプリケーション」
である．既存のアプリケーションでも、新しく設計・
開発したものでもよい．ワードプロセッサー，プログ

プロセスの測定による熟練度や参画度
の評価

書き手のキーストローク [2][3]/ペンストローク [4]
を測定する研究では，では，焦り・つまずき・滑らか
さなどからプレイヤーの熟達度や，いつ勉強してる

ラミングなど，人が対話的に使うあらゆるコンピュー

か・授業についてきているかなどの参画度を検出した．

ター・アプリケーションを含む．プレイヤーとは，こ

しかし，プレイヤーが，パズルを解く過程で採用する

れらアプリケーションのユーザーである．パズルがプ
レイヤーに提示する「文」，
「プログラムの構文要素」，
「できごと」など操作の単位をパズルのピースと呼ぶ．
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視線の移動経路を測定する研究 [5] では，MindMap
の読解において視線移動によって読解戦略の違いを捉
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図 1 操作の分析とアウトプットの分析

図 2 ジグソー・テキストのパズル「オレオレ詐欺」

え，その読解戦略の違いから習熟度を推定する可能性
を示した．同時に，習熟度が必ずしも理解度と直結し
ない可能性を示した．このことは，テストの結果が思
考方法と直結しないことを示すと言えるだろう．

2.3

アウトプットの空間的な共起分析

従来，言語処理研究では，アウトプット (output,

product) を分析してきた．そこでは，テキスト上で近
くに頻出する，あるいは段落や文章といった同じかた
まりに頻出する語同士は関係が深いとする「空間的な

図 3 並べ替え操作の測定

共起関係」に基づいて分析することが多い (図 1)．こ
のような空間的共起分析では，空間的に離れた場所の
関係，大域的な関係を捉えられないという問題がある．

3.

読解・作文パズル「ジグソー・テキスト」

果の例を示す。4 は完成時の順序のパターンの分布、5
は最初に動かしたピースの分布である。
図 6 は，B 演習について，ドラッグ対象となった
ピースの時間的な共起行列，すなわち，時間的に連続

ジグソー・テキストは，ランダムに並んだ文を，プ
レイヤーが適切と考える順序に並べ替える，文章のジ

して操作された回数の頻度行列である [6]．縦軸のピー

グソー・パズルである．文がパズルのピースとなる．

スの次に横軸のピースを動かした回数を，その演習全

Web アプリケーションとして実装されている．

体について総計して表示しており，例えば s1 の次に

s2 を動かした回数は演習全体で 9 回であった．

図 2 はパズル問題の例で，オレオレ詐欺を説明した
文章である．s1 等はピースである文の ID で，測定・

図 7 は，共起行列の値のヒストグラムである．図 6

分析や本稿での説明に用いる．パズルを開始すると，

で，背景がオレンジ色のセルは，回数の度数分布につ

これら文がランダムに並べ替えられてプレイヤーに提

いて，平均+標準偏差よりも値が大きい．

示される．プレイヤーはドラッグ＆ドロップで並べ替

5.

えて，適切と考える順序になったところで完成ボタン
を押す．
パズルはプレイヤーの操作を記録している．開始，
ドラッグ，ドロップ，完成のイベントを時刻と，その

時間的に近くで操作対象となるピース間には何か
の関係があると考えられる．図 6 は，パズル問題「オ
レオレ詐欺」について，B 演習のプレイヤーたちが読

ときの全体の順序とともに記録する．さらに，ドラッ

み取った文章構造を反映していると考えられる．ラン

グとドロップについては，対象のピースと，その前後

ダムに並べられたピース群から，特定のピース間の関

のピースの ID も併せて記録する (図 3)．

4.

考察: 操作の時間的共起とプレイヤーの
思考

係を読み取り (読解)，それを反映した順序に並べ替え

測定結果

(作文) ようとした．

ジグソー・テキストを大学のライティング演習で
使った 2 つの例 – A 演習、B 演習 – について、測定結
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完成順序の分布，
「#」マークで度数を示す

最初に動かしたピース (文) の分布

ピースの「形」と「絵柄」，そしてシス
テムの中立性

図6

例えば s2「…2 つの種類がある」，s3「ひとつは…」，

s4「ひとつは…」の 3 文には関係 (構造) があると読み
取ったと考えられる．
「2 つの」，
「ひとつは」，
「ひとつ

ピース操作の時間的な共起行列

内容を読み解いていないとも言える．本家ジグソー・
パズルで言えば，完成絵の絵柄を考慮していない．
絵柄を考慮して，すなわち「孫や甥などをかたっ

は」というフレーズを手がかりに内容全体の構造を読

て…」や「官公庁や銀行を騙って…」の内容を読み取

み取り，それに基づいて文章を並べ替えようとするこ

ることでパズルを解かせたいと，指導者やパズル作

とが，プレイヤーの思考内容であったと考えられるの

成者が考えるのであれば，
「2 つの種類がある」，
「ひ

である．

とつは」といったフレーズを取り去ればよい．実際こ

これは一方で，文章を読み解く手法として妥当であ

の「オレオレ詐欺」では，問題作成者は当初，
「ひとつ

る．本家ジグソー・パズルで言えば，ピースの形を手

は…」，
「もうひとつは…」としていたのを，
「ひとつ

がかりに解くことに該当するであろう．他方で，
「孫や

は…」，
「ひとつは…」に修正している．

甥などをかたって…」や「官公庁や銀行を騙って…」の

「形」を手がかりとする思考，
「絵柄」を手がかりと
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ピース操作の時間的な共起頻度のヒストグラム

する思考，これらの思考に対して提案手法は中立であ
る．どちらかが思考であって，どちらかは思考ではな
いなどとはしない．
図 8 ジグソー・コード「変数の値の入れ替え A」

大域的な構造

5.2

また s6 と s1 の関係では，s1「オレオレ詐欺が減ら

かる．図 12 より，最も多く最初に動かされた s3 の後

ない」ことと，s6「被害を防ぐ最良の方法」とが対に

で s11 を動かすことが多かったことが分かる．すなわ

なっていると読み取ったのであろう．

ち，関数の開始と終了のカッコ「}」をセットで，まず

s1 と s6 は文章中で離れている．従来の，テキスト

動かしているのである．s3 と s11 は空間的には離れて

の空間的近さに基づく共起分析と異なり，この手法は

いるが，この意味で近いピースとして扱われている．

操作の時間的な近さに基づいて，空間的に離れた要素

(ここでは文) の関係を抽出できる．また，この関係は，

6.1

未知/無名の関係であってよい．
「被害が減らない」と「被害を防ぐ最良の方法」と
の意味的な関係を抽出するには、従来の手法であれば

また他の型のパズルも考えられる．
「トピック・ライ

既存の大量のコーパスが必要であった。

ター」はロジック・ツリー型のパズルで，テクニカル・

提案方式は、今まさに読まれ/書かれつつある文章

ライティングの演習で使われている (図 16)．ツリーの

の意味的な関係を抽出している。この関係は、未知/

ノードがパズルのピース，ノードへのテキスト入力・

無名の関係であってよい。本手法は，関係の内容に対

編集がパズルの操作である．ノードの時間的共起関係

して中立である．

6.

ロジック・ツリー作文「トピック・ラ
イター」

によって「『主旨』と『詳細』の書き分けを考えてい
る」などを読み取れるであろう．

他の分野への適用

ジグソー・パズル型のパズルによる手法は，作文・
読解にとどまらずプログラミング，歴史，プロジェク

「トピック・ライター」では，受講生のパズル操
作，すなわち作文行動の指標として，共起頻度を操作
対象間の空間的距離に応じて重み付けして累計した

ト管理，地理など，さまざまな分野への適用を期待で

Editing Operation Indicator (EOI) を指標として提案

きる (図 8〜図 15)．プレイヤーの構文理解度，良く知

した．ルーブリックによる文章評価のレビュー後の改

られたできごと間の前後関係などを検出できるであ

善度と EOI とに順位相関があった [7]．

ろう．
図 9 は図 8 よりも動かせるピースが多くなってい

7.

る．図 8 はプレイで各行が最初に動かされた回数，図

まとめ

「考え方」というものがあるなら、それに基づく行

11 は各行が動かされた総数である．動かされた総数に
比べて，最小に動かされた回数が偏っていることが分

動にはパターンがあるだろう。パズルを適切に設計す
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図 11

各行が動かされた回数

図 9 ジグソー・コード「変数の値の入れ替え B」，関
数全体が操作対象

図 12

[3] 田中啓行、石黒圭、 (2018) ”日本語学習者の作文執筆
修正過程 : 中国人学習者と韓国人学習者の修正の位置
と種類の分析から”、国立国語研究所論集 = NINJAL
Research Papers (14), 255-274
[4] 飯山将晃、中塚智尋、森村吉貴、橋本敦史、村上正行、
美濃導彦、(2017) ”ペンストロークの時間間隔を用いた
解答停滞箇所の検出”、教育システム情報学会誌 34(2),
166-171
[5] 山内肇, 小林司朗, 岡ノ谷一夫, 思考モデル型ノート記
法におけるエキスパートと初心者の視線移動の違いにつ
いての考察, 日本認知科学会, 認知科学 19(4), 418-433,
2012
[6] 山口 琢, 大場みち子, 藤原亮, 高橋慈子, 小林龍生, 読み
書き行為の時間的・手順的な共起に基づく自然言語処理
の提案, 情報処理学会 第 80 回全国大会講演論文集 2018,
2018
[7] Michiko Oba, Taku Yamaguchi, Shigeko Takahashi,
Tatsuo Kobayashi, Analysis of Relationship Between
Text Editing Process and Evaluation of Written Text
in Logical Writing, 情報処理学会 研究報告コンピュータ
と教育（CE）, 2017-CE-141, vol. 10, 2017-10-27

図 10 各行が最初に動かされた回数
ることで、パズルを解く考え方が、パズル操作のパ
ターンとして現れると期待できる。
本稿では，パズル操作を測定・分析することでプレ
イヤーの思考を推定する手法を紹介し，測定データを
分析する手法の例として特に編集操作の時間的共起分
析を取り上げた．

8.

ピース (コードの行) 操作の時間的な共起行列
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visualize writing processes”. Written Communication,
30(3): 358‐392.
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ジグソーできごと「公立はこだて未来大学 -

初級」

図 15

図 14

ジグソーできごと「結婚 2」
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ロジック・ツリー型のパズル「トピック・ライター」
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アイスホッケー熟達過程における発話の変容過程の可視化
Visualization of Change Process of Utterance
in Ice Hockey Skill Acquisition Process
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Abstract

況であった．そのためチーム練習から離れコーチがマ

This article presents the visualization of change process of
utterance in ice hockey expertise. We used discussion
process analysis tool called KBDeX for analysis. The results
suggest that skill acquisition process can be read by
visualization of utterance.

ンツーマンで指導に当たっていた．コーチは 8 回の練
習のうち，４回目を除きすべてカナダ国籍の男性コー
チであった，４回目のみ日本人の別のコーチが担当し
た．コーチにアイスホッケー経験はなかったが，スケ

Keywords ― Coaching, Expertise, Conceptual Change

ートは自由に滑ることができた．カナダ国籍のコーチ
は日本語の日常会話に問題はなかった．

1.

はじめに

本研究では KBDeX を用いて以下の分析を実施した．

学習者の熟達過程においてコーチの発話はどのよう

1.

８回の練習全体での発話データのネットワークに

に変化しているのだろうか？ 本研究ではアイスホッ

おける次数中心性の変化の分析．

ケーをはじめたばかりの初心者とコーチの発話に着目

2.

各練習における発話データのネットワーク図の作

した．本研究では発話の変容過程を分析・可視化する

成と各ワードの次数中心性の変化についての分析．

ために KBDeX[1]を用いた．KBDeX は議論過程可視

次数中心性は各ワードが他のワードとどの程度繋が

化システムであり，膨大なデータに対しネットワーク

っていたかを示している．ネットワーク分析では他に

分析を実施し，発話中のワードの相互作用や時系列変

もワード同士を仲介しているかを示す値である媒介

化を分析可能である．

中心性が重要とされているが，本研究ではネットワー
ク全体の変化の傾向と各ワードの繋がり具合が発話

2.

目的

の内容を示すため次数中心性を対象とした．

本研究の目的はアイスホッケー熟達過程において，
発話が如何に変容しているかについて KBDeX を用い

4.

てネットワーク分析を実施し可視化することである．

結果と展望

本研究はアイスホッケー熟達過程における発話の変

本研究で対象とするような熟達過程における発話デ

容を KBDeX で分析し可視化した．

ータは膨大で複雑であり，この様なデータの分析・可

８回の練習全体での次数中心性の変化を図１に示す．

視化から得られた知見が求められている．本研究では

図１は縦軸が次数中心性の総和の変化であり，横軸が

今後の実践へと繋がる知見を求めた探索的な位置付け

時間軸になっている．図１のグラフにおいて，大きく

として事例データを質的に分析した．

数値が変化している部分に着目すると，その時点で練
習が切り替わっていることが示唆された．具体的には

3.

方法

図中 100 行目の直前で値に上昇が見られる
（図中丸印）
．

実践は初めてスケートを体験した３歳 11 ヶ月児（男

この時点で何が起きていたかを発話記録から読み取る

子１名）の 8 回分のデータを対象とした．学習者が所

と，初めてコーンを使ってつかまり立ちができるよう

属する少年アイスホッケーチームの練習時間（1 回 90

になった直後であることがわかった．このような事例

分）におけるコーチと学習者との発話を，コーチのヘ

は多くあり（主な変化は図中に丸印）
，数値の上昇や下

ルメット頭頂に設置したウエアラブルカメラの動画か

降が大きく起きている部分やある程度数値の変化が無

ら書き起こした．学習者は初心者だったため実践開始

い状況から変化が起きている場面ではスキルの獲得や

当初は陸上でもスケートで立つこともままならない状

練習メニューの切り替えが起きていた．この結果はそ
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こまである程度安定していたワードの繋がりに対して，

と繋げられると考えられる．実践現場では細かい数値

メニューの切り替わりによって変化が起き，次数中心

の変化よりも，長期の熟達過程においてどこで変化が

性の変化に現れることを示唆している．このことから

起きているかという実践に活かせる知見が求められる．

本研究のような熟達過程の発話データにおいて，

本研究ではこうしたフィードバックが実際にどのよう

KBDeX を用いることによってスキルの獲得が生じた

な効果があったのかについても検討を続けたい．

タイミングや練習メニューの変化したタイミングを閲

謝辞

覧出来る可能性が示唆された．
各練習における発話データのネットワーク図を作成

本研究は JSPS 科研費 16K16176 の助成を受けたものです．

した後各ワードの次数中心性の変化を算出した．図 2
は 3 回目・４回目・５回目のネットワーク図である．

引用文献

４回目の練習では学習者が初めて氷上を補助なしで歩
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行している．この様子は４回目で「ペンギン」と「足」
が強く繋がっている様子と，多くのワードが上記２つ
に繋がっている様子からも伺える．また５回目になる
と歩くことが可能となっていることで，
「動く」や「シ
ュート」
「パス」と言った新たな課題にチャレンジして
いる様子も見られた．ネットワーク図の比較では，図
１から示唆されたような細かな練習メニューの変化よ
りも大きなその日その日の課題の切り替わりが閲覧可
能となっていることが示唆された．あるスキルを獲得
することで，別の課題へと移行している様子が見受け
られた．これらの結果は各ワードの次数中心性のグラ
フ（図 3）からも見受けられた．具体的に３回目から

つかまり立ち

５回目の間では，４回目に「ペンギン」と「足」のワ
ードの数値が上昇し，５回目ではペンギンが消滅し，

図１．練習全体での次数中心性の変化

「パック」
「コーン」「立」と言ったワードが高い値を
示している．
あるスキルを獲得したことで，別の練習メニューに
変わる現象は，Roy[2]の子供の言語獲得において，単
語の獲得に向けて保護者の支援の度合いが高くなり，
単語を獲得した後に支援の度合いが低くなることと同
様の結果と考えられる．コーチはスキルの獲得に向け

図２．3 回目から 5 回目のネットワーク図

て練習を実践し，スキルの獲得が起きたと判断すると
ペンギン

別のメニューに変えて，結果発話中のワードの繋がり

足

方が大きく変化していたと考えられた．

パック・コーン

本研究の結果から，長期の熟達過程であった本研究
のような発話データに対して，議論過程可視化システ

立

ムである KBDeX を利用することで可視化が可能であ
ることが示唆された．
これらの結果は発話のみに限定されており，アイス

図 3．各ワードの次数中心性

ホッケーのパフォーマンスとの関わりも含めた分析・
可視化可能なシステムが求められている．動作と発話
がどのような関係にあり，どんな場面で熟達化が起き
るのかについての知見を得ることでコーチング実践へ
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ブレイクダンスにおける新奇な表現の創作過程
Creation Process of Novel Expression of Expert Breakdancer
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Daichi Shimizu, Masaya Hirashima, Takeshi Okada
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Abstract

ブレイクダンスの熟達者 1 名（男性，26 歳，経験年数

In the domains of performing arts, such as dance,
how do experts generate their fascinating works?
This study investigated the long-term creative
process of expert breakdancers through case
study over several days. We analyzed this process
of creation using a visualization method of the
body parts on which the dancer focused. Also, the
movement data was measured and analyzed
using a video cameras and motion capture system.
The results suggest that the body parts under
focus and the dancers’ ideas changed drastically
during the long-term creative process. The
understandings and interpretations of some
specific domain knowledge and skills that also
changed during the processes served as the
internal constraints on the dancers’ creation of
novel ideas. In addition, to externalize the ideas
as movements facilitated changes to the dancers’
understandings and interpretations.

10 年，国内大会での準優勝経験有り）が 7 日間，計 100
trial に渡るケーススタディに参加した．熟達者は領
域に既に存在する
「エルボーエアートラックス
（図 2）
」
という技術を発展させ，新奇な技術を創造する活動に
取り組んだ（図 3）
．そして，アイデアの言語報告やビ
デオによる記録映像，身体運動データ（赤外線式モー
ションキャプチャーシステムによる測定）等を用いて，
その表現の創造に至る過程を詳細に検討した．

3.

結果と考察

3. 1. 生成された技術の概要
ダンサーによって生成された技術を図 4 に示す．こ
の技術は元の技術について，その重要要素である回転
するという動きを右足の着地によって中断し，その勢
いを逆側の回転として利用する，という発想に基づい

Keywords ― Creativity, Artistic creation, Case study,
Performing Arts, Break Dance, Motion capture system

て生み出された．
3. 2. 創造の過程

1.

はじめに

3．2．1．概要

人はどのように新奇なアイデアや表現を生み出して

まず，アイデアに対する本人の新奇性評定を検討し

いくのか．この問いに関して近現代の心理学や認知科

た（図 5）
．図より，前半（trial 1-50）では，新奇性に

学では，この過程を心的操作や概念の結合，analogy

関して多様な値を示しており，様々な内容のアイデア

等を伴った創造的な問題解決過程として捉え，芸術表

を探索していたと推測された．一方で後半（trial 51-100）

現や科学的発見を対象とした実証的な検討を行ってき

では，ほぼ全ての場合で新奇性が高い値を示しており，

た（e.g., Dunbar, 1993; Okada, Yokochi, Ishibashi,

50 trial 前後で有望なアイデアが発見され，その後その

& Ueda, 2009）
．本研究では，実際に上演芸術（ブレイ

アイデアに集中して取り組んだことが窺われる．

クダンス）の熟達者によって営まれた創作を対象とし，

次に，アイデアの内容を検討した結果を図 6 に示す．

長期に渡る創造活動過程に関する実証的な検討を行っ

これはアイデアの言語報告において多く言及された身

た．その際，特にその重要性が指摘されている『内的

体部位や概念を身体マップに当てはめてその頻度を表

な制約の変更』
（e.g., Ohlsson, 1992; 開・鈴木，1998;

したものである．図から 4 日目（41-60 trial）以降にお

Stokes, 2001, 2005）と『アイデアの具現化とその知

いて，特に右足などの特定の身体部位が頻繁に言及さ

覚・省察』
（e.g., Goldschmidt, 1991, 1994）という

れるようになったことが窺われた．これは，アイデア

2 点に着目した検討を行った（図 1）
．

の焦点化を示す奇性評定の結果や生成された技術の特
徴（右足で回転を止める）と合致する結果だと考えら

2.

ケーススタディ

れる．また，2 日目では様々な身体部位（右手，左手，

978

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP2-20

さらに、ビデオ映像に基づいて動きの詳細を分類し
た結果を図７に示す．ここでは、10 年以上のブレイク
ダンス経験を有する第一著者とケーススタディとは別
の熟達者 1 名とで動きの種類を同定し、その結果に基
づいたカテゴリー（運動カテゴリー）を作成して動き
を分類したものである。図より，4 日目以降は生成さ
れた技術の重要な要素を含んだ動きのカテゴリーを数

頭など）に着目していた一方で，3 日目ではこれらの

多く実施しており，特定の動きに焦点を当てて取り組

頻度が減り，元の技術の抽象的・高次的な内容に着目

む様子が見られた．また，興味深い点として 23 trial，

し始めたことが窺われた．これは，身体各部位の試行

24 trial でこの要素を含んだ動きに取り組んでいた点が

錯誤を繰り返す中で元の技術の抽象的であり本質的な

挙げられる．この時点ではこれらの動きは高い新奇性

要素（回転の速度や回転の方向）に気づき，その要素

評価を得ておらず（図 5 参照）
，その後別の動きの生成

に着目するようになったことを示す結果だと推測され

に移っていく様子が窺われた．実際，熟達者自身もこ

る．生成された技術も，元の技術の回転に着目したも

の時点ではこの要素の興味深さに気づいておらず，そ

のであり，3 日目に生じたこの観点に焦点を当て，そ

の後の取り組みを経て 50 trial 前後にそのことに気づい

れを変化させることで新しい技術を生成したと推測さ

たことを述べていた．これは，アイデアの内容に関す

れる．

る分析で示唆された，熟達者が着目する観点が取り組
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みを通じて変化した，という知見とも整合する結果だ
と考えられる．
また、モーションキャプチャーシステムによって測
定した身体運動データを解析した結果を図 8 に示す．
ここでは，主成分分析（PCA）を行うことで多関節の
運動データを縮約して表現し，その中で説明率の高い
2 次元を抽出してその trial ごとの値を表している．こ

3．2．2．内的な制約の変更

の結果からも今までの分析と同様に，4 日目以降に抽

以上から，熟達者の元の技術やアイデアに対する捉

出した 2 次元のデータのバラつきが収束していく傾向

え方が 50 trial 以前の試行錯誤を経て変化したこと，そ

が窺われた．

の変化した捉え方を利用して新しいアイデアが生成さ
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して創造的な発見が達成されたことが窺われた．
④

熟達者は，生成したアイデアを実際に具現化し，
それを知覚・省察することを通して，内的な制約
（アイデアや元の技術に対する捉え方）を徐々に
変更していった（アイデアの内容等の分析結果か
ら示唆．紙面の制限から本研究では記述を省略し
た）
．

れたこと，そして 50 trial 以降はそのアイデアに焦点を
当てた取り組みが営まれたことが推測された．ここで
は本人の新奇性評定と映像による動きの分類とを対応

これらは，先行研究で逸話的に示唆された『内的制

させ，熟達者のアイデアに対する捉え方が創造を営む

約の変更』と『アイデアの具現化とのその知覚・省察』

中で実際に変化したかを検討した．結果を図 9 に示す．

が，実際に創造活動過程で有効に機能することを確認

ここでは，各動きの分類（運動カテゴリー）に対する

した知見である．また，異なった捉え方への着目を促

本人の新奇性評定の平均と SD を提示した．図から最

すという形で，
『アイデアの具現化とその知覚・省察』

終的に生成された技術の重要な要素を含んだカテゴリ

が『内的制約の変更』を促進する，という両過程の関

ー（16−19）では，新奇性評定にバラつきが見られな

係性についても新しく言及した知見であるとも考えら

いこと，一方でそれ以前のカテゴリーでは，trial ごと

れる（図 1）
．一方で，本研究は熟達者 1 名を対象とし

に新奇性評定の値が大きくバラついていたと分かる．

たケーススタディであり，上記した結果がブレイクダ

実際に初期に生成されたカテゴリー（1，2，3，5，9）

ンス領域や創造活動領域で広く見られるか，という点

は 50 trial 前後までの探索を経て新奇性評価が大きく変

についてはサンプル数や対象領域を拡張した更なる検

化していた．以上の結果は，特に新奇なアイデアに至

討が必要と考えられる．今後はそれらの一般化可能性

るまでの様々な探索を通じて，アイデアに対する熟達

の検討を行うとともに，具現化過程に変化を加えるこ

者自身の捉え方や評価の仕方が大きく変化したことを

とで創造を促進する介入方法についても有効な手法を

示している．アイデアの内容の結果も併せて考えると，

考え，検証を行う予定である．

アイデアや元の技術について，身体各部位の動かし方
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概要

カーの疾走に関するシーズン別の比較研究を行い，1

本研究では，ランニングコーチから指導を受けたド

回の疾走平均移動距離は減少したものの，疾走の合計

イツ・サッカーリーグに所属する日本人サッカー選手

距離や回数，爆発的な疾走の割合が増加したことを報

の言語報告に注目し，疾走に対する認知変容の特徴を

告 [3] している1 ．

明らかにすることを目的とした．その結果，(1) 新し

このような背景のもと，近年，球技選手（以下，選

い疾走動作の指導を受けた際の気づき，(2) 腕振りの

手）に対して疾走を指導するランニングコーチ（以下，

動作による疾走スピードの体感，(3) 腕振りの動作に

コーチ）が，様々なスポーツのフィールドで活躍の場

よる足（下肢）の動作との連動，が共通した認知変容

を見せている．コーチの主たる目的は，動作のデモン

して示唆された．以上，身体と言語の関係性が明らか

ストレーションを交えながら言語的指導（言葉がけ）

になり，言語報告から熟達度合を予測できる可能性が

を行うことによって，選手の疾走動作を理想のフォー

示された．

ムへと修正し，より速い疾走スピードの体感へと導

キーワード：疾走，認知変容，コーチング，球技

くことにある．一方，コーチの言語的指導が，選手に
すぐに伝わり，目的が簡単に達成できれば良いが，ス
ポーツのフィールドでは往々にして難しい場合が多い．

1. はじめに
1.1 研究の背景と目的

なぜなら，生まれてから自然と身につけた疾走は，
言葉にすることが難しい暗黙知的性質を有し，さら
に，運動学習における人間の動作とは，物理的法則に

疾走は，静止した状態から直線方向へ走るタイム

支配されている客観的な身体運動と，個々人の内なる

を競い合う陸上競技種目はもとより，サッカーやラグ

主観的な認知との相互作用の働きにより織り成される

ビーといった球技系スポーツ種目においても，選手の

からである [4]．学習モデルの SECI モデル [5] による

パフォーマンスや競技成績に大きな影響を及ぼす重要

と，暗黙知を形式知に変化するプロセスの表出化の段

なファクターである．競技特性ごとに疾走の特徴に違

階では，情報の受け手側の知的協力が不可欠であるこ

いを見せるが，本研究では，サッカー競技を対象とし

とが指摘されている [6]．つまり，疾走をコーチング

た疾走に注目する．

する上で，選手の身体動作の変化はもとより，選手が

サッカーなどの球技では，静止または歩行の状態か

コーチの言語的指導を了解し，試行錯誤的な身体動作

ら，急激な前後左右方向の動作を何度も繰り返すた

を繰り返しながら理解することが重要となる．

め，いかに早く疾走の動作に移り，素早く加速し，疾
走スピードを上げることができるかが，パフォーマン

1 爆発的な疾走（explosive sprint）とは，6 段階の疾走速度の区
分の high-speed running（19.8〜25.1km/h）を短時間で超える疾
走と定義されている．

スに大きく影響する [1][2]．Barnes（2014）らは，サッ
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ここで，コーチングにおける言語的指導の有益な情

で，どのような心の働きにしたがって言語を構築して

報とは，それ自体で価値があるわけではなく，コーチ

いるのかを探る視点が重要であることが指摘されてい

と選手との相互関係の中で生み出される．そして，こ

る [9]．たしかに人間は，社会の中で生き，他者から

の両者のインタラクションを可能とする言語は，共通

様々なことを学ぶ．
そこで本研究では，この考え方を理論的背景とし

認識に成り立った上で，互いに意味を共有することが

て，フィールドという実世界におけるコーチと選手と

必要となる [6]．
したがって，選手が，コーチの言語的指導を理解す

のコーチングを通した関わり合いの中で，選手の疾走

るということは，身体固有性に基づく個々人の解釈の

に対する共通した認知変容の特徴を言語報告から探

ゆらぎ（平均からの変動）を伴いながらも，指導を受

り，モデル化することで現象を理解する．

けた選手間で共通した認知を期待することができる．
しかし，主観的な内部状態の観察という理由に加え，
身体の暗黙知的性質 [7] から，この認知変容について
は，未だ十分に明らかにされていない．

2.2

先行研究

第 1 筆者の従来の研究成果として，当該領域にお

そこで本研究では，プロのランニングコーチから指

ける身体固有性に基づく個々人の閉じられた認知の

導を受けたドイツ・サッカーリーグに所属する日本人

問題に対し，スポーツの基本動作である疾走と言語

選手の言語報告に注目し，球技選手の疾走に対する認

の調査から共通した認知を見出すことを試みてきた

知変容の特徴を明らかにすることを目的とする．

[10][11]．疾走は，健常者であれば，誰にでもできる基

研究の意義として，共通した認知変容の特徴を導く

本動作であるが，その技能の差異は，様々なスポーツ

ことができれば，認知科学領域で注目される身体と言

パフォーマンスに影響を与えることが明らかになって

語との関連性の解明に寄与すると考えられる．また，

いる [1][2]．そのため本調査は，将来，複雑な身体運動

コーチングにおける選手の認知変容を，フィールド

に対する言語の研究の礎が担えるものと考えられる．

から得られる実データを元にモデル化することによっ

また，コーチングに着目することで，身体固有性の

て，選手が潜在的に有しているパフォーマンスを最大

問題から，共通した認知の特徴が見出せると期待され

化するコーチングが，一体どのように実践されている

る．従来の研究にない本研究の新たな試みとして，ラ

かがより一層明らかになると同時に，機能的・効果的

ンニングコーチから指導を受けた球技選手の疾走に対

なコーチングの方法や言語的指導のデザイン指針が得

する認知変容に注目することにより，よりフィールド

られることが期待される．さらに共通する言語報告か

に迫った新たな知見が得られると考えられる．

ら，疾走の熟達度合を予測できる可能性が生まれるな

次に，身体と言語に関する研究を概観する．身体動

ど，人工知能への応用の波及効果も考えられる．

作の分析など客観的データに注目した知見は，古くか
ら運動学やバイオメカニクス，その他多くの領域にわ

1.2

たり実に数多く蓄積されている一方，必要な視点とし

研究の流れ

て，身体に対する主観的な認知を捉えることも重要で

第 2 章では本研究の理論的背景および先行研究を概

あることが指摘されている [12]．

観する．第 3 章では方法，第 4 章では結果と考察，第

このような背景のもと，言語報告に主軸をおいた研

5 章ではまとめと今後の課題を述べる．

究として，民俗芸能の技の世界に受け継がれ介在する
わざ言語 [6] や，技能獲得における一人称視点の言語
に注目した報告 [13] が挙げられる．これらの研究は，

2. 関連研究
2.1 理論的背景

まさに実世界の身体と言語との関係に重要な視座を与
える反面，個々人の事例現象を対象としているもので
ある．本研究は，多くの球技において基本動作となる

認知科学研究の文脈において，言語という記号体系

疾走に注目することで，多数の選手からデータを集め

が意味を持つためには，実世界との関連の中で見出さ

ることができる研究効率上のメリットが挙げられる．

れる必要がある [8]．今井（2014）によると，人間が身

暗黙知的な性質を持つ身体 [7] を探究するには，個々

体を用いて受容する感覚と，言語を用いて行う思考と

人の事例現象をつぶさに観察する視点と，多数から共

はどのようにして結びつくのか，そして感覚に接地し

通した認知の特徴を探る視点の双方向からのアプロー

た言語を用いていかに新しい言語の体系を構築してい

チが必要であると考えられる．

るのかを探るためには，人が他者との関わり合いの中
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3. 方法
3.1 仮説と分析の流れ

代別日本代表チーム [17]2 など，国内外の様々な球技種
目の選手への指導実績を持つ．また，小・中学生や高
校生，スポーツ指導者・トレーナーを対象とした走り

本研究では，
「ランニングコーチから指導を受けた球

方の指導や，疾走のコーチングの講演など社会的活動

技選手の疾走に対する認知変容は，共通する特徴を持

も幅広く行っている．

つ」と仮説を立て，コーチから疾走指導を受けた選手

疾走トレーニングキャンプは，2018 年 1 月 4 日〜1

の言語報告を分析し，仮説の検証を行う．

月 13 日（10 日間），ドイツで実施された．キャンプ 2

分析の流れは，次の通りである．個々人の身体固有

日目（1 月 5 日）の午前セッションから最終日までの

性に基づく疾走に関する言語を分析するためには，理

全セッション（計 14 回）にわたり，第 2 筆者が「SAT

論負荷性が低く，自由度の高い言語表現を用いること

（Shin Angle Technique）3 」と呼ばれる疾走スピード

が望ましいと考えられる．したがって，自由記述によ

を向上させるテクニックについて指導を行った．

り言語報告を取得した．一方，フィールドから得られ
る自由記述の言語報告は，選手によって表現形式が異
なり，言語の多義性・曖昧性などの性質も，分析の上
で大きな課題となる．
そこで本研究では，SCAT（Step for Coding and

Theorization）[14][15] を用いて，選手から得た言語報
告の要素分類を行った．また定量的データとして，体
感した疾走スピードについての自己評価（10 段階）の
調査を行った．これらに加えて，選手の言語報告を定
性的に考察した．

3.2

図 1 第 2 筆者（左）による疾走の指導（ドイツ）

調査対象者

国際サッカー連盟 [16] によると，ドイツは世界ラン
キング 1 位（2018 年 3 月時点）である．本研究では，
ドイツ・サッカーリーグに所属するクラブチームが，
上位リーグ昇格を目指すために実施した疾走トレーニ
ングキャンプに帯同し，選手から言語報告を取得した．
このクラブチームに属する日本人選手 10 名（男性，
平均 21.5 歳± 2.7，サッカー競技歴：平均 15.4 年）の

指導内容として，上肢の腕振りの動作，足の軌道や
スタンス幅，ステップの動作，足裏の荷重方法，上肢
のフォーム，タイミング・力の入れ具合などについて，
動作のデモンストレーションを交えながら言語的指導
を行った．指導の映像は，チームスタッフによってす
べて記録された．
言語報告の取得方法は，次の通りである．全 14 回

調査対象者の内，怪我などの理由により途中離脱し
た 2 名を除く 8 名のサッカー選手を分析対象とした．
キャンプ前に実施した事前アンケートによると，参加

のセッションにおいて，毎回のセッション終了後，本
研究グループが作成した Google Forms のアンケート
に回答するように求めた．本研究では，
「SAT（サッ

した選手の疾走に対する課題は，
「初速アップ」，
「走る

ト）の運動実践によって，身体（からだ）が感じたこ

スピードを速くしたい」など，全員が疾走スピードの

と・動かし方で気づいたことについて，今の印象を自

向上に関する回答であった．

由に記述してください」，
「どの程度，疾走スピードを
感じましたか？今の印象を 10 段階で評価してくださ

3.3

手続き

い」というアンケート項目を分析した．
言語報告の内容に不明な点があった場合は，第 1

本研究の第 2 筆者は，中学時代の 100m 全国チャン

筆者がドイツ現地にて，直接フォローアップインタ

ピオンをはじめ, 高校・大学時代には全国レベルで活

ビューを行った．

躍した．現在はプロのランニングコーチとして活動
し，陸上競技選手はもとより，ドイツ・ブンデスリー

2 高校日本代表アイルランド遠征（2018 年 3 月実施）でラン
ニング・ストレングス＆コンディショニングコーチとして帯同し，
U19 アイルランド戦の初勝利に貢献した．
3 地面に対する足の角度を脛（Shin）の傾き（Angle）により作
り出し，疾走スピードを向上させるテクニック．

ガをはじめとする欧州プロサッカー選手，ラグビー年
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言語化の分析方法

次に，
「体感的要素」については，腕振りの動作に
よる加速や疾走スピードの体感に関する概念であり，

8 名の選手から 105 回分 (1 回当たり平均約 37 文

すべての選手の言語報告で確認された．また，8 名中

字）の言語報告が得られた．ここで，身体動作に関す

7 名が前半セッションで最初の発現が認められ，その

る自由記述の言語報告を分析する場合，言語が持つ多

セッションは，自己評価が全員上がったことが確認さ

義性，曖昧性などの性質から一つ一つデータを丁寧に

れた．言語報告の例としては，
「腕を使うことで動き出

確認する作業が必要となる．一方，言語報告に対して

しやすさ全然違う（選手 A，セッション 3）」，
「午前で

コードを付与したり，構成概念を導くことが難しい場

腕の振り方を変えて、すごくスピードがついたと感じ

合が多い．これらの問題を解決するために，本研究で

た（選手 H，セッション 4）」などが挙げられる．

は SCAT[14] に注目する．この分析手法は，マトリク

そして，
「連動的要素」については，腕振りの動作に

スの中にセグメント化したデータを記述し，段階的な

よる足（下肢）の動作との連動に関する概念であり，8

手続きを経てコーディングを行い，言語報告の概念化

名中 6 名がセッションの中盤から後半にかけて確認さ

を図る方法である．比較的小規模のデータにも有効性

れる場合が多かった．言語報告の例としては，
「腕振り

が示されており [15]，多くの先行研究の観察記録や言

を強くすると、足が上がってくる（選手 D，セッショ

語報告の分析に活用されている [18]．

ン 12）」，
「腕の振りなどを意識すると足の回転も速く

本研究では，SCAT に基づき身体動作に対する言

なる（選手 F，セッション 12）」などが挙げられる．

語報告を分析した先行研究に倣い [18]，次の手続きに

加えて，疾走スピードの体感の自己評価に関して，

よって，選手の言語報告の分析を行った．

多少の増減は繰り返すものの，すべての選手が右肩上
がりで得点が上がったことが確認された．

1. 言語報告の中の着目すべき語句の抽出
2. (1) をデータ以外で言い換える語句の生成
3. (2) を説明するための語句の生成

4.2

4. (1)〜(3) の全体を示す要素（概念）の生成

各要素変容と言語報告の表現区分

セッション毎の各要素変容を図 2 に示す．いずれの

SCAT による分析の結果については，第 1 筆者と第

要素にも当てはまらない場合は空欄で表示，怪我など

3 筆者により評定者間一致の作業を行った．評定者間
で差異が見られた場合は，両者打ち合わせの上，再設
定を行った．なお付録に，SCAT の分析例を記す．

の理由によりセッションを参加しなかった場合は「×」
で表示した．
さらに，言語報告をそれぞれ表現の内容に分け，定
性的に考察した（表 1 参照）．表現区分に関して，動

4. 結果と考察
4.1 要素分類と疾走スピードの自己評価

作ができたことや体感を感じたことなど肯定的な表現
をしている場合に順表現，できない場合や否定的な表
現は逆表現とした．どちらも含まれる場合や曖昧な場

分析結果から，次の特徴的な要素が生成された．

合は中間表現とした．なお，疾走スピードに関連する

• 気づき的要素
「新しい疾走動作の指導を受けた際の気づき」

と考えられる足の動作と疾走スピードや加速の体感に
関する言語報告も表 1 に記載した．

• 体感的要素
「腕振りの動作によるスピードや加速の体感」
• 連動的要素
「腕振りの動作による足（下肢）への連動」

4.3
4.3.1

はじめに，
「気づき的要素」については，指導から新

球技選手の特徴的な認知変容
新しい疾走動作の指導を受けた際の気づき

すべての選手の疾走スピードの自己評価が，多少の

しい疾走動作の指導を受けた際の気づきに関する概念

増減を繰り返しながらも，右肩上がりで上がったこと

であり，すべての選手のセッション 1 の言語報告で確

から，認知の側面において，疾走スピードの向上とい

認された．言語報告の例としては，
「自分がイメージし

う選手の課題が解決したと考えられる．

ている動きと実際の自分の動きの差を感じます（選手

A, セッション 1）」，
「今まで取り組んだ事がない事ば
かりなので全てが新鮮です（選手 D，セクション 1）」
などが挙げられる．
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図 2 球技選手のセッション毎の要素および疾走スピードの自己評価
時の感覚を覚えておく必要があるが [19]，コーチング

バイオメカニクスの知見から，腕振りの動作は下肢

開始時は，新しい疾走動作を試行錯誤的に繰り返しな

の有効な動作を生み出す要因である腰の回転やキック

がら，個々人の実際の動きとイメージとの間で生じる

力，さらには足や腰の動きに寄与し，走る速さに影響

ズレを感じることによって，新たな疾走動作に対する

することが明らかになっている [20][21][22]．
ここで，腕振りの動作は，自身で動きを目視でき腕

気づきを認知したと考えられる．

を振ることだけに注意を向ければ良く，指導→動作→

4.3.2

理解が直観的に結びつくと考えられる．また，腕振り

腕振りと疾走スピードの体感

の動作が右上肢拳上の場合，後下方に振り下ろした上

選手の特徴的な認知の一つとして，腕振りの動作に

肢の動きに合わせて，上部体幹の右回旋が発生し，骨

よる疾走スピードの体感について考察する．

盤は相対的に左回旋（右股関節は前方へ移動）するこ

主にセッションの序盤から中盤にかけて，腕振りの

とで，左上肢と右下肢を前方へ振り出し易くなる．す

動作による疾走スピードの体感の共起が示された．ま

ると歩幅は広がり，疾走スピードの体感や他の身体部

た，初めて体感的要素が確認されたセッションでは，

位との連動を認知する可能性が十分に考えられる．

前のセッションと比較して，すべての選手の自己評価

一方，足の動作に関して，選手間で注目する共通し

が上がっていることが示された．さらに，すべての選

た要素は確認できなかったが，3 名中 2 名の選手の言

手の言語報告から，腕振りの動作による疾走スピード

語報告から，足の動作による疾走スピードや加速の体

の体感の順表現が確認された．
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表 1 球技選手による各要素に関する言語報告

988

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP2-21

図 3 球技選手の疾走に関する認知変容モデル
感の順表現が確認された．ここで足の動作を考えた場

他の選手の特徴から外れるケースも確認された．身

合，特に疾走中の片脚支持の動作は，足部の軌跡の微

体と言語に関する分析を行う場合，選手がどのような

調整が必要となる．疾走中に動作を直接，自身で確認

認知状態であるのかは，外部から読み取ることはでき

することができないため，足の動作は，指導→了解→

ず，選手の言語報告に頼らざろえない．本研究では，

動作→修正→理解というプロセスが必要となると考え

多数から導かれる共通した要素の傾向から認知変容を

られる．すなわち腕振りの動作は，足の動作に比べて

示したものであるが，特に記述するタイミングについ

認知プロセスが短く，難易度が低い動作と考えられる．

ては，個別性が極めて高く，明確な基準を設けること

本来，疾走スピードは，腕振りの動作以外に，足の

が難しい．そのため，今後は自由記述に加え，予め設

動作や身体のフォームの変化なども複雑に絡み合いな

問項目を設定した選択式調査を組み合わせることによ

がら互いに影響を及ぼし体感されるものだが，指導か

り，疾走と言語に関する共通した認知に迫ることがで

ら理解までのプロセスがより短く，難易度が低い腕振

きると考えられる．

りの動作によって，疾走スピードの体感を認知する可
能性が示唆された．

4.3.3

4.3.4

疾走に関する認知変容のモデル化

以上の考察より，図 3 に球技選手の疾走に関する認

腕振りと足（下肢）の動作との連動

知変容のモデルを示す．コーチから疾走の指導を受け

腕振りの動作に対するもう一つの特徴的な認知とし

た選手の最初のフェーズとして，試行錯誤的な行為を

て，セッション中盤から後半にかけて，選手 G を除

繰り返す中で，新しい疾走動作に対する気づきが生ま

く 7 名の報告に連動的要素が確認され，その内 E を除

れる．次のフェーズとして，指導から理解までのプロ

く 6 名は，腕振りの動作による足（下肢）の動作との

セスがより短く，難易度が低い腕振りの動作によって，

連動の報告が確認された．技能の獲得過程では，近位

疾走スピードの体感を認知する．その後のフェーズと

項の身体部位から遠位項の身体全体へ着眼点が移行し

して，腕振りの動作によって，足（下肢）の動作への

ていくことが報告されている [18][23]．腕振りの動作

連動を認知することが示唆された．

および足の動作は，それぞれ身体部位の動作ではある
が，連動はより身体全体の動きを表現していると考え

5.

ることができ，先行研究の主張と一致する．

まとめと今後の課題

しかしながら，体感的要素より早く連動的要素が発

本研究では，ドイツ・サッカーリーグに所属するク

現したり（選手 D，セッション 4），中盤を超えて体

ラブチームの疾走トレーニングキャンプにおいて，プ

感的要素が発現されるなど（選手 F，セッション 8），

ロのランニングコーチから指導を受けた球技選手の認
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知変容を明らかにすることを目的とした．その結果，

(1) 新しい疾走動作の指導を受けた際の気づき，(2) 腕
振りの動作による疾走スピードの体感，(3) 腕振りの
動作による足（下肢）の動作との連動，が共通した認
知変容として確認された．
本研究では，コーチから疾走の指導を受けた選手の
主観的な認知が，どのような変容を辿るのかを明らか
にするため，選手の主観的な認知を言語報告として抽
出し，分析を試みた．本来，疾走に対する言語報告と
は，選手の主観的な認知として展開される身体固有性
の高いものである．一方，本研究の結果から共通する
認知変容が示されたことにより，選手の言語報告を指
標としたコーチングや，疾走の熟達過程を予測できる
可能性が開かれた．
今後の課題は，次の通りである．本研究では，注目
すべき疾走に対する共通した認知変容の特徴を確認で
きたものの，選手 8 名から得られたデータから分析し
たものである．得られた知見を確かなものにするため
には，新たな選手を対象に研究データを蓄積すること
が必須である．そのため，現在，ラグビー高校日本代
表チームを対象に，同じく疾走に対する言語報告の分
析を行う計画である．
また本研究で取得した言語報告は，疾走の疾走ス
ピード強化に特化したトレーニングキャンプ期間に実
施したものである．一方，選手の次のステップとして，
ボールを使ったサッカーに応用する必要がある．した
がってサッカーの実践や，他の選手とインタラクショ
ンの中で，新たな視点が生まれることも十分に考えら
れる．この認知変容も，今後取り組むべき課題として
視野に入れている．
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A 付録
A1 SCAT のプロセス例
「腕を自分の中心に持っていき，かき出す動きを意
識するとグンっていう伸びる感じがあり，スピードが
出たと感じた．
」

1. 言語報告の中の着目すべき語句の抽出
→ 腕をかき出す動きを意識するとグンっていう
伸びる感じあり，スピードが出た．

2. (1) をデータ以外で言い換える語句の生成
→ [腕振りを意識] すると [加速とスピードが出た]
3. (2) を説明するための語句の生成
→ [腕振りの動作]，[疾走スピードの体感]

4. (1)〜(3) の全体を示す要素（概念）の生成
→ [体感的要素]
※ 8 名から得られた 105 回分の言語報告に対して，

SCAT の分析手法 [15] に沿った形で段階的に作業を行
い，共通する要素を分析した．紙幅の都合上，(4) の過
程では「腕振り動作による体感的要素」とはせず，簡
略化した形の「体感的要素」として文中で説明を行っ
た．そして，本研究の目的である現象のモデル化の段
階で，詳細な説明を行った．
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「触る」ことの認知的動機と社会的動機:
視覚障害者の歩行訓練場面における事例から
Cognitive and social motivations for touching:
Analysis of an interaction between a visually impaired person and
an orientation and mobility specialist
西澤 弘行1，佐藤 貴宣2，坂井田 瑠衣3，南 保輔4
Nisisawa Hiro Yuki, Sato Takanori, Sakaida Rui, Minami Yasusuke
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Abstract

ろ）からビデオカメラで撮影したものである．音声録

Through discussion with a visually impaired person/co-author
of this study and observation of his interactions with an
orientation and mobility specialist from the perspective of
ethnomethodology and conversation analysis, this paper
demonstrates that the cognitive and social motivations for
touching by the visually impaired are a possible basis for coconstructing knowledge of the surrounding environment with
others.

音にはワイヤレスマイクを用いている．

1.3 発表の焦点（1）
著者らのこれまでの EMCA による依拠する研究で
は，視覚障害者と歩行訓練士は，相互行為，すなわ
ち，言語を主な資源とするコミュニケーションを行な
う上での幾つかの「方法」によって，環境についての
視覚障害者の理解を協働で構築していることが示され

Keywords ― ethnomethodology, conversation analysis,
visually impaired, orientation and mobility training,
cognitive motivation, social motivation, touching, coconstructing knowledge

ている[2]．加えて，訓練中，視覚障害者が環境中に存
在し訓練士によって言及された物体に直接触るという
行為が観察されることから，上述の，
「環境について

1.

の理解」と「触ること」の関係についても検討を行な

はじめに

ってきた[1]．本発表で焦点化することの１つ目は，こ

1.1 発表の概要

の「環境についての理解」と「触ること」の関係につ

本発表では，視覚障害者と歩行訓練士の 2 者間の相
互行為を，視覚障害者である共同研究者との討議およ

いての検討を深めることである．

びエスノメソドロジー・会話分析（EMCA）の方法論

1.4 発表の焦点（2）

によって観察・分析・記述・考察する．視覚障害者が

2 つ目の焦点は，本発表の共著者のひとりであり，

白杖を持ち替えて直接手で対象に触るという行為の認

視覚障害者であり，歩行訓練の当事者である佐藤が，

知的動機と社会的動機が，環境についての視覚障害者

観察・分析・記述・考察に参加することである．
我々は，ビデオデータの内容を中心とした佐藤への

の理解を視覚障害者と歩行訓練士が協働で構築するた
めの実践的な基盤であることを示す．

インタビューや佐藤自身による内省的な記述などと，

1.2 「歩行訓練」およびデータについて

EMCA の方法論によるビデオデータの観察・分析・
記述・考察と接続することを試みている．

本発表は，著者らが属する「歩行訓練研究プロジェ
クト」[1]が持つ「歩行訓練場面」のビデオデータセッ

2.

トに基づいている．歩行訓練とは，視覚障害者が独力

「触る」ことへの当事者の洞察

で歩行できるよう晴眼者である歩行訓練士（精確には

歩行訓練に参加している視覚障害者は，手に持って

視覚障害生活訓練専門職員，以下では「歩行訓練士」

いる白杖で何らかの対象物を認識すると，しばしばそ

または「訓練士」と記す）が，訓練施設の内外で訓練

の対象物を「手で触ってみる」ということをする．白杖

する活動である．現時点での本データセットは，すべ

ではなくて手で直接触ってみることには，その認知的

て施設外（街路と公共施設内）での訓練の記録であ

な動機に加えて，社会的な動機があると考えられる．こ

る．本発表のデータは，訓練中の視覚障害者と歩行訓

の点について，当事者の洞察から，具体的に以下のよう

練士を 2 方向（前後または道路の反対側の横方向と後

な示唆が得られている．

2.1 認知的動機（1）
：世界の分節化
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認知的な動機のひとつ目は，物体と状況を結びつけ

うことである．これはまた，晴眼者のことばへの応答と

るという作業を行なっている可能性である．歩行訓練

いう行為でもある．

士がことばによって説明した物体の，高さ，質感，形状，

2 つの認知的動機と，この社会的動機に駆られて「触

方向などを実際に触って確かめる．そのことを通じて，

ってみる」ことは，環境についての視覚障害者の理解

まさにその性質をもつ物体が存在する状況としてその

を，視覚障害者と歩行訓練士が協働で構築するための

場を理解しようとする．すなわち，その場の他の環境情

実践的な基盤となりうると考える．

報の中にその性質をもつ物体を位置づけることにより，

3.

その場を他の環境から分節化し，歩行を行う際の一つ

ビデオデータの分析

の手がかりとしうる特徴的な状況としてマークするの

当事者による上述の元になったビデオデータを観察

である．すなわち，世界の分節化に志向した動機であ

してみよう．広い歩道の中央にある逆 U 字型の車止め

る．

が問題となる場面である．トランスクリプトの記号お

2.2 認知的動機（2）
：エミックとエティックの対応

よび作成ルールは会話分析における標準的なものに準

づけ

拠している．

認知な動機のふたつ目は，物体それ自体の触覚的特
徴のタイプを理解するために触ってみているという可

断片（1）[U 字]

能性である．たとえば，
「フェンスがあります」と言わ

01 訓練士：で：ええ：m まときどき（．
）自転車バイクとか

れた時に，
「世の中にはどんな種類のフェンスや看板が

02 佐藤 ：あ：：はい[はい

あるのだろうか」と想いを馳せ，触ってみたくなる．穴

03 訓練士：

の形や素材や高さなど，フェンスにも様々なバリエー

04 佐藤 ：はい

ションがある．実際に触ってみて，概念とそれが指し示

05 訓練士：車止めみたいなものは

す具体物のバリエーションを結びつけて把握しようと

06 佐藤 ：あ：はい：

することは，視覚障害者たちがしばしば行なうことの

07 訓練士：あるので（．
）なんにもないわけじゃ：

ようである．歩行をする中で遭遇する様々な物体の触

08 佐藤 ：ない[と（．
）ね

覚的な特徴を理解し，世の中にある物体のバリエーシ

09 訓練士：

ョンを学習しようとして触ってみるということをやっ

10 佐藤 ：は：[え

ている可能性もある．すなわち，ことば（エミック）と

11 訓練士：

実世界の物体（エティック）の対応付けに志向した動機

12 佐藤 ：これが：？

である．

13

2.3 社会的動機

14 佐藤 ：[[お

しかし，視覚障害者が「触る」ことは，個人内の認知

[あんまり走らないに（．
）一応

[ないと．

[はいまさにそれが

（1.0）｟kon kankan｠

15 訓練士：[[はい そういう 車止めみたい[な

に閉じた動機のみによるものではないだろう．すなわ

16 佐藤 ：

ち，個人間の関係にかかわる動機，つまり社会的動機が

17 訓練士：

存在するだろう．ここで言う社会的動機とは，誰かから

18

ことばで伝えられたことを自分の感覚を用いて直接知

19 佐藤 ：

覚してみようとすることである．晴眼者であれば，視覚

20 訓練士：はい

によってそれを行なうことで共同注視が成立するよう

21 佐藤 :このお：これはなかなか：やっかいですな.あ[りゃ：．

な事態である．
「ことばで作られた世界」を自らの身体

22 訓練士：

で直接経験しようとする情動に突き動かされて触りた

23

くなってしまうということでもある．晴眼者がことば

24 佐藤 ：あ：：：

によって表現したもの，すなわち，晴眼者が，今，目で

25 訓練士：ちょうどまんなｋほど：：の幅が.hh さんメーターぐらい

見ているものを自分も手で触れて体験したいという意

26

識でもある．つまり，晴眼者と知覚経験を何らかの形で

27 佐藤 ：[ん：：ん う[んうん

共有しようとする志向性である．
「あなたが目で見てい

28 訓練士：

るものって，私が今触っているまさにこれだよね」とい

29 佐藤 ：あ(.)なるほど［はいはい．
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選択である．

［出てくると

また，07 行目から 09 行目には，佐藤と訓練士によ

31 佐藤 ：お[っと：はい：
32 訓練士： [はい

る発話の共同構築（佐藤による「発話末部分の先取り完

33

了(terminal item completion)」[3]）は，訓練士による

（0.8）

説明・注意を佐藤が理解したことを端的に示している．

34 訓練士：ゆうかんじで：
35 佐藤 ：はいはい．

3.2 U 字車止めに至った時点のやりとり

36 訓練士：あってます：：

11 行目で訓練士が「はいまさにそれが」と言ってい

3.1 U 字車止めに至る前の準備的なやりとり

るが，
「はい」と言うタイミングは 白杖が車止めに当

01 行目で訓練士は，車止めについての話を開始して

たる直前であり，訓練士が佐藤の白杖の動きを精確に
予測していることが分かる（図 2）
．

いるが，
「車止めがこのすぐ先にある」とは言っていな
い（図 1）
．さらに 05 行目では「車止めみたいなもの」
という表現で特定化を避けている．01 行目から 09 行
目までで訓練士が行なっているのは，歩道に車止めを
始めとして幾つかの障害物があるという，ある意味一
般的な説明あるいは注意である．
「安全に歩けるはずの
歩道に障害物があることは『厄介な事』
」
（佐藤談）であ
る．ここまでのやりとりは，11 行目からの実際に車止
めに到達した時点でのやりとりの「準備」にもなってい
る．

図 2 断片 1 の 11 行目の「はい」に対応する場面．白杖が車
止めの根元のコンクリート部に当たった．

「まさに」は，白杖が U 字車止めの（佐藤から見て
右側の）根元のコンクリート部分に突き刺さる感じで
当たったタイミングで発せられており，
「これが」の「が」
図 1 断片 1 の 01 行目．前方に見えている U 字型の車止めの

とともに作る組み立てによって，01 行目から 09 行目

うち手前が問題となっている車止め．後ろ姿の左側が歩行訓

までで説明していた「それがまさにその障害物である

練士，右側が佐藤．画面右上には撮影者のひとりが写ってい

こと」を示している．

る．対象のかなり手前から発話が始まっていることが分かる．

「それ」は「白杖が今触れているそれ」である．晴眼
者どうしのやりとりでは「それ」のようなダイクシスを

01 行目の「ときどき」という表現の選択も特徴的で

使う際にはほとんどの場合，それが実際の物体を示す

ある．例えば，
「ところどころ」や「あちこち」のよう

場合には，指差しや視線や顔の向きによって「それ」が

な「空間的」＝「視覚的」表現ではなく，
「時間的」＝

何なのかを明らかにする．それらは視覚情報である．視

「体験的」＝「触覚的」表現である．すなわち，初めて

覚情報が使えないこの場面では，白杖が触れている物

の場所を歩く視覚障害者にとっては，ルート上に現れ

体を「それ」で指していることが特徴的である．
「それ」

る物体は視覚的にあらかじめ認識されたもの，したが

を含む発話の話し手の指差しや視線や顔の向きが見え

って，時間的に未来に現れることがあらかじめ分かっ

なくても，視覚障害者が手にした／している物体につ

ているものではなくて，歩くという行為とともに刻々

いて「それ」を用いることは特定のコンテクストでは可

と「今ここ」に現れるものであることに志向した表現の

能である．
「白杖は身体の延長」
（佐藤談）であるので，
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白杖が触れた物体を「それ」で指すことが可能である．

のか，佐藤が当てているのかは画像からは明確には分

佐藤によれば，視覚障害者が白杖で対象物を叩いて「こ

からない）
．14 行目で佐藤が「お」と言って，白杖を利

れ」ということは日常的なことであるという．

き手である右手から左手に持ち替える（図 4）
．15 行目

12 行目ではまさに佐藤は「これが」と言っており，
これは，11 行目の「それ」が，白杖が今ここで当たっ

で訓練士が，14 行目の佐藤の「お」と同時に「はい そ
ういう 車止めみたいな」という発話を始める．

ている物体を指すことを理解していると聞くことがで
きる．
ところで，視覚障害者と晴眼者がそれぞれ作りあげ
ている世界像やその作り方には，
（共約可能性は大きい
と思われるが）違いもある．そのうちのひとつが時空間
の取り扱い方である．例えば，視覚障害者の「今ここ」
は，その知覚的な特質から晴眼者の「今ここ」よりも
「狭い」面がある．11～12 行目では，
「最も狭い今こ
こ」が，やり取りの中で立ち上がっていると言えるかも
しれない．
さて，実はこの時点では，問題の障害物が具体的に何

図 4 断片 1 の 14 行目「お」の場面：佐藤が杖を持ち替え始

であるのかは特定されていない．すでに述べたように

める．

05 行目では「車止めみたいなもの」という表現が選択
されているからである．12 行目で佐藤が「これが：？」

この「はい」は連鎖上の位置から考えて 12 行目の佐

という，最後の母音を延長した上り調子で発話してい

藤の「これが：？」に対する応答と聞くことができるが，

るのは「あなたの言う『それ』がさしている物体が今こ

続く「そういう」は佐藤が白杖を持ち替えるのを見て，

こにある『これ』であることは分かったが，では『これ』

右手で触ることを予測しての発話に見える．

は何なのですか」と聞くことができる．
「これが：？」

実際に佐藤が車止めに触るのは 17 行目訓練士の

のタイミングで佐藤は白杖を佐藤から見て左側の根元

「こ：ユー字みたいな：：」の「ユー字」のあたりであ

のコンクリートに移動させて当てており，この時点で，

る．15 行目の「そういう 車止めみたいな」のタイミ

問題の障害物が単なる 1 本の棒状のものでないことは

ングでは，佐藤が車止めを触ろうとすることは予測可

分かっていると思われる（図 3）
．

能だがまだ実際に触っていない（
「そういう」の終わり
あたりで右手が下方に動き始める）
．このことと，ここ
での「車止めみたいな」という表現が 05 行目で使われ
た表現と同一であることは無関係ではないだろう．訓
練士は，佐藤が問題の障害物が具体的に如何なるもの
なのかを探索中であることに志向している可能性を考
えてもよいのではないだろうか（図 5）
．

図 3 断片 1 の 12 行目の「これが：？」に対応する場面．画
面左奥はもうひとりの撮影者．

3.3

U 字車止めに触ろうとする

13 行目で佐藤の白杖の側面が，佐藤から見て U 字の

図 5 断片の 15 行目の「車止めみたいな」の直後．佐藤の手

右側に 1 回，続いて左側に 2 回当たる（当たっている

はまだ車止めに触れていない．
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そのような意味において，15 行目の「そういう」は，

ある．これは車止めの形状に加えて材質を確かめてい

先ずは 11 行目の「それ」
，12 行目の「これ」に対応す

るように見える．佐藤も「
（晴眼者と違う世界を生きて

る前方照応のダイクシスであると聞く／見ることがで

いるとは思わないが）生活する上で晴眼者と違うので

きるが，同時に，佐藤が探索中のまだ具体的な形状など

はないかと思うことのひとつは，しばしば物にぶつか

が分からないものとしての「車止めみたいな」ものを指

ること」であり，
「車止めの材質を確かめることは当た

すとも聞く／見ることができる．

った時の危うさを考えてのこともあるだろう」という

16 行目で佐藤は車止めの直線部分の方へ手を移動さ

趣旨のことを述べている．

せながら，ゆっくりと「車止め」と発話するが，ビデオ

4.

で観察できる限りでは，この時点ではまだ車止めに触
れてはいないように見える．

考察

上述の「3.4 車止めに触る」の部分について検討す

3.4 車止めに触る

ることで考察にかえたい．19 行目の佐藤の「あ：：：」

上述のように 17～18 行目の訓練士の「こ：ユー字み

は，何らかの知識状態の変化[4]と関係する表現と聞く

たいな」の「ユー字」のあたりから 21 行目の佐藤の「こ

ことが可能であろう．先ずは，17～18 行目の訓練士の

のお：」にかけて，車止めの上部の曲がっている部分を

「ユー字みたいな：：」に対応する何らかの理解，おそ

右手の掌で 5 回触る（図 6，図 7）
．

らくは，U 字という形状の理解として聞くことができ
る．また，上述したように叩いていることから，単に形
状だけではなく（訓練士の説明を超えて）材質について
の何らかの理解もおこなわれたと考えられる．ビデオ
データから観察できることは，ひとまずはここまでだ
が，佐藤との討議からは以下のことも示唆された．先
ず，形状と材質を確かめることについては（上述したこ
とも含めて）そのとおりであるという．さらに，U 字
型の車止めが歩道に対してどの方向に設置されている
かも問題であるという．
以上は，
「2.1 認知的動機（1）
：世界の分節化」およ

図 6 断片 1 の 18 行目の「U 字みたいな」の直後

び「2.2 認知的動機（2）
：エミックとエティックの対
応づけ」に対応する事柄である．
「2.「触る」ことへの
当事者の洞察」における記述は，
（そこでは述べなかっ
たが）ビデオデータそのものの観察とは別個におこな
った討議に主に基づいているものであるので，
「3.ビデ
オデータの分析」に基づく記述とは若干の距離がある
が，基本的な主張は同じである．
「2.3 社会的動機」については，本稿のビデオデー
タの観察からは明確なエビデンスを得ることは，現時
点では難しいと言わざるを得ない．
佐藤は討議の中で「見てる人がいなかったら触らな
いかもしれない」と述べている．このことが，我々が
「2.3 社会的動機」で「情動」として述べられている
ことを「社会的情動」すなわち「社会的動機」と呼ぶ一
つの根拠である．

図 7 断片 1 の 21 行目の「このお：」に対応する場面

ここで訓練士が「ユー字みたいな：：」と具体的な形

もちろん，当事者の述べることが常に当該事象が

状に言及するのは，佐藤が車止めに触ることが確実に

生じた時点での真実であったとはかぎらない．

なったタイミングである．

EMCA とりわけ CA 的な EMCA 研究では当事者の
語りやリフレクションはデータとしないことの方が

掌での接触は精確には軽く叩くという形態のもので
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通常のやり方である．その当事者が当該の研究の共
同研究者であっても同じである．
しかし，実は，我々の研究プロジェクトは，佐藤
の「自分が歩行訓練という活動で何をやっているの
かを知りたい」という希望から出発したという経緯
がある．その中で，視覚障害者であり共同研究者で
あるところの佐藤の語りやリフレクションが，研究
に直接に反映されないことに我々は常々疑問を持っ
てきた．
本発表のやり方が，この問題に対する解の，唯一
の，また，充分に適切なものであるとは考えていな
いが，解のためのはじめの一歩となることを望んで
いる．
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性格特性を用いた顔の観察行動の予測モデル
Predicting how people look at others’ faces using personality traits
徐 貺哲†，松香 敏彦‡

Kuangzhe Xu, Toshihiko Matsuka
†

千葉大学大学院，‡千葉大学
Graduate School of Chiba University, Chiba University
jo@chiba-u.jp

Abstract

行動を引き起こすといった仮説を検証した。本研究

Previous studies on impression rating on faces have shown
that impression ratings are strongly influenced by raters’
observational behaviors. However, these studies left a
possibility that characteristic features of faces attracted
observers’ attention, i.e., the direction of cause and effect is
opposite to what was claimed in those studies. The present
study examined the sources of individual differences in
observational behaviors other than features of faces. The
results showed that observers’ personality traits significantly
influenced where and how long raters observed particular
areas of faces.
Keywords ― personality attribute to face, eye-tracking,
Bayesian modeling

1.

は、顔の特徴の影響をモデルに反映した上で、観察者
の性格特性による観察行動の予測モデルの検討を試み
た。

2.

実験

目的：顔の印象評定を行う際の顔への観察行動はそ
の観察者の性格特性を予測できるかを検討した。
実験参加者：千葉大学生 34 名が実験に参加した。
刺激：無表情、正面直視の男女 25 名のモノクロ顔写
真 50 枚を使用した。
印象評定項目：性格特性の５因子モデルの因子であ
る、
「協調性」
、
「勤勉性」
、
「外向性」
、
「神経質性」と「開

はじめに

放性」を顔の印象評定項目として用いた。

顔の印象に関する従来の研究では、顔の各部位の特
徴や全体の構成など、顔の印象における顔の特性の影

手続き：各セッションは無作為に提示された質問項

響について重点に検討されて来た。しかし、顔の印象

目から始まり、そして 1 秒間の注視記号「＋」が呈示

は印象評定者の特性の影響もあるといった仮説のもと

された後、ランダムに選出された顔刺激が３秒間呈示

徐・松香[1] がおこなった研究では、特定の顔の部位

された。刺激の呈示後、１つの印象項目について７段階

をどの程度観察するかといった観察行動が、形成され

の評定を求めた。
実験は全部50セッションで構成され、

る印象に影響を与えることが示された。徐らは、顔写

印象評定課題終了後、実験参加者の性格特性を日本語

真の効果と参加者の効果を変動効果とし、印象評定を

版 Ten Item Personality Inventory(TIPI)を用いて測定した。

観察行動で予測する一般化線形混合モデルを用いて分

分析手法：観察行動はゼロ過剰ポアソン分布(Zero-

析をおこなった。徐らのデータおよび分析方法では、

inflated Poisson model, ZIP)に従うことにし、階層的

「特徴的な顔の部位が特定の観察行動を導くことによ

ベイズモデルを構築して分析を行った。
ゼロ過剰ポアソン分布は式１に示したように、特定

って生じた観察行動と印象の関係」
、つまり見かけ上
の関係性の可能性を排除できていない。そこで、本研

の部位（額、眉、眉間、眼、鼻、口）を「見た・見てい

究では観察の対象となっている顔やその部位以外に、

ない」の２項を判断するベルヌーイ分布で、それらの部

観察行動に影響する要因を検討した。具体的には、

位をみた頻度を扱うポアソン分布で表したモデルであ

Little ら[2]が示した顔の印象評定における観察者の性

る。

格特性の効果を踏まえ、異なる性格特性が異なる観察
Υ" ~𝑍𝐼𝑃(𝑞" , 𝜆" )
𝑍𝐼𝑃(Υ" |𝑞" , 𝜆" ) = .

𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(0|𝑞" ) + 𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(1|𝑞" ) × 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝑦" = 0|𝜆" ), 𝑖𝑓 𝑦" = 0
𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(1|𝑞" ) × 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝑦" |𝜆" ), 𝑖𝑓 𝑦" ≥ 1
HIJC
L"M
log𝜆" = 𝑏A(") + ∑DCEF 𝑏C 𝑃"C + 𝑟G(")
+ 𝑟K(")
HIJC

L"M

logq" = 𝑏A(") + ∑DCEF 𝑏C 𝑃"C + 𝑟G(") + 𝑟K(")
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結果
表１.観察行動を有意に影響する性格特性（MCMC の結果）
印象項⽬

観察部位

性格特性

平均

額

外向性

-1.8998

神経質性

-0.5843

開放性

-0.3392

⼝

神経質性

-0.4170

額

外向性

-0.9813

協調性

-0.6570

外向性

-1.3422

勤勉性

-1.19893

神経質性

-0.4419

外向性

0.5570

勤勉性

0.2914

⼝

神経質性

-0.8013

額

外向性

-2.5974

⽬

神経質性

-0.5846

勤勉性

0.2902

神経質性

-0.4498

神経質性

-0.6604

開放性

-0.4207

外向性

-1.9409

神経質性

-1.3827

眉

外向性

-2.4406

格特性によって観察行動を予測できるこが示された。

⼝

神経質性

-0.7870

さらに、この結果と先行研究の知見に合わせ、観察者の

額

外向性

-0.8749

眉

外向性

-1.0541

⽬

神経質性

-0.6616

外向性

0.4551

勤勉性

0.3349

神経質性

-0.5756

開放性

-0.7689

協調性

⽬

図 1. 印象評定（協調性、勤勉性、外向性、神経質性、開放性）ごとに
観察者の視線分布ヒートマッ

視線分布：図１は観察者の印象評定項目ごとの視線
分布を示すヒートマップである。全印象評定に対して、

眉

目と鼻に着目さる割合が高かった。
分析結果：刺激写真の効果の事後分布を確認したと

勤勉性

ころ、全体（50 刺激×6 部位）の内、約 17%に有意

⽬

（95%HDI が 0 を含まない）な効果がみられた。これ
らは、
「特徴的」な部位であり、特定の観察行動を導く

⿐

と考えられる。これらの特徴的な部位の効果を踏まえ
た上で、各印象評定項目において、性格特性が観察行動
を有意に影響していることが示された（表１）
。
例えば：刺激写真の協調性を評価する際に、実験参加
者の神経質傾向が高いほど目と口周りに着目しない傾
向が示され、外向性が高いほど額に、開放性が高いほど
外向性

目に着目しない傾向が示しされた。

4.

考察

⿐

⼝

本研究は、徐ら[1]と Little ら[2]の知見を踏まえ、
顔の印象評定時の観察行動の差異を、観察者自身の性
額

格特性によって説明てできるか否かを検証した。特徴

神経質性

的な顔の部位は特定の観察行動を導く可能性を考慮し
たモデルを用いて分析をおこなった結果、観察者の性

性格特性は観察行動に影響し、その影響された観察行
動が対象となる顔の印象に影響する可能性が考えられ、
今後更なる研究の必要性が示された。

開放性
⿐

参考文献
[1] 徐貺哲・松香敏彦（2016）. 視線追跡を用いた顔への注意
と対人印象の関係の検討. 日本顔学会誌 16 (2), 45-53.
[2] Little AC, Perrett DI. (2007 ). Using composite images to assess
accuracy in personality attribution to faces. British Journal of
Psychology. 2007 98. 111-26.

⼝

＊ベルヌーイ分布効果を省略し、ポアソン分布の効果のみ提
示する。MCMC サンプリングの HDI 区間を省略し、サンプ
ルの平均値のみ提示する。
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井山裕太氏の研究
Research on Yuuta Iyama
伊藤 毅志†
Takeshi Ito
†

電気通信大学
The University of Electro-Communications
taito@mbc.nifty.com

Abstract
This research is an interview with Mr. Yuuta Igawa who is a
top-player of Go and analyzing the content that he said about
himself in the first person viewpoint. It was also confirmed
that he is a player with high self-analysis ability and can talk
his thought objectively. The verbal data shows the difference
between Go and Shogi and the common point as a top player.
Keywords ― first person viewpoint, interview, verbal
protocol data

本稿では、このインタビューを通して、囲碁の第一
人者の思考について考察し、羽生氏との共通点、相
違点を比較することで、ゲームとしての将棋と囲碁
の違いや第一人者に共通に見られる傾向についても
考察していく。

2.

将棋と囲碁の類似点と相違点

将棋も囲碁も、情報学的に見ると同じ「二人完全

1.

情報確定ゼロ和ゲーム」に分類される。

はじめに

本研究は、囲碁の第一人者である井山裕太氏が自

これらのゲームには、幾つかの共通点がある。例

身について語った発話に対して、筆者が分析して議

えば、
「ゲーム木という形でゲームの問題解決空間が

論していくものである。本研究に先立って、筆者は、

表現できること」
「有限ゲームであれば、必勝法（先

将棋界の第一人者である羽生善治氏に同様にインタ

手必勝か、後手必勝か、引き分けか）が存在するこ

ビューを通して、本人が一人称視点で語った内容に

と」などである。ゲームの構造としては、非常に類

基づき、思考過程や学習過程について議論した研究

似しているが、プレイを行う上での認知的な違いに

を行っている[1]。本研究は、ゲームとして異なる囲

ついては、違いがあることが指摘されている。

碁を題材として、インタビューに基づいて第一人者

伊藤ら、高橋らは、それぞれ将棋、囲碁を題材に
した次の一手課題を用いた発話プロトコルと視線計

視点で語られた発話を対象にした研究である。

一般に多数の対象に対して心理実験課題を課して、 測を行った[3][4]。
統計的な分析を行うことで客観性を担保する手法が
あるが、統計的な平均化によって、第一人者だけが
持ちうる個別の事例が消失してしまったり、特定の
人間だけが持つ重要な特性が不明瞭になってしまっ
たりする危険性もある。あるゲームの第一人者が、
そのゲームに与えている影響力は計り知れない。そ
ういう意味で、将棋界の羽生善治氏、囲碁界の井山
裕太氏はいずれも全タイトル七冠制覇という前人未

△アマチュア級位者

到の結果を残している当代の第一人者である。孤高
の一人の対象を、当該の分野の研究者が一定の信頼
関係を築いた上で、その思考過程について語ってい
ただくことに、この一人称研究における突出したプ
レイヤの思考研究についての意義があると考えてい
る[2]。
筆者は、今回幸いにも、以前将棋の羽生善治氏に
対して行なったインタビューとほぼ同様の内容につ
いて井山裕太氏にインタビューを行う幸運を得た。
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△プロ棋士
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図 1 将棋の次の一手問題解決時における視線の動き

である。ディープニューラルネットワーク（DNN）

その結果、将棋では図１のように熟達者ほど思考

の手法の出現によって、DNN によって局面の評価

時に視線の動きが狭くなるのに対して、囲碁では図

を学習しようという動きがあるが、ベースとなって

２に見るように熟達者ほど盤面全体を広く見ること

いるのは、モンテカルロアプローチである。

がわかってきた。

羽生善治氏と井山裕太氏に何らかの認知的な違い
が現れるとすれば、対象としているゲームとしての
違いが反映されている可能性がある。

3.

井山氏へのインタビュー

インタビューは、2017 年 8 月 10 日に日本棋院で
インタビュアーである筆者とマンツーマンで行われ
た。本研究の趣旨をよく説明し、羽生善治氏に行っ
たインタビューと同様の内容について質問すること
を伝えた上で、インタビューに入った。インタビュ
ー前の説明や雑談を含めて、1 時間半弱のインタビ
ューであった。

△アマチュア中級者

インタビューで伺ったことは、大きく分けて以下
４つの内容である。それぞれについて、発話例を交
えて考察する。
○子供の頃の学習について
○成長につれての学習の変化
○どう考えて次の一手を選択するか
○囲碁というゲームをどう捉えるか
3.1 子供の頃の学習について
“Q”は、インタビュアー（著者）の質問を、
“Ｉ”
は、井山氏の発話をそれぞれ表すものとする。イン

△プロ棋士

図 2 囲碁の次の一手問題解決時における視線の動き

タビューについては、読みやすいように若干表現を
変えている部分もあるが、Ｉは、極力発話の生デー

この違いについて、伊藤らは局面の記憶実験や発

タをなるべくそのまま表記する。

話プロトコル分析の結果を交えて、以下のように考
察している。将棋では熟達すると盤面を見た瞬間に
局面全体を認識することが可能であり、思考すると
きには、頭の中で先の局面を考えているために、視
線をあまり使わなくなるのに対して、囲碁では熟達
するほど石と石の位置関係が生み出す意味（石の厚
みや強さなどの抽象的概念）を理解できるようにな
るため、盤面を広く見るようになると考えられる。
ゲーム AＩの分野でも、コンピュータ将棋とコン
ピュータ囲碁のアプローチには違いがある。将棋は、
局面評価関数を用いたミニマックス探索が主流であ
るのに対して、囲碁では、局面認識をコンピュータ
に行わせることが困難であったため、モンテカルロ
法によって勝率という形で局面を評価するのが主流
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Ｑ：まず、どのように囲碁を覚えられたのかを教え
ていただけますか？
Ｉ：そうですね。父が、当時勤めていた会社の人と、
囲碁でも始めようかという形になったみたいで、そ
れで、自宅に父の相手をする者がいなかったので、
テレビゲームを買ってきまして、囲碁のゲームです
ね、それを買ってきて父が遊んでいるのを横で見て
いて興味を覚えたっていうのが一番最初のきっかけ
ですね。それで、そのゲームで遊んでいるうちに、
遊ぶというか、まぁホントに当時のゲームですから、
ホント初心者レベルだったですけど、ゲーム自体も、
向こうも。で、やってるうちに、なんとなくですけ
ど、そのルールとか、ま、着手禁止点というか、囲
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碁では少ないですけれども、まれにありますけど、
そういうところに打つと、打とうとするとブザーが
鳴ったり、そういうようなことで、ま、こういうこ
となのかなっていうことで、少しずつ覚えていった
という感じだと思います、はい。
＜＜中略＞＞
Ｑ：それは大体、何歳ぐらいのことですか。
Ｉ：それは、５歳。年中の年ですね。
＜＜中略＞＞
Ｑ：コンピュータから教わったっていうのは、わり
と稀有なケースかなというか、井山先生ぐらいの世
代としては…
Ｉ：そうですね、特に、当時では珍しかったと思い
ますね。今でこそ、ゲームとかネットとかで、そう
いうところで、囲碁に触れる機会は増えたと思いま
すけど、当時はなかなか、そういう人は珍しかった
と思います。
＜＜中略＞＞
Ｑ：幼稚園の頃、覚えられたということで、子供の
頃は、どんな風に打っていたんですか。
Ｉ：そうですね。完全にその…趣味、当然ですけど
趣味としてやっていたので、対局することはもう、
もちろん大好きでしたけれども、それ以外、例えば、
よくある詰碁であったりとか、棋譜を並べるであっ
たりとかっていう勉強は、もうホントに嫌いで、ほ
とんどやったことがなかったような。
Ｑ：実戦ばっかり。
Ｉ：そうですね。とにかく、当時、今ほどではない
ですけど、今で言うネット碁のような、インターネ
ットを使っての、ま、自宅にいても、こう色んな人
と対局出来たり、っていうことを、ものを使ったり、
あとは祖父が好きだったという話をしましたけど、
祖父に教わるなり、祖父がよく行く碁会所に連れて
ってもらったり、とにかく対局でしたね。それで、
あと、６歳、碁を始めて１年ぐらいの時に、あの、
テレビの番組で師匠と出会いまして、それ以降はも
う、師匠にホントにたくさん教わりましたので、ま、
それが、とにかくそれが全てという感じだと思いま
す。
＜＜中略＞＞
Ｑ：実戦ばかりだったというのはわかりましたが、
それは、ひたすら打つだけなのか、打った後に何か
反省とか振り返りのようなものはありましたか。
Ｉ：そうですね。それをするようになったというか、
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できるようになったのは、結構後かなという気がし
ています。あのー、自分でホントに考えるようにな
ったのは、結構、例えば院生、プロを目指すように
なったぐらいからかもしれませんね。だから、本来
でしたら、もっと早くそういうことであったり、詰
め、そういうね、勉強であったりっていう、する人
が多いと思うんですけれども、とにかく打って。た
だ師匠に教わった時は、師匠から、打って頂いた後
に講評をを頂くわけですけれども、それを聞いて、
師匠がおっしゃってることを、理解しようとは自分
なりに、そういうことはしていたかなとは思います
が、はい。
Ｑ：ご著書の中にも書かれていましたけど、ホント
に自由に打たれてたのかなっていう風に思うんです
が。
Ｉ：そうですね、はい。
Ｑ：なんか定石とか、手筋とか、そういうのは、ど
うやって覚えられた、やっぱり実戦の中での勉強で
すか。
Ｉ：そうですね、一番は、そこだと思いますけれど
も。
Ｑ：誰かがこう、手取り足取り、ここはこうだよと
いうように、碁会所で教えてくれる人がいたとか、
そういうことはないですか。
Ｉ：そういう感じではなかったような。ただ、ま、
そうですね、祖父は結構、アマチュアでは、そこそ
こ打てましたので、祖父に教わる時は、一応そんな
感じですね。祖父から学んだこととかっていうのは
多い気がしますけれども、はい。
＜＜中略＞＞
Ｑ：布石手順とか。
Ｉ：そうですね。普通は、そういうことをね、役か
ら入っていったりすることも多いと思うんですけど、
師匠からはあんまり、定石覚えなさいって言われた
記憶が全然なくって、あのま、ホントに、自分なり
に考えてというか、自分でやりたいように打ってい
たし、そういう風にさせて頂いてたっていう感じで
しょうか。
井山氏は、5 歳という大変若い頃に囲碁に出会い、
その後、
「父親がコンピュータと打っているのを見な
がら、自然とルールを覚えた」と語っている。また、
学習としては、定石のような手順の知識を教わると
いう形ではなく、実戦を通して自由に打つことから
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学んでいたことが見て取れる。
囲碁に限らず、将棋でも若い頃からそのゲームに
慣れ親しんだプレイヤの特徴として、書籍や定石の
ような知識から学ぶのではなく、多くの実戦から学
ぶ形式が多い傾向がある。この実戦の経験が後の「感
覚」や「大局観」の形成に大きな影響を与えている
ことが推察される。
3.2 成長につれての学習の変化

Ｑ：子供の頃から院生の頃、それから現在につれて、
学習法の変化みたいなことはありますか。
Ｉ：そうですね、先程、申し上げたように、院生に
なってからは、やはりプロを目指すわけですから、
流石にそれまでのように、ただ楽しくてやってるだ
けではいけないので、やはり少しは、まぁ勉強とい
うか、そういうものをするようになったと思うんで
すけど、それでも全然時間は短かったと思うんです
が。確かに、当時は、やはり詰碁ですね。あの、や
はり、先を読む力というのは、やはり子供の時にや
るのと、例えば今、私が一生懸命やるのとでは、身
になっていくものが全然違うと思うので、やっぱり
当時、特に詰碁とかそういう部分っていうのは、小
さい時なり若い時にっていうのは、よく言われるこ
とで、特に院生の頃は、院生の師範の先生なんかか
らも言われたんですけど、実力のわりに、読む力と
か詰碁の力とかが全く伴ってないっていうことを言
われて、で、まぁ、実際に全然やってなかったので、
それから、院生の期間は特に、詰碁を重点的にやっ
ていましたね。
それで、まぁ、あと、特別なことをやっているわけ
ではないと思うんですけど、プロの先生の棋譜を並
べたり、一番時間を割いていたのは、詰碁と、あと
自分が打った対局の、やはり反省というんですかね、
こう、それをやるようになったのは院生時代からで
すね。あと、それは、師匠との、何て言うんでしょ
う、普通はね結構、師匠のご自宅に通ってとか、内
弟子になってとか、特に昔はそういう教わり方が主
流でしたけど、私の師匠の場合は、自宅がかなり離
れてましたので、院生で対局したものを棋譜につけ
て、自分なりにまぁ、反省、こう思ったとことか、
先生への質問などを書いて、郵送して、それをまた
先生に赤ペン先生のような感じで、送り返してもら
うという。
Ｑ：本を読んでると、すごく先生が手取り足取りっ
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ていう感じが。
Ｉ：ホントにそれが、ホント先生が大変だっただろ
うなと思うんですけど、ま、先生も、電話でもでき
るところを、敢えてそういう風にして頂いて、ただ
そのやり方が、やっぱり一度、先生に見て頂くわけ
ですから、その、自分なりこう、もう一度考えて、
反省してっていう、そういう習慣というか、癖がつ
いた大きなきっかけだったかなと思うんですね。そ
れが非常によかったんじゃないかなと思いますね。
Ｑ：反芻するっていうのは、具体的にどんなところ
が改善されるんでしょうね。
Ｉ：あー、そうですね、やはりまぁ、まずはその、
当然ですけど、囲碁を打ってるとよくミスもするわ
けですね。で、まぁ、特に負けた時なんかは、何か
自分がまずいことをやったから負けてるわけで、そ
こを、ま、まず、何故負けたかということを、何が
まずかったかということを自分なりに考えるってい
うことは、やはり、例えば、ミスをした時でも、そ
れを次に、同じようなミスをなるべくしない為にや
るというところもあると思いますし。
Ｑ：それはやっぱり、反芻することによって、何か
気付きがあるわけですか。
Ｉ：そうですね。やっぱり対局中というのは結構、
当然ですけどやっぱり、勝負がかかっていますので、
こう、どうしても勝ちたいとか、負けたくないとか
そういう心理的な要素が結構こう、どうしても入っ
てくることが多くて、やっぱり対局を終えてからの
方が、何て言うんですかね、また違った目線でとい
うか、そういうことを抜きにして冷静に判断出来る
ことが多いような気がするので、そこで改めて、考
えてみるというのはやはり、意味のあることではな
いかなとは思いますね。
Ｑ：特に、プロになって今、六冠という状況（取材
当時六冠）の中で、何か変わってきて、最近こうい
うことに気をつけて学習しようとかいうようなこと
は何かありますか。
Ｉ：そうですね、その詰碁であるとか、棋譜を並べ
るであるとか、対局するであるとか、勉強方法とし
ては、そんなに変わったものはないんですけど、当
時と。うーん、そうですね、現在は、どうですかね。
Ｑ：今、ちなみに囲碁の勉強ではどんなことをされ
ているのですか。
Ｉ：そうですね、ホントに特別なことはやっていな
くて、詰碁で、特に今でいうと海外の棋譜、海外の
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人が非常に強いので、海外の棋士の棋譜をやったり、
もしくは、今、ＡＩですね、やっぱりＡＩのやって
いることを、私に限らずですけど、今、棋士達がこ
う、必死に理解しようとしているという、そういう
状況ですから、そういうところを考えたり、ま、あ
とは、実戦もそうですけども、ま、特に最近はＡＩ
の影響で、やっぱり碁がちょっと変わってきている
という風に自分も感じていますし、その辺りも含め
て、もっと色んな考え方はないかとか、色んな手は
ないかとか、そういうことを考えていることが結構
多い気がしますね、はい。
例題２：黒番
成長するにつれて「実戦」から「知識」へという

図３ 次の一手問題２題

変化が見られる。また、実戦を支える技術を支える
方法として「詰碁」と「棋譜並べ」を挙げている。

自身の思考過程について客観的に考えてもらうた

さらに、井山氏と師匠との若い頃からの指導を受け

めに、最初に図３のような２つの囲碁の次の一手問

ていた様子がわかる。そこで、師匠が近くに居なか

題例を見せて、考えてもらうことにした。インタビ

ったために行われていた指導として、
「棋譜と対局の

ューはそこからスタートする。

反省を送り、添削してもらう」という特殊な指導法
があったことに言及している。棋譜から反省するこ
とを学んだことが、井山氏の学習方法を支えている
可能性が見られた。羽生氏も「失敗からの学習」の
重要性を説いており、ある意味共通点が見られる。
また、発話の内容を見ると、
「何をしてきたのか」
という事実を述べる発話が多い。羽生氏へのインタ
ビューでも若い頃のインタビューでは、自身を客観
的に眺めて「何をしてきたのか」という発話の割合
が多かった。歳を重ねると話している内容は同じで
も「その結果何を学んだのか」
「だから学習とはこう
あるべき」というような学習観へと昇華されていた。
井山氏も年齢を追うごとに独自の学習観へと昇華さ
れるのかは調べてみたい点である。
3.3 どう考えて次の一手を選択するか

例題１：黒番
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Ｑ：思考について、話を移していきたいと思います。
具体的な囲碁の盤面をお見せしますので、ちょっと
次の一手を考えて、その考えている過程をしゃべっ
て頂きたいんですけども、ま、なかなか慣れないの
で難しいかとは思いますが、お願いします。
Ｉ：はい、やってみます。
Ｑ：こんな感じの問題です。
（図３を提示）
Ｉ：はい。
Ｑ：今、ここを打ったところですね。
Ｉ：なるほど。そうですね。ま、まずは、やっぱり
パッと見た時には、今どういう状況なのかというこ
とですよね。判断して、そうですね。ま、次の一手
…そうですね。やはり、今はこの、こちらに打った
ところの、この周辺でなんとなく戦いが起こってる
のかな、という感じなので、やはりまず目が行くの
がこの周辺ですよね。で、あとは、そうですね、周
りの状況を見て、少し自分なりに読むというか、先
を想定して選ぶという感じですけれども、うーん、
そうですね、こういう風に見せられるのと、あと例
えば、一手目から手順で追うのと、全く違う気がし
ますね。だから私なんかは結構その、自分の感じで
はですね、結構その、手の流れとかで判断してるこ
とが結構多い気がするので、こういう風に見せられ
ると、結構正確な形勢判断であったり、っていうの
は結構、手順を知っているかどうかで変わってくる、
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ま、正しくなるかどうかは別としてですね。で、そ
うですね。
ま、次に、白にこちらに打たれますと、この一目
が取られそうなので、そこをそうですね。ここを打
たれるとそうですね。ですので、パッと見はやはり、
その一目を取られないように例えばつなぐとか、も
しくは逆に、こちら方面、この一目、白ですね。そ
うですね。狙いに行くか、そういう手をまず考えそ
うですね。パッと見は、こちらに打ってみたいかな
というぐらいですね、はい。
Ｑ：ちなみにこれ、形勢とかはどう判断されますか。
Ｉ：そうですね、ま、やはりここまでくるとまず、
囲碁というのはね、陣地が多い方が勝ちですので、
ま、まずは陣地がどちらが多いかですけれども。そ
うですね、白の陣地っぽいのが、この辺り、そして
この辺のあたりで、この辺りですね。ま、その３カ
所ぐらい、大体、ま、目に見える、４０目ぐらいで
しょうか、大体白地がですね。それで、白地の方が
結構確定している感じ、こちらもそんなに変わりそ
うもない…黒の方がまだ少し、黒の陣地はこの辺り、
この辺り、この辺り、ここに少し、ここはそんなに
変わる、もう変わることはなさそうですけれども、
微妙にこの辺りとかこの辺りとか、ま、この辺りと
か、まだ少し不確定要素があって、そこはだから、
そうですね、人によってこう、判断の仕方が違うと
思いますね。私ですとまぁ、今、現局面は目に見え
るうちは、少し白がリードしているかなというよう
に、もちろんコミがありますので、そういう気がす
るので、あと黒としては、まだこの白、こちらの白、
もしくはこの辺りの白ですね、少しまだ完璧とは言
えないので、その辺りを攻めを見ながら、どれだけ
ポイントをあげられるかという、そういう局面かな
と、そういう状況かなと思います、はい。形勢、ど
うなんでしょうね。そうですね、やっぱり、今、非
常に勝負どころという感じはしますね。ま、これ以
降は、先に少し地は先行されていますけど、黒の方
にこう、攻める楽しみというか、得できる楽しみは
黒の方に多い気がするので、ま、そうですね、わか
らないですけど、黒をもって打ってみたいかな、と
いう感じはします、はい。
＜＜中略＞＞
Ｉ：やはりまぁ、囲碁というのは陣地が多い方がい
いんですけれども、一番まず考えられるのは、その
石の強弱というか、どちらが強いか弱いか、そして、
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やっぱり弱い石があるか、攻めれる石があるか、そ
ういう中でこう、ただ陣地を囲うのは効率がいいと
は言えなくて、攻めながら得をはかるとか、もしく
は、先程私が示した手なんかは、一応、守りながら
陣地を増やすというか、何か、出来ればこう働いた
というんですかね、そういう手を目指したいという
感覚は、特に人間にはある気がします。ＡＩなんか
が、どういう思考の何て言うんですかね、プロセス
というか、やり方なのかは、またちょっと違うかも
しれませんけれども、はい。
次の一手は、流れで考えるということに言及が見
られる。将棋でも囲碁でもそうであるが、一局面を
見せられて考えるということは実戦とは異なる。そ
のため、次の一手課題は通常の対局時の思考を反映
していないと考えられる。しかし、興味深いのは、
井山氏ほどの棋力の棋士であっても局面の認識に一
定の時間が掛かっているという点である。羽生氏だ
けでなく、将棋のプロ棋士はほぼ一瞬で局面を認識
し、局面評価のための発話が短いのが特徴である。
囲碁の場合は、
「地を計算」⇒「局面評価」という順
で局面の理解が進んでいくことが確認された。これ
は、過去の関連研究で述べた将棋と囲碁のゲームと
しての認知の違いに関連していると思われる。
この辺りについてさらに突っ込んでインタビュー
した結果を以下に示す。

Ｑ：今、もうすでに語り始めていただいていていま
すけれども、どんな風に、例えばああいう途中局面
があった時に、どういう風に次の一手を考えている
のかっていうところを、もう一度詳しくおうかがい
したいのですが。
Ｉ：そうですね、やはりあの、まずはその、一手一
手の流れというのがありますので、なるべくその、
まずは流れにあんまり、何て言うんですか、逆らわ
ずにというか、流れに沿った手から考えていくこと
が多い気がします。それでま、やはり、碁を打って
いる者としては、なるべく前に自分が打った手が役
に立つようにというか、生きてくるように、進めて
いきたいというのがやっぱりある気がしまして、ま
ずはそういう中から、そういうところを中心に考え
て行く。で、あとはですね、ただ、先程のようにパ
ッとその局面だけ切り取って考えるような考え方も、
結構必要かなという風に思う時もあって、あんまり
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こう、特にですね、流れに沿った手を考えるんです
けど、その中で思わしい手が自分の中でないとかっ
ていう時は、一旦そういうものを取り払ってという
か、まぁ、その局面でまずどうするべきかとか、も
ちろんそれは形勢にも関連しているとは思うんです
けれども、そういう風に考えるとまた違ったものが
見えてくる時もあるかなという感じはしていますね。
で、もう一つはその局面で、やはり思わしい手がな
いとか、浮かばないとなると、少しこう、遡って考
えてみるとかですね。そうすると、この局面でこう
いうところが大事なのではないかとか、そういうヒ
ントになることはある気がします。
Ｑ：遡るっていうのは、その局面からちょっと前に
戻るっていうことですか。
Ｉ：そうです。もう一度、状況を見る。
Ｑ：そこからここまでとの差を考えるということで
しょうか。
Ｉ：そうですね。そういう感じもあるような、特に
煮詰まってきた時にはですね、はい。気がします。
Ｑ：これ、ゲームが違うのですけれど、羽生先生と
かは、一局の将棋を線のように考えるっておっしゃ
るんですね。流れで考えるっていう形とすごく似て
ると思うんですけども、一本の線を引くように、こ
う、将棋の流れを考える、みたいなことをおっしゃ
るんですけども、どこか目標地点みたいなものがあ
って、そこから逆算するみたいな考え方っていうの
はあるんですか。
Ｉ：そうですね。どうでしょうか。まぁ、これもね、
人によると思いますけど、自分の場合は、やっぱり
基本的には、もちろん当然、先のことは想像はする
んですけども、まずは、もちろん、その局面、局面
で、どうしていくかという感じで、そうですね、あ
んまりこう、先を考えるという感じでは…
Ｑ：今までのことから積み重ねていって最終的に、
みたいな感じですか。
Ｉ：そうですね、そういう感じの方が近いような、
私は気がしますね、はい。
井山氏も羽生氏と同様に「流れ」で次の一手を考
えていることは示唆されたが、詳細を訊ねると少し
異なる様相が示された。井山氏は、これまでの流れ
の中で次の一手を積み重ねるように考えるのに対し
て、羽生氏は、一局全体の流れの中で次の一手を考
えているようである。これもゲームとしての将棋と
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囲碁の違いが原因にあるのかも知れない。
羽生氏は、
「将棋は候補手の殆どが悪手で良い手が
少ない」と言っているのに対して、井山氏だけでな
く多くの囲碁棋士は、
「良い手が多く、その中で指し
たい手を選ぶ」という

Ｑ：わかりました。ありがとうございます。これも
よく聞かれると思いますけど、どれぐらい先を読み
ますか。
Ｉ：＜＜中略＞＞例えば、直線的に例えば５０手も
６０手も読むということは相当ない気がします。な
ので、ま、直線的には、せいぜい、そうですね、ま、
局面にもよるとしか言いようがないですけど、特に
中盤戦とか石が込みあってきた時なんかは、どうで
すかね、１０手２０手ぐらいをまずは読んでみて、
で、常に判断がつきまとうわけですよね、これがい
いか、あれがいいかっていう。ある程度のところま
でいって、その状況がどうか、そしてまた別の道を
探して、で、ある程度やはり、例えば１０手とか２
０手とか読んでどうかっていう、そういうのを積み
重ねていく、すべてトータルすると、ものすごい数
になってるのかもしれないんですけれども、特にそ
うですね、布石とか、そういう石が込み合っていな
い状況だと結構もう、次、相手がどう来るかもわか
らないという、そういう状況ですので、読むという
よりは、まぁ何て言うんでしょうか、次、こう打っ
て、次、相手がこういう風に来たら、こうやろうか
なっていうぐらいの、ホントに読みという面では少
ない数になってると思いますね、はい。
Ｑ：持ち時間の長い囲碁の場合なんかは、長考され
ることもあると思うんですけど、最大どれぐらい考
えたことがあるですか。
Ｉ：私は多分、１時間ぐらいの長考は結構ある気が
します。２日制の対局ですと。１時間から…
Ｑ：これもよく聞かれると思うですが、１時間ぐら
いもの間、何を考えているでしょうか。
Ｉ：そうですね。必ずしも、その、何て言うんでし
ょうか、すごく難しい選択肢が多い場面とも限らな
くて、私の場合は結構その、決断とか判断に迷って
いるっていう、そういう時間が多い気がしますね。
Ｑ：それは、複数の手が見えていてっていうことで
すか。
Ｉ：そういうこともありますし、むしろ、例えば二
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者択一のような、そういう局面でむしろ結構迷うと
いうか、あんまり多過ぎると自分の好みとか、そう
いうことを選んでしまうことも多いですけど。例え
ば、どっちでも行けそうとか、特にそういう局面、
形勢としてもですね、こっちでも良さそうだけど、
うーん、こっちはちょっと危険っぽいけど、あのー、
自分の中では行けそうだとかですね、そういうよう
な時に、よく迷ってる気がします。だからあんまり、
有意義な時間の使い方とは、自分では思えないって
いうか、言えないんですが。
Ｑ：なんか、打ちたい手を打つとかいうことを書か
れてましたけど、打ちたい手っていうのは、一体、
どういうような手なんですかね。
Ｉ：そうですね。ま、これはやっぱり、自分がこう、
積み重ねてきたことでの中で、その人の感覚ってい
うのは当然あると、感覚的に…論理的に考えてるの
かもしれないですけど、なんとなくこう打ちたいと
かっていうのは、それは私に限らず皆さん、あると
思うんですけども。で、まずはそれを大事にすると
いうか。ただ、やはりそれだけでは、それの積み重
ねでね、いい手ばっかり打てればいいんですけど、
そういうわけにもいかないので、まずその、自分の
感覚的に浮かんだ手を大事にしたいという、そうい
う気持ちはありますけれども、ただ、その中で思わ
しい手がない時は、やはり、そういうこと抜きにし
て、また別の選択肢を探っていくという、そういう
感じでしょうか、はい。
Ｑ：よく大局観とか、そういう言葉を使いますけど
も、自分なりの大局観に従ったような手みたいなこ
とでしょうか。
Ｉ：そうですね、基本的にはそうだと思います。
Ｑ：あと、直観っていうのは、多分、その大局観み
たいなものだと思うんですけども、それと、論理的
な先読みみたいなものと多分、交わってると思うん
ですけど、いろんなことを勘案しながら次の１手を
決めてると思うんですけども、序盤・中盤・終盤で、
そのウェートは変わってくるとは思うんですが。逆
にどういう時に直観を使って、どういう時に論理を
使うのかっていう点を教えていただけますか。
Ｉ：そうですね。やはり答えが結構こう、わかりそ
うな局面とか、例えば、そういうホントに石の攻め
合いであったりとか、寄せの分野であったりですね、
そういうところでは、結構その、ま、論理的にとい
うか、ホントにこう、先を読んで、しっかり判断し
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てっていう、論理的に考える割合が増えるような気
がするんですけれども、やっぱりその、手が広い局
面ですね、選択肢が多い場面、布石であったり、そ
の中盤のその、どういう風に進めていこうかとか、
そういう場面では、ま、読みますけれども、そうい
う直観であったり、そういう感覚的な部分、大局観
的な部分が占める割合が多くなってくる気がします、
はい。
Ｑ：ただこれあのー、子供の頃と今とで、変わって
きたとかいうことはありますか。
Ｉ：そうですね。それは、やっぱりある気がします
ね。子供の頃とか弱い頃とかっていうのは、もうこ
ちら、感覚的な部分が占める割合がものすごく大き
かったような気がします。それで、特に子供の時は
もう、あんまり『読む』という感じは全くなくって、
もう自分がここに打ちたいと思ったら、手が出てし
まってるっていうか、そういう感じで。なのでやは
り、ミスも多いですよね。だから、ただ、ま、基本
的にはその時の、ま、ここに打ちたいっていう感覚
は大事にしたいとは思っているんですけど、やはり、
強くなってきたり、こう、ま、もちろん年齢を重ね
てきたり、色んな経験をしてくると、ミスの怖さで
あったり、色んなことを知ってしまうがゆえにプラ
スの面もあるし、そういう決断がなかなか出来ない
っていう、そういうことはある気がします。
Ｑ：なんか、こう、やっぱり恐れみたいなものが出
てくるってことですかね。
Ｉ：そうですね、はい。経験はまぁ、もちろん、非
常に役立つものだと思いますけど、時にそれが、邪
魔する時もある気がします、はい。
Ｑ：直観的に手が浮かぶ時っていうのは、大体どれ
ぐらいの手が浮かぶんでしょうか。ある局面、パッ
と見た時に、先程のような局面で、２、３手、候補
が挙がってたと思うんですが。
Ｉ：そうですね。でも、ホントに数としてパッと浮
かぶのはその程度だと思いますね。２つ３つぐらい
パッと浮かぶのはそんな感じで、その中から考えて
いくという感じでしょうかね、はい。
Ｑ：それで、考えてみてあんまり良くなかったら、
また別の手を考えるっていう感じですか。
Ｉ：そうですね。もしくは、もっといい手がないか
と探す時に、はい。っていう感じでしょうかね。
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将棋のプロ棋士へのインタビューでも同様の指摘
があった。ゲームは異なるものの、将棋や囲碁のよ
うな合法手の多いゲームでは、経験に基づく直観で
手を絞るという能力が求められることがトップレベ
ルのプレイヤでも確認された。
この直観的思考を支える方法について、さらに掘
り下げてインタビューしてみた。

Ｑ：どういう風に直観的なものが身につくんでしょ
うか。というのと、例えば、読む能力なんかは多分、
詰碁なんかは、一つの鍛える手段じゃないかと思う
んですけど、感覚的な、直観的なものが、どういう
風に磨かれていくのかっていうところについては、
どういう風にお考えですか。
Ｉ：そうですね。ホントにおっしゃったように、感
覚を良くするとか、っていうのは、その為の勉強っ
ていうのは、ホントに、まぁ難しいというか、
＜＜中略＞＞
そうですね。ま、やっぱり自分が意識しているのは、
囲碁というのは、ホントに色んな選択肢が非常に多
いゲームなので、ま、普段から、その、普段の研究
の時からですね、やっぱりこう、もっとこういう手
はないか、こういう手はないかとか、常にこう、そ
ういうことを考えるというか、そういうことは、ま、
それで感覚磨かれているかどうかわからないですけ
ど、色んなことを考えるということは結構やってい
ます。
＜＜中略＞＞
ま、そうですね。それがま、好きという面もあるか
もしれませんけれども、やはり、あんまり、研究が
進んでくるとどうしてもこう、ま、ね、あの同じよ
うな例えば布石になってきたり、囲碁も非常にそう
いうことが多いので、それも素晴らしいんですけど、
ま、出来れば、自分なりのものを打ちたいとか残し
たいという気持ちがどうしてもあるので、ま、そう
いうことも含めて、普段から色々考えることは、ま
ぁ、役立っているのかな、というぐらいで、ま、ホ
ントにそういうことの積み重ね…
3.4 囲碁というゲームをどう捉えるか
最後に井山氏が考える囲碁観について問う質問を
投げかけた。

Ｑ：井山先生にとって、ゲームとして囲碁っていう
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のは、どういうようなゲームだと思いますか、一言
で言うと。一言で言うの、難しいですよね。
Ｉ：難しいですけれども。そうですね、ま、ホント
に自分を、自己表現っていうか、自分を表現してい
く、するゲームだなとは思うんですけれども、うー
ん、ま、そうですね。
Ｑ：それは、井山先生が一方的に思ってるのか、あ
るいは、相手もきっとそうだろうということを想像
できるのか、そこら辺はどうなんですか。
Ｉ：ま、やっぱりでも、両者というか、そういう面
はあるような気はするんですけども、もちろんそれ
だけではないですけれども、そうですね。特に人間
同士ですと、そういう面が非常に強いゲームかなと
いう風には思いますね。まぁただ、二人で作り上げ
ていくという感じもある気はするんですけども、そ
の一局の碁を。やはりそれは、勝負が絡んでなけれ
ばね、もう、美しいものを作り上げていくとかって
いうのもあるでしょうけど、やはり勝負が絡むと、
当然絡むので、やっぱり相手の意図を外し合ったり、
そういう面も非常に多い気がするので、だから、自
己表現でもあるんですけど、相手のいいようにさせ
ないというか、そういう面が結構、そういうゲーム
かなという気も、はい。
Ｑ：ゲームとして、何が一番大事で、どうすると勝
てるっていう。
Ｉ：そうですね、やっぱり、非常に大事な要素とし
ては、常に全体を見るというか、その状況をできれ
ば正しく判断するというか、それが出来ている人は、
やっぱり強い人だいう風には思います。もちろんそ
こから、正しい状況がわかっていないと、やはり正
しい手も選択できない気がするので、いかにその状
況をしっかり判断するか、捉えるかっていう力が一
番問われるんじゃないかと。
Ｑ：ちょっと、突っ込みますけど、状況を判断する
っていうのは、何を判断するんですか。
Ｉ：そうですね、もちろん目に見える陣地の数って
いうのも、もちろんあるんですけど、そういうこと
よりも、やはりそうですね、まず例えば、先程のよ
うに局面を見た時に、まず、この局面で何が大事か
というか、どこが大事かとかっていうことを判断、
判断というか、考える、考えるっていうかちゃんと
捉えるというか。で、何をしていくべきかとかです
ね、この局面は。何が大事なのか、何が求められる
のかという、そういうところを判断するというか、
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捉える力というのは、非常に大事かなとは思います。
井山氏は、
「囲碁は自己表現をするゲーム」と説明
した。これは、羽生氏が「剣豪の間合い」という表
現をしていることとはだいぶ異なる視点である。将
棋は、相手のミスに付け込んで間合いをはかるゲー
ムであるのに対して、囲碁は、お互いが碁盤という
キャンパスに自己表現をしあって、それを競ってい
るようなイメージかと思う。
前節で、井山氏は「積み重ね」という表現を使っ
ているが、一手一手を積み重ね、一つの作品を作っ
ていくようなイメージなのかも知れない。碁石は、
相手に取られない限り、その場に残り続けるのに対
して、将棋は、一手指すごとに局面は違う顔を見せ
る。ゲームの違いが、お互いのゲームに対する世界
観を違うものにさせていると言える。

Ｉ：そうですね。だから、ただ、その神ではないア
ルファ碁と今、何子かとかっていう話題もよく出る
んですけど、結構、棋士の中で多いのは、２子とか、
３子置けば自信があるかなとか、そういう意見が結
構多いんですよね。自分も、自分としてはまぁ、２
子、アルファ碁でしたら２子置けば、まぁ、勝てる
と思いたいという、希望も含めてですね、それはそ
ういう風に思うんですけど、神様となると、ま、３
子かなという気がしてます、はい。
Ｑ：これも実は、井山先生だけじゃなくて、色んな
プロの先生にお話、聞いて、王銘エン先生はすごく
面白くて、何子置いても勝てる気がしないとおっし
ゃっています。そんなとんでもない。何もわかって
ないに等しいとかっていう。
Ｉ：それは確かに。その感覚は、すごくわかります、
はい。実際、そうかもしれません。

また、局面を正しく認識する能力の重要性につい
ても述べている。これは一方で囲碁というゲームで

羽生氏に同様の質問をしたところ、
「角落ち」と明

局面を正しく認識することが難しいことを意味して

確に答えられた。井山氏の「３子」というのは、か

いるとも考えられ、興味深い。

なり似通った判断かも知れない。しかし、王銘エン

最後に、以下の質問を投げかけてみた。

九段の「何子置いても勝てる気がしない」という意
見にも理解を示しており、囲碁が将棋に比べ人智を

Ｑ：これも、聞かれることがあるかもしれないです
けど、囲碁の神様とプレイするとして、何子ぐらい
置けば、いい勝負だと思いますか。
Ｉ：そうですね、これはですね、やはりＡＩの出現
によって、まずその、昔の藤沢秀行先生が、例えば
囲碁が１００あるとして、神様が１００だとして自
分はせいぜい５か６だとか、３か４、色んな説、あ
りますけど、ホントそのくらいしかわかっていない。
それは、全然謙遜ではないと思いますね。自分も、
ホントに一局を通じて、絶対にこの手が正しかった
という風に自信を持って打てる手っていうのは、ほ
とんどなくて、そういう意味では、何もわかってい
ないに近いのかなと思うことも多いので、だから、
そうですね、そう考えると、
＜＜中略＞＞
Ｉ：そうですね。そうですね。はい。ホントにまぁ、
正直、あんまり想像もできない…ここが…。神様１
００がですね、どこまであるのかっていうのが、Ａ
Ｉ、例えばアルファ碁が、どこまでわかっているか。
明らかに今は、正直言うと人間よりわかっているの
は間違いないと思うんですね。
＜＜中略＞＞
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かなり上回るゲームである可能性を示唆している。

4.

おわりに

本報告では、井山氏の発話データを中心にトップ
プロ棋士の思考を調べてきた。井山氏の発言から、
将棋と囲碁のゲームとしての違い、認知的な違い、
またゲームを極めるプレイヤとしての共通点が見え
てきた。先行研究のように、経年に伴う違いについ
て、井山氏に１０年後に、またインタビューを行っ
てみたい。
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Abstract

1.1

即興演劇とは文字通り, 即興的に演劇を行う芸

芸術における即興性に関する研究は, 2016 年に The

術行為のことである. 事前の話し合いや決められた

Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies

セリフはなく, どんな役柄を演じるのか, どんなス

が発行されるなど, 音楽・ダンス・演劇などのジャンル

トーリーになるのか, 共演者がどんなアイデアを持

を対象としてさまざまに行われている（Lewis &

ち, 自分に対してどのようなアプローチを仕掛けて

Piekut, 2016）. 認知科学においても, 即興的な創造

くるかは全く分からない. この制約によって, 俳優

活動に関する検討によって（e.g., 清水・岡田, 2013 ;

は共演者の振る舞いから「予期的気づき」を起こし,

Moorman & Miner, 1998 ; Pressing, 1984）即興の熟

自分の行動やアイデアを編集しながら表現する必要

達者が持つ高度な認知スキルが明らかになってきた.

がある. しかもこれらのやりとりは, 登場人物を演

例えば joint improvisation に関する研究では, 即興演

じながら, 観客に気がつかれないように遂行しなく

劇のトレーニングに使われるミラーゲームを基に作成

てはならない.

したカスタム・ディバイスによる実験室実験によって,

即興的な創造活動に関する研究

本研究では, 一般向けに上演された即興劇ライ

即興の熟達者は, リーダーの役割を決めなくても, Co

ブの様子を撮影したビデオ映像から抽出した視線行

リーダーシップを発揮して, 同調性の高いパフォーマ

動と内省インタビューから得た発話データによって,

ンスを実行することが分かっている（Noy, Dekel, &

劇が始まる前から,

Alon, 2011）.

で

最初のセリフが発せられるま

劇を終わらせるところの２つの局面における,

俳優の視線行動とセリフのタイミングの関係性を調

1.2

査して, 劇創作のために俳優たちが行っている非言

本研究では, 芸術活動の「演劇」に着目して, 即興的

語コミュニケーションの様子を検討した. その結果,

に演劇を創作するときの認知活動に関する検討をおこ

俳優たちは観客に気がつかれないように, 相手のサ

なう. 即興演劇とは, 即興的に演劇をおこなう芸術行

インを読み取り, 劇世界のフレームを構成している

為のことである. 事前の話し合いや決められたセリフ

ことが明らかになった.

はなく, どんな役柄を演じるのか,どのような動きやス

即興演劇に関する先行研究

トーリーになるのか, 共演者がどんなアイデアを持ち,
Keywords ― 即興性, 即興演劇, Improvisation, 予

自分に対してどのようなアプローチを仕掛けてくるの

期的気づき, 非言語コミュニケーション

かまったく分からない. このような「どうなるのか分か
らない」という未知の状態から, 観客の目前で劇をスタ

1. 序 論

ートさせて1, でたらめではなく, 一貫性のストーリー
のある演劇を創作する. 言い換えるならば即興演劇は,

1

開始時には, 観客から「お題」をもらう. この

をください, 職業をください」など, 劇の設定になり
そうな言葉を観客からもらう. 本研究で使用したデ
ータの劇での「お題」は２つあった.１つは,コー

「お題」は, 即興演劇を進める俳優たちによってあ
らかじめ決められていることが多く, 例えば「場所
1010
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拡散的な環境を,一手ごとに収束的な環境にしていくプ

る. これらの研究では, 複雑におこなわれる人間同士

ロセスだともいえる. 不確定なはじまりの中で, 出演

の認知的・社会的なメカニズムを, 音声・会話・ジェス

者の中の誰か（俳優）が, まず一手（セリフや動き）を

チャーなどから科学的に解明しようとしている(坊農&

劇空間に置くことで, 劇のストーリーが一手分だけ具

高梨, 2009).

体的になる. 別の誰かが, 置かれた一手につながる次
の手を置き, ストーリーはさらに少しだけ具体的にな

1.3 本研究の目的

る. ただし気をつけなくてはならないことは, どのよ

上記の先行研究を踏まえて, 本研究では, 即興演劇

うに収束するかは, その場にならないと分からないと

の俳優たちが環境情報を読み取る「予期的気づき」と非

いうことだ. 出演している俳優たちのそれぞれの持ち

言語コミュニケーションをおこなう身体（視線行動）に

手は異なる上に随時変化をする. そのため俳優達は,

着目して, 即興演劇におけるこれらの役割を検証する.

そのつど自分の持ち手を編集修正する必要がある. さ
らに大事なことは, これら俳優としての活動は, 登場

2. 方 法

人物を演じながらおこなわれるもので, 観客に気がつ
2.1 手続き

かれないように遂行する必要がある.
上記の特徴をもつ即興演劇を理解するために, さま

実際に行われた即興演劇のライブを映像で収録し

ざまな研究がおこなわれている. 即興的に発せられる

た. 映像は, ELAN によって, 1/10 秒のスローモーショ

セリフを手掛かりに構築される創発フレーム（Sawyer,

ンでの解析をおこない, セリフの内容とタイミング,

2002）, 不確定な状況における協働創作の方略として

俳優の視線の向きとタイミングを記録した. 加えて出

形成される共同のメンタルモデル（Fuller & Magerko,

演した俳優に個別で半構造化インタビューをおこなっ

2011), 即 興 的 な 同 調 性 の 仕 組 み に 関 す る Joint

た. インタビューでは本番の映像を刺激として使用し,

Improvisation モデル（Noy, Dekel, & Alon, 2011）な

演技中にどのようなことを考えていたかを聞いた. イ

どである. しかし現実的には,「客席で観客が見ている」

ンタビュー内の発話は, トランスクリプトとして書き

という制約があるために, 俳優は共演者とコンセンサ

起こされた.

スを取ることはできない. つまり即興演劇には, 台本
演劇に存在する二重のコミュニケーション2（Gouhier,

1953）に加えて, 言語を媒介としない, 俳優同士の身
体やジャスチャーを媒介とした非言語なコミュニケー
ションが存在しているはずである(ヒュース, 2016). し
かもそこでは, 共演者や状況からの振る舞いに埋め込
まれているサインに気づく必要があることから,「予期
的気づき」(Reed, 1988) が起こっているはずである.
即興演劇で行われている行為を理解するためには, 即
興演劇上演時の予期的気づきの手がかりとなる, 俳優
の身体やジェスチャーを調査する必要がある.
演劇に関する, 身体やジェスチャーに関しての研究
は多くなされてきた（e.g., 佐藤,2004; Kendon,2004).

図１ ライブハウスでの即興演劇の様子

また人間のコミュニケーションをマルチモーダルなも
のだと捉えて, 身体（ジェスチャー）や視線行動に着目
した多数人インタラクションの研究が多くなされてい

ド名（C,D,F,Am など）が書かれているカードを観
客に引いてもらい,即興ミュージシャンは選ばれた
３つのコードしか使ってはいけないという制約の中
で, 即興的に音楽を演奏する. 俳優はその音楽からイ
メージして, 劇を創作すること. もう１つは「手
1011

紙のやりとりにすること」であった.
2
演劇では,二重のコミュニケーションが行われて
いると考えられている. それは劇中の登場人物同士
のコミュニケーションと登場人物と観客のコミュニ
ケーションである.
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2.2 対 象

A, オレンジが俳優 B）.

即興演劇を上演した俳優２名は, プロの俳優として
芸歴 20 年以上, 即興演劇が 10 年以上の経験がある.
グループとしては, 定期的なライブを２ヶ月に１回,
10 年間以上継続している. 通用の即興演劇は即興で創
作されるため, 作品の出来不出来にばらつきが考えら
れるが, このグループは経験豊かであるため, 比較的
安定したクオリティを提供できると考えられるため研
究の対象者とした. 上演が行われたライブハウスには,
40 ほどの客席があり, 一般の観客で客席はほぼ満員だ
った(図1).
図 3 俳優 A と B の視線行動１
それぞれの俳優が共演者を見ているタイミング

３. 結果と考察

を示した. 縦軸１が, 相手を見ている時, 縦軸 0
は相手以外の場所を見ている時である.

3.1 セリフのターンテイキング
即興演劇における俳優 A と俳優 B のセリフのやり
とり（ターンテイキング）を検討した（図 2）. 俳優 A
と B のセリフのターンテイキングは, 4:54 の部分まで

3.2 視線行動と予期的気づき

は均等になされており, それ以降は頻繁に複雑になっ

視線行動（相手を見ているとき／見ていないとき）

た. 前半のやりとりが一定になされている点は, スト

を調べると, 劇の開始時（1:21 まで）と後半時（時間を

ーリーの設定（２人の登場人物が手紙のやり取りをす

入れる）に集中して見られることが分かった（図３）.

る）が理由だと考えられる. 俳優 A と B のセリフは,

劇の中盤での視線行動は, 顕著にみられなかった. 中

「〇〇さんへ, 〇〇より」というセリフで必ず始まり,

盤で相手を見ることがなかった理由は, 劇のストーリ

セリフが終わると, 手紙を送るような手のジャスチャ

ーの設定（２人の登場人物は離れた場所にいて会えな

ーが必ず入っていた. この工夫により, ターンテイキ

い）だと考えられる. 内省でも俳優 A が「手紙のシー

ングが明確に遂行されたと考えられる. 後半に起こっ

ンだったので相手を見ることができなかった. でも見

たターンテイキングは, ストーリー中のイベントと対

えなくても, 感じていた」と発言していた.

応していた.

お互いが出会うことになった

観客席
3.3 劇が始まるときの視線行動

に移動した 出会って終局に向かう.

さらに開始時と後半時だけを抜き出して,セリフと
視線行動の関係を調べた. 前半で相手を見ていたタイ
ミングは,

最初のセリフが発せられる前と,

俳優

B がセリフをしゃべった直後であった. 最初のセリフ
が発せられる前の視線行動の特徴は, 俳優 B を見てい
た俳優 A が一度「目をそらした」瞬間があったことで
ある. 内省インタビューではこの瞬間に関して, 俳優
B から以下のような発言があった. 俳優 B は相手から
目をそらされた（約 1 秒）で相手の状態を推測して, そ
の直後に舞台前に歩き始め, 10 秒後に最初のセリフを
図 2 即興演劇上演中の俳優 A と俳優 B のセリフ

はじめていた (図４).

のターンテイキングとイベント
横軸は即興演劇の開始から終了までの時間を表
す. 縦軸１が, 俳優がセリフをしゃべっていた部
分,0 がしゃべっていない部分である（青が俳優
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って, アイコンタクトがおこなわれていた. 内省イ

A

ンタビューでは, 登場人物としての気持ち（会えて
目をそらした

よかった）に加えて, 俳優としての相手を観察する

1

様子がみられた. イベント のときも, 登場人物２人
が出会ったという劇のストーリーの文脈に沿って, ア

0
0:00
0:02
0:04
0:06
0:08
0:10
0:12
0:14
0:16
0:18
0:20

イコンタクトがおこなわれていた. 内省インタビュー
では, 俳優 B から, 劇を終わらせることの難しさが語
られた. 俳優 B 「どこで終わらせるかって感じ. だから
もうひとやま来ちゃって. 音無くなれ〜.でも無理なん

B

だよな〜って、思ったんだよなー. 難しいって思った. ア
イコンタクトできれば良かったんだけどね」. 一方, 俳

1

優 A は, 俳優 B が終わらせるのではないかと推測し

歩きスタート

ており, ２人の意識には「ずれ」が起こっていた.

0:00
0:02
0:04
0:06
0:08
0:10
0:12
0:14
0:16
0:18
0:20

0

図 4 俳優 A と俳優 B の視線行動２
上段が俳優 A, 下段が俳優B で, 相手を見
ている／見ていないタイミングを示した.
上段の矢印は, 俳優 A が視線をそらした
部分, 下段の矢印は俳優 B が歩きだした
タイミング.
この時の俳優たちの考えを, 内省インタビューから

図 5 劇が終わるときの, セリフと視線

見ると以下であった. 俳優 B は「あーあーA さん, 出

上段が相手を見ている時／見ていない時で, 下

ないな〜って. 今見たときに, A さんはもう, ほらすで

段がセリフのやりとりを示す. どちらも縦軸

に, ほら“あんたやって”って感じで」と, 俳優 A にアイデ

１が実行されている時, 0 が実行されていない

アがないと推測していた. これに対して俳優 A は,

時である. イベント は, 俳優たちが客席に降

「だいたい私から行くことはないの. だから（B さん）

りて, 観客とダイレクトに話をした部分,

やって」と, 俳優 B の推測とほぼ同じ気持ちでいたこ

登場人物２人が出会った部分,

とが分かった.

寄り添って」というセリフから, なんとか終わ

は

「２人仲良く

りをつくろうとしていた部分である.
3.4 劇が終わる時の視線行動
後半時のセリフのやりとりは, イベントによって変

4. まとめ

化していた（図5）.
この視線行動のタイミングを, ストーリーの文脈と

即興演劇を演じた俳優２名のやりとりを, セリフと

照らし合わせて考える. イベント のときは, 俳優 B

視線行動に着目して検討した. 参考として俳優の内省

が喋っているとき（観客と）に俳優 A がずっと俳優 B

インタビューでの発話も活用した. 分析の結果, 俳優

を見ていて, 俳優 A が喋っているとき（観客と）に俳

達は, 相談することができないため, 相手を見ること

優 B がずっと俳優 A を見ていた. 観客に見られていな

で, 相手の状態を読み取り, 推測をおこなっていた.

いため, 相手をゆっくり観察することができるタイミ

しかし役柄やストーリーの文脈があるため, ダイレク

ングだったと考えられる. イベント のときは, 登場

トに相手を観察することはできない. そのため, セリ

人物２人が出会うという劇のストーリーの文脈に沿

フを言い終わった時にさりげなく見たり, 観客が自分
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Sawyer (2002)が述べる創発フレームを俳優が構築

Creativity & Cognition, 269-278.
Gouhier, H. (1953). Le Théâtre et l'Existence.
Philosophique de Louvain. (グイエ H. 佐々
木健一 (訳) (1990).『演劇と存在』未来社.)

する場合, 劇の始まりは, 劇の設定がフレーム化され

ヒュース 由美 (2016). 即興演劇の創作プロセスに関す

を見ていないだろうと思われる瞬間に見たり, 文脈と
してアイコンタクトがあって良いと思われるタイミン
グで見たりと, 見るタイミングに工夫が見られた.

る始めの部分であり, 「場所はどこか, 季節はいつか,

る実証研究―台本演劇との比較において. 東京大

どんな人物か ,どのような事柄か」などの情報を, 明確

学大学院学際情報学府修士論文.（未公刊）.

にする必要がある。もしこの情報に混乱が生じたら,

Kendon, A. (2004). Gesture: Visible Action as

劇自体が破綻してしまう. そのため共演者からのサイ

Utterance. Cambridge University Press.

ンを慎重にキャッチする必要がある. また劇の終わり

Lewis, G. & Piekut, Benjamin. (2016). Introduction

はフレームが完結する部分である。劇が終わるタイミ

on critical improvisation studies. In Lewis, G. &

ングは、あらかじめ決められていないため, 文脈を読み

Piekut, Benjamin (Edi.), The handbook of

合いながら、コンセンサスをとって終わらせる必要が

critical improvisation studies. Oxford

ある. そのためには相手を見る行為が有効であると考

University Press. Vol.1, 1-34.
Moorman,C., & Miner, A.S. (1998). The Convergence

えられる.
さらにこのようにお互いが協力する必要がある作業

of Planning and Execution: Improvisation in

をおこなうためには, Joint improvisation のスキルが

New Product Development. Journal of

必要となるだろう. Noy, Dekel, & Alon(2011）が述べ

Marketing, 62,1-20.

た即興演劇の俳優は同調性が高いという研究結果と結

坊農 真弓・高梨 克也・人工知能学会（編）(2009).

びつけて考えると, 長く即興演劇をやっている俳優た

『多人数インタラクションの分析手法』, 東京：

ちは, どうしても相手と協力していかなくては目標を

オーム社.

達成することができない即興演劇の制約に従って演じ

Noy,Lior., Dekel, Erez., & Alon, Uri. (2011). The

ることで, 自然に同調をするスキルを身につけている

mirror game as a paradigm for studying the

のかもしれない. さらに即興演劇を演じるためのさま

dynamics of two people improvising motion

ざまな制約は, 俳優に非言語コミュニケーションを強

together. PROCEEDINGS OF THE

要する. そのためには, お互いの振る舞いに敏感にな

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF

らざるをえない. このような制約がもたらすシステム

THE UNITED STATES OF AMERICA.

が, 即興演劇の俳優たちの予期的気づきを促している
のではないかと考えられる.
なお本研究は, ライブハウスで実際に上演された即
興演劇を元にした事例的な研究である. 分析によって
分かったように, 視線行動はストーリーの文脈に依存
する. 即興演劇では２度と同じストーリーを演じるこ
とはないため, 別の劇の場合, 劇中の視線行動も異な
ると予想される. 今後はさらにデータを蓄積して,さま
ざまケースの中から普遍性を見出すことを視野にいれ
た検討をおこなう必要がある.

Vol.108, No52. 20947-20952.
Pressig, J. (1984). Cognitive processes in
improvisation. In Crozirt, W.R., & Chapman,
A.J. (Eds.), Cognitive processes in the

perception of arts, 345-363. Amsterdam: North
Holland.
Reed, E.S. (1988). Applying the theory of action
systems to the study of motor skils. In O.G.
Meijer & K. Roth (Eds.). Complex movement
behavior: The motor-action controversy.
Amsterdam: Elsevier Science B.V., 45-86.
佐藤 由紀 (2004). イッセー尾形の舞台における協調
の分析.『生態心理学研究』, 1(１), 73-83.
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Effect on text comprehension by
Format of Illustrations in Completing Incomplete Illustrations
†
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Abstract
This study aimed to investigate how to facilitate text
[3]

comprehension. For this purpose, we conduct a text
comprehension experiment with illustrations. In the
experiment, we used three sorts of format of illustration; axis,
bar graph, illustration. In addition, we used three sorts of
incomplete illustration; without-relation, without-terms, no
illustration condition. The experiment participants were
assigned at random to ten conditions; 3(axis / bar graph /
illustration) x 3(incomplete illustration / without-relation /
(

without-terms) and no illustration condition.

/

The result shows that the without-terms conditions facilitate
accuracy of cued recall in fill-in-the-blank questions.
However, we cannot confirm our earlier findings which
showed facilitation of text comprehension in incomplete
[2]

illustration conditions.
Keywords

Facilitate text comprehension, format of

illustration, incomplete illustration.
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大学入試に資する学びを目指した
高等学校数学科の協調学習の実践と遅延評価方法の検討
A study of Designing Collaborative Learning in High School
Mathematics and Delayed Assessments to Contribute the University
Entrance Examination
大村 勝久†，遠山 紗矢香‡，松澤 芳昭††
Katsuhisa Ohmura, Sayaka Tohyama, and Yoshiaki Matsuzawa
†静岡県立浜松北高等学校，‡静岡大学情報学部，††青山学院大学社会情報学部
†Hamamatsu-kita

Prefectural High School, ‡Faculty of Informatics, Shizuoka University,

††School

of Social Informatics, Aoyama Gakuin University

†katsuhisa01.omura@edu.pref.shizuoka.jp

要旨
The aim of this study is to examine how long students’
knowledge or understanding remain after they learned it.
We focused on the high school students who may enter
four-year universities after they graduate. We designed
collaborative learning to help solving mathematics
problem about complex number for 76 2nd graders who
belong A or B classroom and asked them to solve the same
problem individually as a post-test, and as delayed
assessments twice: 1month later and 3 months later.
The results show that the maximum number of the
students who solved the problem correctly was post-test in
A classroom. In B’ s situation it was the observed in
second delayed assessment. More students in B classroom
succeed to solve the problem in delayed assessments than
A classroom students. Implication for the results of
delayed assessment comparing A and B classroom was
discussed.
Keywords ―delayed assessment, collaborative learning,
high school, mathematics, complex number

1. 背景
眼前の問題に合わせて，学習者が持っている知識
を組み合わせて活用し問題を解決できるようになる
ことの重要性が指摘されている[1]．次期学習指導
要領で「深い学び」[2]と呼ばれるこのような営み
を引き起こすためには，アクティブ・ラーニングが
有効である可能性も示されている[3]．現在進めら
れている大学入試改革はその成果を評価するための
取り組みの一つだと予想される．
「二次試験」と呼ばれる，国公立大学等が個別に
作問し出題している 2017 年度末現在の個別入学試
験問題は，高等学校での学習で得られた知識や理解
を組み合わせて活用することによって解くことがで
きる問題として古くから注目されてきた．一方で，
大学入学試験対策の現実場面では，上記のような問
題とは捉えられていないと思われる場合が少なくな
い．実際に，高等学校の生徒が入試対策として行い
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がちなのは，夥しい数の例題を解き，それらの解き
方をそれぞれ覚えていくという学習方法である．先
行研究では，こうした学習方法で得られた知識や理
解は長期間保持されずに剥落したり，異なる問題へ
転用できなかったりすることが少なくない[4]と言
われている．評価実施者の意図に反した学習方法が
採用されている可能性がある．
そこで本研究では，公式へのあてはめや問題の類
型化等による入試対策が行われがちである数学科の
分野を対象として，いわゆる二次試験を受験するこ
とが予定されている高等学校の生徒のために，知識
を組み合わせて活用し問題を解決するための授業を
設計し，そこでの生徒らの学習がいかに保持され活
用されるのかを，重要な既習事項を組み合わせて解
く必要がある問題を用いて検討した．

2.

目的

ほぼ全員が国（公）立大学二次試験を受験すると
想定される高等学校の生徒を対象とした数学科の授
業において，知識を組み合わせて活用し問題を解決
するための協調的な学習で構成された理解がどのよ
うな期間において保持されていたのかを検討するこ
とを目的とする．そのために，国公立大学の個別入
学試験問題等で既習知識の活用がしばしば求められ
る「複素数平面」の問題に焦点を当てた．

3. 研究方法
3.1. 概要
静岡県浜松市の県立高等学校普通科に在籍する 2
年次 A, B の 2 クラスに在籍する理系コースの生徒
80 名の中で，当該日に出席した 76 名（A クラス 37
名，B クラス 39 名）に対する数学科の授業のうち，
複素数平面について扱った 1 コマ完結型での協調学
習形式の授業，及び授業から約 1 ヶ月経過後、およ
び 3 ヶ月経過後の遅延テストとインタビュー結果を
本研究の対象とした．例年この高等学校の生徒は，
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全員が四年制大学への進学を希望してきていた．対
象生徒は校内において標準的な進度で学んでいるク
ラスの生徒であった．A および B に対する週 6 コマ
の数学科の授業のうち第一著者は数学Ｂおよび数学
Ⅲの複素数平面といろいろな曲線を中心に週 3 コマ
（1 コマ 50 分）を担当しており，残り 3 コマは他
の教員が担当していた．
A クラスと B クラスでは授業の主目的と構成，遅
延テストの内容とタイミングは同様だったが，授業
内での時間配分の都合で，協調学習後に生徒が初め
て個人で問題を解いたタイミングが以下のように異
なっていた．
A クラス：協調学習実施直後の授業時間内
B クラス：協調学習実施から 4 日経過後
対象生徒とその保護者には，文書を通じて本研究
に対する同意を得たうえで，生徒が書き込んだプリ
ント類を回収して匿名化し電子的に保存した．また，
授業中の様子をビデオカメラ及び IC レコーダで記
録した．

3.2. 授業デザイン
本研究の対象授業は数学科教員である第一著者が
第二著者と協議しながら行った．授業は 2 クラスを
対象として 2017 年 12 月 15 日および 18 日に 1 コ
マ 50 分の授業として行われた．授業の運営は第一
著者のみで行った．授業は知識構成型ジグソー法
[3]に基づいた協調学習形式で実施した．知識構成
型ジグソー法では，解決したい問いに対して，解決
方法を考えるための材料となる資料を複数用意して
生徒に分担させ（エキスパート活動），異なる資料
を担当した生徒同士が話し合いながら問題を解く
（ジグソー活動）．その後，クラス内で各グループ
が求めた解決方法を共有する（クロストーク）．こ
れら一連の協調学習の事前及び事後において，生徒
には問いに対する解を一人で考えて記述するよう求
める．ただし，本研究の対象授業では時間の制約に
よりクロストークの実施を見送った．
本授業は，複素数平面の学習を行う単元の総括と
して位置付けられた．学習課題は「複素数のよさは
どのようなものか？」とし，学習問題として複素数
平面の図形の証明問題を設定した（図 1）
．この問
題は，複素数平面を利用することで図形の証明問題
に解答できることに気付かせ，かつ生徒全員が完全
に解答できるようにすることを目ざして，問題集
[5]の中から第一著者によって選択された．
協調学習型の授業設計の意図は，複素数平面上に
おける回転や距離・分点といった複素数の性質につ
いて，垂直条件や，ベクトルとの類似点あるいは相
違点といったポイントに留意しながら，学習者自身
が既習事項を組み合わせることによって，未知の応
用問題を解決できるようにすることだった．エキス
パート活動で用いるための資料として垂直条件，回
転，距離・分点の 3 種類を用意し，それぞれの性質
やその活用方法について学習できるようにした．ジ
グソー活動では，垂直条件，回転，距離・分点の 3
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つを組み合わせながら問題を解いていく話し合いの
発現を期待した．

△OAB があり、その外側に、正方形 ODEA
および正方形 OBFG を作る。また、複素数平
面上で A（α）
，B（β），とする。線分 GD の
中点を M とするとき、AB=2OM，AB⊥OM
であることを証明せよ。

図1

生徒に提示した問題

3.3. 遅延テスト
協調学習直後の事後テストの結果と比較するため
授業後に 2 度の遅延テストを実施した．1 度目は授
業から約 1 ヶ月，2 度目は約 3 ヶ月経過時点であっ
た．遅延テストは各クラスの数学の授業時間を用い
て実施した．比較のため，問題はすべて授業で出題
したものと同じとした．問題解決の過程では他者と
相談せず 1 人で解くよう指示した．制限時間は 20
分とした． 20 分は高校生が初見で同問題を解き終
えることが期待される時間として第一著者が設定し
た．なお，遅延テスト 1 度目と 2 度目の間には定期
テストが行われ，数学科の問題として複素数に関係
する問題が出題された．

3.4. 問題に対する所見
協調学習直後と，遅延テスト 2 度目の 2 度にわた
り，問題用紙の末尾にて「複素数平面で図形の証明
問題を扱うときのあなたが考えるよさとか醍醐味は
何ですか」という質問を投げかけ，生徒一人ずつに
自由記述形式で回答させた．

3.5. インタビュー
補助的な資料として，B クラスの生徒のうち，協
調学習時点では不完全解答だったが事後テストで正
答した 1 名と，協調学習時点では解答がほぼ作成で
きていたが事後テストでは不完全解答であった 1 名
の合計 2 名を抽出し，インタビュー調査を実施した．
インタビュイーは第一著者が務めた．インタビュー
で尋ねた質問項目は，(1)協調学習の前後でどのよ
うな家庭学習を行ったか，(2)協調学習は問題解決
にどのように寄与したと思うか，であった．

4.

分析方法

生徒一人ひとりの複素数平面に対する解答の変化
を調べるため，図 1 の問題に対する生徒個人の協調
学習の事前及び事後の 2 度の遅延テストの解答の正
誤を分析した．
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次に，遅延テスト 2 度目のときに上記問題と共に
示した「あなたが考える複素数平面で図形の証明問
題を解く良さとか醍醐味は何ですか」という問い対
する回答を分析した．分析では，回答内容に「回転」
や「角度」，
「座標」
，
「ベクトル」といった複素数を
用いることの利点を表すキーワードを用いて説明で
きた回答とそうでないものを質的に分類した．
続いて，生徒が今回の協調学習に対してどのよう
な印象を持ったのかを調べるため，協調学習後に行
った生徒へのインタビュー結果を分析した．インタ
ビューでは，生徒の発話を書き起こして，本研究の
問題に関する授業外での学習の有無や本研究でとり
あげた協調学習に対する印象について生徒が述べた
部分を抽出した．

5. 予想される結果
以上より，生徒が協調学習で問題の解き方を学ん
だ後に，同じ問題を解いた場合，協調学習からの経
過時間が短いほど事後テストの正答率が高くなると
考えられる．また，「あなたが考える複素数平面で
図形の証明問題を解く良さとか醍醐味は何ですか」
という問いに対しては，テストの正答率が高い時点
で尋ねるほど期待される回答が得られると考えられ
る．さらに，インタビュー調査では，上記の結果に
対する考察を深めるための補助的な情報が得られる
と考えられる．

6. 結果と考察
6.1. 遅延テスト
6.1.1. 遅延テストの結果
テストに正答した生徒数の割合を，問題を解いた
タイミングとクラス別に図 2 に示す．問題を解いた
タイミングは，それぞれ協調学習実施前（事前），
協調学習実施直後（事後）
，協調学習から 1 ヵ月経
過後（遅延 1 度目），協調学習から 3 ヵ月経過後
（遅延 2 度目）である．なお，協調学習実施直後
（事後）のテストは，A クラスは協調学習実施から
数分後，B クラスでは 4 日後に行われたため，結果
を別々に示した．

図 2 正答者数（A クラス 37 名，B クラス 39 名）
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事前では，生徒全員が問題を解くことができなか
ったのに対して，事後では，A クラスの 8 割以上の
生徒が解くことができていた．また，二度の遅延テ
ストと比べて A クラスでは事後テストの正答率が最
も高かった．一方で，B クラスの事後の正答率は 4
割程度にとどまっていた．また，正答率が最も高か
ったのは遅延テスト 2 度目であった．
B クラスにおいて事後の正答率が A クラスと比較
して相対的に低かったことは，A クラスが協調学習
実施から数分後に事後テストを実施したことが影響
した可能性が否定できない．これは 1 度目や 2 度目
の遅延テストの正答率が A クラスと B クラスの間
で同程度だったことからも示される．

6.1.2. 異なる遅延テスト間の比較
A クラス，B クラスともに， 1 度目よりも 2 度目
の遅延テストの方が，正答率が高くなっていた．事
前テストに正答した生徒がいなかったことを踏まえ
れば，出題された問題は生徒にとって容易ではなか
ったと考えられる．テストがそのような難易度にも
かかわらず，学習時点からの経過時間が長くなるほ
ど正答率が高まったという結果は特筆すべきだと言
える．数学教師の視点に立つと，数学科教員歴 29
年の第一著者だけでなく，同２年の彼の同僚や先輩
教員にとってもこれらの結果は期待を大きく上回る
ものだったという．
この結果に対する反論は主に 2 点考えられる．1
点目は，授業後に生徒が自主的に複素数平面の学習
に取り組んだことによる成果だという見方である．
これに対しては，もし本研究の協調学習が契機とな
って生徒が複素数平面の学習へ自主的に取り組み，
その成果が遅延テストとして表れたのであれば，そ
の動機付けも含めて総合的に好ましい結果が出たと
捉えることもできる．2 点目は，繰り返し同じ問題
を解いたことによる学習効果である．この点は被験
者内実験計画で回避しがたい．そのため，以下の節
で述べるデータもあわせて検討する．

6.1.3. 遅延テスト結果の個人内変遷
事後及び二度の遅延テストの合計 3 回のテストに
ついて，生徒個人を対象にどのテストに正答したの
かを調べて分類した結果を表 2 に示す．この結果か
ら示されるように，A クラスでは事後に正答した
31 名のうち全てのテストで正答したのは 13 名，遅
延テスト 1 度目でも正答したのは 2 名，遅延テスト
2 度目でも正答したのは 6 名だった．遅延テストの
みで正答した者は 4 名に留まった．
一方で B クラスでは，事後に正答した 17 名のう
ち全てのテストで正答したのは 11 名，遅延テスト
1 度目でも正答したのは 1 名，遅延テスト 2 度目で
も正答したのは 4 名だった．遅延テストのみで正答
した者は 12 名で，このうち 6 名が 2 度目の遅延テ
ストでのみ正答していた．
A クラスと B クラスを比較すると，A クラスでは
事後に正答した者 31 名中 21 名（68%）が遅延テス
トでも正答を維持していたが，B クラスでは 17 名
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のうち 16 名（94%）が正答を維持していた．事後
テストに正答した者に限定すれば，B クラスは A ク
ラスよりも，問題解決方法が長期にわたり保持され
やすかった可能性が指摘できる．
また，遅延テストのみで正答した者を比較すると，
A クラスでは 4 名だったのに対して B クラスでは
12 名が該当した．このことから，B クラスは A ク
ラスよりも，学習時期から遅れて正答できるように
なった者が多かったことが示された．
これらの結果から，B クラスは A クラスと比べて，
協調学習で問題解決方法がわかった生徒の知識の保
持と，協調学習から遅れて生徒が問題解決方法をわ
かるようになることの両方についてより効果的だっ
た可能性がある．一方で，全てに正答できなかった
生徒が B クラスでは多かったことから，本授業が効
果的だった生徒とそうでなかった生徒の差が生まれ
た可能性も指摘される．
表 2 生徒個人に着目した解答の変遷の分類
A クラス B クラス
(N=37)
(N=39)
全て正答
事後及び遅延 1 度目で正
答
事後のみ正答
事後及び遅延 2 度目で正
答
遅延 1 度目及び 2 度目で
正答
遅延 2 度目のみ正答
全て不完全回答

13
2

11
1

10
6

1
4

2

6

2
2

6
10

6.2. 問題に対する所感の記述
事後テスト及び遅延テスト 2 度目時点で尋ねた
「あなたが考える複素数平面で図形の証明問題を解
く良さとか醍醐味は何ですか」という問いかけに対
する自由記述の内容を分析した．その結果，複素数
を用いることの利点について「回転」や「角度」，
「座標」
，「ベクトル」といったキーワードを用いて
説明することができていたのは，事後テストでは A
クラスで 3 名，B クラスで 0 名だった．一方，遅延
テスト 2 度目では A クラスで 10 名，B クラスで 9
名だった．以下に遅延テスト 2 度目で得られた二つ
の記述を例として挙げる．
「平面上の回転移動を普通の xy 平面で三角関数
で扱うときは，複素数平面を用いるときよりも複雑
になるから，回転移動を簡潔に表せると言う点で複
素数平面は非常に有効であった．また，ベクトルと
似た感覚で取り扱うことができる．
」
（A クラスの生
徒）
「本来１つ１つの特別な数に見え，それをかけあ
わせると単にかけあわせたものが導き出せるものだ
と考えられがちだが，それを実際に『平面』の場で
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考えると原点を中心に『回転』していることが分か
るので，僕はそこが『複素数』という数のおもしろ
さだと思う．座標平面上の点として複素数を見始め
た人の功績がいかにすばらしいかが感じられる．ま
た，複素数を用いた図形の証明は初めて見る人には
さっぱりであることも，にくい．
」（B クラスの生徒）
これら合計 19 名から得られた生徒の記述は設定
された学習目標に対する高い到達度を反映したもの
だと考えられる．遅延テスト 2 度目は，定期テスト
が終わった後でもあったため，生徒は事後テストの
後に個人で学習を進めたと考えられ，そこでの学習
がこのような記述を生んだ可能性が指摘される．

6.3. インタビュー
協調学習から 4 日後の事後テストに正答した 1 名
（Y）と正答しなかった 1 名（Z）に対してインタ
ビューを行った．以下にインタビューで得られた生
徒の発言を要約して示す．
Y：協調学習の時点では自分には解けない問題だと
感じていた．しかし，同じグループの仲間から説明
を聞いて，終了間際に何となく理解できたような感
じを持つことができた．協調学習から事後テストま
での間に復習はしなかった．事後テストでは協調学
習の際に仲間から丁寧に説明してもらったことを思
い出しながら答案を作成した．今後もグループで解
く授業を増やして欲しい．
Z：協調学習では仲間 2 名から説明してもらったこ
とを整理しようと答案の一部分に３つの各エキスパ
ートから何が求められるのかをまとめていた．しか
し，エキスパート間がどのようにつながっているの
かは腑に落ちなかった．このため復習をしようと思
っていたが，時間の都合でできなかった．結局，事
後テストでは答案が書けなかった．
以上のように，2 名は協調学習から事後テストま
での間に復習をしていなかったことが示された．ま
た，Y の発言からは，協調学習時点では話し合いに
時間を使ったため答案を作成する時間を確保できな
かった可能性が示された．さらに Z の発言からは，
問題解決の難しさはエキスパート資料として与えら
れた知識を関連付けることにあった点も示唆された．

7.

まとめと今後の展望

本研究では学習時点から遅れて行われる遅延テス
トに焦点をあて，協調学習形式で行われた高等学校
数学科の授業で解いた問題を対象に，遅延テストで
の生徒の正答率の変化や生徒個人の回答の変遷，問
題や協調学習に対する生徒の所感について分析を行
った．協調学習直後のテストと遅延テストの成果を
比較した結果，A クラスでは事後の正答率が最も高
く，B クラスでは遅延テスト 2 度目の正答率が最も
高かった．また，A クラスと B クラスを比較した結
果，B クラスの方が協調学習で問題解決方法がわか
った生徒の知識の保持と，協調学習から遅れて生徒
が問題解決方法をわかるようになることの両方につ
いてより効果的だった可能性が指摘された．さらに，
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事後テスト及び遅延テスト 2 度目時点で尋ねた「あ
なたが考える複素数平面で図形の証明問題を解く良
さとか醍醐味は何ですか」という問いかけに対する
自由記述の分析結果からは，A クラス B クラス両方
で遅延テスト 2 度目の記述の質が高まっていたこと
が示された．抽出生徒 2 名に対して行ったインタビ
ューからは，協調学習中に時間切れになったことや，
協調学習で困難だったのは与えられた知識の間を関
連付けることだったことが示された．
Schwartz ら[6]の先行研究では，学習者が主体的
に学ぶ形式で行われた先行学習の後で適切な学習材
料を提供することが知識の転移を促すことが示され
ている．この結果を踏まえれば，本研究にて 2 度実
施した遅延テストの間で行った，複素数平面の類題
は，後から提供されて学習材料として捉えることが
できる可能性がある．このため，今後はこの類題に
対する生徒の解答を分析することで，遅延テストで
見られた結果を解釈するための手掛かりとしたい．
また，本研究で取りあげた協調学習の受講者から
は，与えられた問題を生徒全員が一斉に考えた後で
代表生徒が板書しながら解き方を説明する授業形式
は，協調学習と比べてあまり役に立たないが，自分
が代表として説明をするときには勉強になる，とい
う趣旨の発言があった．この発言では，協調学習に
よって生徒一人ひとりが「代表」として説明したり
議論したりする学びの有効性が指摘されていると捉
えることもできる．今回のような分析結果を用いる
ことで「生徒達に対して何をしゃべるのか」ではな
く，「生徒達に何をしゃべらせるのか」を検討する
ための手掛かりが得られると考えられる．
本研究を活かして，今後の分析方法の再検討と，
分析結果を活かした授業改善の両方を進めていきた
い．
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タイトルが内容への期待および理解へもたらすもの
Relations of Anticipation of the Presentation Titles and
Comprehension of the Contents and Satisfaction
石川 悟
Satoru Ishikawa
北星学園大学
Hokusei Gakuen University
ishi_s@hokusei.ac.jp

概要
説明資料に事前に与えられたタイトルが，説明内容
に対し抱かせる期待及び，内容の理解や説明に対する
満足をどのように導くのか,探索的に検討を加えた．実
験参加者に異なるタイトルを提示した後に説明を聞か
せたところ，タイトルの違いにより異なる事前期待が
生じた．また，事象の全般にわたった説明が聞ける，
という期待は，事後評価や説明内容の理解の程度，あ
るいは説明に対する満足の程度を促進することが示唆
された．

平均年齢 20.0 歳) が実験に参加した．

キーワード：タイトル，事前期待，事後評価

は「事前期待」を生じさせる事前情報として，これか

方法

2.

実験参加者： 大学生 62 名(女性 48 名，男性 14 名，
説明課題： 実験参加者は，所属大学における修得
単位数を示す卒業単位集計表の読み取り方について説
明を受ける課題（説明課題）に参加した．この課題で
ら説明される内容を示すタイトルとして異なる３種類

1.

を用意した（タイトル要因：参加者間要因）
．１つ目の

はじめに

タイトルは説明される内容をまとめたタイトル A「単
事前に与えられる情報は，事後の期待を生じさせ，

位表における学科専門科目群欄の読み取り方」
，２つ目

さらにその後の様々な処理を促進あるいは阻害したり

のタイトルは問いかけのタイトル B「単位表はなぜ見

する．消費者的視点からは，口コミの情報がその後の

づらいのか」
，３つ目のタイトルは具体例を示すタイト

評価に影響を与えたり，事前の期待が満足度と関係し

ル C「単位表は色で読み取る！」であった．

ていることが知られている[1][2]．また，資料に付した

説明課題は，所属大学の卒業単位集計表の読み取り

タイトルが読者の関心や好感度に影響を与えることも

方について，スライドショーを用いた説明を受けるも

知られている[3]．本研究では，事前の情報によって生

のだった．説明開始前に，上記の３種類のいずれかの

じた期待が，事後の情報の理解やその情報の評価に何

タイトルが提示され，提示されたタイトルから期待さ

をもたらすのか，プレゼンテーション場面を用いた実
表1. 期待の程度を尋ねた質問項目

験により検討した．

項目

説明資料に設けられたタイトルを事前の情報として
設け，それによって生じた事前期待の内容と程度，お
よびその事前期待の程度に応じた，実際の説明に対す
る評価の程度および説明内容の理解の程度，並びに自

①

単位表の基本的な見方・読み取り方

②

単位表を見るときのコツ

③

不足単位の見つけ方

④

単位表の構造

身が受けた説明に対する満足の程度との関わりについ

⑤

単位表の欠点

て，探索的な検討を進めた．

⑥

大学共通科目の欄について

⑦

学科専門科目の欄について

⑧

単位表の色分けについて

表2. 説明内容に関する問題
問題
1）

単位表では、行が濃さの違う青色で表されているが、表す範囲が(大きい ・ 小さい)ほど(濃い ・ 薄い)青色になっている。

2）

卒業するために必要な単位として、学科共通科目群は22単位必要であるが、学科共通必修科目は(10単位・22単位)である。

3）

一見、不足単位が矛盾しているように見えるのは、(学科共通科目群・学科共通必修)が(学科共通科目群・学科共通必修)
に含まれているからである。
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れる説明内容（８項目，表１）について，期待の程度

表3. 満足および理解に関する評価項目

を６件法で評価させた（事前期待質問）
．

項目

その後 12 分程度，卒業単位集計表の読み取り方を説

1） 説明の内容に満足した

明した後で，さらに複数の質問項目に回答させた．１

2） 説明から役に立つ情報を得ることができた

つ目の質問項目は，表１で示した質問項目のそれぞれ

3） 説明は分かりやすかった

について，参加者が受けた説明内容が，参加者自身が

4） 説明の内容を理解できた

期待以上のものであったか，それとも期待以下のもの
であったか，６件法で評価させる事後評価質問，２つ

表4. タイトルによる事前期待の程度の違い

目の質問項目は，説明された内容である卒業単位集計

期待質問項目

タイトル要因

p

水準間差

表の読み取り方の理解の程度を確認する内容理解問題

①

F [2,59] = 14.77

p < .001

A=B>C

（３問，表２）
，そして３つ目の質問項目は，参加者が

②

F [2,59] = 1.50

n.s.

受けた説明に対する理解の程度と満足の程度（表３）
を，事前期待質問で尋ねたそれぞれの項目ごとに６件
法で評価させた，全体評価質問だった．

3.

結果

(1)タイトルの違いと事前期待： タイトルを提示し

③

F [2,59] = 1.68

n.s.

④

F [2,59] = 28.34

p < .001

A=C<B

⑤

F [2,59] = 36.24

p < .001

A=C<B

⑥

F [2,59] = 16.51

p < .001

A<B=C

⑦

F [2,59] = 11.00

p < .001

A>B=C

⑧

F [2,59] = 27.35

p < .001

A<B<C

表5. タイトルによる事後評価の程度の違い

た時の事前期待質問の回答結果は図１の通りとなった．
分散分析の結果，８項目中６項目でタイトル要因の主
効果が確認された（表４）
．分析結果を精査したところ，
問いかけの形をとる「タイトル B」が提示された場合

期待質問項目

タイトル要因

p

水準間差

①

F [2,59] = 5.24

p < .01

A>B=C

②

F [2,59] = 0.29

n.s.

③

F [2,59] = 1.14

n.s.

④

は，どの質問項目においても比較的高い事前期待が生

F [2,59] = 3.64

p < .05 B > C, A = B, C

⑤

F [2,59] = 1.57

n.s.

じていたのに対し，具体例を示す「タイトル C」が提

⑥

F [2,59] = 6.77

p < .01

示された場合はタイトルで示された具体的な内容と一

⑦

F [2,59] = 2.21

n.s.

致する質問項目に対してのみ事前期待が生じていた．

⑧

F [2,59] = 7.16

p < .01

A<B=C
A>B=C

説明内容をまとめた「タイトル A」が提示された場合
も，タイトルで示された内容と一致する質問項目に対

表6. タイトルによる内容理解および満足の程度の違い

する事前期待が生じていた．

質問内容

(2)タイトルの違いと事後評価： 説明課題において
卒業単位集計表の読み取り方の説明を聞いた後に，説

タイトル要因

p

水準間差

内容理解課題

F [2,59] = 8.14

p < .01

A=B>C

説明の内容に満足

F [2,59] = 0.89

n.s.

役立つ情報を得た

F [2,59] = 14.24

p < .001

明内容を評価させた事後評価質問の回答の程度に対し，

わかりやすかった

F [2,59] = 1.18

n.s.

タイトル要因の影響を分散分析により検討した．その

内容が理解できた

F [2,59] = 4.65

結果，８項目中４項目でタイトル要因の主効果が確認
された（表５）
．事後評価は質問項目 を除き平均値が
４を越え，参加者は全般に高い評価が与えていた．し
かし各項目の評価の程度は，事前に提示されたタイト
ルにより異なった質問項目が見られた．
(3)タイトルの違いと内容の理解および満足： 説明
課題において卒業単位集計表の読み取り方の説明を聞
いた後，内容がどれだけ出来ているか確認した内容理
解問題の成績，および参加者が受けた説明に対する理
解の程度と満足の程度において，タイトル要因の影響
を分散分析により検討した（表６）
．その結果，内容理
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解課題の成績，および「説明から役立つ情報を得るこ

表7. 事前期待の回答結果の因子パターン（最尤法，プロマックス回転）

とができた」と「説明の内容を理解できた」の２つの

質問項目

質問項目でタイトル要因の主効果が確認され，後者の

⑤単位表の欠点

.99

.07

④単位表の構造

.61

-.19

.12

⑧単位表の色分けについて

-.24

.74

-.18

２つの項目では「タイトル C」の参加者の評価が低か
った．
(4)タイトル，事前期待，事後評価と内容の理解及び
満足： (1)～(3)で示したように，事前に提示されたタ

全体読み取り

詳細読み取り 学科専門科目

-.19

③不足単位の見つけ方

.13

.60

.37

⑥大学共通科目の欄について

.01

.52

-.11

①単位表の基本的な見方・読み取り方

.10

.00

.85

⑦学科専門科目の欄について

-.22

-.14

.50

因子間相関

－

.26

.13

－

-.02

イトルの違いによりそれぞれの質問項目の評価の程度

全体読み取り
詳細読み取り

には差異が見られたが，それぞれの関係性が明確では

学科専門

ない．その点を明らかにするため，先ず事前期待の質
問項目の回答結果に対し因子分析をおこない，回答傾

4.

向を縮約することにした．その後，内容理解問題の成

－

考察

績，および説明に対する理解・満足の程度に，タイト

説明資料に与えられたタイトルは，その種類によっ

ル，事前期待，事後評価がどのような説明力を持つか，

て異なる期待を実験参加者に抱かせた．問いかけの形

探索的な重回帰分析により検討した．

であったタイトル B「単位表はなぜ見づらいのか」は，

因子分析の結果，共通性の低かった質問項目 を削

説明を聞く際に，単位表についてまんべんなく話しを

除して得られた事前期待の回答結果の因子パターンは，

聞ける，という事前期待を抱かせていた．一方具体例

表７のようになった．第１因子を「全体読み取り」
，第

を示したタイトル C「単位表は色で読み取る」では，

２因子を「詳細読み取り」
，第３因子を「学科専門科目」

タイトルで提示された内容のみに事前期待が偏る傾向

とし，α係数は順に .67，.60，.55 だった．

が見られた．同じ傾向は説明内容をまとめたタイトル
A「単位表における学科専門科目群欄の読み取り方」

内容理解問題の成績，および説明に対する理解・満

でも同様に認められた．

足の程度を従属変数とし，タイトル，事前期待の程度，
事後評価の程度を説明変数とした重回帰分析の結果を

説明終了後の事後評価ではどの質問項目も高く評価

表８に示した．事前に示したタイトルについての標準

された．その際，事前に示されたタイトルからは期待

偏回帰係数は，１つの質問項目のみで有意となった．

しにくい内容の質問項目において，期待より高く評価

一方，事前に卒業単位集計表全体の説明を期待してい

されがちだった．また内容理解問題の成績，および説

た程度の標準偏回帰係数は全ての従属変数で有意か有

明に対する理解・満足の程度は，具体例を示したタイ

意傾向を示した．また，事後評価における卒業単位集

トル C「単位表は色で読み取る」が示されると低くな

計表の基本的な見方についての評価の程度の標準偏回

る傾向が見られた．具体的すぎるタイトルは，本当に

帰係数も３つの従属変数において有意となった．

理解すべき内容が何か読みとることを阻害してしまう

表8. タイトル，事前期待，事後評価と内容理解と満足の重回帰分析結果
内容理解課題

説明の内容に満足

役立つ情報を得た

わかりやすかった

内容が理解できた

b

SE

β

b

SE

b

SE

b

SE

b

SE

（切片）

-.02

.74

1.39

0.76

2.34

1.92

.81

.68

1.46

.78

タイトル

-

-

-

-

-

-

-.99***

.18

-.63

-

-

-

-

-

-

事前期待：全体読み取り

.26***

.07

.44

.23**

.07

.37

.17†

.10

.19

.27***

.07

.39

.24**

.09

.39

事前期待：詳細読み取り

.16†

.09

.20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

β

β

β

β

-

-

-

.22*

.09

.27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

事後①：基本的な見方

.35**

.12

.36

.36**

.12

.34

-

-

-

.70***

.12

.59

-

-

-

事後③：不足単位の発見

-.20*

.10

-.24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

事後⑥：共通科目欄

-

-

-

-

-

-

.33*

.13

.29

-

-

-

-

-

-

事後⑦：学科専門科目欄

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.50**

.14

.40

事前期待：学科専門科目

R

2

**

.29

***

***

.25

.38

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001
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こともあると考えられた．
これまでの結果は，事前に提示されたタイトルがそ
れぞれの質問項目の評価に及ぼす影響について検討す
るものであった．しかし，内容理解問題の成績や説明
に対する理解・満足の程度は，提示されたタイトルの
みから影響を受けるわけではないだろう．タイトルに
よって生じた事前期待，あるいは説明後の事後評価か
らも，説明に対する理解・満足の程度は影響を受ける
と考えられる．そのため，説明に対する理解・満足の
程度が想定される多くの変数の何から予測され得るの
か重回帰分析により検討した．
その結果，タイトルによる影響よりも，説明に対し
てどのような事前期待を抱いたか，が重要な要素にな
り得る，と考えられた．このことは，確かに事前に提
示されたタイトルは事前期待を生み出すけれども，説
明を受けた後の説明内容についての評価や，説明内容
の理解，あるいは説明そのものへの満足の程度は，タ
イトルによってのみ決まるわけではない．むしろ，タ
イトルによって生じた事前期待によって，説明に対す
る事後評価や説明内容の理解，そして説明に対する満
足の程度は影響を受けていることが示唆された．特に
内容全般に対する事前期待が，説明内容の理解を促進
させ同時に受けた説明に対する満足感も導くことが示
唆された．
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選択肢呈示タイミングによる選択的注意の誘導が
L2 音知覚に与える効果*
Using Orthographic Cues to Guide Selective Attention
in an L2 Perception Task
川﨑 貴子†，田中 邦佳†，竹内 雅樹‡
Takako Kawasaki, Kuniyoshi Tanaka, Masaki Takeuchi
†

†

法政大学，‡理化学研究所
Hosei University， RIKEN Center for Brain Science, Lab for Language Development
kawasaki@hosei.ac.jp
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Abstract
Guiding attention of L2 listeners to the appropriate acoustic
contrast has shown to be effective for L2 perception. For
example, Hisagi and Strange (2011) and Poretta and Tucker
(2015) used explicit instructions to guide L2 listeners’
attention to the appropriate acoustic cues. Their research has
shown that attention to proper L2 acoustic contrasts improved
L2 perceptual accuracy. The present study examined whether
orthographic cues successfully help L2 learners focus on the
proper acoustic cues as explicit instruction did in the former
studies.
In our speech perception task, L2 learners were presented
an utterance of L2 sentence and were asked to choose the
word that was included in the audio stimuli they heard. The 23 orthographically written choices of words were presented to
the participants. We divided the participants into two groups.
In one group, the word choices were presented after the audio
stimuli, while they were presented before the audio stimuli in
another group. In the latter group, they “knew” which sounds
they should listened to before they heard the utterances. We
found improvement in L2 perception in the group where the
choices were presented before the audio stimuli. Our results
suggest that orthographic cues work as a guide for L2 learners’
attention, and help improve L2 perception.
Keywords ―
orthography

L2, Phonology, perception, attention,

とし，選択的注意の誘導により，L1 には無い音韻対
立の知覚が向上するかどうかを調査する．
近年の L2 習得研究においては，選択的注意や明示
的な知識による学習効果の研究が広がりを見せてお
り，注意や明示的知識研究は L2 音韻習得の分野にも
広がっている (Guion and Pederson, 2007; Hisagi
and Strange, 2011; Porretta & Tucker, 2015). Guion
and Pederson (2007) ではマンダリン（標準中国語）
のトーン，およびヒンディー語の閉鎖音の弁別実験を
行った．事前に意味に着目するように教示を与えられ
た群と，音声の違いに注意するよう教示された群の成
績を比較したところ，後者の正答率が高かった．
Hisagi and Strange (2011)，および Porretta and
Tucker (2015) では，英語母語話者を対象とし，単音
と重音（長子音）の知覚実験を行った．音の長さに着
目するよう明示的な教示を事前に与えることで，単音
と重音の弁別成績が向上したと報告されている．
これらの研究では教示による注意の誘導により，L2
音声知覚の成績が向上したと報告されている．本研究
では注意の誘導を明示的な教示ではなく, 回答の選択
肢の呈示タイミングの調整によって行う．知覚すべき

1.

はじめに

ターゲット音声を特定する手がかりとなり得る文字表

第二言語 (L2) 習得においては，母語 (L1) 文法の音

記を回答の選択肢として音声刺激の前に呈示すること

声システムの干渉により，L1 に無い L2 音の知覚や生

により，選択的注意の誘導を行うことができるのかど

成に困難が生じることは多く報告されている (Best,

うか，また，文字表記を事前に呈示することにより，

1995; Flege, 1995; Brown, 1998 他)．たとえば日本語

L2 音の知覚成績に向上が見られるのかを調査するこ

母語話者の英語習得では，日本語には無い [l], [ɹ] の

とを目的とする.

混同が知覚においても生成においても見られることが
知られている (Goto, 1971)．しかし, 低次の知覚にお

2.

いては L2 学習者は L1 音の弁別には使用しない音

本実験では日本語母語話者を対象とした英語音声の知

響手がかりも利用することが明らかになっている

覚実験，中国語母語話者を対象とした日本語音声の知

(Strange, 2011; Kawasaki et al, 2014 他)．本研究で

覚実験の 2 つを行った．

は日本語を L1 とする L2 英語学習者 (JLE), および
中国語を L1 とする L2 日本語学習者 (CLJ) を対象
1030
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2.1 日本語母語話者による英語音声知覚実験

(Boersma and Weenink, 2017) の ExperimentMFC

本実験では，日本語母語話者にとって知覚が困難であ

機能を使用した．

るとされる fricative（摩擦音）と liquid（流音）の違い

実験の各試行で，作成した 24 文のいずれかが 1 つの

を日本語母語話者が聞き取る際に，選択的注意の誘導

刺激音声が呈示し，参加者は PC の画面に表示される

の有無が影響するか否かを知覚実験で調査した．

選択肢ボタンから文に含まれた単語がどれかを選択し

本実験では fricative または liquid を語頭に含む単語
を聴取のターゲットとした．Fricative の知覚調査に使

てマウス等の機器で回答した．
試行の聴取のターゲット語が fricative 語の場合は，

用した fricative 語は，[f, s, θ] が異なる最小対立語で，

“Fonn”
，
“Sonn”
，
“Thonn”の 3 つのボタンを画面に

“Fonn”，“Sonn”，“Thonn” の 3 語であった．Liquid

表示し，ターゲットが liquid 語の場合は，
“Lynn”
，

の知覚調査に使用した liquid 語は [l, ɹ] が異なる最小

“Rynn”の 2 つのボタンを表示した．ターゲットが地

対立語で，
“Lynn”, “Rynn” の 2 語であった．本実験で

名の場合も同様に 2 つの地名のボタンを表示した．

は選択肢を文字表記にて呈示することで選択的注意を

実験では，各刺激文を聴取のターゲットのポジショ

誘導するため，各ターゲット語は綴り字から音声が推

ン（Initial，Mid，Final）を変えて 3 回呈示した．し

測しやすいものとした．また，これらの単語を文中の異

たがって，試行数は 24 文 × 3 ポジションの合計 72

なる位置で使用しても不自然にならないように，ター

試行であった．試行の呈示順は，参加者ごとにランダム

ゲット語は固有名詞（人名）とした．

化した．

本実験ではこれらのターゲット語を次の図１に示す
文のテンプレートに当てはめ，刺激文を作成した．

本実験の目的は選択的注意の誘導の有無が音声の聞
き取りに影響するか否かを調査することであったため，
音声の呈示と選択肢ボタンが表示されるタイミングが

文のテンプレート
sent a box to

異なる２つの実験パターンを構築した．1 つ目のパタ

in

ーンは，音声呈示の前に PC の画面に選択肢のボタン

文パターン１: LR セット → 摩擦音セット → 地名セット
例 : Rynn sent a box to Fonn in Chili.

を呈示する「呈示 before」パターンで，2 つ目のパター

文パターン２: 摩擦音セット → LR セット → 地名セット

ンは，音声が呈示された後に選択肢ボタンを呈示する

例 : Thonn sent a box to Lynn in Chili.

「呈示 after」パターンであった．各パターンの試行の
流れを表したのが図 2 である．

図 1 文テンプレート，文パターンとその例
（川﨑・田中, 2018: 28)

① 呈示 after（選択的注意の誘導無し）パターン

刺激文中の Initial，Mid，Final の 3 箇所が聴取のタ
ーゲットポジションであり，
その内，
Initial および Mid
ポジションに fricative または liquid 語を使用した．
呈示される文中の位置が単語の聴取に影響を与える
ことが考えられるため，fricative 語，liquid 語がそれ

100 ミリ秒

② 呈示 before（選択的注意の誘導有り）パターン
1,000 ミリ秒

ぞれ Initial と Mid のいずれかのポジションに現れる
ように 2 種類の文パターンを作成した．文パターン１

図 2 各パターンにおける試行の流れ

では liquid 語を Initial ポジション，fricative 語を Mid

（川﨑・田中, 2018: 28)

ポジションで使用した．文パターン２では，fricative 語
を Initial ポジション，liquid 語を Mid ポジションで使

呈示 before パターンでは，試行開始と共に選択肢の

用した．いずれの文パターンにおいても Final ポジシ

ボタンのみを呈示して，その 1000 ミリ秒後に，刺激音

ョンでは，２つの地名（
“Mexico”, “Chili”
）をフィ

声を呈示した．一方，呈示 after パターンでは，試行開

ラーターゲット語として使用した．

始と共に刺激音声を呈示し，音声呈示が終了した 100

刺激文は，文パターン（2 パターン）× liquid（2 語）

ミリ秒後に選択肢のボタンを呈示した．

× fricative（3 語）× 地名（2 語）の合計 24 文であ

呈示 before パターンでは刺激音声に含まれる可能性

った．刺激音声は，Natural Soft 社の NaturalReader

のある語が，音声よりも先に表示されるため，参加者に

を利用して作成した．
実験の作成および実施にはPraat

は音声を聞く際に選択的注意の誘導があったと考えら
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れる．これに対して，呈示 after パターンでは刺激文全

ーンと呈示 after パターンの 2 種類を作成した．実験

体の音声を聞いた後に選択肢が表示されるため，参加

の構築および実施には Praat (Boersma and Weenink,

者には，選択的注意の誘導はなかったと考えられる．

2017) を使用した．

実験の参加人数は 13 名で，いずれも大学生の英語学

実験の参加人数は合計 28 名で，いずれも大学生また

習者であった．呈示 before パターンに 7 名，呈示 after

は大学院生の中国語母語話者が 10 名，日本語母語話者

パターンに 6 名がランダムに割り当てられた．参加者

が 18 名であった．中国語母語話者は呈示 before パタ

は練習試行を 2 回行い，本実験の全 72 試行を行った．

ーンに 5 名，呈示 after パターンに 5 名，日本語母語

実験の所要時間は 15 分程度であった．

話者は呈示 before パターンに 9 名，呈示 after パター
ンに 9 名をランダムに割り当てた．参加者は，練習試

2.2 中国語母語話者による日本語音声知覚実験

行を 2 回行った後，本実験の全 48 試行を行った．実験

中国後母語話者を対象とした知覚実験では, Voicing，

の所要時間は 10 分程度であった．

母音長 (vowel length; VL) の知覚において，選択的注
意の誘導が影響するかどうかを知覚実験により調査し

3.

結果

た．Voicing 対立の知覚を調査するため，[t]と[d]が異な

本研究では，L2 音の知覚実験において，選択肢を音声

る最小対立語を，VL の知覚を調査するため, [i], [iː] が

刺激の前に視覚的に文字呈示することにより，学習者

異なる最小対立語を聞き取りのターゲットとした．実

の注意を適切な音響手がかりへと誘導することが可能

験 1 と同様にどのポジションでも不自然な文章になら

かどうか，また，選択的注意を誘導することにより，L2

ないよう，ターゲット語は全て固有名詞とした．

音の知覚成績が向上するのかどうかを調査した．本セ

Voicing，VL 知覚を調査するため，使用したターゲ

クションでは 3.1, 3.2 にて日本語母語話者（JLE）を対

ット語はそれぞれ「タイキ ([t])」vs.「ダイキ ([d])」,

象とした実験の結果を示したのち，3.3 にて中国語母語

「ミナ ([i])」vs.「ミーナ ([iː])」であった．また，フィ

話者（CLJ）を対象とした実験の結果を提示する．

ラーターゲットとして２つの地名（
「京都」,「奈良」
）
を使用した．

3.1 JLE による fricative 語知覚の結果

実験 1 と同様に次の図 3 の文のテンプレートを作成
し，3 つのポジションにターゲット語を使用した．

英語の摩擦音 [f, s, θ] をターゲットとする試行は，3 つ
の摩擦音を含む語のうち，いずれの語が刺激文に含ま
れていたかを問うものであった．参加者の正答選択率
が選択肢の呈示タイミング，およびターゲットの文内

●文のテンプレート
ターゲット Initial さんがお菓子を ターゲット Mid の ターゲット Final

でのポジションに影響されるかどうかを調べるため，

さんに贈りました．

選択肢呈示パターンを被験者間変数（after・before）
，

●文パターン 1: Voicing → 地名 → VL
例:タイキさんがお菓子を京都のミナさんに贈りました．

ターゲットポジション（Initial・Mid）
，子音（f・s・θ）

●文パターン 2: VL → 地名 → Voicing
例: ミーナさんがお菓子を奈良のダイキさんに贈りました．

を被験者内変数として三要因の分散分析を行った．以
下の図 4 は呈示タイミングとポジションごとの

図 3 文テンプレート，文パターンとその例

fricative 語の正答率を表したグラフである．
Initial および Mid のターゲットポジションに voicing
語または VL 語を使用し，Final ポジションに地名を使
1.0

様である．刺激文は，文パターン（2 パターン）×

0.8

voicing（2 語）× VL（2 語）× 地名（2 語）の合計

0.6

16 文であった．
刺激音声は, 韻律読み上げチュータースズキクン

1

正答率

用した．文パターンを 2 つ用意したことも実験 1 と同

本実験でも 1 つの刺激分を聴取のターゲットを変え
て 3 回呈示した．試行数は，16 文×3 ポジションの合
計 48 試行であった．実験１と同様に呈示 before パタ
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検定の結果，2 次の交互作用は有意ではなかった（F
(2, 48) = .406, p>.05, n.s.）
．ポジションと子音の間には

ことによる正答率の向上も見られ，選択的注意の誘導
により知覚成績が上がっていることが分かる．

交互作用が見られた（F (2, 48) = 8.787, p=.001）が，
子音と呈示タイミングには交互作用は見られなかった

3.2

（F (2, 48) = 2.492, p>.05, n.s.）
．子音, ポジション, お

次に 2 つの liquids（l, ɹ）の知覚試行において，選択肢

よび選択肢呈示パターンの主効果はすべて有意であっ

の呈示タイミングおよびターゲットポジションにより

た（子音： (2, 48) = 30.353, p=.000; ポジション：F (1,

正答率に差が見られるのかを検討するため，選択肢呈

24) = 13.387, p=.001; 選択肢呈示パターン：F (1, 24)

示パターンを被験者間変数（after・before）
，ターゲッ

= 849.924, p=.000）.

トポジション（Initial・Mid）
，子音（l・ɹ）を被験者内

この結果は，L2 の fricative の知覚にターゲットポ

JLE による liquid 語知覚の結果

変数として三要因の分散分析を行った．以下の図 5 は，

ジションおよび選択肢呈示タイミングが影響すること

liquid 語（[l] と [ɹ]）の正答率をポジションと選択肢呈

を示している．Fricative の知覚では [f] および [s] に

示パターンごとに表したものである．

比べ，[θ] の知覚の正答率が低かった．また，[θ] の正
答率についてはポジションにより差が見られ，Initial
1.0

= 5.04, p=.000）
．川﨑・田中 (2018) にて指摘されたよ

0.8

うに，選択的注意が聞き取り対象の単語の文内でのポ

0.6

ジションによって影響を受けるからであると考えられ

正答率

よりも Mid ポジションにおいて有意に高かった（t (25)

参加者群
呈示after
呈示before

0.4
0.2

る．本実験においては，参加者は Initial と Mid ポジ

0.0

ションに入るカテゴリーが liquid か fricative のど

[l]

[]

ポジション Initial

ちらかであることに実験中にすぐに気付くであろう．
たとえば文頭の Initial ポジションで“Lynn”などの

[l]

[]

ポジション Mid

図 5 liquid 語の正答率

liquid 語 が聞こえた場合，Mid ポジシ ョンには
fricative 語が入ることに気付いたであろう．川﨑・田

検定の結果，2 次の交互作用は有意ではなかった（F

中 (2018) が指摘するように，本タスクでは各試行に

(1, 24) = 0.002, p>.05, n.s.）
．ポジションと子音の間に

おいて Initial ポジションではターゲット語のカテゴ

は交互作用が見られた（F (1, 24) = 15.340, p=.001）が，

リーは分からないが，Mid ポジションではどちらのカ

子音と呈示パターンには交互作用が見られなかった

テゴリーの語が現れるのかが予測できる．よって，

（F (1, 24) = .1.965, p>.05, n.s.）
．子音の主効果, およ

liquid か fricative のどちらの手がかりに選択的注意

び選択肢呈示パターンの主効果はともに有意であった

を向けるべきか，参加者には明らかであった．このよう

（子音：F (1, 24) = 19.545, p=.000, 選択肢提示パター

に，本実験では，選択肢呈示タイミングのみならず，タ

ン：F (1, 24) = 757.453, p=.000）が，ポジションの主

ーゲットポジションによっても選択的注意の程度に違

効果は有意ではなかった（F (1, 24) = 2.631, p>.05,

いがあったと考えられる．Mid ポジションにて

n.s.）
．

fricative, とりわけ [θ] の正答率が上がっているのは
このポジションによる選択的注意の効果であると考え

Liquids の知覚試行においても，選択肢の呈示を
音声刺激の前に行うことにより，正答率に向上が見

られる．

られた．図 5 からも分かるように，選択肢呈示タイ

ションでは，[f] の正答率が最も高かった．[s] は参加

ミングの効果は特に Initial ポジションの [ɹ] の知
覚に見られた．ポジション別の [l]と [ɹ] の正答率を

者の L1 の日本語にも音素として存在する音であるに

比較したところ，文頭（Initial）の [l] の正答率が高

も関わらず，L1 には存在しない音である [f]よりも正
答率が低かった．このことから，日本語母語話者が [s]

かった．一方，文頭の [ɹ] の正答率が，特に事後呈
示パターンにおいてチャンスレベルである 5 割以下

と [θ] を混同していることが分かる．しかし，選択的

であった．この傾向は川﨑・田中 (2018) による予

注意の誘導が高まる Mid ポジションでは，正答率の向

備実験で見られたものと一致している．川﨑・田中
にて指摘されたように，これは日本語母語話者が

ポジションによる注意誘導効果の無い Initial ポジ

上が見られた．また，選択肢呈示を音声よりも前に行う
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liquids を [l]と知覚する傾向があるためであると
考えられる．

同じ実験を日本語母語話者（JNS）にも実施した．

Cutler, et al (2006)，および Cutler (2015) によ

Voicing 対立の知覚実験においては，日本語母語話者は

中国語母語話者の調査については比較対象のため，

り指摘されたこの [l] のプリファレンス効果により， どちらのポジション，どちらの呈示タイミングでもエ
Initial ポジションでは [l] の正答率は高いが [ɹ]
ラーは見られず，よって統計的な差は見られなかった．
も [l] として知覚されることが多かったため，[ɹ] の

一方，VL 知覚の試行では，VL の主効果，呈示タイミ

正答率は低くなった．しかし，選択肢を事前呈示し
た群（呈示 before 群）では，このプリファレンス効

ングによる主効果（VL：F (1, 16) = 7.36, p=.015: 呈示

果が抑えられ，[ɹ] を正しく選択する割合が増えた．

った. 日本語母語話者の日本語知覚において，母語にあ

一方，Mid ポジションでは，選択肢を事後呈示した
群（呈示 after 群）においてもターゲットポジショ

る対立であるにも関わらず，[i] と [iː] の正答率に差が

ンによる注意の誘導が起こった．よって，[l] のプリ

答率の低さは，刺激語の親密度の差に起因する可能性

ファレンス効果は見られず，[l] の正答率も低く抑え

がある．
「ミナ」と「ミーナ」を比較すると，文字表記

られているのだと考えられる．

で長音記号を含む「ミーナ」の方は日本語では現れるこ

タイミング（F (1, 16) = 59962.32, p=.000）が有意であ

見られ，[iː] の正答率が有意に低かった．長母音語の正

とが少なく，固有名詞としての親密度も低いと考えら
3.3 CLJ による Voicing, および VL 知覚の結果

れる．日本語母語話者は普段あまり目にすることが無

次に中国語をL1とする日本語L2 学習者の voicing 知

く，親密度の低い「ミーナ」よりも親密度の高い「ミナ」

覚が，選択肢呈示タイミング，およびポジションにより

を選択する傾向にあったのではないか．本研究では「ゆ

影響を受けるのかどうかを検討するため，選択肢呈示

き」vs.「ゆうき」など，長音が音韻変化の結果で生じ

パターンを被験者間変数（after・before）
，ターゲット

るものではなく，L2 学習者に注意を喚起しやすい長音

ポジション（Initial・Mid）
，子音（t・d）を被験者内

記号を含む名前を使用した．しかしその結果，日本語母

変数として三要因の分散分析を行った．

語話者の親密度が低い語をターゲットに使用すること

Voicing の対立では，2 次の交互作用，1 次の交互作用

となり，正答率に差が出たとも考えられる．

すべて有意ではなかった．子音，ポジションの主効果も
有意ではなく，選択肢呈示タイミングの主効果のみ，有

4.

まとめ

意であった（F (1, 8) = 1925.33, p=.000）
．

本研究では選択肢呈示タイミングとターゲット語の文

また，VL の対立知覚については選択肢呈示パターン

内でのポジションにより，選択的注意が誘導できるか

を被験者間変数（after・before）
，ターゲットポジショ

どうか，またその結果，L2 音知覚の成績に向上が見ら

ン（Initial・Mid）
，VL（i・iː）を被験者内変数として

れるのかどうかを調査した．日本語母語話者，中国語母

三要因の分散分析を行った．

語話者を対象とした全ての実験で，選択肢呈示を音声

VL の対立では，2 次の交互作用，1 次の交互作用す

刺激の前に行うことで知覚成績の向上が見られた．タ

べて有意ではなかった．VL, ポジションの主効果にも

ーゲット語の文中のポジションにより，知覚成績に影

有意差はなく，選択肢呈示タイミングの主効果のみ，有

響を与えることも分かった．また選択的注意の誘導は，

意であった（F (1, 8) = 1904.70, p=.000）
．

知覚成績の向上のみならず，プリファレンス効果の抑

上記の結果は中国語母語話者の voicing, および VL

制という形でも現れることが示唆された．

の知覚実験においては，ポジションによる効果は見ら
れなかった一方，選択肢呈示タイミングによる正答率
の向上は見られたことを示している．しかし，中国語母
語話者を対象とした実験は各群の参加者数も限られて
いた．また，日本に住んでいる留学生を対象としたた
め，どちらのカテゴリーにおいても正答率が高かった
（表 3，5）
．ポジション，および呈示タイミングによる
効果を検証するためにはより幅広いレベルの参加者を
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付録
表 1 呈示タイミングとポジション別 fricative 語の正答率: JLE
呈示 after
ポジション

Initial

Mid

呈示 before

子音

N

Mean

SD

CI

N

Mean

SD

CI

[f]

14

0.77

0.18

0.67 - 0.86

12

0.88

0.20

0.82 - 0.93

[θ]

14

0.27

0.29

0.12 - 0.42

12

0.29

0.28

0.21 - 0.37

[s]

14

0.66

0.21

0.65 - 0.77

12

0.79

0.26

0.72 - 0.87

[f]

14

0.70

0.34

0.52 - 0.88

12

0.88

0.20

0.82 - 0.93

[θ]

14

0.70

0.20

0.59 - 0.80

12

0.63

0.31

0.54 - 0.71

[s]

14

0.68

0.33

0.50 - 0.85

12

0.88

0.13

0.84 - 0.91

表 2 呈示タイミングとポジション別 liquid 語の正答率: JLE
呈示 after
ポジション
Initial

Mid

呈示 before

子音

N

Mean

SD

CI

N

Mean

SD

CI

[l]

14

0.85

0.17

0.80 - 0.89

12

0.82

0.19

0.76 - 0.88

[ɹ]

14

0.39

0.27

0.32 - 0.47

12

0.50

0.29

0.42 - 0.58

[l]

14

0.63

0.20

0.61 - 0.66

12

0.54

0.20

0.48 - 0.60

[ɹ]

14

0.55

0.27

0.47 - 0.62

12

0.58

0.23

0.52 - 0.65

表 3 呈示タイミングとポジション別 Voicing 対立の正答率：CLJ
呈示 after
ポジション
Initial

Mid

呈示 before

子音

N

Mean

SD

CI

N

Mean

SD

CI

[t]

5

0.95

0.11

1.85 - 0105

5

0.90

0.22

0.70 - 1.10

[d]

5

0.90

0.13

0.78 - 1.12

5

0.90

0.13

0.78 - 1.12

[t]

5

1.00

0.00

1.00 - 1.00

5

1.00

0.00

1.00 - 1.00

[d]

5

0.95

0.11

0.85 - 1.05

5

1.00

0.00

1.00 - 1.00

表 4 呈示タイミングとポジション別 Voicing 対立の正答率：JNS
呈示 after
ポジション
Initial

Mid

呈示 before

子音

N

Mean

SD

CI

N

Mean

SD

CI

[t]

9

1.00

0.00

1.00 – 1.00

9

1.00

0.00

1.00 – 1.00

[d]

9

1.00

0.00

1.00 – 1.00

9

1.00

0.00

1.00 – 1.00

[t]

9

1.00

0.00

1.00 - 1.00

9

1.00

0.00

1.00 - 1.00

[d]

9

1.00

0.00

1.00 - 1.00

9

1.00

0.00

1.00 - 1.00
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表 5 呈示タイミングとポジション別 VL 対立の正答率：CLJ
呈示 after
ポジション
Initial

Mid

呈示 before

母音

N

Mean

SD

CI

N

Mean

SD

CI

[i]

5

0.90

0.14

0.78 - 1.02

5

0.95

0.11

0.85 - 1.05

[iː]

5

1.00

0.00

1.00 - 1.00

5

0.90

0.14

0.78 - 1.02

[i]

5

0.85

0.14

0.73 - 0.97

5

0.95

0.11

0.85 - 1.05

[iː]

5

0.90

0.22

0.70 - 1.00

5

0.95

0.11

0.85 - 1.05

表 6 呈示タイミングとポジション別 VL 対立の正答率：JNS
呈示 after
ポジション
Initial

Mid

呈示 before

母音

N

Mean

SD

CI

N

Mean

SD

CI

[i]

9

0.94

0.11

0.87 - 1.02

9

1.00

0.00

1.00 - 1.00

[iː]

9

0.78

0.20

0.65 - 0.91

9

0.97

0.08

0.92 - 1.03

[i]

9

0.97

0.08

0.92 - 1.03

9

1.00

0.00

1.00 - 1.00

[iː]

9

0.92

0.18

0.80 - 1.03

9

1.00

0.00

1.00 - 1.00
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Abstract

ら動きの材料を集め、それらを取捨選択して作品を構

In this article, I examined the creation process of
contemporary dance choreography by focusing the
relationship between production and place. The purpose of
this study is to clarify that 1) how the place influences the
creating process in choreography, focusing on the intentional
changes by choreographers, and 2) how choreographers and
dancers go forward the creation until they put the production
on the stage. I analyzed some video data of contemporary
dance productions’ rehearsals. In order to recognize the
creation process, I sorted the production by each scene and
researched when each scene created at first. It was found that
the creation process of each scene had some patterns, and
various discoveries influence the choreography.

成するという手法などがある[5]。その中で、コンテン

Keywords ― creation, process, contemporary dance,
choreography, place

ポラリーダンスの振付創作プロセスにおいて、一つの
作品へと完成していく様子を検討した先行研究には、
Stevens ら[6]のものが挙げられる。ここでは、24 週
間にわたって、認知的観点からダンサーと振付家との
交渉を通して作品が固まっていく様子が時系列に沿っ
て記述されており、一つ一つの動きが生成され、選択
され、改善されることで一つの作品として成り立って
いくことが判明した。また、中野・岡田[7]は、熟達し
た振付家・ダンサーである森山開次(1973-)のワークシ
ョップを対象とし、認知プロセスと身体プロセスの観
点から振付創作プロセスを明らかにした研究を行って
いる。ここでは、様々な対象から発想のきっかけを得

1.

る「着想の観点」
、それを様々な身体的観点から動き

はじめに

として具現化する「具現化の観点」
、この 2 つを方向

芸術における創造プロセスにおいては、さまざまな
研究がなされている。例えば、Yokochi・Okada[1]

付け組織化する「目的」という観点で、コンテンポラ

は、水墨画の創作プロセスを対象とした研究を行い、

リーダンスにおける振付創作の認知プロセスを捉えら

画家が知能や技術、動きに基づいた創作の方法パター

れることが明らかになった。

ンを持つことを明らかにしている。また、複数の人々

これらの研究によって、コンテンポラリーダンスの

と行われる創作活動における創作プロセス研究の例と

振付創作プロセスは、振付家とダンサーとのやりとり

して、土倉[2]のものが挙げられる。土倉は、映画撮影

の末に、また動きを発展させていくことによって成り

において、創作プロセスの中でプランがどのような役

立っていることが判明したが、上演場所を中心に創作

割を果たしているか検討する、という視点で研究が進

が行われる場合であると、新たにそのプロセスに関わ

め、プランの初期設定値をまず設定し、そこから生ま

る要素が加わることが考えられる。

れた課題を解決していくことで具現化していくという

2.

プロセスがあることを明らかにした。

目的

一方、コンテンポラリーダンスは、決まった身体運

そこで本研究では、実際の現場で、コンテンポラリー

動の型や様式、ストーリーにとらわれないという意味

ダンスが一つの作品として成立するにあたって、振付

で「なんでもあり」であると言われており[3]、振付家

ができていない状態からどのようにリハーサルを進め、

や演出家によって創作における「振付」の概念が多様

本番で上演するに至るか、という創造的なプロセスを

化している[4]。例えば、動きそのものは振付家が決定

実証的に明らかにする。また、その際にどのように空間

し、ダンサーに再現させるという手法や、ダンサーか

や観客、小道具などの周囲の場を利用しているかにつ
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表 1．シーン分類
タイムスパン(12/21時) 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月18日 12月19日 12月20日 12月21日
①客入れ

～11:53 (約12分)

②最初

～19:23 (約7分半)

③AHM トリオ

～22:50 (約3分半)

④beauties+クロノス

～26:20 (約3分半)

⑤box scene

～29:37 (約3分)

⑥step part

～30:43 (約1分)

⑦rope

○
○
○

○

～32:42 (約2分)

○

⑨cage

～38:50 (約3分半)

⑩ユニゾン→列

～43:30 (約4分半)

⑪墓

～47:57 (約4分半)

⑫angry M→Aソロ

～52:17 (約4分半)

⑬dirty line

～53:40 (約1分半)

○

⑭デュオ×3

～56:06 (約2分半)

○

⑯ジャンプパート

～57:36 (約30秒)

⑰Kソロ

～1:01:32 (約4分)

◎

○

～35:15 (約2分半)

～57:04 (約1分)

◎
○

⑧4speakers

⑮コンタクトパート

◎

◎

○
○
○

◎
○
○

◎
○
○
○

・カメラ

〇

・モンスター

〇

・パルス

〇
〇：アイデアが登場した段階

◎：複数の組からなるシーンにて、新たに別の組に振りつけられた段階

□：シーンの流れができた段階

いて、詳細に追うことを目的とする。

て分析する。

3.

4.

方法

3．1．対象

■：通し稽古

分析

4．1．各シーンへの分類

NPO 法人 DANCE BOX の事業である「国内ダンス留

まず、約 60 分の作品のシーンごとに分類し、タイム

学」より、2017 年 12 月 21 日に Art Theater dB Kobe

スパンを計測した(表 1)。その結果、17 つのシーンに分

に て 上 演 さ れ た 、『 国 内 ダ ン ス 留 学 ＠ 神 戸 6 期

けられた。なお、この分類は、平原氏がリハーサル中に

NEWCOMER/SHOWCASE #4 平原慎太郎振付作品

発した名称・区分に基づいている。また、本番の作品に

「+ 0 > 0 – 0」
』(約 60 分の作品)のリハーサル動画及

は使用されなかった 3 つのシーンもあった。さらに、

び本番の動画を対象とする。出演者は、国内ダンス留学

シーンが初めてリハーサルの中で生まれた段階につい

＠神戸に参加している 6 期生 9 名(日本人 5 名、外国人

ても、分類した。シーンごとの流れは、すぐに決まった

4 名)であり、振付・演出者として平原慎太郎氏、アシ

ものもあれば、いくつかの流れの候補が挙がった中か

スタントとして、平原氏が主宰するカンパニーのダン

ら決まったものもあった。完成した作品と異なる流れ

サーである渡辺はるか氏が参加していた。また、リハー

の候補の例には、『⑥step part → ⑨cage → ⑧

サルは、2017 年 12 月 5 日から 12 月 20 日まで、休み

4speakers』が挙げられる。

を除いて 14 日間、各日休憩時間を除いて約 6 時間行わ
れていた。リハーサルの流れは、ストレッチやヨガなど

4．2．創作プロセスの事例

のウォームアップやテクニックのワークショップを午

4．2．1．
『④beauties』について

前中に行い、午後から作品の創作を行うことが主であ

創作プロセスについて、
『④beauties』を例に分析す

った。また、リハーサル場所は、本番と同じ場所である

る。まず、12 月 5 日に平原氏より、
「すごくきれいな動

Art Theater dB Kobe、または駒ヶ林会館であった。な

きをしながらスラングを言ってみて」とダンサーに伝

お、筆者は 12 月 8 日午後・12 月 20 日午前以外の全て

えられ、のちに『⑬dirty line』となるシーンの素材が

のリハーサルに同席し、ビデオ録画しており、総データ

出来上がった。12 月 6 日に、
「きれいな動き」を模索す

時間は約 76 時間である。

るため、ダンサーに「板一枚分の幅を歩きながら、上半

3．2．方法

身できれいな形をとり、時折彫刻のように動きを止め

リハーサル動画の中で、リハーサルの進め方や指導

ながら自転してほしい」と平原氏から伝えられた。12

の現場における振付・演出者の指示の内容、さらに時

月 7 日に、
『パルス』の素材を試していた 4 名のダンサ

間・周囲の場による動きや作品の変容を、時系列に沿っ

ーが集められ、その中の一人のダンサーの「きれいな動
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き」の質感が良いので、その動きを真似ることとなっ

より説明された。ペアのうち一名が箱馬/ブロックを円

た。また、そのダンサーと同じような質で、4 名で踊る

形に置いていき、もう一名は箱馬から逃げるようにし

ことで、もともとは 4 名の群舞の動きだったようにみ

て円の内部へ動いていく、もしくはブロックの上に手

せたいとの方針が定められた。これが『④beauties』が

足をついていつのまにか身動きが取れなくなるように

できたきっかけである。その後、同日にダンサーたちが

動いていくことを指示された。そして、柵が完成した後

自ら動きをつくり、平原氏にみせることで創作が進め

は、柵をつくったダンサーは柵の周りを一周歩くこと

られた。その際の平原氏の指示には、4 名が近い距離に

が決められた。数回その流れを試した際に、平原氏から

いること、4 名が同時に早送り/巻き戻しのように動き

ブロックを置くダンサーに、まるで職人のようにブロ

を反復させる箇所をつくること、表情や雰囲気を神聖

ックを置く場所を定め、音がなるほど強く床に置き、追

にすること、などがあった。

い詰めていく様子を演出するよう、指示がなされた。

12 月 9 日には本番の場所で創作が行われた。同じシ

12 月 13 日には、前後の流れが完成したことで、柵

ーンの中に『④クロノス』の素材も入ることになり、ど

をつくり始めるタイミングが決定した。また、終了する

のようにつなげるかが決められた。
『④クロノス』へと

タイミングも決まったことで、柵をつくる速度を掴む

合流する 1 名を除き、3 名は『④beauties』終了後は舞

必要性が出てきた。その後、
『⑨cage』についてはあま

台上からいなくなる設定であった。12 月 11 日には、

り指摘や変更がされなかったが、12 月 21 日に、箱馬

『④beauties』以前の流れが決まったことにより、いく

を置くダンサーの表情をこわい笑顔にするようにとい

つかの変更がなされた。まず、直線であった動線が円を

う追加事項と、ブロックを置くダンサーの歩き方が緊

描くようになったこと、また『④クロノス』に合流する

張しすぎているという旨の指摘がなされた。

1 名のダンサーが、
『④beauties』終了前に離脱するこ

4．2．3．
『⑫angry M』について

と、の二点である。さらに、
『④beauties』を始めるタ

最後に、
『⑫angry M』の創作プロセスについて分析

イミングも決定した。12 月 12 日の稽古では、平原氏

する。
『⑪墓』の後、一人のダンサーが持っているマイ

が「もっとダイナミックにしたい」と発言したことか

クのコードが抜かれ、音が出なくなってしまうところ

ら、動きを大きくしたり、追加したりする様子がみられ

をきっかけとして始まる。12 月 14 日に、前日に決ま

た。

っていた『⑪墓』の流れから、マイクを抜き取られたこ

12 月 13 日には、
『④beauties』を行っている付近で

とに対して怒る、という設定が与えられた。マイクを抜

立っている別のダンサーが、途中から加入することに

き取られたダンサーを含む 4 名のダンサーが集められ、

なった。その後の通し稽古(前半のみ)では、もっと整理

ペアが二組できるように分けられた。そして、それぞれ

して、美しいポーズを長くとるように、との指摘がなさ

のダンサーに全体の流れや構成、動線が伝えられた。例

れた。以後の稽古では、目線や表情についてのみ指摘が

えば、マイクを抜き取られたダンサーは怒りながら、腕

なされた。

を振り回すように踊る、などである。なお、この時点で

4．2．2．
『⑨cage』について

は動きに対して細かく決められておらず、ダンサーた

次に、
『⑨cage』の創作プロセスを分析する。12 月 7
日、駒ヶ林会館にてインプロビゼーションの稽古中に、

ちは各々即興で踊っていた。
12 月 16 日には、前々日の通し稽古を受けて、駒ヶ

あるダンサーがその場にあったイスを用いたことが、

林会館で各シーンの振付を細かく決めていく作業が行

着想の原点である。イスを用いた発想に対して、平原氏

われた。怒る役のダンサーには、平原氏より部分的に振

が好感を持ったため、12 月 8 日のインプロビゼーショ

付が与えられ、それを目印として踊ることが決定した。

ンの稽古にて、劇場にあった箱馬と箱馬より小さいサ

また、これまでイスに寄りかかって、そのイスを押しな

イズのブロックのようなものを利用するように、指示

がら踊るように言われていたダンサーは、シーン全編

がなされた。その際に、前日と同じダンサーが箱馬を円

を通して、ぜんまいのおもちゃのように足を細かく動

のように並べていたことから、
『⑨cage』がうまれた。

かしながら踊るように、設定が変更された。12 月 19 日

12 月 9 日に、箱馬を使用したダンサーを含む 4 名の

にも、同じダンサーに、もっと足を細かく動かすように

ダンサーが集められ、ペアが二組できるよう分けられ

平原氏より指摘があった。12 月 21 日には、怒る役の

た。一方のペアは箱馬、もう一方のペアはブロックを使

ダンサーに、動線の範囲を狭めるよう指示がなされた。

用して、柵のようなものをつくる場面にすると、平原氏
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表 2．シーン創作のきっかけ
つくられたもの

素材

場面

きっかけ

説明

該当シーン

インプロ(動き)

即興の稽古にて生み出された動き

⑩

派生

他の素材から派生して創られたもの

④、モンスター

道具

劇場にある小道具から着想を得たもの

④、⑦、カメラ

設定

大まかな設定のみ与えられ、試したもの

③、⑥、⑧、⑬、⑭、パルス

振付

決められた振付として与えられたもの

⑩

インプロ(動き)

即興の稽古にて生み出された動き

②、⑨

インプロ(道具)

即興の稽古にて用いられた道具

①、②、⑤、⑨

構成

全体の構成の流れを与えられたもの

⑪、⑫

振付

決められた振付として与えられたもの

⑪、⑮、⑯、⑰

太字：ダンサー発信

細字：演出者(平原氏)発信

4．3．各シーンの創作きっかけ

を行い、照明や音響を合わせて実際の本番の見え方を

先述したそれぞれの創作プロセスの開始時点の特徴

探ることで、動きの質や見え方、または観客への意識に

に基づいて、各シーンが創作されたきっかけを分類し

基づいて、細かい調整が行われていくことも判明した。

た(表 2)。
本番で使用されなかった 3 つのシーンを含む、

今後は、例に挙げた『④beauties』
『⑨cage』
『⑫Angry

合計 20 つのシーンを分類した結果、まず、素材と場面

M』以外のシーンについても詳細な検討を行い、それぞ

に分けられた。素材は、実際の作品にどのように組み込

れの創作プロセスについて明らかにする。加えて、ダン

むかどうかは不明のまま、アイデアを試すためにつく

サー同士や空間、小道具、観客など周囲の場と創作プロ

られた踊りのストックのことを指し、場面は、実際の作

セスとの関係性についても、明らかにする。

品として構成されることを前提とした、一連の動きの
流れを指す。さらに、素材と場面がつくられたきっかけ
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効果的なワークショップ実現に向けた
個人ワークにおける外化の影響の検討
The effects of externalizations during reflection in workshop
中根 愛†，渡邉 浩志†，小林 哲生‡
Ai Nakane, Hiroshi Watanabe, Tessei Kobayashi
†

‡

NTTサービスエボリューション研究所， NTTコミュニケーション科学基礎研究所
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Service Evolution Laboratories, NTT Communication Science Laboratories
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Abstract
ワークショップの個人ワークで内省を行う際に，外化をす
ること，外化をしないことが，参加者の思考や感情にどの
ような影響を与えるのかについて，探索的に検討を行った．
結果，「ある状況において自分ならどのような対応をする
かを考える」という課題において，外化する場合は論理
性・一貫性が高い思考が可能になるが，自ら設定した思
考の枠組みに含まれない概念や，矛盾したアイディアは
考慮の対象にならないことが示唆された．一方外化しない
場合には，枠組みにとらわれない思考がされ，内省中や
その後の共有の際に，自身の考えへの新たな気付きが多
くされることが示唆された．
Keywords ― ワークショップ，内省，外化

合う（「一呼吸おいて対応する」…）
6.

グループ間で発表しあう

7.

それぞれの発表を聞いて，自身が次に取り組
みたいと思うことを一つずつ上げ宣言づくり

8.

ファシリテータより全体的なフィードバック，まと
め

--上記は一例であり，実施事項や実施順などは同じテ
ーマであっても実に様々なパターンがありえるが，この
ようなワークショップにおいて多く行われるのは，自分
自身で考え（内省），それを他者と発表し合う（共有）と

1. はじめに
1.1. 問題と目的

いうことである．このような作業を行うことで，参加者は
改めて深く考え，自らの考えの傾向や真の課題に気づ

近年，様々な場面でワークショップが利用されるよう

いたり，自分の考えや行動を変えていくことに繋がり，

になってきている．ワークショップとは，講義など一方的

テーマについて一方的に講義形式で教えられるのみ

な知識伝達スタイルでなく，参加者が自ら参加・体験し

では得られないような「学び」を得ることができると考え

て協同で何かを学び合ったり創り出したりする学びと創

られている．

造スタイル[1]であると定義されている．ワークショップと

一方でワークショップのプログラムや進め方について

いう言葉は実に幅広く使われており，実施内容は様々

は，いまだに公式化や理論化がされていないことが指

なパターンがあるが，例として「学び」を主目的としたワ

摘されており[2]，ワークショップの狙いや目的に対して

ークショップとして，子育てワークショップの実施例を挙

具体的にどのようなプログラムを設計すべきかは，「こう

げる．

したらこのような効果・影響があるのではないか」といっ

--1.

2.

た未検証の推論による設計者の漠然とした期待によっ
導入：ファシリテータから，ワークショップ趣旨の

てなされることが多いことが指摘されている [3]．そこで

説明や，必要に応じて一般的な情報のインプッ

本研究は，ワークショップの狙い・目的に対して効果的

トを行う（例 子育てにおけるしつけとは？）

なプログラムを設計するためのワークショップ設計につ

内省：テーマに関連した自身の体験や意見を

いての知見を得ることを目指した検討を行う．

考える（例 しつけで悩んでいること，難しいと

ワークショップに含まれるプログラムの要素が，ワーク

感じていること）

ショップ狙い実現にどう影響するかを検討した研究とし

3.

共有：グループで各個人の考えを発表しあう

て，中根ら（2017）がある[4]．この研究では，ワークショ

4.

グループまとめ：グループ内の意見をまとめる

ップ中に行われる「共有」に着目し，ワークショップ中に

（「時間がないことが原因」「どこまで厳しくすべ

自分の考えを他者に共有する行為が，参加者の観点

きかわからないのが原因」…）

や価値観の変化を促したり，行動変容を促す可能性が

課題解決：挙げられたしつけの悩みについて，

あることが示されている．本研究では，その共有を行う

どのように対処すればよいかをグループで話し

前段階の内省プログラムの設計に着目する．

5.
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本研究ではワークショップにおける内省を，ワークシ

れまで出てこなかった創造的な発想ができるかが問わ

ョップ参加者が与えられたテーマについて一人で検討

れる課題である．一方で，学びを主としたワークショップ

し，自身の考えや意見を創出するプログラムであると定

で行われる内省とは，すでに自分の中にある考えをも

義する．ワークショップの中で内省は，たとえばグルー

とにして，自分の経験を思い出したり，自分ならどのよう

プでの話し合いの前に自分の考えをまとめたり，自分

にするかを考えるといった課題であり，誤概念の修正

の立場を決めるため時間として設けられたり，グループ

や正解に向けての頭を絞った試行錯誤，創造性は必

での議論の後に改めて自身の考え方や行動について

要とされない．

考える時間として設けられる．「学び」を目的としたワー

書き出すことによって思考が進展する経験を持つ人

クショップにおいては，内省が求められる機会は非常

は少なくない[10]．思考整理ツールとしてマインドマッ

に多く，どのように内省プログラムを設計するかの知見

プ等が広く知られていることからも，外化が思考整理を

を得ることは，ワークショップ設計において非常に重要

促進することは予想される． しかしこのような課題にお

である．

ける外化の効果は不明である．

本研究では具体的には，内省時に紙が与えられ考

そこで本研究では，ワークショップの内省フェーズに

えを書き出しながら内省を行う場合と，何も道具を与え

おいて，外化がある場合とない場合に，ワークショップ

られず頭の中のみで内省を行う場合を比較する．実際

参加者の思考や感情にどのような違いが生じるかにつ

の様々なワークショップの中で，書き出しながらの内省

いて，探索的に検討するための実験を行う．

/何も書き出さない内省は双方よく用いられるプログラ

2. 方法
2.1. 実験協力者

ムであるが，一方でなぜそのように設計するのかにつ
いては，先述の通り設計者の漠然とした期待によって
決められていると考えられる．実験により書き出すこと・

本実験は，月 2 回定期開催されている未就学児の親

書き出さないことの具体的な効果を検証することで，ワ

を対象とした会を利用し行われた．会は午前午後の 2

ークショップの狙いに対して効果的な内省プログラム設

回行われ，参加者は計 8 名であった．なお，参加者のう

計についての知見を提供したい．

ち 6 名は未就学児の子どもがおり，1 名は就学済みの
子ども，またもう１名は子どもがいない者であった．会の

1.2. 外化に関する関連研究

中の実施事項の 1 つとして実験用ワークショップを実施

考えを書き出すことは，外化（externalization）の一種

し，参加者はこれに参加した．参加者は会に参加する

である．外化とは，書き出すことや発話を通じて自身の

ことに動機づけられて会場に集まっており，本実験へ

考えを外部に表出することであり，特に書き出しの効果

参加することに動機づけられて会場に来たわけではな

に関する研究は，教育や問題解決の分野で多くなされ

かった．よって実験は，統制をとるよりはワークショップ

ている．例えば概念学習において，自身の思考の根拠

及び会全体の満足度を下げないことを重視し設計され

を可視化し議論することで，既有概念の変容が促進さ

た．

れたり[5]，学習効果が継続するという効果が確認され

2.2. 実験計画

ている[6]．また問題解決の分野においては，問題の視

ワークショップのテーマは「子どものしつけ」であった．

覚的表象を構成すると，解を導くためのキーとなる特徴

まず本実験の流れについて説明する．

が創発されたり[7]，また問題発見型の問題解決におい

1.

導入

て問題の複数の視点からの見直しを行うことができるよ

2.

グループ分け

うになったり[8]，また複数命題の統合による新規命題

3.

課題 A

の生成が促進されること，注意の遷移が促されること[9]

l

課題提示

が指摘されている．

l

内省（5 分程度）

l

共有（30 分程度）

しかしこれらの研究は教育の効果や問題解決の方法
に着目したものであり，用いられている課題が，教育の

4.

課題 A アンケート

分野ではすでに正解や教えられるべき内容が定まって

5.

課題 B

いるもの（維管束の形等）であり，問題解決の分野では

l

課題提示

正解に向けていかに効率よくアプローチするかや，こ

l

内省（5 分程度）
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共有（30 分程度）

（３）と（４）で外化有/無が異なる条件となるようにした．

6.

課題 B アンケート

なおワークショップの実施回により，どちらが（３）と（５）

7.

ヒアリング

のどちらが外化有条件になるかはランダマイズされた
（詳細は表 1 参照）．

（１）導入では，集まった参加者に対して，実施事項

表 1 実験条件

についての簡単な説明を行った．具体的には，しつけ
についての自身の考えを，他者に共有し合うことを伝え
ていた．
（２）グループ分けでは，２〜３名を１グループとしてグ

グループ

実施回

人数

1回目
（条件/課題）

2回目
（条件/課題）

A

午前

3

外化有/課題A

外化無/課題B

B

午後

3

外化無/課題A

外化有/課題B

C

午後

2

外化無/課題A

外化有/課題B

ループ分けを行った．各グループに１名ずつファシリテ
ータを付け，詳細な実施事項の説明やその後の共有

（７）では，1 対 1 のヒアリング調査を行った．外化有/

時間の司会や質問等を行った．

無の良かった点，悪かった点についてを，内省フェー

（３）課題については，以下の 3 フェーズで行った．ま

ズ，共有フェーズそれぞれについて質問することで，よ

ず課題提示フェーズでは，実際にワークショップで取り

り広く外化の有無の影響を把握することを目的とした．

組む課題を画面に提示し，読み上げた．内容は，子ど

な お 今 回 課 題 で 用 い た お 題 は ， Hastings et al.

もへの対応が難しい場面について，自分ならどのように

(1998)[11]で用いられた子どもとの難しいインタラクショ

対応するか，行動と理由について考えることを求めるも

ンのシーンを参考に，参加者の反応の分散が比較的

のであった．次に内省フェーズでは，参加者それぞれ

大きいとされている課題を選択肢，内容を日本向けに

が課題を検討した．この際に，紙に書き出しながら考え

アレンジものを用いた．

るよう指示される条件（以下外化有条件）と，頭で考える

課題 A 買い物シーン

ように指示される条件（以下外化無条件）が設けられた．

「あなたが子供と一緒にスーパーに買い物に来たと

外化有条件の際には図 1 のような紙を参加者に渡した．

ころ、買う予定のない様々な商品を手にとって遊んで

紙には，「行動」「理由」と書かれた大きな枠が 2 つ設け

います。このとき、子供に対してどのような声掛けや行

られていたが，その中に何を書くのかは参加者に任せ

動を取りますか？具体的に考えてください。また、その

られた．最後に共有フェーズでは，参加者は分けられ

ように振る舞うのはなぜですか？」

たグループのメンバに対して，自分の考えを順に発表

課題 B 約束シーン

した．今回のワークショップにおいては，できるだけす

「あなたは子供とゲームをする約束をしていました。と

べての参加者が自分が内省時間に考えたことを発表で

ころが、急にあなたの友人と会うことになってしまいまし

きるようにすることを重視し，個人個人の考えの発表と

た。子供にゲームの約束を遅らせたいと言ったところ、

いう形をとった．

子供は怒ってしまいました。このとき、子供に対してど
のような声掛けや行動を取りますか？具体的に考えて
ください。また、そのように振る舞うのはなぜですか？」
このように，これらの課題は，与えられたお題に対し
て，自分であればどうするかの意見を出す課題であっ
た．つまり，問題解決の実験で用いられるようなひとつ
の正解に向けて考えるものではなく，またそのために
高い認知負荷や試行錯誤を必要とするものではない．
また創造性の課題で用いられるような，独自性や創発
が必要になるものでもなかった．
参加者は，与えられた課題のシーンを頭に思い描き，
図 1 外化用ワークシート

自身の持つ育児スタイルや信念に基づき自身の取り得

（４）アンケートでは，(3)で実施した課題の際の自身

る行動を思い描き，その行動をとった場合に生じる子ど

の考えや気付きについてのアンケートを実施した．

もの反応や新たな課題を検討しながら，自身が振る舞

（５），（６）については（３），（４）と同様である．ただし，
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いほど「あてはまらない」を示す．つまり，外化無条

2.3. 評価

件のほうが，内省の時間に自分の考えへの矛盾に気づ

外化有無の効果は，アンケートとヒアリングによって

きやすい傾向にあること，また共有の際には，自分の

確認した．

考えていることに改めて気づきやすく，自分の考えの

アンケートの内容は，ワークショップにより自身の考え

変化が生じやすい傾向にあることが示された．

の広がりや深まり，また自身の考えへの気付き，変容の

6

有無を確認するための質問 17 問からなった（「考える

5

外化有

外化無

4

時間において，深く考えた」「共有の時間において，自

3

分の考えていることについて改めて気づいた」など）．

2

それぞれの質問に対して１（とてもそう思う）から 6（まっ

1

たくそう思わない）の 6 段階での評定を求めた．
また全ての実施事項が終わったあと，1 対１のヒアリン
グ調査を実施した．広く外化の有無の影響を把握する
ことを目的とし，外化する/しないことについて感じた良
かった点，悪かった点に関して，内省フェーズ，共有フ

矛内
盾省
し時
る
て ，
と
い自
思
る分
っ
この
た
と考
がえ
あに

い共
る有
こ時
て
と ，
気
に自
づ
つ分
い
いが
た
て考
改え
めて

共
有
時
変 ，
化自
し分
たの
考
え
が

図 2 アンケート結果

ェーズそれぞれについて質問を行った．

3. 結果
3.1. アンケート結果

3.2. ヒアリング結果
ヒアリングの結果得られたコメントを分類したもの

アンケートそれぞれについて，外化有無による結果

を表 2 に示す．ヒアリングより，外化有のメリットと

の差を検討するため，対応のある t 検定を実施した．

して得られた発言内容の裏返しが外化無のデメリット

外化の有無により結果に差が見られた項目は，内省時

として挙げられることが多く，逆も同様であった．
（例

間において「自分の考えに矛盾していることがあると

えば，外化有のメリットとして「共有の際にもれなく

思った」
（t=2.049, df=7, p<.10）と，共有時間において

話せる」が挙げられ，外化無のデメリットとして「共

「自分が考えていることについて改めて気づいた」

有の際に言い忘れが生じる」
）
．表中のカッコ内は発言

（t=2.966, df=7, p<.05），「自分の考えが変化した」

者の数である．

（t=2.049, df=7, p<.10）の計 3 項目であった．結果を

1-1) 思考方法の特徴 枠組みある考え/枠組みない考え

図 2 に示す．値が小さいほど「あてはまる」を，大き

外化有条件についてはまず，
「行動プロセスの書き出

表 2 ヒアリング結果のまとめ
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し，理由，というように抜けがないように考えられた」

ることが難しくなることが示唆された．

「書くと時系列で整理できる」といった発言に見られ

2-1) 書くことへの感情的な側面 プレッシャー

るように，参加者は検討のための枠組みを自ら設定し，

外化有条件において，
「書くと，まとめないとという

これに従って考えを整理しており，その結果「抜け漏

プレッシャーを感じる」という発言が得られた．

れのない検討」ができるという感覚が得られているこ

2-2) 書くことへの感情的な側面 面倒

とが示唆された．一方で，
「考えが固まってしまう」
「考

外化有条件においては「書く習慣がないので書くの

えに広がりが出ず限定的になってしまう」といった発

が面倒」
，外化無条件において「考える量が多くないと

言に見られるように，設定した枠組み内で考えるよう

きには，書かないほうが良い」という発言に見られる

になるため，その枠組みの外に考えが広がりにくいこ

ように，外化有条件は単純に書くのが面倒くさいとい

とが示唆された．つまり外化をすることが枠組みを持

う反応があった．ただし，考える量の多さや複雑さに

った検討を促進し，それを詳細に埋めるように思考が

よっては，面倒臭さよりも書く必要性やメリットの方

展開されるようになる一方で構造を広げる，枠組みに

が大きくなる可能性は高い．

含まれない概念についての検討がされにくくなると考

3-1) 共有に向けて 安心感がある

えられる．

外化有条件において「話すために準備できる安心感」

一方で外化なし条件においては，
「ランダムにポコポ

が挙げられた．通常の生活の中で，他者の前で自分の

コ考えられる，つながりで思いついていく」
「流動的に

考えをまとめて話す機会は多くないため，このような

いろんなことが出たり入ったりする」という発言に見

状況にプレッシャーを感じる参加者にとって安心感に

られるように，自由に幅広い検討を広げていくことが

つながったと考えられる．

示唆された．この際，参加者は自身の置いた前提条件

3-2) 共有に向けて リストとしての利用

との整合性や，考えるための枠組みにとらわれずに考

外化有条件について「書いた方が漏れなく考えたこ

えを広げていくようである．一方で，
「考えに矛盾が生

とを言える」
「正確に伝えるためのメモができる」とい

じる」といった発言が見られているように，自由に検

う発言が，また外化無条件について「こうだと思って

討をした結果，先に考えた内容と合致しない思考に至

も，言うのを忘れる」という発言が得られた．共有の

ったり，自身の中にある相反する考えに思い至ったり

際に，外化したものをきっかけとして自身の考えを話

するようになると考えられる．

すこと，またこのようなきっかけがない場合，考えた

1-2) 思考方法の特徴 論理性・一貫性

ことをすべて話せなかったと感じることがあることが

外化有条件について，
「書くときには辻褄が合うよう

示された．

にした．つながりのあるように意識した」
「理由を考え

4. 考察
4.1. 実験課題の特徴

たり，それに矛盾がないかが確認できる」といった発
言があがった．これらの発言より，外化により矛盾が
ないような考えを行い，また内容が辻褄が合うように

ヒアリングの結果を通して，実験参加者は外化の有

書き出しが行われており，結果論理性・一貫性のある

無に関わらず，論理的で一貫性の高いアウトプットを

アウトプットがされるようになることが示唆される．

出すことへの動機づけがあったと考えられる．今回与

一方外化なし条件においては，
「シーンがぶれる．シー

えた課題においては，明示的にそれらを求める指示は

ンがぶれると考えがぶれる」いった発言に見られるよ

していないが，参加者は内省時に自主的に考えを構造

うに，考えているうちに軸がぶれ一貫性が失われると

化し，論理性を高めるよう整理を行い，また共有フェ

感じていることが示された．

ーズに向けての発話内容の矛盾を排除しながら話を組

1-3) 思考方法の特徴 外化されたものを基にした考え

み立てていた．このような動機づけがあった理由とし

外化有条件においては「どこまで考えたかが明確に

て，まずは共有フェーズで他者に話をするということ

なるので堂々巡りしない」
，外化無条件において「同じ

を事前に伝えていたことがあるだろう．他者に自分の

シーンを何度も考える」という発言が得られている．

考えを話すにあたって，ばらばらと考えを並べるので

これより，参加者は自身が外化したものを参照しなが

はなく，理解しやすいようにストーリーとして組み立

ら考えを進めており，それがない場合同じことを繰り

てる，つまり論理性や一貫性への動機づけが高まった

返し考えてしまうなど，考えの対象をコントロールす

可能性がある．
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ある個人の主要な意見をひとつ上げてもらうことを

場合よりも，一連の文脈を踏まえ，検討がされるよう

目的としている場合はこのような傾向は望ましいもの

になる．外化することによって自然に内容が吟味され

であるが，個人の中にある様々な思いや考えを抽出す

るようになることは，学習の分野でも指摘されている

ることを目的としたワークショッププログラムの場合

[13]．そのため，考える内容が，全体との一貫性や論

には，こういった傾向を排除するような工夫を凝らし

理性を持ったものとなる．このことは，外化がある方

た設計にする必要があるだろう．

がないよりも内省フェーズで自身の考えの矛盾を感じ

4.2. 内省フェーズでの外化の特徴

にくい傾向にある結果から示唆される．

本実験における内省フェーズで外化を行った場合の

また新たに書き出される内容についても，頭に浮か

特徴を述べる．

んだ様々な考えの中で，矛盾が生じたり辻褄の合わな

感情的側面 外化がある場合，参加者によっては，

い考えは排除され，これらの文脈の沿った内容が選択

書くことをまとめなくてはならないというプレッシャ

的に自身の考えとして外化される．

ーを感じる場合がある．

これらの結果，書き出される内容は論理的で一貫性

思考方法 枠組み ランダムに考えを進めるのでは

の高いものとなる．

なく，まず自分なりに検討の枠組みを設定し，その枠

共有 更に，共有フェーズにおいては外化された内

組を埋めるような形で考えを進めていく様子が多くの

容を参照しながら他者へ自身の考えを話すため，最終

参加者から確認された．また設定した枠組みの中身を

的なアウトプットも論理性・一貫性の高いものとなり，

埋めるように考えを進められ，逆に枠組みに含まれな

共有フェーズにおいて，自身が一連の流れとして作成

い概念については考えの対象になりにくい．つまり拡

したストーリーについては，抜けもれなく他者に共有

散的ではなく，収束的な思考がされやすくなったと考

できる．

えられる．たとえばあるパターンについて時系列で構

一方で，自分の考えへの改めての気付きや考えの変

造化した場合，時系列を埋めたり，それぞれの行動に

化は，外化をしないよりも生じにくいことが示唆され

対応する理由を深ぼることはできるが，そこで挙げら

ている．これについては次節で考察する．

れていないパターンについては検討されない．この点

4.3. 内省フェーズでの外化無しの特徴

は，意見産出の内省時に説得スキーマ（
「メリットを説

思考方法 枠組み，外化を基にした考え 外化がな

明→デメリットの整理→デメリットの否定」など他者

い場合，枠組み等の構造を設けず自由に思考が行われ

を説得する際の文章の構造に関するスキーマ）が用い

ることが示唆されている．先述のように，外化有の場

られる場合に，スロットに当てはまる既有知識の探索

合は外化されたものを参照しながら思考を進めるが，

を行うような思考がなされ（
「デメリットの否定」に当

外化なしの場合は目の前に参照するものがなく，どこ

てはまる知識の探索がされる）
，内容が吟味されるとい

まで考えたか，今何を考えるのか，ということが外部

う先行研究の主張[12]と一致する．つまり枠組みがあ

に保持されないため，考えの対象へ意識を向け続ける

ることによって思考の方向性が指定され，方向性に沿

ことが比較的難しくなる．そのために思考の方法とし

った心的探索がされるようになると考えられる．

ては，収束的にある課題について考えるよりは，連想

思考方法 外化を基にした考え 考える際には，自

的に様々なことを思い浮かべるような発想が行われる

身が外化したものを参照し，どこまで考えが終わり，

ようになる．その結果，外化無では考えの範囲が多岐

次はどこを考えるのか，という考えの対象の切り替え

に渡り，内省フェーズで自身の考えの矛盾に気づきや

をすることができ，効率的に考えを進めることができ

すくなる．

思考方法 論理性・一貫性 先述したように，外化

る．

思考方法 論理性・一貫性 外化することによって

有条件で行われる「様々考えたことの中で，辻褄の合

論理的で一貫性の高いアウトプットが可能になる．そ

うものを選択肢外化し，自分の意見とする」というこ

の理由として，考える段階と，書き出す段階での外化

とが，外化がない場合には行われない．つまり，自分

の影響が考えられる．先述したように，参加者は外化

の考えの採否判断が外化がある場合よりも明示的に行

した内容を参照しながら次の考えを行っていく．これ

われないため，外化がない場合は比較的，多様な考え

まで考えた一連の内容が吟味対象として外部にさらさ

が頭の中に雑然と残った状態となることが予測される．

れることにより，これらを記憶に保持しながら考える

共有 共有に際しては，理解されやすいように他者
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へ話す内容や順番を整理するということを行っている

しにくくなり，また自身の考えへの再検討が行われに

が，この過程が外化がない場合に比較的難しくなるこ

くくなるという可能性である．外化無しの場合はこの

とが示唆された．人に話すにあたり，そのときに覚え

ような固執が生じないため，他者の意見を聞いて考え

ていたことをバラバラと話すのではなく，内容に論理

の変化を起こしやすく，再検討・メタ的理解が比較的

性や一貫性等をもたせ，自分の考えたことを余すこと

されやすい．

なく伝えたいという動機づけを持つ参加者が多いこと

一方，学習の分野の先行研究によって，外化が既有

が背景にあると考えられる．このような整理を行うた

誤概念の修正を促進するという効果が指摘されている．

めには，外化が無い場合は自分が考えたことを記憶に

これらの研究によると，自身の考えを外化することに

保持しながら全体のストーリーを構築する必要がある

よって，吟味の対象として外在化されることから，様々

が，認知負荷が高くなり難しさを感じるのだと考えら

な観点からの検討が行われ，概念修正や理解が促進さ

れる．

れると言われている[5]．
この違いが生じる原因として，

また実際共有を行う際には，自分の考えたことを伝

これらの先行研究と本研究では，課題や参加者のモチ

えきれなかったと感じられることが少なくなかった．

ベーションが大きく異なっていることが考えられる．

この理由としては，頭の中に保持されている話すこと

学習の分野で扱われるのは，
「維管束の形」や「水の状

べきリストの参照が，発話しながらだとうまくできず，

態変化」のように，すでに明確な正解がある課題であ

漏れが生じるからであると考えることができる．また

り，参加者はその正解を理解し，概念を修正，獲得す

もう一つの可能性として，外化有条件では内省フェー

るというモチベーションがある．一方で，本課題はす

ズで考えた様々なことをすべて書き出しているわけで

べての参加者に共通するような正解はなく，他者の意

はなく，その中から選択的にこれだという考えのみを

見と自身の意見に違いがあっても全く問題がない．ま

外化している．逆にいうと，外化されない考えについ

た考えをより良いものにしようというモチベーション

ては，明示的に必要がないと判断が行われていると考

は大きくなく，自身の考えに対する批判的な見方をす

えられる．共有時に自身の発表が終わった後，自身が

る参加者は多くなかったと考えられる．このような課

考えたが発表しなかった考え，つまり内省フェーズで

題の違いにより，外化の効果が異なった可能性がある．

外化されなかった考えと，同様の内容を他者が発言し

外化無の方が共有時に自身の考えへの気付きや考

たとしても，自身で「不要な考え」と判断をしている

えの変化が生じやすくなる理由としてもうひとつ考え

ため，発言が漏れたとは感じない．一方外化無条件に

られる可能性は，外化無の方が発想の幅が広がるため，

おいては，このような自身の考えの採否を明示的に行

グループ内での共有の際に他者が挙げる意見に，自身

っていないため，多くの考えが依然「考えたこと」と

が内省時に考えなかったアイディアが出てきやすくな

して頭に保持されたままとなると考えられる．この状

っており，その結果，自分の考えと全く違う考えを聞

態で，自身の発表の後に，自身が考えたが発表しなか

くことによって，自分の特徴に気づいたり，自分の考

った内容を他者が発言しているのを聞くと，より「考

えを変更したりするという理解である．ただし，今回

えを伝えきれなかった」と感じられやすい可能性もあ

のアンケートの結果では，
「共有フェーズにおいてこれ

る．

まで考えなかったことについて考えた」
「共有フェーズ

また外化がない場合のほうが，外化有条件よりも共

において他の人と自分の考え方には違いがあった」に

有フェーズにおいて自身の考えへの改めての気付きが

条件間の差は見られていない．

生じやすく，また自身の考えの変化が起こりやすい傾

最後にもうひとつの仮説として，外化無条件におい

向が確認されている．つまり，自身が意見を述べ，ま

ては，考えの幅は広がるが，それぞれについての詳細

た他者の意見を聞く中で，自身の考えについてのメタ

な検討がされないため，考え不足が生じ，共有時にそ

的な理解や再検討が行われたり，他者の意見を受け入

の点について気付かされたり考えが変わったりすると

れての考えの変化が生じやすくなるということである．

いう理解もあり得る．ただしこれも同じように，アン

これらについては，いくつかの可能性が考えられる．

ケート結果から「共有フェーズにおいてこれまで考え

ひとつは，外化有りの場合，自身の考えを紙に書き

なかったことについて考えた」に差は見られていない．

出し，矛盾の有無や一貫性なども考慮しながら検討を

本実験の結果からこれ以上の検討は難しいが，本研

行った結果，その考えへの固執が高まり，考えが変化

究では検討すべき観点を見出すことができた点に大き
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な意味があると考える．参加者の考え方や行動に働き

クショッププログラムを行う場合は，単純に外化をさ

かけることを目的としたワークショップは多い．その

せると，出てくる反応の多様性を損なう可能性がある

中で，自身の考え方へ気づきを与えたり，また実際に

だろう．その場合，教示（他者への発表の有無）や，

考えを変化させることは非常に有効であるが，これら

外化のさせ方（例えば紙のデザイン等）を工夫するこ

のワークショップの設計について，注意すべき点を見

とで，外化の良さを活かしつつ，枠組みや論理性を離

出すことができた．次節で目的を効果的に達成するプ

れた幅広い意見を抽出できるようになると考えられる．

ログラム設計について検討する．

本研究の結果を基に，ワークショッププログラムの
目的別に，設計に関する留意点を表 3 にまとめる．な

4.4. ワークショップ設計に向けて

おプログラムの目的は，ある課題に対して自分の考え

本研究の結果より，外化は論理的で一貫した思考を

を論理的に整理したり，一貫した自身の意見を構築す

高めたり，考えを発散させず収束的に考えることがで

ることを通じて，自身の最も重要な主張を明確にする

きたり，また他者にそれを話す時に伝えるべきことを

ことを目的としたプログラムである「意見産出型プロ

伝えられるようになるという効果があることが示され

グラム」と，相反する考えや矛盾なども含めて，個人

た．今回の課題で見られたこのような外化の特徴の多

の中にある様々な考えをできるだけ多く挙げること通

くは，内省により一貫した個人の意見を求めたり，論

じ参加者の持つ様々な考え方を広く明らかにすること

理的な考えを促したいときには非常に有用であるが，

を目的としたプログラムである「意見網羅型プログラ

様々な考えを抽出することが目的となる場合にはデメ

ム」とした．前者はたとえば，死刑制度についての自

リットとなり得る．

身の考えを整理したり立場を明確にすることを求める

人は必ずしも論理的・一貫的な思考を行っているわ

ような場合であり，後者は死刑制度について様々な立

けではなく，また同じ人の中でも，相反する様々な価

場や考え方，意見をできるだけ多く検討するといった

値観を同時に持ち得る．今回の課題で用いた子どもの

場合である．

しつけについても，ときと場合によって異なる対応が

これらは本研究によって得られた仮説であり，今後

ありえるし，またそのような対応をする理由について

検証を行いつつ，ブラッシュアップしていく必要があ

も矛盾する理由が個人の中でも同時に成り立つ（自分

る．また，今回の着目しているのは，意見産出型プロ

が楽をしたい/子どもを優先したいなど）
．このような，

グラムと意見網羅型プログラムにおける外化の有無に

様々な価値観・考えを抽出することを目的としたワー

ついてである．これ以外の点で特別な配慮が必要とな

表 3 ワークショッププログラム設計の留意点
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る場合はありえる．たとえば，他者へ自身の意見を共
有する際には，その意見には少なからず社会的な望ま
しさが反映されると考えられるが，できるだけその要
素を排除するためには，別の配慮が必要となるだろう．

5.

まとめと今後の課題

本研究ではワークショップにおける外化の有無によ
る影響を探索的に把握することを目的に実験を行い，
外化有/無それぞれの特徴を見出すことができた．
ただし今回分析の対象としたのは，アンケートやヒ
アリングであり，主観に基づくものである．またヒア
リングの結果は量的に検討されておらず，仮説の域を
出ない．今後は見出された様々な観点について，量的
に検討を行い仮説検証を行うとともに，ワークショッ
プの共有フェーズの発言や成果物等の客観的データに
ついても分析対象とし，これらの特徴を確認していく
必要があるだろう．
また更に，なぜこのような結果が生じるのか，その
理由については今回の実験で明らかにすることは難し
かった．外化することは，これまでの様々な研究によ
って良い面が取り上げられることが多く，またワーク
ショップにおいても，外化による情報の整理等良い面
に着目され，外化をプログラムに取り入れているワー
クショップは多い．しかし本研究によって，ワークシ
ョッププログラムの目的や課題によっては外化するこ
とがネガティブに作用する場合もあることが示唆され
ている．とはいえ，外化することは記憶する代わりに
外部に保持することができたり，複雑な内容を考える
ことを支援する効果があるなどの効用もあり，単純に
なくすことはできないだろう．本研究で見出された特
徴がなぜ生じるのかの原因や，その対策を明らかにす
ることで，より効果的なワークショップの設計が可能
になるだろう．
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共変モデルに基づいた事後情報の提示方法が印象に与える影響
Internal attribution enhanced by post information improves
a bad impression.
本庄 正弥†,日根 恭子†
Masaya Honjo, Kyoko Hine
†

東京電機大学
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Abstract
Once we have a bad impression of a person, it is difficult to
improve the impression of the person even if we hear the
person’s socially favorable action. Previous study has
suggested that we keep the bad impression because we
interpret that the favorable action is caused by an
environmental factor rather than a personal factor, so-called
external attribution. Here, we investigated whether the
impression of the person was improved by the enhancement
of internal attribution, in which we interpret that the favorable
action is caused by a personal factor. Anova model was
adopted in order to enhance the internal attribution in this
study. According to Anova model, information that is low
distinctiveness, low consensus, and high consistency enhance
the internal attribution. Our results showed that “sociality” and
“activeness” was improved when the post-information that
was low distinctiveness, low consensus, and high consistency
was given compared to when the post-information was not
given. It was reported that “sociality” and “activeness” were
activity factors about person impression in previous study.
From these results, it is suggested that only the activity
impression was selectively improved when the internal
attribution was enhanced.
Keywords ―
Model,

Impression, Post information, Anova

られる.内的帰属を促進する情報の与え方の一つとし
て,共変モデルに基づいた情報提示が挙げられる[4]. 共
変モデルでは,行動の結果の原因をどこに求めるかとい
う原因帰属に影響を及ぼす要因として,一致性(皆が行
うのか),弁別性(特定の物に対して行うのか),一貫性(ど
のような状況でも行うのか)が挙げられ,一致性が低く,
弁別性が低く,一貫性が高い場合,その行為の原因が内
的帰属される傾向にあるとされている.従って,悪印象
を抱いている他者の社会的に好ましい行為について,一
致性が低く(他の人は行わない),弁別性が低く(様々な物
に対して行う),一貫性が高い(どのような状況でも行う)
情報を選択的に与えれば,印象をより向上させることが
できると考えられる.そこで本研究では,共変モデルに
基づき,一致性が低く,弁別性が低く,一貫性が高い情報
を選択的に与えれば,印象がより向上するかを明らかに
する事を目的とした.

2.

実験

参加者：28 名(男性 20 名,女性 8 名,平均年齢 20.9
歳,SD=1.0)が実験に参加した.
手続き：全ての実験参加者は,共変条件,非共変条件の両

1.

背景

条件を実施し,実施順はカウンターバランスが取られた.

他者との共同作業が必要な場において,他者に好印象

両条件ともまず,顔写真とその人物に関する文章のセッ

を抱くことは,円滑なコミュニケーションを実現するた

トが提示され,その人物に関する印象評価を行った.共

め,重要であると考えられる.しかし,ひとたび他者に悪

変条件と非共変条件では,異なる顔写真と文章が提示さ

印象を抱いてしまうと,その他者が行った社会的に好ま

れた.印象評価には,形容詞対 20 項目の 7 件法の SD 方

しい行為に関する話を聞いても,その印象を向上させる

式[5]による質問紙を用いた.また,顔写真と文章内容は,

ことは難しい[1].そこで本研究では,他者に関する事後

予備実験により悪印象が形成されやすいことを確認し

情報に着目し,どのような情報をどのように与えれば印

たものを用いた.印象評価後,実験参加者に事後情報と

象をより向上させることができるのか,検討することと

して,提示された人物の社会的に好ましい行為に関する

した.先行研究において,悪印象を抱いている他者が社

文章が提示された.共変条件では,その行為を他者は行

会的に好ましい行為をしても,その行為の原因が行為者

わないこと(一致性が低い),様々なものに対して行うこ

以外にあるとする外的帰属がなされ[2],悪印象が維持

と(弁別性が低い),どのような状況でもその行為が見ら

されることが報告されている[3].そこで,行為の原因が

れること(一貫性が高い)の全ての情報が含まれた文章

行為者本人であるとする内的帰属が促進されるよう事

が提示された.非共変条件では,共変条件で提示された

後情報を与えれば,その他者への印象が向上すると考え

文章のうち,一致性,弁別性,一貫性に関する文章のいず
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れかが削除され,文章量調節のための文が加えられた文

向上させることが分かった.これらの形容詞対は,先行

章が提示された.事後情報が与えられた後,実験参加者

研究[6]において,対人認知構造の活動性因子の負荷量

は再度,その人物について印象評価を行った.

の高い形容詞対とされている.このことより,共変条件
における情報提示が活動性という因子に影響を及ぼし

3.

結果と考察

ていることが示唆される.共変条件では,一致性が低く,

事後情報提示前後の印象評価値の差を印象変化量と

弁別性が低く,一貫性が高い社会的に好ましい行為を表

し,共変条件と非共変条件について,形容詞対ごとに t 検

す文章を提示しているため,皆が行わない行為をその他

定を行った結果,「社交的な-非社交的な」において,共変

者は行い,特定の物だけでなく様々なものを対象に行い,

条件(2.9, SD=1.09)と非共変条件(2.18, SD=1.25)の印

状況を問わず行う良い行為と理解でき,その行為を行っ

象変化量に有意な差が見られた(t(28)= 2.40 , p<.01)(図

た人物に積極性があるように読み取れる.そのため,共

１).

変条件が非共変条件と比べて,活動性の因子負荷量の高

図１ 「社交的な-非社交的な」の印象変化量の平均

い形容詞対である「社交的な-非社交的な」や,「積極的
な-消極的な」において印象の変化量が有意に高かった

** p<.01

**
印
象
変
化
量
の
平
均

と考えられる.

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

本研究では,活動性因子の負荷量が高い「社交的な-非
社交的な」と「積極的な-消極的な」に,共変条件と非共
変条件間で印象の変化量に差が見られたが,他の形容詞
対(親しみやすい-親しみにくい,好きな-嫌いなど)につ
いて差は見られなかった.活動性に関連する印象にのみ
条件間で差が見られたことは,内的帰属を促進させるよ
共変条件

う共変モデルに基づき社会的に好ましい行為に関する

非共変条件

事後情報が与えられたとき,行為者に対する活動性の印

実験条件

象のみが選択的に向上することを示す非常に興味深い
結果であった.今後は,対人認知における他の因子に注

また,「積極的な-消極的な」において,共変条件

目し,それらの因子に関する印象をより向上させるため

(1.40, SD=1.66)と非共変条件(0.71, SD=1.88)の印象変

に,どのような情報の提示方法が有効であるかを調べて

化量の差に有意な傾向が見られた(t(28)= 1.43,

いくことが課題になるだろう.

p<.10)(図 2).

†
2.0

† p<.10
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Abstract
The present study investigated neural mechanisms of humor
and laughter during viewing several comedy films, directed
and performed by Charles Chaplin. We measured brain
activity by using near-infrared spectroscopy (NIRS) during
participants’ film viewing in natural state. The results showed
that viewers’ brain activities of primary somatosensory cortex
and frontal eye field were significantly correlated with the first
principal component of the subjective questionnaire results,
namely, “sense of unity”; supramarginal and premotor
activities with the second principal component “humor and
laughter”; and middle temporal gyrus activity with the third
principal component “emotional factor”. We suggest that the
mirror neuron system (MNS) and the Theory of Mind (ToM)
related brain areas are involved in cognition of humor.
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Web デザインにおける情報発見のしやすさに関する研究
文字とアイコンに着目した検討
A study on the ease of information discovery in web design
Consideration focusing on letters and icons
浅野 潤†，日根 恭子†
Jun Asano, Kyoko Hine
†

東京電機大学情報環境学部
Tokyo Denki University
15jk006@ms.dendai.ac.jp

Abstract

実施し,目的の情報を入手するまでの選択時間や正答

Although it is suggested that "character" "icon" and
"combination" exist in the portal site link expression method,
it is suggested that "combination" is the best, but whether the
target information can be obtained efficiently Has not been
sufficiently studied. In this study, we conducted a
psychological experiment and examined the selection time
and the correct answer rate until obtaining the target
information, and examined which representation method can
obtain information efficiently. As a result, the difference
between the other expressions and the selected time was not
seen in "combination", while the correct answer rate was
high. Therefore, "combination" can be said to be the most
efficient information transmission means.

率を検討することで,どの表現方法のリンクが目的の
情報を効率的に入手できるか検討することにした.

2.
刺激

課題に用いる表を 3 種類作成した．表はディスプレ
イ上に表示された．表には，日本のポータルサイトに
おけるアクセス数ランキングより上位 25 位のサイト
のうち、複数のサイトで共通して用いられている 21 の
リンク先の情報を表すカテゴリが 3 行 7 列で配置され

Keywords ― Icon , Combination , Usability

1.

実験

ていた[3]．文字表には，カテゴリが文字で表示されて
いた(図 1)．アイコン表には，カテゴリがアイコンで

背景

表示されていた(図 2)．組み合わせ表には，カテゴリ

インターネットの発達に伴い現代では数多くの Web

が文字とアイコンの両方で表示され，各カテゴリの文

サイトが作成され,情報検索の入り口の役割を持った

字はそのカテゴリのアイコンの直下に表示されていた

ポータルサイトも増加している.検索は情報を得る重

(図 3)．3 種類の表で用いられたカテゴリは共通であり，

要な手段の１つのため,多くの人が目的の情報を効率

組み合わせ表に用いられた文字とアイコンは，文字表

的に入手出来るようにすることは,ポータルサイトを

とアイコン表で使用したものと同一であった．表の中

デザインする上での重要な問題だといえるだろう.

でカテゴリの表示される場所は試行ごとに変わり，そ

多くのポータルサイトにおいて情報検索の入り口の役

の配列が試行間で同一とならないよう，プログラムで

割を持つリンクは,リンク先の情報のカテゴリを文字

制御された.

で表した『文字』,カテゴリをアイコンで表した『アイ
コン』,そしてこれら文字とアイコンを同時に表示した
『組み合わせ』で表現されている.視線計測を行った先
行研究より,多くの情報の中から目的の情報を探すと
き,『組み合わせ』は目的の情報とは無関係な情報を見
る時間と回数が少ないことが報告されている[1] [2].
このことより,リンクの表現方法としては『組み合わせ』
が優れていることが示唆されている.

図 1 文字表

このように,リンクの表示方法として『文字』や『アイ
コン』より『組み合わせ』が良いことが示唆されてい
るが,目的の情報を効率的に入手できるかについて、直
接的検討は十分に行われていない.そこで心理実験を
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と『組み合わせ』
（0.87 ,SD=0.21）の間に有意な差が
見られた(図 5).

図 3 組み合わせ表

手続き
男女合計 28 名（平均年齢 28.3 歳）が実験に参加し
た.すべての実験参加者は，
『文字』条件，
『アイコン』

図 5 繰り返しごとの正答率

条件，
『組み合わせ』条件の 3 つの条件を実施した．条

また，
『文字』の正答率について繰り返しの効果が見ら

件の実施順は，参加者間でカウンターバランスが取ら

れ(F(2,168)=19.75,p=.02)，1 セット（0.75, SD=0.31）

れ，ブロック内では同一の条件が実施された．実験で

と 3 セット（0.92,SD=0.17）の間に有意な差が見られ

はまず，参加者に対して，検索を行う状況が提示され

た．
『アイコン』の正答率についても繰り返しの効果見

た(図 4)．その後,リンク先の情報を表すカテゴリの表

られ(F(4,108)=15.36,p=.00)，1 セット（0.52, SD=0.33）

が提示された．参加者は，直前に提示された状況にお

と 2 セット（0.78,SD=0.28）,1 セット（0.52, SD=0.33）

いて，どのリンクを押下するかの判断が求められた．

と 3 セット（0.83,SD=0.23）に有意な差が見られた.

あらかじめ，各状況について正解のリンクを設定して

『組み合わせ』では，繰り返しの効果は見られなかっ

いたが（例：上記の図の場合は「天気」
）
，実験参加者

た.

にフィードバックは与えられなかった.『文字』条件で

選択時間については,リンクの種類の主効果と交互作

は，カテゴリの表として文字表が提示され，
『アイコン』

用は見られなかった.回数については主効果が見られ

条件ではアイコン表が，
『組み合わせ』条件では組み合

(F(2,54)=41.161,p=.00),1 セット（32.1,SD=14.8）と

わせ表が提示された．ここまでを 1 試行とし，3 試行

2 セット（20.7,SD=9.12）,1 セット（32.1,SD=14.8）

連続で同一条件について実施された．3 試行終了後，

と 3 セット（17.0,SD=1.03）の間に有意な差が見られ

残りの条件について同様の手続きで課題が実施された．

た(図 6).

ここまでを 1 セットとし，全部で 3 セット実施した．

図 6 表現方法ごとの選択時間

図 4 質問例

3.

結果

図 6 表現方法ごとの選択時間

リンクの表現方法（
『文字』
，
『アイコン』
，
『組み合わ

4.

せ』
）と繰り返し（1 セット，2 セット，3 セット）ご
とに正答率と選択時間を算出し,リンクの種類と繰り

考察

正答率について，1 セット目に着目すると，
『アイコ

返しによる 2 要因の分散分析を行った.

ン』が他の条件よりも有意に低かった．このことは，

正答率について,交互作用が有意であり

ユーザにとって初見では，アイコンのみのリンク表示

(F(4,108)=4.11,p=.00),1 セットのみでリンクの種類

は目的の情報を効率的に入手することを妨害している

の効果が見られ，
『アイコン』
（0.52 ,SD=0.33）と『文

ことを示唆している.

字』
（0.75 , SD=0.31）,『アイコン』
（0.52 , SD=0.33）

『文字』の場合,回数を重ねるたび正答率が向上し，選
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択時間が短縮した.一方,『組み合わせ』では，1 セッ
ト目からでも正答率が高く,繰り返しによる効果が見
られなかった.従って,初見であっても高い正答率であ
る『組み合わせ』が優れているといえる.
『組み合わせ』では，上部のアイコンと下部のラベル
を見る必要があるため,他の条件に比べ選択時間が遅
くなる可能性も考えられるが，他の条件と比べ有意な
差は見られなかった.この原因として，
『組み合わせ』
では，文字とアイコン両方が表示されるため注視する
対象は増えるが,リンクの表示から得られる情報量が
多いため，選択の迷いが少なくなる可能性が挙げられ
る.
本研究の結果は，
『組み合わせ』がリンク先のカテゴリ
を表す効率的な表現方法であることを支持した.多く
の人が閲覧するポータルサイトにおいては，使い続け
ることで得られる速度の慣れより,初見でも間違いな
く使えることもユーザビリティにおいて重要であると
考えられるため，ユーザにとっては『組み合わせ』が
使いやすいリンクであると言えよう.

参考文献
[1] ヤコブ・ニールセン,「Icon Usability」.
https://www.nngroup.com/articles/icon-usability/
(閲覧日:2017年1月4日)
[2] 生田目美紀,北島宗雄.”視線計測によるウェブデザインに
関する研究1:テキストとピクトグラムによる情報表現”
日本デザイン学会研究会発表大会概要集 56(0),C01-C01,
2009
[3] Alexa – Top Sites in Japanのデータに基づいた日本のあ
Webサイトアクセスランキング(2015年5月16日現在)
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画像加工作業が作業者の気分に与える影響の調査
Editing Photographs Increases Positive Affect.
吉原 優華里†,日根 恭子†
Yukari Yoshihara, Kyoko Hine
†

東京電機大学,情報環境学部
Tokyo Denki University
15JK256@ms.dendai.ac.jp

Abstract
2.

実験

実験：36 名(女性 18 名,男性 18 名,平均年齢 20.58 歳)

In recent years, it is getting popular that
upload of edited photographs on SNS services.
Previous study suggested that taking a
photograph satisfies our willing to remember
specific situations or to focus on an aspect of
our lives. However, it has not been investigated
what editing a photograph itself influences. We
found that positive affect increased after
editing the photographs. On the other hand,
just taking photographs without editing did
not boost positive affect, in fact, positive affect
decreased after taking photographs. From this
result, it is suggested that editing photographs
itself increased positive affect.

が実験に参加した.実験参加者は加工作業あり群,加工
作業をしなかった実験参加者を加工作業なし群にラン
ダムに分けられた.
刺激：実験において質問紙①と質問紙②を用いた.質問
紙①では作業者の作業前の気分を測定するために,日本
版 PANAS[2]を使用した.質問紙②では日本版 PANAS
と利用調査紙を使用した.作業前後の日本版 PANAS の
結果を比較することで,作業者の気分がポジティブな影
響を受けているかを検討することができる.利用調査紙
の質問項目は,「どのくらいの頻度で写真を加工します
か」
「SNS にどのくらいの頻度で自分が加工した写真
を投稿しますか」
「SNS にどのくらいの頻度で自分が
加工していない写真を投稿しますか」
「Instagram で写
真を加工しますか」などであった.

Keywords ― Editing Photograph, Positive
Affect, SNS.

実験手続き：実験参加者はまず,質問紙①に回答した.次
に実験参加者は写真を撮影した.その際,撮影する被写
体についてや,撮影場所は制限をしなかった.撮影をす

1.

る時間については 3 時間以上とし,撮影する写真は 5 枚

はじめに

近年,Instagram や snow などの画像加工アプリを使

以上とした.次に,撮影した写真から加工作業をするた

用し,撮影した写真を SNS へ投稿することが流行して

めの写真を実験参加者が 2 枚を選んだ.選び方について,

いる.しかし,画像を加工し SNS へ投稿することが,投

実験参加者がもし SNS に投稿するならばどれを選ぶ

稿者へどのような心理的影響を与えるのかに関しては,

かを基準に選択するよう教示が与えられた.加工作業あ

いまだ不明な点が多い.先行研究において,写真を撮影

り群は選んだ 2 枚の写真を加工した.加工作業は,実験

すること自体に,思い出欲求や現実戯画化欲求を満たす

者があらかじめ用意した Instagram のアプリの加工機

効果があることが報告されている[1].このことより,写

能を使用した.その際,加工作業の時間制限と作業量に

真を撮ることで,撮影した写真を思い出すことや,その

制限は設けなかった.その後,質問紙②を回答した.また,

写真が撮影された場面をおもしろおかしくしたいとい

加工作業なし群は加工作業を行わず,写真選択後直ちに

う欲求が満たされ,ポジティブ気分へ誘導される可能性

質問紙②に回答した.

がある.しかし,写真を加工する作業自体の効果に関す

3.

る研究は十分ではない.そこで本研究では,撮影した写

結果

真の加工作業に着目し,写真の加工作業が作業者の気分

日本版 PANAS のボジティブ情動の評価値について,

にどのような影響を与えているかを調査することを目

加工作業(あり,なし),回答タイミング(加工作業前,加工

的とした.

作業後)の 2 要因分散分析を行った.その結果,加工作業
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と回答タイミングの交互作用は見られなかったが
(F(1,34)=2.24,n.s),加工あり条件では,作業前の評価値
(23.89,SD=6.28) よ り も 作 業 後 の 評 価 値
(25.06,SD=6.42)の方が高かった一方,加工なし条件で
は,作業前の評価値(23.17,SD=7.21)よりも作業後の評
価値(20.89,SD=7.31)の方が低かった.現段階では加工
作業と回答タイミングの交互作用は見られなかったが,
今後参加者数を増やすことで,交互作用が有意になる可
能性があると考える.
25

作業前

評価値

20

15

作業後

10
5
0

加工作業有

加工作業無

図 1 ポジティブ情動の評価値

4.

考察

本研究の結果より,撮影した写真を加工することによ
り作業者のポジティブな気分が向上する可能性が示さ
れた.したがって,撮影した写真を加工し SNS へ投稿す
ることが流行していることに,写真を撮影して加工する
ことで自分自身のポジティブな気分がより上昇するこ
とが寄与していることが示唆された.このように私たち
は,加工作業によって気分をコントロールしていると考
えられ,加工作業自体に心理的影響があると考えられる.
本研究により,画像を加工すること自体に作業者の気分
へ影響があることが明らかとなったが,実験では撮影さ
れた写真の内容や加工方法などの統制は行わなかった.
今後は,どのような写真が加工されるのか,どのような
加工が行われるかなどを詳細に検討することにより,よ
り多くの人に用いられる画像加工アプリを提案するこ
とができるかもしれない.

参考文献
[1] 荒川 歩, (2005)“人はなぜ写真を撮り,そして見るのか?”,
立命館人間科学研究 , pp. 8.
[2] ,佐藤 徳,安田 朝子,(2001)“日本版 PANAS の作成”,性
格心理学研究 ,vol.9,No.2, pp. 138-1.
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車の性別，イスの年齢：物体の擬人化を生む要因の検討
Car gender and chair age: How do we personify everyday objects?
新美 亮輔†
Ryosuke Niimi
†

新潟大学人文学部
Faculty of Humanities, Niigata University
niimi@human.niigata-u.ac.jp

Abstract
Humans like to personify non-human objects. To understand
the underlying mechanism of personification, I conducted
several experiments in which human participants reported
personified gender, age, personality traits of cars and chairs.
Experiment 1 (personification task) showed that the
participants successfully personified cars and chairs. Color
saturation was found to be correlated with the personified age
and gender of cars. In Experiment 2, participants were asked
to infer age and gender of typical user of those objects. Results
showed that the inferred user age/gender were well correlated
with personified age/gender, suggesting that our knowledge of
(stereo)typical user/owner may affect personification. In
Experiment 3, the cars and chairs were rated in terms of
design-related adjectives and personality trait words. Factor
analyses were applied to the data, which yielded 4-factoral
model of design traits and 3-factoral model of personality
traits of cars and chairs. Some of these factors were well
correlated with the personified age and gender (Experiment 1).
Further, most of the personality trait factors were significantly
correlated with subjective likability of the objects. These
results signified that personification is one of main
components of high-level object perception.
Keywords ―
personification, anthropomorphism,
object perception, personality, product design

因，自然現象や機械の動作など複雑なふるまいを見せ
る現象・物体に対処するために対人知覚のスキーマを
援用するという認知的要因，孤独な環境下で社会的接
触を欲する社会的要因などが指摘されている[1][2]。
では，具体的にはどんな要因がどんな擬人的知覚を
生んでいるのだろうか。物体の擬人的知覚のやや特殊
なケースとして，共感覚（synesthesia）を挙げること
ができる。共感覚でもっとも知られているのは特定の
文字に特定の色を感じる色字共感覚であるが，色だけ
でなく性別やパーソナリティ特性を感じるという例も
報告されている。これを調べた研究によると，共感覚と
して感じられる文字の性別やパーソナリティは，その
文字の形や発音，数字の場合には偶奇，文字の出現頻度
などが関連しているという[3][4]。
とは言え，実際に擬人的知覚が一般的なのは文字よ
りも動物や乗り物などの日常物体であろう。また，擬人
的知覚は共感覚者だけに起こる現象とは考えにくい。
そこで本研究では，車とイスの画像を材料に用い，その
車やイスの性別および年齢を答えてもらう実験を行っ
て，実際に擬人的知覚が生起するか，そして擬人的知覚

1.

の内容（性別・年齢）は物体のどのような要因に関連し

背景と目的

ているのかを検討した。

ヒトはヒトでない物体を擬人化（personification,
anthropomorphism）することを好む。動物や植物，

2.

天体が擬人化される神話・物語は古今東西に見られ

実験 1：車とイスの擬人化課題

る。擬人化の対象は自然物に限らず，人工物の擬人化

実験 1 では，車 32 種，イス 32 種のカラー画像を実

も珍しくない。たとえば，乗り物を擬人化したキャラ

験参加者に見せ，その年齢と性別を回答してもらった。

クターが登場するフィクションはごく一般的である。

実際に擬人的知覚が行われること，特に，平均的に特定

擬人化がフィクションとして創作される背景には，

の性別や年齢に擬人化されやすい物体があるかを確か

ヒトがヒトでない物体に何らかの「ヒトらしさ」を知覚

めることが目的であった。

すること，すなわち擬人的知覚の傾向があると考えら

車とイスの画像は 3DCG で作成され，前斜め方向を

れる。たとえば乗り物が擬人化されやすいのは，自在に

向いたものだった（図 1）
。画像はコンピュータ画面に

移動可能な物体であるため，そこに行為主体性（agency）

1 枚ずつ表示され，実験参加者（30 名）は，その物体

を錯覚しやすいからであろう。擬人的知覚を生む要因

の性別（男性，女性）と年齢（～12，13～18，19～29，

にはさまざまなものがあると考えられ，心理学的な説

30 代，40 代，50 台，60～）を，手元の冊子上の選択

明が試みられている。具体的には，ロボットやサルのよ

肢に○を記入することで回答した。また，性別と年齢そ

うに物体の外見がヒトに類似しているという知覚的要

れぞれの回答について，どの程度確信があるかを 1（ま
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ったく確信がない）～ 7（強い確信がある）の 7 件法
で回答した（図 1）
。課題は「その物体を人間にたとえ
るとしたら性別と年齢はどれくらいか」を答えること
であり，
「その物体を持っている人や使っている人を答
えることではない」と教示した。
回答に時間制限はなく，記入を終えるとスペースキ
ーを押して次の物体に進むことができた。車とイスは
別々のブロックで実施され，半数の参加者は車から，残
り半数はイスから回答した。
回答は「男性」を−1，
「女性」を+1 としてコード化し
た。年齢の選択肢は低い順に 0～6 としてコード化した。
確信度はそのまま 1～7 の値を集計した。物体 1 種ごと
に回答の平均値を算出すると，図 1 のようになった。
知覚された擬人的性別・年齢には十分に大きな分散が
あり，男性に知覚されやすい物体，高齢に知覚されやす
い物体などがあったことがわかる。最も「若い」車と
「高齢の」車，最も「男性的」なイスと「女性的」なイ
スの例を図 1 に示した。カテゴリーによる違いも見ら
れた。車は平均的に女性として擬人化されにくく，特に
図 1 散布図の右上，つまり「高齢の女性」として擬人
化されやすいものがなかった。
車とイスそれぞれについて，性別確信度と年齢確信
度の相関を見ると，いずれも有意な正の相関だった（車，

r = .47; イス，r = .55; ps < .01）。つまり，擬人化の容
易な物体とそうでない物体が存在することがわかる。
こういった結果から，擬人的性別・年齢はでたらめに判
断されたのではなく，何らかの要因に基づいて判断さ
れていることが推測できる。

3.

図 1 実験１（擬人化課題）の回答欄と結果

色の影響

実験 1 の参加者に，擬人化の際に物体のどのよう

4.

主観的好ましさとの関連

な点に着目したかを実験後にたずねたところ，形や

消費者心理学・広告心理学の研究において，商品など

色などの外見的特徴，とくに鮮やかさに言及する例

の物体を擬人化すると，その物体や商品ブランドに対

が多く見られた。そこで，実験 1 で用いた車とイス

するポジティブな感情を引き起こすことが指摘されて

の画像それぞれについて，物体部分の画素の彩度

いる[5][6]。実験 1 で確信度評定が高かった物体は擬

（RGB 空間内における，R = G = B となる無彩色の

人的知覚がなされやすく，その物体の好ましさも高ま

軸からの距離）の平均を求めた。この彩度指標と実

るのではないかと予想した。

験 1 の結果との相関を検討すると，車の性別および

別の研究[7]において，実験 1 で用いた画像に対して

年齢との間に有意な相関が見られた（それぞれ r

20 名の参加者が「物体の見た目の印象の良さ」を 7 件

= .50, r = −.69, ps < .01）
。つまり，彩度が高い車ほ

法で評定する実験が行われている。このデータを用い

ど女性として，また若年者として擬人化されていた。

て，実験 1（擬人化課題）の結果との関連を検討した。

一方，イスではこのような相関は見られなかった。

しかし，車・イスどちらにおいても，性別・年齢・これ

確信度評定値についても，車・イスともに彩度指標

らの確信度のいずれも好ましさ評定との間に有意な相

との間に有意な相関はなかった。

関は見られなかった。相関係数の絶対値は最大でも

1066

2018年度日本認知科学会第35回大会

sP2-37

0.33（イスの性別確信度と好ましさ評定の相関）であっ

の際には色以外にも物体のさまざまな外見上の特性が

た。参加者に擬人的知覚を促すような操作を行えば，そ

着目されていたことがわかる。それらの報告に頻出し

うでないときに比べて好ましさが増すのかもしれない

た色以外の物体デザイン関連語はおおまかに，(1) 形状

が，擬人化しやすい物体が常に自動的に擬人的知覚を

の丸さに関するもの（
「直線的」
「曲線的」
「角ばった」

引き起こし好ましさを増すとまでは言えないだろう。

「丸みがある」など）
，(2) 硬さに関するもの（
「ゴツゴ
ツしている」
「ふかふかしている」
「かたそう」
「やわら

5.

実験 2：使用者推定課題

かそう」
）
，(3) 親近性に関するもの（
「よく見る」
「ふつ

実験 1（擬人化課題）では，その物体（車やイス）の

うの」
「見慣れない」
「変わった」
「奇抜な」
）
，(4) 重量

所有者や使用者を答える課題ではないということを明

感に関するもの（
「大きい」
「どっしりした」
）
，(5) 太さ

示的に参加者に教示した。実際，車において擬人化年齢

に関するもの（
「太い」
「細い」
「スラリとした」
）などに

の選択肢のうち未成年に該当するものが選ばれること

分類することができた。こういったデザイン特性も，擬

は珍しくなく，参加者はこの教示を理解し，擬人的に知

人化知覚に関連していると考えられる。たとえば太さ・

覚される年齢を回答していたと考えられる。しかしな

細さは，擬人化性別に関連するかもしれない。

がら，その車やイスを使用していそうな人に関する知

また，実験 1 の結果については，次のような疑問も

識ないしステレオタイプが擬人化知覚に影響を与えて

生じる。性別・年齢のほかにも，擬人的特性は知覚され

いる可能性は，依然として残る。実際に，物体とその所

ているのだろうか。たとえば，パーソナリティ特性は知

有者をマッチングさせる実験を行うと，偶然よりは高

覚されているのだろうか。

い確率でマッチングできることも報告されており，

この 2 点について検討し，擬人的知覚の内容とそれ

人々は物体についてその典型的な所有者がどのような

に関連する要因をより詳細に明らかにするため，実験

人かという知識をある程度有していることが示唆され

3 では，実験 1 で用いた車とイスに対してデザイン特

ている[8]。

性語およびパーソナリティ特性にどれくらいあてはま

そこで，実験 1 で用いた車とイスの画像に対し，
「そ

るかを評定してもらう実験を行った。

の物体をふだん最もよく使っていそうな人」の性別と

デザイン特性語は，実験 1 の内観報告から見出され

年齢を推定し，回答してもらう実験を行った。回答の方

た 5 特性と，Hsu ら[9]がプロダクトデザインの知覚を

法は実験 1 と同じ（回答用紙上の選択肢を選ぶ）だっ

SD（semantic differential）法で検討するために用いた

た。やはり実験 1 と同様，回答の確信度についても回

特性語の日本語訳を用い，表 1 の 12 対とした。なお，

答してもらった。

Hsu らの用いた単語には性別や年齢に関するもの

実験 1 には参加していない 30 名が実験に参加した。
回答は実験 1 と同じように集計した。車とイスそれぞ
れについて，性別・年齢・性別確信度・年齢確信度の結

（masculine‒feminine, childish‒mature）があったが，
これは除外した。
パーソナリティ特性語は，ヒトのパーソナリティの

果が実験 1（擬人化課題）と実験 2（使用者推定課題）

代表的モデルである主要 5 因子モデルの日本語版[10]

でどの程度相関するかを調べたところ，車の性別確信

から，各因子の因子負荷量が高い 2 語，計 10 語を選ん

度以外のすべてで有意な正の相関が見られた（rs > .37,

だ（表 2）
。

ps <.05）。相関係数は車の性別で r = .71 (p < .01)，車

これらの特性語は回答用紙上に印刷され，実験参加

の年齢で .84 (p < .01)，イスの性別で .86 (p < .01)，イ

者はコンピュータ画面に表示される車またはイスの画

スの年齢で .86 (p < .01) となり，非常に高い。この結

像を見て，その物体にこれらの単語がどの程度あては

果は，少なくとも車やイスのような日常物体では，擬人

まると思うかを評定し，回答した。デザイン特性語につ

的知覚は明らかに典型的な使用者（ないし所有者）の知

いては，SD 法と同様，特性語対の間に 1～7 の選択肢

識の影響を受けていることを示している。ただし，その

があった。パーソナリティ特性語については，それぞれ

「知識」が実際に正しいかはわからず，ステレオタイプ

の語について 1（全くあてはまらない）～ 7（非常にあ

を含むものと考えるべきであろう。

てはまる）の選択肢があった。参加者は，1～7 のいず
れかの数字に○をつけて回答した。回答に制限時間は

6.

実験 3：特性語による評定

なく，1 つの物体について回答を終えると，参加者はキ

実験 1 参加者の実験後の内観報告を見ると，擬人化
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表 1 実験 3 の結果（デザイン特性語による評定結果の因子分析）

Note. 各特性語対の右側の語が正の因子負荷に対応する

表 2 実験 3 の結果（パーソナリティ特性語による評定結果の因子分析）

44 名が実験に参加した。うち 32 名は車とイスの両

重さ）の次元，第 3 因子は柔軟さ・強硬さの次元を表

方について回答した（半数は車を先に，残り半数はイス

すと解釈できた。第 4 因子はやや解釈が難しいが，感

を先に実施した）
。6 名が車のみ，別の 6 名がイスのみ

情の覚醒度に関連しているように思われ，さしあたり

回答した。結果として，車・イスそれぞれについて，38

感情の因子と名付けた。

名分の有効な回答を得ることができた。

パーソナリティ特性語による評定では，プロマック

まず，物体ごと・特性語ごとに平均評定値を算出し，

ス回転により 3 因子解が得られた（表 2）
。車・イスと

因子分析にかけた。その結果を表 1，2 に示す（絶対値

もに第 1 因子は元の主要 5 因子モデル[10]の外向性・

0.1 未満の因子負荷量は省略されている）
。デザイン特

神経症傾向・調和性の 3 因子を合成したものと考えら

性語による評定では，車・イスともに，プロマックス回

れ，ここでは外向性因子と名付けた。第 2 因子は元の

転により 4 因子解が得られた（表 1）
。各因子の意味す

主要 5 因子モデルの開放性の因子に対応すると考えら

るところは車・イスともによく似ており，第 1 因子は

れるが，この開放性因子を構成する特性語のうち本実

古さ・新しさの次元，第 2 因子はボリューム感（軽さ・

験で用いられた特性語は「独創的な」と「多才な」だけ
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表 3 デザイン因子・パーソナリティ因子と擬人化実験結果との相関

Note. 擬人化性別は男性が-1，女性が+1 としてコード化されている． ** p < .01, * p < .05.

であるので，ここでは才能の因子と解釈した。第 3 因

あるのだろうか。そこで，各因子得点と実験 1 の結果

子は車とイスでやや異なっていた。車の第 3 因子は元

（擬人化性別，擬人化年齢，およびそれぞれの確信度）

の主要 5 因子モデルの調和性に，イスの第 3 因子は誠

との相関を検討した。また，色の彩度および主観的好ま

実性に対応しているように考えられた。

しさ（3., 4.を参照）との相関もあわせて検討した。

いずれにせよ，車とイスに対する評定であるにもか

車とイスそれぞれについて，各因子得点との相関を

かわらず，ヒトのパーソナリティの主要 5 因子構造と

表 3 に示した。デザイン因子・パーソナリティ因子と

類似の構造があることが示唆される。本実験では，おそ

もに，擬人的知覚に関係していたことがわかる。擬人化

らく用いた特性語対の数が少ないため 3 因子解となっ

年齢に対してはデザイン因子の影響が明確で，古くて

たが，多数の特性語対を用いて検討を行えば，より明確

大きく重い印象のデザインの物体は，車・イスともに高

な 5 因子構造が見出される可能性はあるだろう。ヒト

齢に関連づけられていた。一方，擬人化性別について

は車やイスに対しても，他人に対するのと同様にパー

は，イスではデザイン因子・パーソナリティ因子のこれ

ソナリティ特性を解釈・投影することが十分に可能で

といった影響が見られなかった。しかし車では，柔軟か

あることが強く示唆される。

つ感情的な印象のデザインで，外向的なパーソナリテ

なお，より多くの特性語を用いた実験であれば，因子

ィが知覚される場合には，より女性に擬人化されやす

負荷量の低い項目を削除するなどしてより明確な因子

かった。ただし感情性因子・外向性因子はともに色の彩

構造を作成することが可能だが，本実験では用いた語

度とも強い相関を示しており，色の彩度が真の原因で

が少ないため，上記の探索的因子分析で得られた解を

ある可能性も高い。車の擬人化性別，色の彩度，デザイ

そのまま採用し，以下の分析でも用いることとする。ま

ンの感情因子，パーソナリティの外向性因子の間には

た，バリマックス回転によって得られた解も，ほぼ同様

明確な相関関係があることは明らかだが，そこにどの

に解釈することができた。

ような因果関係があるのかについては，より詳細な検
討が必要と言える。

7.

各因子と擬人化特性との関連

いまひとつ興味深い結果は，好ましさ評定にほとん

実験 3 で見出されたデザイン因子・パーソナリティ

どのパーソナリティ因子が関連していたことである。

因子は，知覚される擬人化性別や擬人化年齢と関連が

物体の「見た目の印象の良さ」の評定には，物体のデザ
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インが直接に影響すると予想されたが，結果的には，デ
ザイン因子のうち好ましさ評定と関連していたのは古
さ因子だけであり（車では新しいデザインが，イスでは
古いデザインが好まれた）
，他の因子は有意な相関を見
せていない。物体の主観的好ましさは，形などのデザイ
ン要素そのものよりも，知覚される擬人的特性を介し
て評価されているのかもしれない。一方で，擬人化性
別・年齢やその確信度は好ましさ評定と相関していな
かった（4.参照）
。すでに見たように，擬人化が物体の
好ましさに影響することは知られているが[5][6]，そ
のメカニズムは「擬人化されれば好ましい」という単純
なものではなく，
「擬人化されたパーソナリティが好ま
しければ好ましい」ということなのかも知れない。
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概要

対する動機づけと時間評定の関係 [8] などが検討され

課題遂行時における経過時間の主観的ゆがみを実験

ている．

的に検討した。具体的には計算課題の難易度を操作し

記憶容量や注意資源といったいわゆる認知基盤に基

て課題の認知負荷を変えるのとともに，実験協力者が

づく能力とは異なった，課題に対する動機づけや意識

遂行した課題を面白いと感じたかどうかを参加者間要

の違いなど，いわばメタ認知によって主観的に操作し

因の独立変数とした．結果，課題の難易度が高まる事

うる要因が時間評定に及ぼす影響を検討することは

で時間は速く流れるように感じられる事が明らかとな

重要だと思われる．なぜならば，日常的には必ずしも

り，難しい課題の場合はそれを面白いと感じた人はよ

「出来るだけはやく，正確に」といった実験場面で暗

り時間の流れを速く感じること，一方で簡単な課題の

黙に想定される最大限のパフォーマンスを行っていな

場合は，それと反対に感じられている可能性が示唆さ

いからであり，それどころかむしろそうした状況下の

れた．

方が稀だといえるからである．そうした日常生活場面

キーワード：時間評定の歪み, 主観的評価, 時間知覚

においても我々は様々な時間の伸縮を体験している．
このような日常体験に対する現象学的な視点に基づけ

1.

はじめに

ば，課題遂行者が没頭して取り組むような体験，いわ

時計は正確に一定の間隔で時を刻み，我々は同じ基

ゆるフロー体験時において主観的な時間が歪む事が知

準の時間を共有している．現代社会においては，労働

られている．このフロー体験においても環境調整次第

の対価を得るための根拠として用いられる例を出す

で日常的かつ定期的に没入状態になる事は想定されて

までもなく，時間は客観的かつ物理的量を持つ基準で

いない．

あり，普遍的価値を持っている．その一方，一般的に

以上から，主観的時間評定を考える上で，特に例え

「楽しい時間ははやく過ぎる」，反対に「退屈な時間は

ば「教室における児童の授業中の時間評定」といった

長く感じる」など，主観的な時間評定においてはその

日常場面における状況を念頭に置くならば，主観的時

長さが伸縮することが知られている．

間のゆがみを検討するためには記憶容量や注意資源と

こうした「主観的時間の歪み」現象は，意識に関す

いった従来の情報処理モデルにおけるコンポーネント

る哲学・心理学において重要な問題であり続けている

のみではなく，認知主体の感情・情緒的基盤をも考慮

[1]．実験心理学的な観点からの，1 秒以上の時程に関
する研究としては一定の時間内において記憶に蓄積さ

する必要があるだろう．

れた情報量の多寡が主観的長さを決めるとする蓄積

度，および課題に関する感情的基盤に基づく評価（面

容量モデル [2]，時間内の変化の数が主観的長さを決

白かったかどうか）が時間評定に及ぼす影響を検討し

めるとする変化モデル [3]，注意に関連した情報処理

た [9]．具体的には，実験協力者に難易度の異なる 2 つ

の負荷と主観的長さの関係に着目した注意モデル（レ

の計算課題を実施し，開始 5 分経ったと思ったら手を

ビューとして [4]）など様々な認知的コンポーネントを

挙げるよう求めた．その結果，簡単な課題を行ってい

説明概念に用いたモデルがこれまで提唱されてきた．

るときより難しい課題を行っている時の方が「5 分間」

こうした問題意識を背景に，我々は先に課題の難易

さらに近年では時間知覚・評価の研究において生

を長く評価すること，簡単な課題を行っているときの

態学的な妥当性を重視する観点から，様々なゲーム

5 分の評定が実際の 5 分からほぼずれないことを明ら

[5, 6] や読書時 [7] における時間評定，あるいは課題に

かにした．加えて，難しい課題を「面白い」と主観的
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に評価した参加者の方が「つまらない」と評価した参

このうち 2 つ目の課題の難易度に関するアンケート

加者に比べて「5 分間」を長く評価するつまり時間の

は，2 種類の計算課題における難易度の妥当性の検証

流れを速く感じる事が分かった．

に用いた．

しかし先行研究では参加者は課題の難易度を評定す
る事はなかった．そのため，独立変数としての課題の
難易度が参加者にとっての主観的難易度と一致してい

2.3

たかどうかは，明らかではなかった．

手続き

実験は個別に，時計のない明るい防響室内で行った．

そこで，本研究では協力者による課題の難易度の主

最初に途中でやめても参加者に何ら不利益のない事が

観的評定を行うことで同様の結果が得られるか検討し

説明された．2 つの計算課題のうちどちらを先に実施

た．本研究の実施に当たっては先行研究の効果量（d

するかは参加者間でカウンタバランスをとった．開始

＝ .83）から有意水準 5 ％，Power ＝.80 でサンプル

に先立って，計算課題を実施する事，開始してから 5

サイズを計算したうえで，難易度の主観的評定による

分間が経過したと思ったら挙手する事を教示した．

データスクリーニングの可能性を鑑みて 20 名前後の
参加者を対象に実験を行うこととした．

実験者は防響室の外からマイクで開始の合図を出
し，開始とともにストップウォッチで計測を開始した．
モニターで参加者が挙手するまでの時間を測定した．

2. 方法
2.1 参加者

2 つの計算課題がそれぞれ終了した後にアンケート
用紙を配布し，各項目への回答を確認してアンケート

大学生 22 名（男性 19 名，女性 3 名、平均年齢 19.09
歳）が実験に参加した．

用紙を回収し，実験は終了した．

3.

結果

1 名の参加者が挙手する事を忘れて課題に取り組ん

2.2

でいたため，解析から除外した．また 1 名の参加者が

刺激

実験刺激として 2 種類の計算課題を用意した．この
うち「簡単な課題」として「内田クレペリン検査」に
準じた単純な足し算課題を A4 用紙 1 枚に印刷したも
のを用意した．一方「難しい課題」としては灘中学校
の入試問題を 2 問，A4 用紙 1 枚に印刷したものを用
1
意した．使用された問題は「 71 − 91 − 32
=

1
224

1
2
+□
− 63
」の□にあてまはる数字を算出する，といったもので，

小学生の四則演算の知識があれば回答できるが，計算

2 つの課題に対してそれぞれ「2：あまり難しくなかっ
た」と回答していたため，主観的に同等の難易度とし
てとらえていたと判断し，解析から除外した．さらに
3 名の参加者が「難しい課題」を「3：どちらでもない」
と回答していた．しかし「簡単な課題」を「2：あま
り難しくなかった」ないし「1：まったく難しくなかっ
た」と回答していたため，難易度の条件操作が機能し
ていると判断して分析からは除外しなかった．

過程が複雑なものであった．
また，実験後のアンケートとして，3 種類の質問を

3.1

行った．まず，2 つの課題について，それぞれどのよ
うに感じたかを「5：とても面白かった」，
「4：まあま
あ面白かった」，
「3：どちらでもない」，
「2：あまり面白
くなかった」，
「1：まったく面白くなかった」の 5 段階
で評定させた．次にそれぞれの課題の難易度に関して
「5：とても難しかった」，
「4：まあまあ難しかった」，

難易度に基づく時間評価への影響

各課題の平均値を算出した（図 1）．対応のある t
検定を行った結果，
「簡単な課題」（平均 326.1 秒）に
比べて「難しい課題」（平均 412.4 秒）のほうが有意
に時間が速く流れるように知覚されることがわかった
（t(19) = 4.25, p < .05, Hedges’s g = .94）．

「3：どちらでもない」，
「2：あまり難しくなかった」，
「1：まったく難しくなかった」の 5 段階で評定させた．

3.2

最後に，課題を遂行している時の疲労感について「5：
とても疲れた」，
「4：まあまあ疲れた」，
「3：どちらで

「簡単な課題」に対して「5：とても面白かった」，

もない」，
「2：あまり疲れなかった」，
「1：まったく疲
れていない」の 5 段階で評定させた．

主観的な面白さの違いによる時間評価
への影響

「4：まあまあ面白かった」と肯定的に回答した 12 名
と、それ以外の回答をした 8 名との間で，
「簡単な課
題」の遂行時における主観的な 5 分間の長さを比較し
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れた」と回答した者は 2 名にとどまり，反対に「難し
い課題」の実施後には 20 名中 16 名が 5、4 いずれか
の選択肢を選んでいた事から疲労感の多寡に関する分
析は行わなかった．主観的な疲労感は課題の主観的な
難易度と関連している事が示唆され，
「簡単な課題」に
おける 5 段階の難易度と疲れの相関は.68，
「難しい課
題」では.52 という相関が算出された．

4.

考察

計算課題の難易度に基づく時間評定の違い，すなわ
ち難易度の高い課題を遂行する時の方が時間がはやく
過ぎる，という結果が示された．この結果は本研究の
図1

課題の難易別にみた主観的「5 分」としての反

応時間

先行研究 [9] とも一致するものであり，一方で「楽し
い時間ははやく過ぎる」のは楽しい体験の接近動機づ
けによるとする先行研究 [8] ともあわせて考えると，
難しい課題には「解きたい」という接近動機づけが主

た（図 2 左）．その結果，肯定的に回答した参加者（平

観的に生じるのかもしれない．

均 300.4 秒）の方がそうでない参加者（平均 364.8 秒）

こうした見方は有意傾向ではあったが「難しい課題」

より短く評価する傾向があった（t(18) = 1.86, p < .10,

を面白いと答えるかどうかによる違いの結果とも整合

Hedges’s g = .81）．この傾向とは反対に，
「難しい課
題」に対して「5：とても面白かった」，
「4：まあまあ面

する．先行研究でも同様な結果（t(35) = 2.51, p < .05,

答をした 11 名との間で，
「難しい課題」の遂行時にお

Hedges’s g = .73）が得られており，同等の効果量が
得られた．
一方でこちらも有意傾向であったが，
「簡単な課題」

ける主観的な 5 分間の長さを比較した（図 2 右）．そ

を面白いと答えるかによる平均値の差に関しては逆

の結果，肯定的に回答した参加者（平均 456.6 秒）の

の傾向が観察された．面白いとポジティブに評価した

方がそうでない参加者（平均 376.2 秒）より長く評価

参加者に比べ，ポジティブに評価しなかった参加者は

白かった」と肯定的に回答した 9 名と、それ以外の回

する傾向があった（t(18) = 1.86, p < .10, Hedges’s g

5 分間を長く評定する傾向が見られた．
「難しい課題」

= .80）．

と同等の効果量があったが，先行研究においてはこう
した傾向は見られていない．課題に対する主観的評
価が課題の難易度の違いによって異なった時間評価の
パターンを示す可能性に関しては今後，さらなる実証
データの蓄積が必要になるだろう．
加えて，本研究の課題に対する主観的評価は課題後
に実施されているものであり，正に課題を遂行してい
る最中に感じられているものではないという実験の枠
組み上の問題がある．そのため本研究においては主観
的評価が自らのパフォーマンスに対する個人的評価で
あった可能性もある．こうした手続き上の改善は今後

図2

課題の難易別にみた主観的「5 分」としての反

応時間

3.3

の課題としたい．

文献

課題遂行における「疲労感」について

疲労感と時間評定との関係については「簡単な課
題」の実施後に「5：とても疲れた」，
「4：まあまあ疲
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ストーリー生成のためのギャップ技法の発展的利用方法
Extended Methods of the Use of Gap Techniques for Story Generation
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Abstract

ことで時間進行を停止させる休止法や，ある目的を

When making a story, there is a method to strengthen that
impression by getting out of an expectation of a reader. This
method is cutting off the continuity of time or meaning. The
authors proposed gap techniques for cutting off the
continuity. Gap techniques give gaps to a story and give
surprise to the reader by gaps. In this paper, the authors
consider two methods of applying gap techniques. One is a
method of using gap techniques for an integrated narrative
generation system. The other is a method of applying to the
world setting which defines the composition of a story.
Through these two methods, the authors extend story
generation in an automatic narrative generation game.

達成するための事象の積み重ねに対して冗長さを与
える方法がある．それに対して，因果関係の切断で
は，非現実的な事象の挿入による文脈の破壊や，生
起する確率が極端に低い事象の挿入によって受け手
の期待を裏切る方法がある．
筆者は，ギャップ及び驚きという概念を用いたス
トーリー生成の方法を組み込んだ物語自動生成ゲー
ム（Automatic Narrative Generation Game: ANGG）の
提案を行った（小野・小方, 2017; 小野, 2018）
．筆者
はギャップにより驚きが生まれるとし，ストーリー

Keywords ― Gap Technique, World Setting, Automatic
Narrative Generation Game, Integrated Narrative
Generation System

1.

にギャップを与える生成技法としてギャップ技法を
ANGG に導入した．ANGG の目的は，ギャップと驚
きの概念に基づき，人の思考から外れたストーリー

はじめに

を生成することで，人が考え得るストーリーの可能

物語を語る際，語り手は単純な事実の羅列だけで

性を拡張することにある．

なく，様々な方法によって聞き手の予測を裏切る．

本稿では，これまでに提案したギャップ技法の利

物語の内容をストーリーと呼ぶが，小野・伊藤・小

用方法（小野, 2018; 小野・小方, 2017）に対して，

方（2018）は，ストーリーの接続とストーリーの切

新たに二つの方法を検討し，ANGG におけるギャッ

断について述べており，本稿では後者のストーリー

プ技法の拡張を試みる．

を切断する技法として，小野（2018）が提案したギ

一つ目の方法は，ANGG と関連する統合物語生成

ャップ技法を論じる（但し，厳密に言えば物語の語

システム（Integrated Narrative Generation System:

りの構造であるプロットを操作する技法もあるが，

INGS）
（Ogata, 2016）に対するギャップ技法の導入

ここではストーリー生成として扱う）
．

による，ギャップ技法一般化の試みである．二つ目

ギャップとは，ある二つの異なるストーリーの間

の方法では，ANGG において，ストーリーの構成要

に生じる，出来事や登場人物などのストーリーを構

素を決定する世界設定に対してギャップ技法を適用

成する要素の差を意味する．ギャップはストーリー

することで，生成されるストーリーを構成要素のレ

の受け手に対して，驚きを与える．驚きとは，予測
から外れた出来事によって生じる不意の刺激である．
ギャップをストーリーの切断の観点から見た場合，
時間の連続性や因果関係の連続性の切断が考えられ
る（ここでいう因果関係は必ずしも論理的な関係だ

ベルから変化させる試みである．
双方の方法に基づき ANGG におけるギャップの
生成を検討する．

2.

けでなく，事象の連続から受け手が感じる心理的な

物語自動生成ゲームの構成

ANGG は，生成されるストーリーの枠組みを用意

因果関係も含む）
．どちらか一方，または両方が切断

する Game Master 機構（GM 機構）とその枠組みを

される例がある．時間の切断では，ストーリーにお

具体化する Player 機構（PL 機構）を持つ（小野・小

ける時間進行を停止させる．例えば，ある名詞に関

方, 2017; 小野, 2018）
．この二つの機構は，アナログ

して，その特徴や性質といった属性情報を挿入する
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ゲームであるテーブルトークロールプレイングゲー

的な使用により，常識とは異なるストーリーの生成

ム（Table-talk Role Playing Game: TRPG）における遊

を試みた．それに対して本稿では，ギャップ技法使

び手が担う二種類の役割をモデルとする．ストーリ

用後は，通常のストーリー技法を使用することで，

ー生成では PL 機構がギャップ技法により，GM 機

既存の知識による生成とは異なるストーリーの生成

構が用意したストーリーの枠組みにギャップを与え，

を試みる．また，この方法では，ANGG におけるス

そのギャップによって GM 機構へ驚きを与える．こ

トーリー生成に対して，INGS 内におけるストーリ

の仕組みにより ANGG では，あるストーリーにおい

ー生成技法もまたギャップ技法と同時に使用される．

て初期のストーリーの構造とは，異なるストーリー

そのため，ANGG とは異なる生成を試みることが可

の展開が具体化される．図 1 に INGS との関係も含

能である．

めた ANGG の全体の構造をまとめる．なお GM 機
構が PL 機構に対して驚きために，ギャップを利用

3.2 物語自動生成ゲームにおけるギャップ技法の利

することもまた考えられるが，それは今後の検討課

用の拡張

題である．

次に，世界設定におけるギャップ技法の利用を提
案する．世界設定は，ANGG において生成されるス

ストーリーの枠組み，
挿入判断

GM機構（人）

ストーリーの枠組み

トーリーの構成要素の範囲を定義した記述であり，

PL機構（コンピュータ）

入出力制御機構

人，物，場所，時間を定義するものである（現状は，

提案制御機構
新規の場面

PL機構の
提案した
新規の場面

ストーリー管理
機構

言語表記
辞書
概念辞書

人，物，場所の範囲を扱っている）
．

現状のストーリー 新規の場面
の枠組み

事象生成
機構
文生成
機構

新規の場面

生成の指示

システムとしては INGS が持つ概念辞書に基づく．

生成の指示
生成結果

場面生成機構

概念辞書は生成される事象が物理的に実行可能であ

生成結果

ギャップ技法

ることを前提として体系化されており，無編集の概

生成の指示

状態-事象変換
知識ベース

念辞書に基づく生成では現実的なストーリーが生成

統合物語生成システム

される．本稿では概念辞書にギャップ（名詞概念の

図 1 ANGG におけるストーリー生成機構の

is-a 関係の変形，動詞概念の制約条件の変形）を与

構造（小野, 2018）

え，物理的に不可能な事象が起こる世界設定を生成
する．ギャップのある世界設定では，物理的に不可

3.

ギャップ技法の利用方法の提案

能な事象が自然に生成されるが，ストーリーの受け

ここでは二つの方法について言及する．3.1 節はスト

手は受け手自身が持つ常識に基づいて判断するため，

ーリー技法の一般化を行う試みであり，3.2 節は，これ

物理的に不可能な行為を含んだストーリーにギャッ

までとは異なり，生成前に用意するストーリーの構成

プを感じると推測する．
世界設定の変更によるストーリーの変化は，伊藤

要素の定義を変化させる試みである．

他（2018）や小野・小方（2016）
，Ono & Ogata (2016)
3.1 統合物語生成システムにおけるギャップ技法の

で提案していたが，ギャップのある世界設定による

利用

ストーリーは，ストーリー生成にギャップ技法を利

まずギャップ技法を，INGS における新たなスト

用した場合（小野・小方, 2017; 小野, 2018）とはま

ーリー技法として検討する．INGS におけるストー

た異なる種類のギャップが得られると考え，ここで

リー生成のための知識は，人手による作成あるいは

実現を試みる．

既存テクストの分解により収集された．荒井・小野・

本稿では以上で述べた世界設定の変化を，ギャッ

小方（2017）は既存の知識から新しい知識を得るこ

プ技法の一部機能を利用することで実現する．特に

とを試みたが，人手で作成されたスクリプト知識の

事象における構成要素へと影響を与えるギャップ技

組み合わせる方法であるため，得られた知識は人の

法によって，動詞概念が持つ格に関する制約条件を

想像の範疇に収まっていると推測する．そこでギャ

変化させる．それにより通常とは異なる制約に基づ

ップ技法により，既存の知識に基づくストーリーと

いたストーリー生成が可能となる．

は異なるストーリーの生成を試みる．
小野・張・小方（2012）では，異化的修辞の連続
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提案方法の実践

れる．

ここでは 3 節で述べた二つの方法の実践について
大通りで悪人である競馬馬のタロウが OL である女のハナ
コを誘拐する。大通りで探偵である枝豆のジロウがハナコ
を調査する。ビルで枝豆のジロウが競馬馬のタロウと知能
で争う。ビルで枝豆のジロウが競馬馬のタロウと戦う。ビ
ルでハナコが助かる。

述べる．
4.1 統合物語生成システムにおけるギャップ技法
まず，INGS におけるギャップ技法使用の試みを

図 2 変化した世界設定に基づく生成例（人の変化）

示す．表 1 は，ある一つのテーマによってストーリ
ーが展開されるストーリー技法「主題」により生成

トーリーを示す．表 1 の太字がギャップ技法を適用

机で悪人である男のタロウがOL である女のハナコを誘拐
する。机で探偵である青年のジロウがハナコを調査する。
大根でジロウがタロウと知能で争う。大根でジロウがタロ
ウと戦う。大根でハナコが助かる。

した箇所であり，タロウがひねくれたままのストー

図 3 場所が変化した場合

されたストーリーと，ギャップ技法を一度だけ適用
し，続きは INGS が持つ知識によって展開させたス

リーが展開された．これは本来の「主題」によるス
大通りで悪人である競馬馬のタロウがOL である女のハナ
コを誘拐する。大通りで探偵である青年のジロウがハナコ
を調査する。ビルで枝豆のジロウが競馬馬のタロウと蓄財
で争う。ビルで枝豆のジロウが競馬馬のタロウと戦う。ビ
ルでハナコが助かる。

トーリーに対して異なる流れであり，なおかつあえ
て逆転が起きないストーリーであるため，タロウを
主人公と見た場合，受け手の期待するストーリーを
裏切ることができると推測する．

図 4 物が変化した場合
表 1 INGS におけるギャップ技法使用の例
本 来
の ス
ト ー
リー

ギ ャ
ッ プ
の あ
る ス
ト ー
リー

以上のように，ギャップ技法の利用方法を検討す

青年のタロウが天才のジロウと競走する。タロ
ウがジロウに敗れる。タロウが堕落する。タロ
ウが復調する。タロウが駆けっこを修行する。
タロウがジロウと勝負する。タロウがジロウに
勝つ。タロウが駆けっこを祝う。ジロウが落ち
込む。
青年のタロウが天才のジロウと競走する。タロ
ウがジロウに敗れる。タロウが堕落する。タロ
ウが復調する。タロウが駆けっこを修行する。
タロウがジロウと勝負する。タロウが帰る。タ
ロウが予想を超える。タロウがジロウを支配す
る。タロウが陰で悪口を言う。

ることで，人手で作成した知識によるストーリーと
は異なるストーリーの生成が可能であると推測する．
図 5 に世界設定を変化させていない場合の生成例を示
す．これは比較のため，出来事の流れ自体は図 2 と同
様である．
大通りで悪人である男のタロウが OL である女のハナコを
誘拐する。大通りで探偵である青年のジロウがハナコを調
査する。ビルで青年のジロウが男のタロウと知能で争う。
ビルで青年のジロウが男のタロウと戦う。ビルでハナコが
助かる。

4.2 世界設定に対するギャップ技法の使用

図 5 未変化の世界設定に基づく生成例

次にギャップ技法により変化した概念辞書に基づ
く世界設定と，それによるストーリー生成の試みを

以上の世界設定を変化させずに生成を行った図 5 の

示す．図 2 は，変化した概念辞書に基づく世界設定

ストーリーと，図 2 から図 4 にあたるストーリーをそ

によって生成されたストーリーである．図 2 は理解

れぞれ比較する．比較では，小野（2018）が提案した

を容易にするために各人物が持つ属性を人手で補足

ギャップ技法におけるギャップ値の計算を用いる．

した．ここでは，
「男」
「探偵」という概念を含んだ

これはストーリーの構造
（事象の数やその順番など）

事象に対してギャップ技法を適用し，
「馬」
や
「作物」

及び構成要素（人，物，場所）を比較し，ギャップ

が人間として振る舞うことを許容する世界を用意し

の値を測る計算式である．

ている．この方法は極端な場合，
「愛」や「怒り」な

ギャップ値の計算の結果，図 2 のストーリーは

ど抽象的な概念を擬人化した神話のようなストーリ

「0.65」
，図 3 のストーリーは「0.63」
，図 4 のストー

ーも生成できるようになると考える．
あるいは
「夢」

リーは「0.45」となった．全体として事象の数の増

や
「恐怖」
などを場所とすることもまた可能である．

減は無いため，極端な値にはならないが変化によっ

また図 2 は登場人物が変化した例であるが，同様に

てギャップを生み出すことが可能である．物の変化

場所（図 3）や物（図 4）を対象とした変化も考えら
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How messages are comprehended, when people talk with
angry face and/or angry tone of voice?

Kohichi Sayama (sayama@res.otaru-uc.ac.jp)
Otaru University of Commerce

Abstract
The influence of a speaker's facial expressions and voice tone on hearers’ comprehension of
messages was investigated. Participants (N = 86) looked at the footage of a speaker and rated
comprehensibility of the messages and anger of the speaker. It was examined effects of reasons
for the speakers’ anger, anger in the speakers' facial expressions and the voice tone on hearer’s
understanding of the message. The results showed that the speakers' voice tone influenced the
comprehension of the message, depending on whether the messages included reasons for anger.
Moreover, anger in the speakers' voice tone was judged earlier than its compensability. These
results suggest that anger in the voice tone influenced the setting for comprehending messages,
whereas anger in facial expressions is utilized simultaneously or after a message is
comprehended.
Keywords
language, understanding, comprehension, face, facial expression, tone of voice,
emotion, anger
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ロボットに顔のパーツがあることの効果
The effect of having a facial feature with a robot
加藤由香利†, 新垣紀子†, 中村國則†, 西脇裕作‡, 岡田美智男‡
Yukari Kato†, Noriko Shingaki†, Kuninori Nakamura†, Yusaku Nishiwaki‡, Michio Okada‡
†

成城大学大学院 社会イノベーション研究科,
†

Seijo University,

‡

豊橋技術科学大学 情報・知能工学系

‡

Toyohashi University of Technology

17m1002@u.seijo.ac.jp

Abstract
As use of robots in our daily lives become widespread, it is
important that robots are perceived as user-friendly by
potential users. The aim of this study was to examine the
effect of a robot’s appearance on a user’s motivation to
interact with the robot. 120 participants one of four kinds of
box-shaped robots in the pictures, i.e, a robot with eyes and
a mouth, a robot only with a mouth, a robot only with eyes
and a robot with no facial features. Participants were asked
to rate each robot’s impression on the robot’s speaking
functions and if they would want to interact with the robot.
The result of the study suggested the importance of having
a facial feature in motivating users to interact with a
communication robot.

インタフェースの日常的な利用にはまだ障壁がある
といえる。
「話しにくさ」を感じる要因の 1 つとして，スマー
トフォンやスマートスピーカーといった，“モノ”に一
方的に話しかけることの違和感がある人が多いので
はな いかと 考え る。 Pepper(ソフ トバン クグ ルー プ
社)[1]や，Sota(ヴイストン社)[7]など，多くのコミュニ
ケーションロボットには，目や口といった顔のパーツ
があることから，顔のパーツがあることで，モノに向
かって話すことの違和感が軽減され，話しやすくなる
のではないかと考えられる。

Keywords ― Communication Robot, Human-Robot
interaction

一方で，⾧谷川・原田・栢野・大澤[8]の実験では，
オーブンレンジに目や腕のパーツをつけ，身体性を付

1. 問題と目的

与した場合，“エージェントの知性”の評価が低下した

現在，スマートスピーカーや家庭向けのコミュニケ

という結果が得られている。人間らしいパーツ付与す

ーションロボットなどの機器が多くの企業から販売

ることによって，性能面を低く評価される可能性があ

され，身近な存在になってきている。店舗の受付や商

る。

品説明のスタッフとしてロボットが活用されている

ロボットの顔は，具体的な機能を予想する際にも影

ケースも増えてきている[1]。渡辺・小川・石黒[2]は，

響があると考える。小松・山田[9]の実験では，
「宝探し

フィールド実験により，アンドロイドが販売員として

ゲーム」のエージェントとしてロボットを用いた場合，

社会的な存在を担える可能性を示している。また，高

参加者が期待する機能に，ロボットの外見の違いは影

齢者福祉施設では，ロボットがいることでなごやかな

響を与えなかったことを明らかにしている。しかし，

空間が生まれ，高齢者同士のコミュニケーションも促

ロボットの外見の違いが，会話機能の予測に影響する

進されている事例がある[3]。このように，ロボットは

かについては，明らかにされておらず，ロボットの顔

今後さらなる発展が期待される分野であるといえる。

の違いが，会話機能の予測に影響を与えるかについて

スマートスピーカーやロボットには音声を使用し

調査する必要があると考える。

た操作や対話ができるものも多く，現在，ロボットと

また，人とロボットの会話場面では，ロボットが人

のコミュニケーションは音声インタフェースが主流

にとって話してみたいと思われる存在である必要が

である。しかし，音声対話インタフェースを日常的に

あると考えられる。ロボットの外見は，話してみたい

使用する人は少ないという現状があり[4][5][6]，音声

と思うことへ影響を与えるのかについても，また明ら
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かにされていない。

2.3.

手続き

本研究では，ロボットと人のコミュニケーションに

調査には Google フォームを使用した。参加者に，

おいて，どのような要素が「話しやすさ」に影響する

QR コードや URL からアンケートのページにアクセ

のかを調査することを目的とする。その最初の段階と

スしてもらい，各自のスマートフォンやタブレット，

して，ロボットに目，口を付与することが，(1)ロボッ

パソコン上で回答してもらった。

トの親しみやすさ，性能の評価，(2)機能の予測，(3)話

2.4.

してみたいと思うかどうか，にどのように影響するの

2.4.1. 印象評価

か，まずロボットの外見のみの印象を明らかにするこ

「このロボットは，以下のそれぞれの項目にどの程

とを目的とする。

度あてはまると思いますか」と尋ね，
「親しみやすい」
「高性能」について，
「1 あてはまらない」から「7 あ

2. 方法
2.1.

てはまる」までの 7 件法で回答を求めた。

調査参加者

男性 46 名，女性 74 名の計 120 名(平均年齢=21.19

2.4.2. 機能の予測

歳，SD=1.11)であった。
2.2.

質問項目

「このロボットは，以下の項目をどの程度できると
思いますか」と尋ね，
「音声を認識すること」
「言葉を

提示写真

評価対象には，豊橋技術科学大学岡田研究室の箱型

話すこと」「あなたと会話すること」の 3 項目につい

ロボットのトウフ[10]の写真を用いた。顔のパーツの

て，
「1 できない」から「7 できる」までの 7 件法で回

有無による効果を明らかにするため，その他のパーツ

答を求めた。

がシンプルであるトウフは，本調査で用いるロボット

2.4.3. 話してみたいと思うかどうか

として適していると考え，選択した。

「このロボットに，会話できる機能がある場合，あ

提示写真は，顔のパーツがないもの(以下，目・口な
し条件)，目のイラストを付与したもの(以下，目のみ
条件)，口のイラストを付与したもの(以下，口のみ条
件)，目と口のイラストを付与したもの(以下，目・口

なたは「話してみたい」と思いますか」と尋ね，
「1 話
してみたくない」から「7 話してみたい」までの 7 件
法で回答を求めた。

あり条件)の 4 種類作成した(図 1)。参加者には，これ

3. 結果

らの 4 条件のうち，1 条件がランダムに割り当てられ

3.1.

た。

印象評価

ロボットの顔のパーツの有無によって，「親しみや
目・口なし条件

すい」，
「高性能」の平均得点に差があるかを明らかに

目のみ条件

するため，独立変数を目(あり・なし)，口(あり・なし)，
従属変数を「親しみやすい」
，
「高性能」とする，対応
のない 2 要因分散分析を行った(図 2, 3)。
分析の結果，
「親しみやすい」は，目，口の主効果が

口のみ条件

有 意 と な り (F(1,116)=32.02,

目・口あり条件

F(1,116)=29.05,

p<.001,

p<.001,

η2=.221;

η2=.200) ， 交 互 作 用

(F(1,116)=0.57, p=.45, η2=.005)は有意ではなかった。
「高性能」は，目，口の主効果は有意でなく
(F(1,116)=0.66, p=.42, η2=.006; F(1,116)=0.02, p=.89,
η2=.000)，交互作用が有意となった (F(1, 116)= 4.67,
図 1

p<.05, η2=.039)。単純主効果検定の結果，目のみ条件よ

本調査で用いた提示写真
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り，目・口なし条件が有意に高いことが明らかになっ

F(1, 115)=0.00, p=.96, η2=.000)。

た(F(1,116)=4.42, p<.05, η2=.037)。

「あなたと会話をすること」は，口の主効果のみ有
意となり(F(1, 116)=16.20, p<.001, η2=.123)，目の主効果，
交 互 作 用 は 有 意 で な か っ た (F(1, 116)=0.25, p=.62,
η2=.002; F(1, 116)=0.01, p=.92, η2=.000)。

図 2

「親しみやすい」得点の平均値

図 4 ｢音声を認識すること｣得点の平均値

図 3
3.2.

「高性能」得点の平均値

機能の予測

図 5 「言葉を話すこと」得点の平均値

ロボットの顔のパーツの有無は，機能の予測に影響
するのかを明らかにするため，独立変数を目(あり・な
し)，口(あり・なし)，従属変数を「音声を認識するこ
と」，「言葉を話すこと」，「あなたと会話をすること」
とする，対応のない 2 要因分散分析を行った(図 4～6)。
分析の結果，
「音声を認識すること」は，口の主効果
に有意傾向がみられ(F(1, 116)=3.53, p<.10, η2=.030)，目
の主効果，交互作用は有意ではなかった(F(1, 116)=0.94,
p=.34, η2=.008; F(1, 116)=2.72, p=.10, η2=.023)。
「言葉を話すこと」は，口の主効果のみ有意となり
(F(1, 115)=10.49, p<.01, η2=.084)，目の主効果，交互作
用 は 有 意 で な か っ た (F(1, 115)=0.18, p=.68, η2=.002;

図 6 「会話をすること」得点の平均値
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機能の予測得点の平均値を比較した結果，「言葉を

話してみたいと思うかどうか

ロボットの顔のパーツの有無は，話してみたいと思

話すこと」
「会話をすること」で口の主効果が有意であ

うかどうかに影響するのかを明らかにするため，独立

り，
「音声を認識すること」で，口の主効果が有意傾向

変数を目(あり・なし)，口(あり・なし)，従属変数を「話

であった。口があることで，会話に関連する機能があ

してみたい」得点とする，対応のない 2 要因分散分析

りそうだと判断される傾向があることが明らかにな

を 行 っ た ( 図 7) 。 分 析 の 結 果 ， 目 ， 口 の 主 効 果
(F(1, 116)=0.90, p=34, η2=.008; F(1, 116)=1.30, p=.26,
η2=.011)，交互作用(F(1, 116)=0.32, p=.57, η2=.003)とも

った。ロボットが話せそうだと思ってもらうには，口
だと認識されるパーツが必要だと考えられる。本研究
の結果より，会話機能に関しては，ロボットの外見が

に有意ではなかった。

機能の予測に影響を及ぼすことが明らかになった。
「話してみたいと思うか」では，各条件間の有意差
はみられなかった。ただ，今回はロボットと会話する
状況設定が明確でなかったため，参加者はどのような
ロボットで，どのようなことができるのかといったこ
とを想定するのが難しかった可能性がある。実験の際
には，状況設定を明確にする必要がある。

5. 今後の展望
本調査により，ロボットに目，口があることは，親
しみやすさにつながり，目と口の両方があることで，
図 7

親しみやすく，会話できそうなロボットだと評価され

「話してみたい」得点の平均値

ることが明らかになった。

4. 考察

今回得られた結果をもとに，ロボットとの実際のイ
ンタラクションの場面では，ロボットの外見が親しみ

本調査は，ロボットに目，口を付与したときの(1)ロ
ボットに対する印象，(2)機能の予測，(3)話してみたい

やすいことが，そのロボットへの話しかけやすさや，

と思うかどうか，への影響を明らかにすることを目的

会話を継続する動機に影響するのかを明らかにする

として行った。

ことを目的とした実験を行う予定である。

「親しみやすい」は，目，口の主効果がそれぞれ有

謝辞

意であり，交互作用は有意でなかった。ロボットに目，
口があることによって親しみやすさが高く評価され

本研究の一部は，科学研究費(課題番号 18K11966)お

るようになるが，目と口で親しみやすさの上昇の仕方

よび成城大学特別研究助成の支援を受けました。ここ

には差はないことがわかった。

に感謝の意を表します。

「高性能」は，目，口の有無による主効果は有意で
なく，交互作用のみ有意となった。先行研究[8]より，
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