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ご挨拶  
 
新緑が陽光に輝く心地良い季節を迎え，皆様にはますますご清祥にご活躍のこ

ととお慶び申し上げます．  
この度，日本認知心理学会第 6 回大会を千葉大学において開催させていただく

こととなりましたので，ご案内を申し上げます．  
 会員の皆様のご協力により，本大会では，招待講演 1 件，シンポジウム 2 件，
口頭およびポスター発表 1 3 1 件を予定しております．第 1 回大会以来の関東地区
における開催ではございますが，東京以外での開催ですので，何とか盛会をと願

っておりましたが，例年と同様の大会が開催できそうになりましたことに安堵い

たしております．  
 本大会は，期せずして，招待講演，シンポジウムともに多くの非会員の先生方

に講演，あるいは話題提供をお願いすることとなりました．このため，認知心理

学会において，これまであまり話題として検討されてこなかった問題を俎上に乗

せることになろうかと思います．このような試みも，認知心理学の幅広さ，学会

基盤の安定によって可能になったものと考えております．本大会を，認知心理学

と関連する他分野の連携，交流の可能性を探る好機として，是非，この機会に，

学術交流にご理解をいただき，招待講演，シンポジウムに積極的にご参加くださ

いますようご案内申し上げます．  
 千葉大学の門の一つは J R 総武線の西千葉駅前にございます．東京からの交通

にはたいへん恵まれております．また，構内には緑が多く，桜，銀杏，けやき，

松の並木が四季折々に眼を楽しませてくれます．少人数で準備をさせていただい

ておりますので，なにかと不行き届きがあろうかとは存じますが，大会準備委員

一同，多くの会員の皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております．  
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交 通 案 内 図 

 

大会会場 

 
※１ JR西千葉駅より西千葉キャンパス南門まで徒歩約２分 
※２ 京成みどり台駅より西千葉キャンパス正門まで徒歩約７分 
【JR品川・東京駅から】“◇”は乗り換えを表します 
JR総武線（快速）乗車◇JR稲毛駅（総武線（普通））－西千葉駅下車（※１） 
【JR秋葉原駅から】  
JR総武線（普通）乗車－西千葉駅下車（※１） 
【京成上野駅から】  
京成本線（特急）乗車◇京成津田沼駅（京成千葉線）－みどり台駅下車（※２） 
【羽田空港から】  
京浜急行線を利用 

JR品川駅にて JR総武線（快速）乗車◇JR稲毛駅（総武線（普通））－西千葉駅下車（※１） 
東京モノレールを利用 

JR浜松町駅にて JR山手線或いは JR京浜東北線乗車◇JR東京駅（JR総武線（快速））◇JR稲毛駅
（総武線（普通）－西千葉駅下車（※１） 
【成田国際空港から】  
JR総武線（快速）乗車◇JR千葉駅（総武線（普通））－JR西千葉駅下車（※１） 
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会 場 案 内 図 
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大会参加者へのご案内 
 
１. 本大会は，千葉大学西千葉キャンパス内のけやき会館，総合校舎 B号館，D号館で開催されます．

西千葉キャンパスは JR 西千葉駅より徒歩２分，京成みどり台駅より徒歩７分です．交通案内・
構内案内図をご参照ください． 

２. 大会受付は総合校舎 D号館１階で行います． 
３. 大会参加費および関連費用は以下の通りです．現在，大会ホームページから事前申し込みができ
ます． 

＊参加費 一般会員： 6,000円 
学生会員： 3,000円 
発表臨時会員： 4,000円 
非会員（一般）： 8,000円 
非会員（学生）： 4,000円 

＊論文集費   2,000円 
＊懇親会費   4,000円 

 
(イ) 大会受付の効率化のため，大会参加費，論文集費および懇親会費を，5月 16日（金）までに
下記の口座へお振込くださいますようお願い申し上げます．それ以降に振込まれた方は，当

日領収書をご持参ください． 
お振込みの際には，振り込み金額の内訳，会員種類，会員番号を明記ください． 

お振込先 
口座の種類： ゆうちょ銀行振替口座 
口座番号 ： 00140-6-447314 
口座名称 ： 認知心 2008準備委員会 

 
(ロ) 論文集は，大会当日，事前申込みの方々に会場受付でお渡しいたします．なお，事前申込み
された数にもとづいて印刷致しますので，ご希望の方は５月 16日（金）までに必ず事前にお
申込みくださいますようお願い申し上げます．事前申込のない場合は，大会当日ご購入いた

だけない場合もございます．予めご了承下さい．大会後もご購入いただけますが，増刷した

ものをお送りしますので若干高くなります．また郵送料がかかりますので，ご注意ください． 
４. 会期中は，参加者証を必ずおつけください． 
５. クロークは，総合校舎 D号館２階に設けてあります．会期中の両日とも午前９時よりご利用いた

だけます．初日は，けやき会館にて招待講演および懇親会が行われますので，D号館のクローク
は午後５時 30分に終了させていただきます．それまでにクロークのお荷物をお引取りくださいま
すようお願い申し上げます． 

６. 大会本部による呼び出しは行いません．受付付近に伝言板を用意致しますので，ご利用ください． 
７. 総合校舎 D号館３階に休憩室を設けてありますので，ご利用ください． 
８. 懇親会は，５月 31日の午後６時 45分より，けやき会館１階のレストラン「コルザ」で行います． 
 



 

発表者へのご案内 
 
１．口頭発表の方の発表時間は 12 分，質疑応答時間は３分です．セッションの最後に，15 分の討論
時間を設けてあります．口頭発表でご利用いただける機材は，プロジェクターです．PowerPoint 
2003を搭載したコンピュータ（Windows）を会場に用意致しております．プレゼンテーション用
のファイルは複数の媒体でご準備ください．発表者の方は，セッション開始 15分前には会場にお
越し下さい．発表会場は２部屋ございますので，お間違いのないようご注意願います．発表者の

交代ができるだけスムーズに行われるように，予め，プレゼンテーション用のファイルをコンピ

ュータにいれておいてください．なお，ご持参のコンピュータやその他の機器の使用を希望され

る方は，できるだけ早く大会委員にお申し付けください． 
２．ポスター発表では，１件あたり幅 90cm×高さ 180cm のパネルをご利用いただきます．ポスター

を貼るためのピンは大会事務局で用意致します．なお，各ポスターセッションの前半は，奇数番

号の方の在席責任時間，後半は偶数番号の方の在席責任時間となります．在席責任時間中は，質

疑応答できるように必ずご自分のポスターの掲示場所で待機してください．なお，発表者の方は

セッション開始 15分前までに受付をお済ませください．また，セッション終了後には速やかに撤
去してください． 

３．口頭発表，ポスター発表ともに，大会優秀発表賞の対象になります．



 

シンポジウム 1 
5月 31日（土） 14:15-15:45 

場所：総合校舎 B号館 
 

心理学のキャリアパスを考える:  
刑事司法や矯正の現場は心理学にどのような人材を求めるのか？ 

 
企画・司会 

箱田 裕司（九州大学） 
長谷川 寿一（東京大学） 

 
話題提供者 

後藤 昭（一橋大学）  
浜井 浩一（龍谷大学）  
仲 真紀子（北海道大学） 

 
企画概要 
今日，刑事司法や矯正の現場に対する心理学からの貢献がますます求められている．少子高齢

化が急ピッチに進む中，犯罪者の高齢化も進み，高齢者に対する尋問のやり方や刑務所における

高齢受刑者の処遇も最新の心理学の知見を生かした工夫が必要である．また，犯罪被害者に対す

る支援も従来のカウンセリングとは異なる新たな対応が求められている．さらに裁判員制度導入

を目前にして，心理学からの貢献へのニーズもこれから確実に高まっていくと予想される．現在

でも，家庭裁判所の調査官，矯正施設の心理技官，県警の科捜研研究員など刑事司法や矯正の現

場で活躍している人たちは少なくないが，これからますます優れた職業人養成の期待は強まると

思われる． 
本シンポジウムでは，司法や矯正の現場ではどのような人材が求められているのか，人材養成

のためにはどのような教育が必要なのか，心理学専攻生のキャリアパスをどのようにして切り開

いていくのかを考える． 

 



 

招待講演 
5月 31日（土） 17:15-18:30 
場所：けやき会館大ホール 

言語起源への挑戦 
 
講演者 岡ノ谷 一夫（理化学研究所脳科学総合研究センター） 
司会 須藤 昇（千葉大学） 
 
講演内容 
ヒトの言語が成立したのはどのような進化の道筋によるのであろうか．ヒトは言語獲得以前には意

味のないスキャットのような歌をうたっていたという仮説を，私たちは考えている．歌は複数の無意

味な音韻からなり，それらの音韻は個体や世代を経て互いに学習される．ある場面の歌と他の場面の

歌とに，共通な歌節（音韻の組み合わせ）があったとしよう．それら２つの場面には，共通する生活

状況があろうから，次の世代が歌を学ぶころには，共通な歌節をうたうことで，共通する状況を示す

ことができるであろう． 
たとえば，狩りの際の歌が「はみむこべりくぎ」，食事の際の歌が「しべこべりぴりがむ」だとする．

狩りも食事も集団で行う行動だから，「こべり」とうたうことで，「みんなで~しよう」という意味を
伝えることができるようになる．同じ集団のなかでこのような過程が繰り返されることで，特定の歌

節が特定の状況に対応するようになり，名詞句や動詞句の原型が生じ，さらにヒト言語にしかないと

される記号の象徴性や構文の再帰性なども創発したのかも知れない． 
こうして生まれた言語は，現在ヒトのみがもつコミュニケーション形態で，１）発声の学習，２） 音
と意味との対応，３）音要素の組み合わせ規則，４）社会関係を円滑にするための発声規則，から成

り立っている．これらを同時に満たす行動形質はヒト以外の動物では見つかっていないが，それぞれ

の特徴を個別に満たすような行動形質を示す動物は多数存在する．例として鳥類のジュウシマツ，齧

歯類のデグーとハダカデバネズミ，霊長類であるテナガザルを用いた研究を紹介し，言語を可能にす

るために必要な脳構造と生態的制約について考察する．さらに，これらの機能を組み合わせることで，

記号の象徴性や構文の再帰性が創発するかどうか検討し，言語の歌起源説を補強するようなシナリオ

を提案する． 
 



 

独創賞 

授賞式・講演 
6月 1日（日） 14:00-15:00 
場所：けやき会館大ホール 

 
 独創賞は，日本の研究者がおこなった独創的な認知研究を顕彰するために，日本認知心理学会が創

設した賞です． 
 第 1回の受賞研究は，戸田正直氏の「アージ理論」，第 2回の受賞研究は，浜田寿美男氏の「自白研
究」，第 3回の受賞研究は，北岡明佳氏の「新錯視群研究」でした． 
 今回は第 4回になりますが，会員から推薦された複数の候補研究について，それぞれ３名ずつの専
門家に独創性の評価を依頼し，提出された報告書にもとづいて，独創賞選考委員会で慎重に選考を進

めた結果，次の研究を受賞研究とすることに決まりました． 
 
 
賞状授与 太田 信夫（日本認知心理学会理事長） 
記念講演 市川 伸一（東京大学大学院教育学研究科） 
司会  高野 陽太郎（日本認知心理学会独創賞選考委員会委員長） 
 
 

三囚人問題研究 
 

市川 伸一（東京大学大学院教育学研究科 教授） 
下條 信輔（カリフォルニア工科大学生物学部 教授） 

 
 この研究は，「三囚人問題」（別名 Monty Hall dilemma）を題材として，直観的な確率判断を検討し
た研究です．この問題には，直観的に妥当であるように見え，しかも，ベイズの定理に基づく規範解

とも一致する解答があります．しかし，市川・下條両氏は，元の問題の初期確率を変えることによっ

て，規範解と直観的な解答が一致しない問題を作り出し，直観的な判断が実は誤りであったことを示

すことに成功しました．更に，新たな方法を考案して，その方法を使えば規範解を直観的に理解する

ことも可能であることを示しました． 
 この研究は，確率判断のプロセスを理解することに独自の貢献をした点で，独創賞に相応しい研究

であると認められました．なお，独創賞規約では，「受賞研究は，日本の研究者が日本の研究機関で行

なった研究でなければならない」という主旨の規定があります．下條氏は，現在，米国の研究機関に

所属していますが，この研究は日本の研究機関に所属していたときに行われたものであるため，受賞

者としての資格を充分に満たしているものと認定されました． 
 授賞式に続く記念講演では，市川氏がこの研究について解説をしてくださることになっています． 
 
 



 

シンポジウム 2 
6月 1日（日） 15:15-16:45 

場所：総合校舎 B号館 
 

認知心理学の応用可能性:  
認知機能障害の理解や治療に対して認知心理学はどこまで役立つか？ 

 
企画・司会 

伊集院 睦雄（東京都老人総合研究所） 
佐久間 尚子（東京都老人総合研究所） 

 
話題提供者 

鈴木 孝治（文京学院大学保健医療技術学部）： 知覚・注意障害の臨床から 
小森 憲治郎（愛媛大学 医学部）：  記憶障害の臨床から 
伏見 貴夫（北里大学 医療衛生学部）：  言語障害の臨床から 

 
指定討論者 

御領 謙（京都女子大学 発達教育学部） 
川口 潤（名古屋大学大学院 環境学研究科） 

 
企画概要 
認知心理学にとって，脳損傷例が呈する認知機能障害の諸症状は，人間の複雑な認知システムを解

明する上で貴重なデータを提供してくれる．これらのデータから，認知心理学は，健常成人の認知シ

ステムを構成している様々な機能モジュールとモジュール間の関係に関する理論的考察を深めてきた．

また，この過程で構築された種々のモデルは，認知機能の障害メカニズムに関する有用な情報を提供

してきた． 
それでは実際の臨床場面,すなわち症状の評価や理解，あるいはリハビリテーションにおける訓練場
面において，認知心理学の研究手法や成果がどのような形で利用されている（あるいは利用される可

能性を秘めている）のだろうか？本シンポジウムではこの問題に関し，実際に臨床の場におられる，

あるいは臨床と密接に関わっておられる方々に話題を提供していただき，認知機能の障害に対する認

知心理学の応用可能性について議論したい． 
 



 

研究発表 

口頭発表 

 
5月 31日（土） 10:00 - 11:15 口頭発表 1A 場所：D22 

加加齢齢・・支支援援  
 座長：寺澤 孝文・原田 悦子 

 
10:00-10:15 O1A-01 意思決定傾向と認知的制御: 追及者‐満足者尺度と認知的加齢 

法政大学社会学部    原田 悦子 
法政大学大学院人間社会研究科   森 健治 
産業技術総合研究所人間福祉医工学研究部門 須藤 智 
産業技術総合研究所人間福祉医工学研究部門 熊田 孝恒 
トロント大学心理学部    Healey Karl 
トロント大学心理学部    Goldstein David 

 
10:15-10:30 O1A-02 高齢者におけるフレーミング効果 

青森大学     渡部 諭 
青森大学     澁谷 泰秀 

 
10:30-10:45 O1A-03 高齢者の認知特性に適合した情報家電機器インタフェースのデザインに 

関する研究: 大型デジタルテレビのユーザビリティテストから 
産業技術総合研究所    須藤 智 
産業技術総合研究所    熊田 孝恒 
産業技術総合研究所    北島 宗雄 
産業技術総合研究所    佐藤 稔久 

 
10:45-11:00 O1A-04 不登校児の学習意欲を高めるマイクロステップ学習支援 

岡山大学     寺澤 孝文 
岡山県保健福祉部    岩本 真弓 

 
11:00-   討論 
 
 
5月 31日（土） 10:00 - 11:30 口頭発表 1B 場所：D23 

知知覚覚・・認認知知  
 座長：吉田 弘司・笹岡 貴史 

 
10:00-10:15 O1B-01 能動的観察による視点変換規則獲得における手の運動方向の効果 

京都大学大学院情報学研究科   笹岡 貴史 
 
 
 



10:15-10:30 O1B-02 心的回転の神経回路モデル 
京都大学大学院情報学研究科   芦澤 充 
京都大学大学院情報学研究科   乾 敏郎 

 
10:30-10:45 O1B-03 Verbal Switchingによるタスク・スイッチングへの影響 

東北大学情報科学研究科    事崎 由佳 
東北大学情報科学研究科    岩崎 祥一 

 
10:45-11:00 O1B-04 高速逐次系列の連続性が注意の維持に与える影響 

東京大学・日本学術振興会   有賀 敦紀 
産業技術総合研究所    河原 純一郎 
東京大学     渡邊 克巳 
産業技術総合研究所 
ERATO, 下條潜在脳機能プロジェクト, 科学技術振興機構 

 
11:00-11:15 O1B-05 動体視力とは何か？ 

静視力・瞬間視力・知覚の範囲・眼球運動制御との関連性 
比治山大学     吉田 弘司 

 
11:15-   討論 
 
 
5月 31日（土） 13:00 – 14:15 口頭発表 2A 場所：D22 

記記憶憶 11  
 座長：鍋田 智広・川口 潤 

 
13:00-13:15 O2A-01 行為の模擬によるフォルスメモリ低減効果 

名古屋大学     川口 潤 
名古屋大学     山田 陽平 
名古屋大学     堀田 千絵 

 
13:15-13:30 O2A-02 空書の動作が数字の記憶に及ぼす影響:  

動作の大きさと参加者間・内要因の検討 
障害者職業総合センター    加地 雄一 
北海道大学     仲 真紀子 

 
13:30-13:45 O2A-03 新規風景の記憶保持中に創発する脳波θ－γ協調 

京都大学大学院情報学研究科認知情報論分野 水原 啓暁 
理化学研究所脳科学総合研究センター 
創発知能ダイナミクス研究チーム 
理化学研究所脳科学総合研究センター  山口 陽子 
創発知能ダイナミクス研究チーム 

 
 
 



13:45-14:00 O2A-04 触覚の記憶容量とそのメタ記憶: 日用品 500個を用いた検討 
京都大学大学院教育学研究科・日本学術振興会 鍋田 智広 
京都大学大学院教育学研究科   楠見 孝 

 
14:00-   討論 
 
 
5月 31日（土） 13:00 – 14:15 口頭発表 2B 場所：D23 

感感情情 11  
座長：安田 晶子・松尾 太加志 

 
13:00-13:15 O2B-01 生き物らしさを感じる要因としてのインタラクティブ性と自律性 

北九州市立大学文学部    松尾 太加志 
 
13:15-13:30 O2B-02 怒り誘発時における怒り特性が心拍数と認知課題に与える影響 

関西大学大学院社会学研究科   篠田 久 
 
13:30-13:45 O2B-03 ピアノ演奏者の表現の違いによる聴取者の印象評定の変化(2):  

聴取者の楽器演奏経験の影響 
北海道大学大学院文学研究科   正田 悠 
大阪大学大学院人間科学研究科   中村 敏枝 
大阪大学大学院人間科学研究科   安田 晶子 
大阪大学大学院人間科学研究科   森 数馬 
北海道大学大学院文学研究科   安達 真由美 

 
13:45-14:00 O2B-04 音楽聴取による感動の心理学的研究 

―聴取者の身体反応と情動の関係性からの検討― 
大阪大学大学院 人間科学研究科   安田 晶子 
大阪大学大学院 人間科学研究科   中村 敏枝 
北海道大学大学院 文学研究科   正田 悠 
大阪大学大学院 人間科学研究科   森 数馬 

 
14:00-   討論 
 
 
5月 31日（土） 15:45 – 17:00 口頭発表 3A 場所：D22 

言言語語・・ココミミュュニニケケーーシショョンン  
 座長：松田 憲・楠見 孝 

 
15:45-16:00 O3A-01 ノスタルジア喚起 CMが視聴者の認知過程と消費行動に及ぼす効果:  

社会調査による検討 
京都大学教育学研究科    楠見 孝 
東京大学総合文化研究科    杉森 絵里子 
山口大学理工学研究科    松田 憲 

 



16:00-16:15 O3A-02 生成条件における発話アウトプットモニタリング 
東京大学     杉森 絵里子 
東京大学     丹野 義彦 

 
16:15-16:30 O3A-03 多人数会話場面でみられる同期現象の考察 

滋賀県立大学     城 綾実 
   滋賀県立大学     細馬 宏通 
 
16:30-16:45 O3A-04 懐かしさ感情が商品評価に及ぼす影響 

山口大学大学院理工学研究科   松田 憲 
東京大学大学院総合文化研究科   杉森 絵里子 
京都大学大学院教育学研究科   楠見 孝 

 
16:45-   討論 
 
 
5月 31日（土） 15:45 – 17:00 口頭発表 3B 場所：D23 

感感情情 22  
 座長：青林 唯・村山 航 

 
15:45-16:00 O3B-01 感情誤帰属手続き (affect misattribution procedure) における 

自動処理・統制処理の分離:ROC曲線を用いたアプローチの提案 
日本学術振興会・東京工業大学   村山 航 

 
16:00-16:15 O3B-02 感情を伴う記憶の想起に個人の気分特性が及ぼす影響 

大阪大学大学院人間科学研究科   上野 大介 
島根大学法文学部    増本 康平 
大阪大学大学院人間科学研究科   黒川 育代 
大阪大学大学院人間科学研究科   権藤 恭之 
大阪大学大学院人間科学研究科   藤田 綾子 

 
16:15-16:30 O3B-03 表情の動的情報が感情認識に及ぼす影響 

－周辺視野と中心視野の違い－ 
同志社大学文学研究科・日本学術振興会  藤村 友美 
同志社大学文学部    鈴木 直人 

 
16:30-16:45 O3B-04 意味的-自伝的自己知識連結の感情制御効果 

千葉大学自然科学研究科    青林 唯 
 
16:45-   討論 
 
 
 
 
 



 
6月 1日（日） 10:00 – 11:30 口頭発表 4A 場所：D22 

学学習習・・推推論論  
 座長：増田 尚史・松香 敏彦 

 
10:00-10:15 O4A-01 適切な内部表象を学ぶ認知計算モデルの検証 

千葉大学     松香 敏彦 
 
10:15-10:30 O4A-02 Wasonに IRT: 項目反応理論による 4枚カ－ド問題の分析 

日本学術振興会     中村 國則 
 
10:30-10:45 O4A-03 再認ヒューリスティックと知識に基づく推論:  

知識量からの心的過程に関する考察 
東京工業大学大学院社会理工学研究科  本田 秀仁 
東京工業大学大学院社会理工学研究科  阿部 慶賀 
東京工業大学大学院社会理工学研究科  山岸 侯彦 

 
10:45-11:00 O4A-04 刺激複雑性に関連した学習プロセスの階層構造の検討 

JST/ERATO 浅田共創知能プロジェクト タラセンコ セルゲイ 
JST/ERATO 浅田共創知能プロジェクト 乾 敏郎 
京都大学 大学院情報学研究科  
プレハノフ経済アカデミー  アブディケェヴ ニヤズ 

 
11:00-11:15 O4A-05 行動プランと実行動の乖離（４）: 計画錯誤と時間選好率の関連 

広島修道大学     増田 尚史 
 
11:15-   討論 
 
 
6月 1日（日） 10:00 – 11:30 口頭発表 4B 場所：D23 

身身体体・・運運動動 11  
 座長：乾 敏郎・永井 聖剛 

 
10:00-10:15 O4B-01 なぜあなたは「車庫入れ」が不得意か？  

- 外部-身体座標対応づけ機能による検討 - 
独）産業技術総合研究所    永井 聖剛 
日産自動車株式会社    西崎 友規子 
独）産業技術総合研究所    河原 純一郎 
独）産業技術総合研究所    熊田 孝恒 

 
10:15-10:30 O4B-02 到達把持運動の制御モデル: 到達成分と把持成分の統合 

JST/ERATO 浅田共創知能プロジェクト  竹村 尚大 
JST/ERATO 浅田共創知能プロジェクト  乾 敏郎 
京都大学 大学院情報学研究科  
NTTコミュニケーション科学基礎研究所  福井 隆雄 



10:30-10:45 O4B-03 Williams症候群の模写障害 －角の誤形成－ 
JST ERATO 浅田プロジェクト   永井 知代子 
JST ERATO 浅田プロジェクト   乾 敏郎 
京都大学大学院情報学研究科  
東京女子医科大学神経内科   岩田 誠 

 
10:45-11:00 O4B-04 なぞりと模写の神経機構 (1) fMRI研究 

科学技術振興機構 ERATO浅田プロジェクト  小川 健二 
JST ERATO 浅田プロジェクト   乾 敏郎 
京都大学大学院情報学研究科  

 
11:00-11:15 O4B-05 なぞりと模写の神経機構 (2) ネットワークモデル 

JST ERATO 浅田プロジェクト   乾 敏郎 
京都大学大学院情報学研究科  
科学技術振興機構 ERATO浅田プロジェクト  小川 健二 

 
11:15-   討論 
 
 
6月 1日（日） 16:45 – 18:00 口頭発表 5A 場所：D22 

記記憶憶 22  
 座長：野内 類・成本 忠正 

 
16:45-17:00 O5A-01 視覚的作業記憶における能動保持 

中京大学心理学部    成本 忠正 
 
17:00-17:15 O5A-02 抑止方略が忘却の持続性に与える影響:  

直後テストと 20分後テスト成績の比較 
名古屋大学大学院環境学研究科   堀田 千絵 
名古屋大学大学院環境学研究科   川口 潤 

 
17:15-17:30 O5A-03 Yes-no再認テストを用いた検索経験による検索誘導性忘却 

名古屋大学大学院環境学研究科   山田 陽平 
東京大学大学院人文社会系研究科   月元 敬 
名古屋大学大学院環境学研究科   川口 潤 

 
17:30-17:45 O5A-04 過去の出来事を検索する処理と将来の出来事を想像する処理の関係 
    ―課題促進パラダイムを用いた検討― 

中央大学 文学部    野内 類 
中央大学 文学部    兵藤 宗吉 

 
17:45-   討論 
 
 
 



 
6月 1日（日） 16:45 – 18:00 口頭発表 5B 場所：D23 

身身体体・・運運動動 22  
 座長：一川 誠 

 
16:45-17:00 O5B-01 けんだま遊びにおける知覚と行為 

東京大学大学院学際情報学府   伊藤 万利子 
早稲田大学人間科学学術院   三嶋 博之 
東京大学大学院教育学研究科   佐々木 正人 

 
17:00-17:15 O5B-02 自己運動の予測における両手間協力 

東京大学総合文化研究科    浅井 智久 
東京大学総合文化研究科    丹野 義彦 

 
17:15-17:30 O5B-03 2つの右手を感じる: ラバーハンドイリュージョンを用いて 

立教大学文学部     鈴木 裕輔 
立教大学現代心理学部    本間 元康 
立教アミューズメント・リサーチ・センター  
千葉大学工学部     小山 慎一 
立教大学現代心理学部    長田 佳久 
立教アミューズメント・リサーチ・センター  

 
17:30-17:45 O5B-04 自己視点の移動をともなうイメージ課題を用いた身体化と脱身体化の検討 

仁愛大学人間学部心理学科   田中 茂樹 
京都大学大学院情報学研究科   乾 敏郎 
科学技術振興機構 ERATO浅田プロジェクト  小川 健二 
東京工科大学     中村 太戯留 

 
17:45-   討論 
 



 

ポスター発表 

 
 
5月 31日（土） 10:00 – 12:00 ポスター発表 1  場所：D24 

記記憶憶  
 
 
P1-01  複数項目の同時提示における背景色の文脈効果 (2) 

静岡大学情報学研究科    酒井 徹也 
静岡県立大学     漁田 俊子 
静岡大学     漁田 武雄 

 
P1-02  複数項目の同時提示における背景色の文脈効果 (3) 

静岡大学  FURUTANI DE OLIVEIRA Mirian Akiko 
静岡大学情報学研究科    酒井 徹也 
静岡県立大学     漁田 俊子 
静岡大学     漁田 武雄 

 
P1-03  遅延が手がかり再生課題における環境的文脈依存効果に与える影響 

広島大学大学院 教育学研究科   山田 恭子 
広島大学大学院 教育学研究科   中條 和光 

 
P1-04  物語の転換的語り直しが後の記憶に与える影響 

東北大学文学研究科    池田 和浩 
東北大学文学研究科    仁平 義明 

 
P1-05  あのできごとは小学校卒業から「何年後」に起きたのか？ 

福島大学生涯学習教育研究センター  木暮 照正 
 
P1-06  記銘時とソースモニタリング課題時の処理の一致・不一致の効果 

大谷大学     中田 英利子 
 
P1-07  特定項目の再認がソースモニタリングに及ぼす影響 

中央大学大学院文学研究科   中山 友則 
中央大学     兵藤 宗吉 

 
P1-08  自伝的エピソード記憶検査（TEMPau, Test Episodique de. Mémoire du Passé  
  autobiographique, Piolino et al., 2003）の日本語版作成の試み 

関西大学社会学部    関口 理久子 
 
 
 
 



P1-09  「取り込み記憶」と「押しつけ記憶」 
東北大学文学研究科    仁平 義明 
東北大学文学研究科    佐藤 拓 
東北大学文学研究科    菊地 史倫 
東北大学文学研究科    川嶋 伸佳 

 
P1-10  自伝的記憶の無意図的想起に関する研究 

日本大学大学院     川平 杏子 
日本大学     厳島 行雄 

 
P1-11  有意味線画と無意味線画の潜在記憶における自己参照効果 

北星学園大学文学部    後藤 靖宏 
心理・応用コミュニケーション学科 

 
P1-12  符号化時のメタ記憶判断の効果 IV －意味処理と JOLにおける適合性の差違－ 

法政大学文学部     藤田 哲也 
 
P1-13  再生課題における単一カテゴリーリストの指示忘却効果に及ぼす影響 

日本大学大学院文学研究科   高橋 真衣子 
日本大学文理学部    厳島 行雄 

 
P1-14  リーディングピリオド課題を用いた再生再構成仮説の検討:  

刺激文とターゲット語の意味的関連性の影響 
京都大学大学院教育学研究科   田中 哲平 
京都大学大学院教育学研究科   齊藤 智 
ランカスター大学心理学部   TOWSE John, N. 

 
P1-15  予定記憶の想起順序に及ぼす実行時期及び重要度における予定間の類似性の効果 

岡山学院大学     森田 泰介 
 
P1-16  初頭効果と新近性効果に対する作動記憶容量の役割: 遅延時間を入れた場合 

慶應義塾大学大学院社会学研究科教育学専攻 佐々木 尚 
 
P1-17  感情語における指示忘却効果 

京都光華女子大学文学部    伊藤 美加 
 
P1-18  表情刺激におけるプライミング効果の検討 

京都大学 教育学研究科    嶺本 和沙 
京都大学 こころの未来研究センター  吉川 左紀子 
京都大学 教育学研究科 

 
P1-19  におい手がかりによるマインドワンダリングに及ぼす想起意図の効果 

関西大学大学院文学研究科   山本 晃輔 
岡山学院大学キャリア実践学部   森田 泰介 

 



P1-20  ブランド名再認における revelation effect: 日常記憶に基づく検討 
慶應義塾大学     三浦 大志 

 
P1-21  色記憶における検索誘導性忘却(1) 

東京大学大学院人文社会系研究科   月元 敬 
名古屋大学大学院環境学研究科   山田 陽平 

 
P1-22  嘘が記憶に及ぼす影響についての認知心理学的研究:  

嘘が記憶のリハーサルに及ぼす影響についての実験的検討 
日本大学大学院文学研究科   田中 未央 
日本大学     厳島 行雄 

 
P1-23  ３人集団による協同想起: 話し合いの方略と協同促進・協同抑制現象 

群馬大学     佐藤 浩一 
群馬大学     猿山 恵未 

 
P1-24  楽曲の熟知性が BGM文脈依存効果におよぼす影響 

静岡大学     漁田 武雄 
静岡県立大学     漁田 俊子 

 
P1-25  反復における文脈の異同が対連合学習におよぼす効果 

静岡大学大学院情報学研究科   内田 明 
静岡大学     漁田 武雄 

 
 
5月 31日（土） 13:00 – 15:00 ポスター発表 2  場所：D24 

知知覚覚・・認認知知・・身身体体・・運運動動  
 
P2-01  注意の瞬き：報告率と単純反応時間の関係  

－その２：ブロック間配置による検討－ 
中部大学人文学部    水野 りか 
中部大学人文学部    松井 孝雄 

 
P2-02  ブロック内要因としての ISIが反応時間に及ぼす影響(3) 

中部大学人文学部    松井 孝雄 
中部大学人文学部    水野 りか 

 
P2-03  サッカード時の高速運動刺激の定位誤り 

順天堂大学・日本学術振興会   小野 史典 
順天堂大学     内田 雄介 
順天堂大学     北澤 茂 

 
 
 
 



P2-04  対人相互作用の予期が選択的注意に及ぼす影響  
―ドット・プローブ課題を用いた検討― 

東洋大学大学院社会学研究科   海老原 優 
東洋大学社会学部    北村 英哉 

 
P2-05  スイッチコストによって示される固執パフォーマンスの個人内一貫性の検討 

千葉大学大学院 人文社会科学研究科  石井 紀之 
 
P2-06  ストループ課題における外部割込と再開について:  

ストループ効果と逆ストループ効果の類似性 
神戸大学     芦高 勇気 
神戸大学     嶋田 博行 

 
P2-07  色と色名との関係についての調査（２） 

畿央大学     金敷 大之 
 
P2-08  各カテゴリに特異な特徴がカテゴリ化に与える影響について 

立命館大学     京屋 郁子 
 
P2-09  顔と名前に対する反応時間に判断対象人物の親近性が及ぼす影響 

岡山大学大学院社会文化科学研究科  塩田 真友子 
岡山大学大学院社会文化科学研究科  堀内 孝 

 
P2-10  選択的注意課題を用いた表情認知と人物認知の検討: 倒立呈示による影響 

九州大学大学院人間環境学府   小松 佐穂子 
九州大学大学院人間環境学研究院   箱田 裕司 

 
P2-11  顔認識過程のエントリーポイント（２）: 検証課題での検討 

琉球大学法文学部    遠藤 光男 
 
P2-12  顔の検索に及ぼす誘導課題の効果 

千葉大学文学部行動科学科   松川 真弓 
 
P2-13  音楽における不協和曲線の検証と見直し 

千葉大学文学部     武藤 沙羅 
千葉大学文学部     松香 敏彦 

 
P2-14  無関連な聴覚刺激による妨害効果のメタ認知 

京都大学     宮原 道子 
 
P2-15  点字におけるマス間の距離が触覚による同定のしやすさに及ぼす影響 

群馬大学教育学部    室井 みや 
群馬大学教育学部    金井 智之 

 
 



P2-16  グラフの 3-D 化が読み取りプロセスに及ぼす影響(2): 円グラフの「手前」効果 
早稲田大学 文学学術院    上田 卓司 
早稲田大学 理工学術院    安田 孝 

 
P2-17  二者間の協同動作を観察する視点と適切さ評価に関与する脳内基盤 

東北大学大学院文学研究科・日本学術振興会 柴田 寛 
東北大学大学院文学研究科・日本学術振興会 日高 聡太 
東北大学大学院文学研究科   行場 次朗 
東北福祉大学感性福祉研究所   今泉 修 
東北福祉大学感性福祉研究所   松江 克彦 

 
P2-18  運動系列が逆行する事態で生じる仮現運動の時空間一貫性 

東北大学大学院文学研究科・日本学術振興会 日高 聡太 
独立行政法人産業技術総合研究所   永井 聖剛 
東北大学大学院文学研究科   行場 次朗 

 
P2-19  視覚-身体感覚クロスモダル記憶課題に及ぼす眼球運動と身体運動による干渉効果 

北海道大学     藤木 晶子 
北海道大学     菱谷 晋介 

 
P2-20  Walking memory の研究方法に関する検討 

北海道工業大学     北守 昭 
 
P2-21  数字加算課題の所要時間予測に課題経験と難易度が及ぼす効果  

千葉大学大学院人文社会科学研究科  工藤 智美 
 
 
6月 1日（日） 10:00 – 12:00 ポスター発表 3  場所：D24 

加加齢齢・・支支援援・・感感情情  
 
P3-01  健常高齢者の物語の記憶能力 (1) : 9ヵ月後の得点変化 

東京都老人総合研究所    佐久間 尚子 
東京都老人総合研究所    大神 優子 
お茶の水女子大学 人間文化創成科学研究科 
東京都老人総合研究所    呉田 陽一 
北里大学 医療衛生学部    伏見 貴夫 
東京都老人総合研究所    藤原 佳典 
東京都老人総合研究所    新開 省二 
東京都老人総合研究所    本間 昭 

 
 
 
 
 
 



P3-02  健常高齢者の物語の記憶能力 (2) : 文脈の分析から 
お茶の水女子大学 人間文化創成科学研究科 大神 優子 
東京都老人総合研究所  
東京都老人総合研究所    佐久間 尚子 
東京都老人総合研究所    呉田 陽一 
北里大学 医療衛生学部    伏見 貴夫 
東京都老人総合研究所    藤原 佳典 
東京都老人総合研究所    新開 省二 
東京都老人総合研究所    本間 昭 

 
P3-03  高齢者の展望的記憶における意図の想起に関する研究:  

意図の想起の経時的変化と関連要因の検討 
大阪大学人間科学研究科    黒川 育代 
島根大学法文学部    増本 康平 
大阪大学人間科学研究科    上野 大介 
大阪大学人間科学研究科    権藤 恭之 
大阪大学人間科学研究科    藤田 綾子 

 
P3-04  TOT現象と加齢: 言語的知識の影響について 

東京都老人総合研究所    伊集院 睦雄 
NTTコミュニケーション科学基礎研究所  近藤 公久 
明治学院大学     島内 晶 
明治学院大学     佐藤 眞一 

 
P3-05  不快感情の喚起による有効視野の縮小 

九州大学大学院人間環境学府   野畑 友恵 
日本学術振興会特別研究員 
九州大学大学院人間環境学研究院   箱田 裕司 
福岡大学     二瀬 由理 

 
P3-06  意識に上らない情動刺激は時間知覚を変調する 

九州大学・日本学術振興会特別研究員  山田 祐樹 
九州大学     河邉 隆寛 

 
P3-07  好みの形成に処理水準が及ぼす影響 

京都大学大学院教育学研究科   布井 雅人 
京都大学こころの未来研究センター  吉川 左紀子 

 
P3-08  社会不安の課題無関連刺激処理: 注意資源容量か注意制御か顕著性か 

東京大学大学院総合文化研究科   守谷 順 
東京大学大学院総合文化研究科   丹野 義彦 

 
 
 
 



P3-09  顔の印象決定において表情が及ぼす影響の性差 
日本女子大学大学院人間社会研究科  上田 彩子 
日本学術振興会  
花王株式会社 プレステージ化粧品事業グループ  廼島 和彦 
花王株式会社 プレステージ化粧品事業グループ  村門 千恵 

 
P3-10  角度を操作した３次元顔の魅力度と感情強度の変化 

北星学園大学 社会福祉学部   竹原 卓真 
大阪大学大学院 人間科学研究科   大坊 郁夫 
メディック エンジニアリング   谷尻 豊寿 

 
P3-11  (移動)  
 
P3-12  演奏音の印象に及ぼす歌詞の影響について 

大阪大学大学院人間科学研究科   森 数馬 
大阪大学大学院人間科学研究科   中村 敏枝 
大阪大学大学院人間科学研究科   安田 晶子 
北海道大学大学院文学研究科   正田 悠 

 
P3-13  有声・無声子音がもたらすイメージに対する実験的アプローチ（２） 

関西学院大学     平田 佐智子 
関西学院大学     浮田 潤 

 
P3-14  音色の空間的印象における垂直次元と水平次元との関連 

筑波大学第二学群人間学類   仲田 真理子 
筑波大学第二学群人間学類   宮越 可奈 
筑波大学第二学群人間学類   山崎 敬史 
筑波大学人間総合科学研究科   生駒 忍 

 
P3-15  音色が長期的な記憶現象に与える影響 ―潜在記憶の知覚的特定性― 

岡山大学教育学研究科    上田 紋佳 
岡山大学教育学部    寺澤 孝文 

 
P3-16  絶対音感保持者の脳活動の NIRSを用いた計測 

早稲田大学大学院文学研究科   宮澤 史穂 
早稲田大学大学院文学研究科   井出野 尚 
慶應義塾大学文学部    小嶋 祥三 

 
P3-17  電化製品画像を用いた視覚的隠喩の基礎的検討 

早稲田大学理工学術院    安田 孝 
早稲田大学文学学術院    上田 卓司 
早稲田大学文学学術院    西本 武彦 

 
 
 



P3-18  絵画における印象形成の時間相 
九州大学     汪 キン 
九州大学     三浦 佳世 

 
P3-19  対称性と魅力・美しさの関係 

立命館大学 文学部    尾田 政臣 
 
P3-20  印象操作画像を用いた単純接触効果の検討 

早稲田大学     作田 由衣子 
宮城高専     伊師 華江 
法政大学     赤松 茂 
東北大学     行場 次朗 

 
P3-21  単純接触効果を測定するための新たな実験パラダイムの開発 

筑波大学     井上 和哉 
筑波大学     菊地 正 

 
 
6月 1日（日） 16:00 – 18:00 ポスター発表 4  場所：D24 

言言語語・・ココミミュュニニケケーーシショョンン・・学学習習・・推推論論  
 
P4-01  後続動詞の予測時における行為・文適合性効果の検討 

東京大学大学院教育学研究科   石幡 愛 
 
P4-02  手続き的説明文の理解に読文目標と実演が与える影響 

日本大学大学院文学研究科   望月 正哉 
日本大学文理学部    内藤 佳津雄 

 
P4-03  説明文理解に対する表象形成の効率性と保持容量の影響 

名古屋大学大学院環境学研究科   池田 賢司 
名古屋大学大学院環境学研究科   北神 慎司 

 
P4-04  文章理解を補助する図解の作成過程についての予備的検討  

―熟達者と初学者の比較― 
城西大学      鈴木 明夫 

   実践女子大学     粟津 俊二 
 
P4-05  日本語リーディングスパン・テストにおける得点化方法と信頼性の検討 

長崎県立大学     大塚 一徳 
広島大学大学院教育学研究科   宮谷 真人 

 
P4-06  言語からの虚偽検出: 形態素解析とＣＢＣＡの判別力の比較 

東北大学大学院文学研究科   佐藤 拓 
東北大学大学院文学研究科   仁平 義明 

 



P4-07  強調語が利他的ウソの社会的機能に及ぼす影響 
東北大学大学院文学研究科   菊地 史倫 
東北大学大学院文学研究科   佐藤 拓 
東北大学大学院文学研究科   阿部 恒之 

 
P4-08  談話処理が文の曖昧性解消に及ぼす効果 

武庫川女子大学     井上 雅勝 
 
P4-09  日本語意味処理に関わる ERPの幼児期における発達的変化と英語活動の影響  

東北大学大学院文学研究科   鈴木 結花 
(独)科学技術振興機構 社会技術研究開発センター 
東北大学大学院文学研究科・日本学術振興会 柴田 寛 
東北大学大学院文学研究科   福光 優一郎 
(独)科学技術振興機構 社会技術研究開発センター 
東北大学大学院文学研究科   小泉 政利 
(独)科学技術振興機構 社会技術研究開発センター 
東北大学大学院文学研究科   行場 次朗 
(独)科学技術振興機構 社会技術研究開発センター 萩原 裕子 
首都大学東京 大学院人文科学研究科  

 
P4-10  人物への注意が大人の心の理論パフォーマンスに及ぼす影響 

京都大学大学院教育学研究科   前原 由喜夫 
京都大学大学院教育学研究科   齊藤 智 

 
P4-11  オノマトペによる笑い表現は 1次元か 

筑波大学     生駒 忍 
 
P4-12  オノマトペによる共感覚的表現についての検討 

法政大学大学院人文科学研究科   矢口 幸康 
 
P4-13  断りを入れても短所は隠せない  

－逆接表現が人物の具体的特徴の好ましさに及ぼす影響－ 
筑波大学     井関 龍太 
筑波大学     菊地 正 

 
P4-14  大学生の携帯電話による情報探索過程 

メディア教育開発センター・総合研究大学院大学 高橋 秀明 
メディア教育開発センター・総合研究大学院大学 三輪 眞木子 

 
P4-15  文中エラー発見におけるバイリンガルと母語話者，学習者の比較 

千葉大学文学部     田中 望 
千葉大学文学部     伝 康晴 

 
 
 



P4-16  聴覚性の直接プライミングが劣化した音声単語の同定に及ぼす影響 
同志社大学     佐々木 康成 
同志社大学     村尾 真佳 

 
P4-17  日本語発話時におけるメンタルシラバリーへのアクセスについて:  

音節頻度効果を利用した発話産出実験による検討 
中央大学     鈴木 宏幸 
中央大学     兵藤 宗吉 

 
P4-18  日本語の単語認知における意味活性化と眼球運動 

信州大学人文学部    今井 章 
信州大学人文学部    藤江 順子 

 
P4-19  数字の意味アクセスに関する単語認知モデルからの検討 

千葉大学大学院自然科学研究科   佐久間 直人 
京都女子大学発達教育学部   御領 謙 
千葉大学文学部     木村 英司 

 
P4-20  単語完成課題を用いた交差プライミング現象の生起に関する検討  

―符号化条件とテストリスト構成を操作して― 
中央大学大学院文学研究科   浅野 昭祐 
中央大学文学部     兵藤 宗吉 

 
P4-21  フレーミング効果における再考の効果 

東京大学人文社会研究科    杉本 崇 
 
P4-22   (移動)  
 
P4-23  二者択一課題における意思決定  ―意思決定理由と性格特性との関連― 

筑波大学大学院人間総合科学研究科  三好 一英 
 
 



 

研究発表要旨 

口頭発表 

 
5月 31日（土） 10:00 - 11:15 口頭発表 1A 場所：D22 

加加齢齢・・支支援援  
 座長：寺澤 孝文・原田 悦子 

 
O1A-01  意思決定傾向と認知的制御: 追及者‐満足者尺度と認知的加齢 

法政大学社会学部    原田 悦子 
法政大学大学院人間社会研究科   森 健治 
産業技術総合研究所人間福祉医工学研究部門 須藤 智 
産業技術総合研究所人間福祉医工学研究部門 熊田 孝恒 
トロント大学心理学部    Healey Karl 
トロント大学心理学部    Goldstein David 

 
健康な高齢者においても認知的加齢は日常生活に様々に影響を及ぼしている．本研究は意思決定傾

向としての追及者‐満足者尺度(日本版)をとりあげ，加齢との関係および AIST版認知機能テスト６項
目との関係を検討した．高齢者 95 名(63-83 才)を対象とした分析の結果，1)一般的態度としての追及
者得点は年齢および教育年数と正の相関を示したのに対し，消費行動的追及者得点はいずれとも関係

を示さなかった，2)一般的追及者得点は，課題交替テスト並びに行動系列課題の得点と正の相関を示
したが，視覚探索型課題とは関連性が見られず，また消費行動的追及者得点はいずれの認知テスト得

点とも関係を示さなかった．これらの結果と同調査の若年層との比較分析(Harada, et.al.,2008)から，一
般的態度としての追及者的態度は認知制御能力との関係が存在すると共に，加齢との関係性は消費行

動的追及者得点とは異なることが示された． 
 
 
O1A-02  高齢者におけるフレーミング効果 

青森大学     渡部 諭 
青森大学     澁谷 泰秀 

 
本研究は高齢者に焦点をあてたフレーミング効果の特性に関する分析研究である．高齢者（65歳以

上）と非高齢者（64歳以下）を比較するために，フレーミング効果評価の一連の頻度分析が行われた．
フレーミング効果の評価には Wang（1996）の新しい定義が用いられた．非高齢者群においてはすべ
ての課題でフレーミング効果が観察された．一方，高齢者群では全くフレーミング効果が観察されな

かった．ポジティブ・フレームにおいてはリスクが最大の課題に例外が見られたが，利得の増加と共

にリスク回避比率が増大する傾向を示した．また，ネガティブ・フレームにおいては高齢者群のリス

ク回避比率は非高齢者群に比べ全ての課題において有意に高かった．この結果を受けて，やさしいベ

イジアンによるアプローチとプロスペクト理論の修正適用に関しての考察が行われた．さらに，本研

究が用いた事後的調査法に起因する探索的な研究特性の限界についても考察が試みられた． 
 
 
 



O1A-03  高齢者の認知特性に適合した情報家電機器インタフェースのデザインに関する 
研究: 大型デジタルテレビのユーザビリティテストから 

産業技術総合研究所    須藤 智 
産業技術総合研究所    熊田 孝恒 
産業技術総合研究所    北島 宗雄 
産業技術総合研究所    佐藤 稔久 

 
高齢者は，情報家電機器の操作で様々な困難を示す場合がある．高齢者の認知特性の個人差は大き

く，それぞれ異なった特性のもとでインタフェースを操作している．そのため困難さの原因を明らか

にするためには，個人の認知特性を考慮する必要がある．そこで本研究では，情報化され GUIを備え
たテレビである大型デジタルテレビを用いて，高齢者の認知特性の個人差によって生じる操作過程の

差異を検討した．高齢者 159 名に対して AIST 式認知的加齢検査を実施し，注意，作動記憶，遂行機
能について 1機能のみが低下している参加者，および，全機能に低下がない参加者を抽出した．これ
らの参加者群に対してユーザビリティテストを実施し，リモコン操作ログと発話ログを取得した．そ

の結果，遂行機能低下群のみが，情報機器特有の GUIメニューボタンの操作に迷いやすく最適な操作
系列を構築できないなど，各認知機能の低下群に特徴的な操作行動が明らかになった． 
 
 
O1A-04  不登校児の学習意欲を高めるマイクロステップ学習支援 

岡山大学     寺澤 孝文 
岡山県保健福祉部    岩本 真弓 

 
単発的なテストのみで学力を推定する従来のテスト技術と異なり，学習内容の一つ一つに関して何

度もなされる学習イベントの生起タイミング，学習とテストのインターバルなど，膨大なイベントの

生起を学習内容ごとに詳細に規定できるスケジューリング技術（マイクロステップ技術）が確立され，

それを用い，成績の時系列変化を個人差が明確に描き出させる精度で測定できるようになった（寺澤・

太田・吉田,2007）．さらに，個人の成績変化を，個別にフィードバックすることも可能になった．こ
の技術を導入した e-learning システムを利用し，完全に自宅にひきこもった子どもの学習支援を半年
以上にわたり実施した結果，極端に学習意欲が低かった子どもが，驚異的なペースで自ら進んで学習

を行うように変容した．自分の学習の成果を客観的なデータとしてフィードバックする学習支援が，

学習意欲を確実に向上させることが明らかになった． 
 
 
5月 31日（土） 10:00 - 11:30 口頭発表 1B 場所：D23 

知知覚覚・・認認知知  
 座長：吉田 弘司・笹岡 貴史 

 
O1B-01  能動的観察による視点変換規則獲得における手の運動方向の効果 

京都大学大学院情報学研究科   笹岡 貴史 
 
近年，能動的に物体を回転させて景観の変化を観察することで，後の物体認識が促進されることが

報告されている（Harman et al, 1999; 笹岡ら, 2005）．このことは，物体認識における運動系の関与を示
唆しているが，認識の促進に実際に運動を行うことが重要なのか，単に能動性が重要なのかについて

は明らかになっていない．そこで本研究では，物体の景観を観察する際，手の運動と物体の回転方向

が一致する条件と一致しない条件間で，認識の促進効果を比較した．その結果，前者の条件で，より



大きな促進効果が得られたことから，認識の促進には実際に手で物体を回転させるのと同様に手と同

じ方向に物体が回転することが重要であると考えられる．また，手の運動と物体の回転方向が一致す

る条件で，認識の促進に回転の正負に対する非対称性が見られた．以上の結果は，認識の促進に運動

系が強く関与していることを示唆している． 
 
 
O1B-02  心的回転の神経回路モデル 

京都大学大学院情報学研究科   芦澤 充 
京都大学大学院情報学研究科   乾 敏郎 

 
本研究では，心的回転を自己中心座標で表現された物体の心的イメージが自己の仮想的な運動指令

によって回転される認知過程であり，頭頂葉が重要な役割を果たしていると考えてモデル化を試みた．

モデル 1では，物体軸の三次元的勾配に選択的なニューロン，運動速度に選択的なニューロン，運動
系の信号によって出力が調節されるニューロンといった，いずれも頭頂葉に存在が示唆されているニ

ューロンをモデル化し，シミュレーション実験によって，ニューロン集団の活動パターンで表象され

た三次元空間上のスティックの勾配が，与えられた回転速度に応じて徐々に変化する過程を再現でき

た．この結果は，前述の仮説を支持するものである．また，モデル 1を拡張したモデル 2では，自己
の運動情報と，それに応じて変化するスティックの二次元的勾配情報の統合により，スティックの三

次元的勾配を知覚する認知過程を再現できた． 
 
 
O1B-03  Verbal Switchingによるタスク・スイッチングへの影響 

東北大学情報科学研究科    事崎 由佳 
東北大学情報科学研究科    岩崎 祥一 

 
この研究では，発話課題での注意の切り替えがそれに続くタスク・スイッチング課題に与える影響

を調べた．発話課題はランダムに英語か日本語で数字を読む条件と，一定の回数を英語もしくは日本

語で数字を読む条件から構成されていた．実験参加者は，予めアンケート調査によって主観的幸福度

の高い学生 26名と低い学生 25名を選んだ．タスク・スイッチング課題として，色名呼称と単語の読
みの切り替え課題を用いた．実験結果は，2 つの切り替え課題を交互に行うと，非切り替え条件（英
語あるいは日本語で数字を読む）との組み合わせに比べ，特に主観的幸福度の低い群で成績の改善の

程度が低くなった． 
 
 
O1B-04  高速逐次系列の連続性が注意の維持に与える影響 

東京大学・日本学術振興会   有賀 敦紀 
産業技術総合研究所    河原 純一郎 
東京大学     渡邊 克巳 
産業技術総合研究所 
ERATO, 下條潜在脳機能プロジェクト, 科学技術振興機構 

 
高速逐次視覚呈示した文字系列中に 1000ms の時間的な空白（中断）を挿入すると，中断直後で標
的同定率が低下する（有賀・河原・渡邊，2007）．この結果は，高速呈示状態に対して一旦調節された
注意が，系列の中断によって初期状態に戻されたためであると考えられる．有賀らは，中断を挟む文

字系列を一連のランダムドット系列に重ねて呈示すると，中断後も注意が維持されることを示した．



本研究は，高速逐次系列の連続性の有無を操作し，注意の維持が系列の連続性に依存するのかを調べ

た．まず，文字系列とそれに重ねて呈示されるランダムドット系列が完全に同期していなくても，注

意が維持されることを示した．しかし，中断期間のみにランダムドット系列を呈示すると，中断後の

標的同定率は低下した．これらの結果は，注意を維持するためには中断の前後の系列が連続している

必要があることを示唆している．  
 
 
O1B-05  動体視力とは何か？静視力・瞬間視力・知覚の範囲・眼球運動制御との関連性 

比治山大学     吉田 弘司 
 
動体視力という概念は，スポーツや交通において頻繁に論じられるが，心理学においては明確な概

念でなく，測定法も定まっていない．そこで本研究では，回転式視力検査盤を開発した．実験１では，

回転視力盤によって測定した動体視力と，静視力，瞬間視力（視覚反応時間），知覚の範囲の課題成績

の関連を見た．その結果，動体視力と瞬間視力，知覚の範囲の３課題が，共通した動的な視覚能力を

測定していることがわかった．実験２では，実験１において高い動的視覚能力を示した参加者と，低

い能力を示した参加者との間で，眼球運動制御の能力に違いがあるかどうかを，標的追視課題と視覚

探索課題を用いて調べた．その結果，動的視覚能力は眼球運動制御とは関連しないことがわかった．

これらのことから，動体視力を測定するといわれている種々の課題は，おそらく，視覚的作動記憶の

スパンやそれに対する中央制御部の能力を測定しているのではないかと考えられた． 
 
 
 
5月 31日（土） 13:00 – 14:15 口頭発表 2A 場所：D22 

記記憶憶 11  
 座長：鍋田 智広・川口 潤 

 
O2A-01  行為の模擬によるフォルスメモリ低減効果 

名古屋大学     川口 潤 
名古屋大学     山田 陽平 
名古屋大学     堀田 千絵 

 
実際には提示されていない関連のあることがらを間違って想起するというフォルスメモリに関する

現象は，DRM パラダイムを含めて多くの研究で示されてきた．一方，どのようにすればフォルスメ

モリを低減できるかといった側面の研究も進められている．それらの要因の中で，示差性

(distinctiveness)は重要な要因であると考えられる．本研究は，運動行為は，内容としては意味的に関
連していても，行為そのものが異なっていれば，示差性を高める要因として働くのではないか，とい

う仮説を検証するために行った．「サンドイッチを作る」という一連の行為のビデオに関する記憶実験

の結果，行為を単に観察していた場合よりも実際に行なった場合の方が，フォルスメモリが減少する

ことが明らかとなった．このことは，行為を遂行することによる示差性の向上が，記憶成績を高める

原因の一つであると考えられた． 
 
 
 
 
 



O2A-02  空書の動作が数字の記憶に及ぼす影響: 動作の大きさと参加者間・内要因の検討 
障害者職業総合センター    加地 雄一 
北海道大学     仲 真紀子 

 
学習時に書記の動作をすることが記憶成績に及ぼす影響について，動作の大きさと参加者間・内要

因を操作して検討した．学習条件として，腕で身体の前方に大きく空書する空書大条件，人差し指で

机に小さく空書する空書小条件，身体を動かさない空書なし条件の 3条件を設けた．記銘材料は 2桁
数字のリストであった．実験 1は，学習条件を参加者間要因とし，24名の参加者を対象に行った．そ
の結果，学習条件間に有意な差は見られなかった．実験 2は，学習条件を参加者内要因とし，21名の
参加者を対象に行った．その結果，空書大条件が空書小条件，空書なし条件を上回り，空書小条件は

空書なし条件を上回る傾向が見られた．これらの結果から，(1)書記の動作によって記憶成績が向上す
るには，学習条件が被験者内要因の場合（実験 2）のように，“書く・書かない”が意識される必要が
あること，(2)書記の動作は大きい方がより効果をもたらすことが示唆される． 
 
O2A-03  新規風景の記憶保持中に創発する脳波θ－γ協調 

京都大学大学院情報学研究科認知情報論分野 水原 啓暁 
理化学研究所脳科学総合研究センター 
創発知能ダイナミクス研究チーム 
理化学研究所脳科学総合研究センター  山口 陽子 
創発知能ダイナミクス研究チーム 

 
複数の周波数での振動子ダイナミクスの協調は異なる脳皮質部位において表象された情報統合を実

現する戦略の一つであり，記憶形成とのかかわりにおいて注目されている．本研究では，空間的に分

離した脳皮質部位においてγ波により表象される情報が，θ波の特定位相で統合されることにより，

陳述記憶の保持が実現されていることを示すために，新規な風景に関する記憶課題を遂行中の脳波計

測を実施した．その結果，左前頭腹外側電極において観察されるθ波の特定位相において，右前頭腹

外側電極および左前頭背外側電極において観察されるγ波が記憶保持中に増加することが明らかにな

った．このことは，空間的に分離した皮質部位においてγ波により表象されている新規風景に関する

情報を，θ波の特定位相において同時に活性化することにより，これらの情報統合を実現しているこ

とを示唆している． 
 
O2A-04  触覚の記憶容量とそのメタ記憶: 日用品 500個を用いた検討 

京都大学大学院教育学研究科・日本学術振興会 鍋田 智広 
京都大学大学院教育学研究科   楠見 孝 

 
我々の記憶容量が膨大であることは古くから知られている．例えば，多くの項目が呈示されても被

験者は高い割合で正確に再認することができる．しかし，この実験結果は視覚以外のモダリティでは

まだ明らかにされていない．そこで本研究では触覚における記憶容量をとりあげ，その学習モダリテ

ィへの固有性と，記憶容量に関するメタ記憶とについて検討した．実験では，被験者に 100項目(実験
1)もしくは 500項目(実験 2)の日用品を触覚学習させた後に触覚あるいは視覚で再認テストを行い，そ
の後被験者自身の再認成績を推測させた．その結果，どちらの実験においても高い再認成績が示され

たものの，触覚テストの方が視覚テストよりも再認成績が高く，かつ再認成績の推測も正確であった．

これらの結果は，触覚の記憶容量とそのメタ記憶とが，触覚に固有の記憶に依存することを示唆して

いる． 
 



 
5月 31日（土） 13:00 – 14:15 口頭発表 2B 場所：D23 

感感情情 11  
座長：安田 晶子・松尾 太加志 

 
O2B-01  生き物らしさを感じる要因としてのインタラクティブ性と自律性 

北九州市立大学文学部    松尾 太加志 
 
松尾(2007)では，追従する動きに対して生き物らしさに影響を与える変数として，遅れ時間と距離
について検討した．松尾の実験では４つの項目（意思がある，反応がよい，従順である，生き物らし

い）において，一対比較での判断を求めた．全体的に遅れ時間が短いほうが，生き物らしいという回

答であったが，インタラクティブ性と自律性については明確ではなかった．そこで，本実験では，遅

れ時間の変数の値を変えるとともに，判断に用いた項目を自律性の項目として「自ら動いている」，「意

思がある」，インタラクティブ性の項目として「従順である」，「反応がよい」を用い，「生き物らしい」

との関係を調べた．その結果，生き物らしさの判断は，インタラクティブ性と自律性の要因を複合し

た結果となった． 
 
 
O2B-02  怒り誘発時における怒り特性が心拍数と認知課題に与える影響 

関西大学大学院社会学研究科   篠田 久 
 
  本研究は，怒り特性の個人差が，怒りを誘発時において，認知課題，生理的指標に影響するかを探
った．170名の怒り質問紙（STAXI）回答データにより，特性の高い群と低い群に分割し，高群より 7
名，低群より 6 名が実験に参加した．実験は，刺激として暗算課題，認知課題テストとして WCST，
生理指標として心拍変動，そして実験の最後に STAXIの下位尺度ＡＳによる質問を行った．暗算課題
は，前・後半各 12問題で構成し，後半に怒り誘発刺激を組み込んだ．実験後のＡＳ平均得点に群間で
有意差があり，更にＡＳとWCSTの一部の評価項目に有意な相関が見られた．暗算課題の前半と後半
のエラー数に有意差が無く，平均所要時間に有意差があったことは，怒り誘発刺激の効果を示してい

た．しかし，心拍変動，WCSTにおいて，群間差が全く見られなかったことは，怒り特性が認知課題
にも心拍変動にも影響を及ぼさなかったと結論した． 
 
 
O2B-03  ピアノ演奏者の表現の違いによる聴取者の印象評定の変化(2):  

聴取者の楽器演奏経験の影響 
北海道大学大学院文学研究科   正田 悠 
大阪大学大学院人間科学研究科   中村 敏枝 
大阪大学大学院人間科学研究科   安田 晶子 
大阪大学大学院人間科学研究科   森 数馬 
北海道大学大学院文学研究科   安達 真由美 

 
正田ら(2007)は，《機械的》《芸術的》《誇張的》を意図した演奏を，一般の大学生に多次元的尺度を
用いて評定させる実験を行い，《芸術的》演奏がその曲の情動的特徴をはっきりと伝達する演奏であっ

たことを示した．これらの傾向は音楽的素養の高い聴取者とそうではない聴取者では異なると考えら

れる．そこで，本研究では楽器演奏経験の豊富な聴取者を音楽的素養の高い聴取者とみなし，大阪大

学の学生 130名を対象に行った聴取実験から，楽器経験の豊富な聴取者(41名)と楽器経験の少ない聴



取者(42 名)の印象評定をそれぞれ分析した．結果，楽器演奏経験に拘らず，印象評定の基本的パター
ンはほぼ同じであったが，正田ら(2007)で見られた，《芸術的》演奏がその曲の特徴をよりはっきりと
伝達する，という傾向は，楽器演奏経験の豊富な聴取者の方でより顕著であった． 
 
 
O2B-04  音楽聴取による感動の心理学的研究 

―聴取者の身体反応と情動の関係性からの検討― 
大阪大学大学院 人間科学研究科   安田 晶子 
大阪大学大学院 人間科学研究科   中村 敏枝 
北海道大学大学院 文学研究科   正田 悠 
大阪大学大学院 人間科学研究科   森 数馬 

 
我々は様々な場面で感動を体験し，感動という言葉を耳にする．なかでも音による感動は多くの人

が体験していると言われており(大出他, 2006)，音楽聴取による感動は一般的な現象であると考えられ
る．音楽聴取時の感動は，“General characteristics” “Physical reactions and behaviours”“Perception”
“Cognition”“Feelings/Emotions”“Existential and transcendental aspects”“Personal and social aspects”の
7カテゴリーから構成されていると言われている（Gabrielsson他, 2003）が，各カテゴリー間の関係に
ついては明らかにされていない．そこで本研究ではこれらのうち情動と身体反応に着目し，両者の関

係性を実験により定量的に検討した． 
 
 
 
5月 31日（土） 15:45 – 17:00 口頭発表 3A 場所：D22 

言言語語・・ココミミュュニニケケーーシショョンン  
 座長：松田 憲・楠見 孝 

 
O3A-01  ノスタルジア喚起 CMが視聴者の認知過程と消費行動に及ぼす効果:  

社会調査による検討 
京都大学教育学研究科    楠見 孝 
東京大学総合文化研究科    杉森 絵里子 
山口大学理工学研究科    松田 憲 

 
本研究では，首都圏の 15-65歳の一般男女 737人に対して，社会調査を実施して，懐かしさを感じ

る傾向の個人差，懐かしさを喚起するテレビ CMの構成要素(昔の日本の風景，繰り返し聞いた曲，セ
ピア色の画面，学校場面など)とそれによって引き起こされる感情（懐かしさ，安らぎ，親しみなど）
や記憶(過去の想起など)，商品の記憶・好感度・購買意欲などの感性評定を測定した．その結果，繰
り返し聞いた曲，昔の日本の風景を使った CMに対する懐かしさは，男女とも加齢によって上昇する
ことが明らかになった．さらに懐かしさを感じる傾向性が，広告の要素の懐かしさの認知に影響し，

CM の記憶を媒介して，CM や商品への好意度を高め，商品購買欲に結びつくことを構造方程式モデ

リングによって明らかにした．あわせて，別に実施した自由記述質問紙，実験室データの結果も含め

て検討をおこなった． 
 
 
 
 



O3A-02  生成条件における発話アウトプットモニタリング 
東京大学     杉森 絵里子 
東京大学     丹野 義彦 

 
自ら生成した言葉に関するアウトプットモニタリングについて検討をした．生成条件においては，

アナグラム課題で単語を呈示し，生成させた．非生成条件においては，単語をそのまま呈示した．そ

れぞれの条件において，単語を「発話」，「口真似」もしくは「想像」させた．その後，それぞれの単

語において，「発話したかどうか」のアウトプットモニタリングを行った．その結果，生成条件は，非

生成条件と比較して，発話していない単語（「口真似」，「想像」）においても，「発話した」と回答する

比率が高くなることが明らかになった．つまり，自ら生成した単語は，生成しただけで，実際に発話

していなくても「発話した」と答える傾向が高くなることが示唆された．発話を行為の一種と考え，

行為のアウトプットモニタリング研究と関連付けて考察する． 
 
 
O3A-03  多人数会話場面でみられる同期現象の考察 

滋賀県立大学     城 綾実 
   滋賀県立大学     細馬 宏通 
 
本研究では，複数の会話参与者が同時に同じ言葉を発したり同じジェスチャーを行う「同期現象」

の生成過程を調べるため，互いに顔見知りである大学 1回生 18人が 3人 1組になり会話する様子をビ
デオカメラ 5台で録画し，マイクロ分析を行った．その結果，同期はひとつのジェスチャー単位の最
初から達成されるわけではなく，相手の行為をモニタリングし，行為を微細に相互調整することによ

って，ジェスチャーのフェーズ終点で達成されることがわかった．達成される同期がどの程度の細部

をもつかによって，対象に関する知識の差が，どの程度参与者間にあるかが明らかになる．しかし知

識の少ない者による同期は，単に細部の欠けた同期として終わるとは限らず，同期に欠けている要素

を明らかにすることによって，他の参与者のさらなるジェスチャーを促す場合があることがわかった． 
 
 
O3A-04  懐かしさ感情が商品評価に及ぼす影響 

山口大学大学院理工学研究科   松田 憲 
東京大学大学院総合文化研究科   杉森 絵里子 
京都大学大学院教育学研究科   楠見 孝 

 
本研究では懐かしさ喚起画像と広告を対呈示し，画像による広告への懐かしさ感情般化と遅延によ

るソース記憶の減少が広告評価に及ぼす影響についての検討を行う．実験の結果，懐かしさ感情との

関連が高い食品カテゴリ（カレーやお茶など）では，対呈示画像によって喚起された懐かしさによっ

て呈示直後の商品評価に促進効果が見られた．さらに遅延後には全体的に商品評価が上昇するという

結果となった．これは，懐かしさ感情によって商品への既知性が上昇したことによると考えられる．

一方で懐かしさ感情との関連が低い日用品カテゴリ（洗剤や歯磨き粉など）では，画像の懐かしさは

商品評価に抑制的な効果を持った．遅延によって商品への好意度は上昇するものの,購買意図は抑制効
果を持ち続ける結果となった．これらの商品は懐かしさや既知性よりもむしろ先進性が求められるた

めに，懐かしさ画像との対呈示が購買意図への負の強化子として働いたと考えられる． 
 
 
 



 
5月 31日（土） 15:45 – 17:00 口頭発表 3B 場所：D23 

感感情情 22  
 座長：青林 唯・村山 航 

 
O3B-01  感情誤帰属手続き (affect misattribution procedure) における自動処理・統制処理の 

分離: ROC曲線を用いたアプローチの提案 
日本学術振興会・東京工業大学   村山 航 

 
潜在的・自動的な態度を測定する方法に感情誤帰属手続き (affect misattribution procedure; AMP) が
あるが，この方法は参加者の意図的な反応歪曲（統制的な処理）に影響を受ける可能性があることが

指摘されてきた．本研究では，データから得られた ROC 曲線に，自動処理成分，統制処理成分をパ
ラメータとするモデルを最小二乗法によりフィットさせることで，この 2 つの過程を分離して推定す
る方法を提案する．自動処理成分には信号検出モデルを，統制処理成分には高閾値モデルを仮定した．

実験の結果，提案されたモデルは，他のモデルよりもデータに対する適合がよく，自動処理・統制処

理を分離するモデルとして妥当なことが示された． 
 
 
O3B-02  感情を伴う記憶の想起に個人の気分特性が及ぼす影響 

大阪大学大学院人間科学研究科   上野 大介 
島根大学法文学部    増本 康平 
大阪大学大学院人間科学研究科   黒川 育代 
大阪大学大学院人間科学研究科   権藤 恭之 
大阪大学大学院人間科学研究科   藤田 綾子 

 
これまで個人の気分特性が顕在的記憶に影響することは報告されているが，潜在的記憶に影響する

かは検討されていない．本研究では 50名の高齢者を対象に記銘前と想起前の気分特性が顕在的記憶と
潜在的記憶を予測するかを検討した．実験ではニュートラル単語 45項目とその単語を描画し，感情を
喚起する写真 45項目を用いて，記銘材料の感情の種類によるネガティブ・ニュートラル・ポジティブ
の 3条件を設定した．記銘セッションでは単語と写真を対提示し，各条件をランダムに提示した．記
銘セッション後，自由再生課題と単語語幹完成課題の想起セッションを行なった．気分特性は記銘セ

ッションと想起セッションの前に測定した．その結果，想起前のポジティブ気分特性とポジティブ条

件の再生単語数に正の相関傾向がみられたが，気分特性と潜在的記憶には関連性がみられなかった．

よって，潜在的記憶は自己報告による気分特性の影響を受けないことが示唆された． 
 
 
O3B-03  表情の動的情報が感情認識に及ぼす影響 －周辺視野と中心視野の違い－ 

同志社大学文学研究科・日本学術振興会  藤村 友美 
同志社大学文学部    鈴木 直人 

 
本研究では，人の視野範囲における刺激の呈示位置の違いによって，表情からの感情認識において

動的情報が及ぼす影響が異なるかを検討することを目的とした．表情刺激は，次元的観点に基づいて

作成した表情から快表情 3種類（いきいきした，うれしい，のんびりした），不快表情 3種類（恐ろし
い，怒った，悲しい）を抜粋した．課題は，中心視野，左右周辺視野のいずれかの位置に呈示される

ターゲット表情（動画，静止画）の感情状態を評定するものであり，第 1実験では，強制選択法，第



2実験では，Affect Grid (Russell, Weiss, & Mendelsohn, 1989) を用いた．結果は，強制選択法による評
定では，周辺視野に呈示された怒った表情のみ，動画のほうが静止画の正答率よりも有意に高かった．

Affect Gridによる評定では，周辺視野に呈示された快表情のみ，動画のほうが静止画よりも有意に快
が強く評定された． 
 
 
O3B-04  意味的-自伝的自己知識連結の感情制御効果 

千葉大学自然科学研究科    青林 唯 
 
自己に関する知識は，自分についての抽象的な知識である意味的自己知識と，具体的・事象特定的

な知識である自伝的自己知識がある．この両者の関係は独立であるとも関連するともいわれる．では，

独立である人と依存的である人にはどのような違いがあるのだろうか．本研究では認知行動理論から，

両者の連結の個人差により感情制御が予測されると仮定し，両自己知識連結の個人差を課題促進パラ

ダイムによって測定，感情制御活動選択課題，および感情プライミング課題を感情制御指標としてこ

の予測を検討した．その結果，自伝的自己知識の想起により意味的自己知識が活性化される場合感情

制御が促進されるのに対し，この逆に意味的自己知識の想起により自伝的自己知識が活性化される場

合は感情制御効果が認められなかった．これらの結果から，自己知識の連結が感情制御効果をもつこ

と，および連結の方向性によってその効果が異なることが示唆された． 
 
 
 
6月 1日（日） 10:00 – 11:30 口頭発表 4A 場所：D22 

学学習習・・推推論論  
 座長：増田 尚史・松香 敏彦 

 
O4A-01  適切な内部表象を学ぶ認知計算モデルの検証 

千葉大学     松香 敏彦 
 

High-order human cognition involves processing of abstract and categorically represented knowledge. 
Although it has been conventionally assumed that there is a single innate representation system in our mind, we 
view, on the basis of recent empirical and simulation studies, the representational system as a dynamic 
mechanism, capable of selecting a representation scheme that meets situational characteristics.  The present 
paper introduces a framework for a cognitive model that integrates robust and flexible internal representation 
machinery. Our modeling framework flexibly learns to adjust its internal knowledge representation scheme 
using a meta-heuristic optimization method.  Three simulation studies were conducted. The results showed that 
SUPERSET, our new model, successfully exhibited cognitive behaviors that are consistent with three main 
theories of the human internal representation system.  Furthermore, a simulation study on social cognitive 
behaviors showed that the model was capable acquiring knowledge with high commonality, even for a category 
structure with numerous valid conceptualizations. 
 
 
 
 
 
 



O4A-02  Wasonに IRT: 項目反応理論による 4枚カ－ド問題の分析 
日本学術振興会     中村 國則 

 
思考・推論の研究でしばしば用いられているWasonの 4枚カード問題を，項目反応理論を用いて分

析した．323名の私立大学学生が直説法課題 2題，義務論的課題 3題，非義務論的課題 1題の計 6題
の 4枚カード問題に対して回答した．被験者の回答は各課題ごとに正答・誤答のどちらかに分類され，
データはテトラコリック相関に基づいた因子分析，及び 2母数ロジスティックモデルを用いて分析し
た．分析の結果，1 因子構造が確認され，かつ直説法課題・義務論課題では困難度母数は異なるもの
の，識別力母数はほぼ同等であることが明らかになった． 
 
 
O4A-03  再認ヒューリスティックと知識に基づく推論: 知識量からの心的過程に関する考察 

東京工業大学大学院社会理工学研究科  本田 秀仁 
東京工業大学大学院社会理工学研究科  阿部 慶賀 
東京工業大学大学院社会理工学研究科  山岸 侯彦 

 
近年，G. Gigerenzerらを中心とする研究グループが，我々は再認ヒューリスティック（以下 RH）と

いう推論ストラテジーを用いて環境構造に適応的な推論を行っていることを示している．RH は，一
般的には，“２つの対象のうち，一方を知っていて，もう一方を知らない場合，知っている対象が推論

基準において高い値を持っていると推論しよう”と記述される．この記述からも分かるように，RH
は対象を 2つとも再認できた場合は使用できず，この場合，我々は知識に基づいて推論をする必要が
あると Gigerenzer らは主張しており，RH に基づく推論との違いが指摘されている．しかしながら，
この点についてこれまで実証的に検討がされてこなかった．そこで本研究では，対象への知識を先行

研究のようにカテゴリカル（再認，不再認）ではなく，量的（知識量）に捉えた上で，2 つの推論の
心的過程について議論を行う． 
 
 
O4A-04  刺激複雑性に関連した学習プロセスの階層構造の検討 

JST/ERATO 浅田共創知能プロジェクト タラセンコ セルゲイ 
JST/ERATO 浅田共創知能プロジェクト 乾 敏郎 
京都大学 大学院情報学研究科  
プレハノフ経済アカデミー  アブディケェヴ ニヤズ 

 
This study investigates how stimulus complexity influences human learning of a Sequence Learning (SL). A 

usual approach to analysis of learning data is based on a learning curve (LC), which shows how a probability of 
correct response on each step changes across an SL. Usually, a single logistic curve (LgC) provides a good 
approximation of LCs under various conditions. However, our results show that increase in complexity of a 
stimulus causes usage of more than one LgC for approximation. In the case of high complexity, LgC curve no 
longer describes a learning dynamics, but only its general trend. We also extracted other functions needed to 
approximate a learning dynamics under high complexity. Furthermore, to approximate learning dynamics under 
higher complexity, we have to use the functions employed under the lower complexity conditions and some 
additional functions. Therefore we hypothesize a hierarchical structure of the learning process related with 
stimulus complexity. 
 
 



O4A-05  行動プランと実行動の乖離（４）: 計画錯誤と時間選好率の関連 
広島修道大学     増田 尚史 

 
本研究では，大学生にとって身近な課題であるレポート作成を題材として，課題の遂行が当初のプ

ランより遅延される計画錯誤と，個人特性としての時間選好率との関連性を検討することを目的に，

質問紙法による調査を実施した．その結果，（１）時間選好率の高い群（将来よりも現時点での収入・

消費を好む傾向の高い人たち）と低い群の間に，プランニング段階でのレポート着手予定日には有意

な差異は認められないが，（２）実際のレポート着手日については時間選好率高群の方が遅い傾向にあ

り，（３）結果的に，高群の計画錯誤量が有意に大きいことが確認された．これらのことは，時間選好

によって表現されうる，現在を重視し未来を軽視する個人特性が，プランニングされた行動の先延ば

し傾向に影響を及ぼしている可能性を示唆する． 
 
 
 
6月 1日（日） 10:00 – 11:30 口頭発表 4B 場所：D23 
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 座長：乾 敏郎・永井 聖剛 

 
O4B-01  なぜあなたは「車庫入れ」が不得意か？ - 外部-身体座標対応づけ機能による検討 - 

独）産業技術総合研究所    永井 聖剛 
日産自動車株式会社    西崎 友規子 
独）産業技術総合研究所    河原 純一郎 
独）産業技術総合研究所    熊田 孝恒 

 
自動車の運転が得意な人と不得意な人の違いは何に起因するのか？本研究では，運転行動の基盤と

なりうる認知機能を測定する課題を開発し，それらの成績から特定の場面での個人の運転行動・傾向

を推定することを目標とした．特に本発表では，外部座標と身体座標との対応づけ能力を調べる「左

右反転ポインタ操作」課題の成績と運転行動の関連について報告する．被験者を身体座標との対応づ

け課題の成績（高/低）と運転頻度（多/少）に基づき４つの群に分け，直線後進，S 字路後進，前進/
後進車庫入れ等の実車運転行動を調べた．運転頻度が同じでも，課題成績高群は低群より，S 字路後
進，後進車庫入れ等において，完了時間，脱輪回数，正確さの指標で高い成績を示した．従って，課

題で測定された外部―身体座標対応づけ能力は，運転行動と密接に関連し，たとえ運転頻度が高くて

も，その能力の違いが特定の状況での運転行動に反映されることがわかった． 
 
 
O4B-02  到達把持運動の制御モデル: 到達成分と把持成分の統合 

JST/ERATO 浅田共創知能プロジェクト  竹村 尚大 
JST/ERATO 浅田共創知能プロジェクト  乾 敏郎 
京都大学 大学院情報学研究科  
NTTコミュニケーション科学基礎研究所  福井 隆雄 

 
これまで，我々は到達把持運動の把持成分および到達運動について，予測精度に基づいた制御モデ

ルを提案してきた．把持成分の制御モデルでは，実験で観察された到達成分における物体までの残り

の距離に応じて到達位置の予測精度が変化し，把持成分に影響を与えるという単純なものであった．

一方，到達運動のモデルでは，速度プロフィールの決定に将来のフィードバックも考慮した精度予測



が関与していることを示した．本研究では，このような将来のフィードバックも考慮した予測精度が，

到達把持運動の把持成分の制御に影響を与える到達成分においても機能しているのではないかと考え，

把持成分と到達成分を統合する到達把持運動の制御モデルを提案する．シミュレーションの結果，以

前のモデルでは再現できなかった，視覚遮断の予測可能性の影響が再現できた．この結果は，運動制

御において将来のフィードバックも考慮した精度予測の重要性を示している． 
 
 
O4B-03  Williams症候群の模写障害 －角の誤形成－ 

JST ERATO 浅田プロジェクト   永井 知代子 
JST ERATO 浅田プロジェクト   乾 敏郎 
京都大学大学院情報学研究科  
東京女子医科大学神経内科   岩田 誠 

 
Williams 症候群は視空間認知障害が著しい発達障害として知られ，図形のトレースは可能だが模写
が不良で特に角の誤形成が特徴だとされる（永井 2001）．この原因を探るため，正四角形・菱形・正
五角形・正六角形・凹を含む多角形を見本図形として, (1)１ストロークずつ見本図形を呈示して横に
逐次模写 (2)見本図形を 0.5, 2, 5s間呈示してトレース (3)見本図形と描画空間の奥行き距離を 0（＝ト
レース），5（トレースも模写も可能），10（＝模写）cmに変えて模写する課題を施行した. その結果，
(1)からは角を多く含む図形ほど描画後半に誤りが多く，(2)からは呈示時間によらず再生できる図形の
角の数は 3-4個と限られることが示され，visual indexing障害の表れと考えられた．また(3)からは距離
5cmの条件下では見本図形（対象）に依存せずに自己運動に依存する傾向がみられ，対象中心より自
己中心座標に依存する傾向が示唆された．以上の特徴が角の誤形成の原因をなしていると考えられた． 
 
 
O4B-04  なぞりと模写の神経機構 (1) fMRI研究 

科学技術振興機構 ERATO浅田プロジェクト  小川 健二 
JST ERATO 浅田プロジェクト   乾 敏郎 
京都大学大学院情報学研究科  

 
過去の神経心理学研究から，描画における「なぞり」と「模写」との乖離が知られている．例えば

頭頂葉損傷をともなう構成障害の患者では，見本図形の模写ができず，代わりに図形の上をなぞって

しまう “closing-in”現象が見られる．そこで本研究は，なぞりと模写における神経基盤の違いを fMRI
で検討した．実験では，ランダムな形状の曲線を見本として呈示した後，実験協力者はマウスカーソ

ルを使って見本の上をなぞるか，別の場所に模写した．さらに描画の際，見本の視覚がある場合とな

い場合を設けた．結果から，両側の頭頂間溝では模写でなぞりより高い活動が見られ，さらに見本の

視覚がない場合には左頭頂間溝で活動増加が見られた．対して両側運動前野では，視覚ありのなぞり

以外の条件で活動増加が見られた．本研究から，模写で必要となる見本から自己中心座標への変換に

頭頂間溝が，描画軌道の生成に運動前野が関わる点が示唆された． 
 
 
 
 
 
 
 



O4B-05  なぞりと模写の神経機構 (2) ネットワークモデル 
JST ERATO 浅田プロジェクト   乾 敏郎 
京都大学大学院情報学研究科  
科学技術振興機構 ERATO浅田プロジェクト  小川 健二 

 
なぞりと模写の fMRI 実験の結果から，これらのメカニズムに関するモデルを提案し，動作模倣と

の関連性についても考察する．乾(2007)では，左頭頂葉と右頭頂葉において，対象が自己中心座標と
対象中心（または環境中心）座標でそれぞれ表現されていると仮定している．言い換えると，左頭頂

葉は，主に外界の時空間的な変化を身体運動に変換するという意味で，情報の流れが「他者→自己」

であり，右頭頂葉は自己の運動を他者(物体)に投影して，外界にある他者(物体)のイメージを作り，操
作するという意味で，情報の流れは「自己→他者」であると言える．なぞりは，対象中心座標の表現

のみでカーソルの軌道を制御できるのに対し，模写は，曲線を一旦自己中心表現に変換して再生しな

ければならない．しかも，自己中心座標と対象中心座標の変換を行い，部分の確認がなされる必要が

ある．このモデルによって，closing-in現象も説明可能である． 
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O5A-01  視覚的作業記憶における能動保持 

中京大学心理学部    成本 忠正 
 
本研究では，視覚情報 (maintained as encoded) および視覚イメージ (mentally generated) の能動保持

に共有の認知資源が利用されるか否かを検討した．Baddeley & Logie (1999) は，作業記憶システムの
visual cacheで貯蔵されている視覚情報は inner scribeにより維持されると仮定している．他方，成本 
(submitted; Pearson et al., 2001) は，心的に生成された視覚イメージは CEにより維持される結果を報告
している．本実験の結果，視覚情報の能動保持は visual cacheの機能であり，よって visual cacheは単
純な受動的なコンポーネントではなく，能動的なコンポーネントであることが示された．また，生成

された視覚イメージは CE の機能であることを示した．これらの結果により，視覚情報と生成イメー
ジは同じ視覚表象ではあるが，その能動保持にはそれぞれ異なる認知資源が要求されると考えられる． 
 
 
O5A-02  抑止方略が忘却の持続性に与える影響: 直後テストと 20分後テスト成績の比較 

名古屋大学大学院環境学研究科   堀田 千絵 
名古屋大学大学院環境学研究科   川口 潤 

 
忘れたい過去の記憶の検索を意図的に抑止することがその後の再生成績を低下させることが知られ

ている．本研究は，忘れたい過去の記憶から単に注意をそらすということが，検索を意図的に抑止し

た時と同じタイプの忘却を示すのかどうかを検討した．この問題は Think/No-Think 課題(Amderson & 
Green, 2001)を修正した形で検討された．すなわち，意図的抑止するかわりに，忘れたい過去の記憶の
想起を妨害する手続きを設定した．その結果，意図的抑止，注意妨害条件両者で直後の記憶テストで

は忘却の効果が認められたが，20分後の成績では注意妨害条件のみで忘却の効果が消失した．これら
の結果は，少なくとも意図的に忘れたい過去の記憶を検索することが長期忘却に必要であることを示

唆している． 



O5A-03  Yes-no再認テストを用いた検索経験による検索誘導性忘却 
名古屋大学大学院環境学研究科   山田 陽平 
東京大学大学院人文社会系研究科   月元 敬 
名古屋大学大学院環境学研究科   川口 潤 

 
検索誘導性忘却とは，事前に記憶内のある情報だけを思い出すことによって，後に関連する情報が

思い出しにくくなる現象である (Anderson, 2003)．本研究では，検索経験として事前に行う手がかり
再生テストを再認テストに代えて，検索誘導性忘却が生じるのかどうかを検討した．山田・月元・川

口 (2007, 日心) は強制選択再認テストによる検索誘導性忘却を確認しており，ディストラクタによる
干渉の影響であることが示唆されている．しかしながら，ターゲットとディストラクタの対呈示によ

る選択プロセスが何らかの影響を及ぼしていたのかもしれない．そこで，本研究では yes-no再認テス
トを用いて，検索誘導性忘却が認められるのか否かを検討した．その結果，検索誘導性忘却が認めら

れた．これは，強制選択による選択プロセスの関与を棄却するものであり，再認テストによる検索誘

導性忘却はディストラクタによる干渉効果であると考えられる． 
 
 
O5A-04  過去の出来事を検索する処理と将来の出来事を想像する処理の関係 
   ―課題促進パラダイムを用いた検討― 

中央大学 文学部    野内 類 
中央大学 文学部    兵藤 宗吉 

 
本研究は，過去の出来事を検索することと将来の出来事を想像することの類似性を課題促進パラダ

イム(Klein, Loftus, & Burton, 1989)を用いて検討した．実験 1は，18名の参加者が，自伝想起課題と将
来エピソード生成課題と意味処理課題からなる先行課題とターゲット課題を行った．実験 2は，18名
の大学生が自伝想起課題と将来エピソード生成課題と自己記述課題からなる先行課題とターゲット課

題を行った．その結果，将来エピソード生成課題がターゲットの場合，先行課題が自伝想起課題と将

来エピソード生成課題の場合に意味処理課題よりも反応時間が促進された(実験 1)，さらに先行課題が
自伝想起課題と将来エピソード生成課題の場合に自己記述理課題よりも反応時間が促進された(実験
2)．これらの結果は，過去の出来事を検索することと将来の出来事を想像することが部分的に類似し
ていることを示した． 
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O5B-01  けんだま遊びにおける知覚と行為 

東京大学大学院学際情報学府   伊藤 万利子 
早稲田大学人間科学学術院   三嶋 博之 
東京大学大学院教育学研究科   佐々木 正人 

 
本研究では，急速な運動における知覚と行為の調整を検討する目的で，けんだま遊びの技のひとつ

である「ふりけん」の分析をした．ふりけんとは，利き手でけんをもち，前に振り出した玉を返しな

がら，玉の穴をけん先でさす技である．この技は約一秒で完結し，精確さが必要とされる．実験では，



200 試行のふりけん動作を三次元動作計測装置で記録し，玉と，けんをもつ手の動きを分析した．そ
の結果，実験参加者は，玉を振り出した直後から玉の動きに合わせてけんをもつ手の速度を変化させ

ていた．また，玉の穴をけん先でさす直前には，環境基準座標系における玉の速度に比べて，けんを

もつ手を基準とした相対的な玉の速度が小さくなっていた．これらから，ふりけんにおいては，玉の

動きという視覚情報を利用して手の動きが調整されており，したがって急速な運動であっても，環境

の変化する情報を利用して行為の調整が行われていることが明らかとなった． 
 
 
O5B-02  自己運動の予測における両手間協力 

東京大学総合文化研究科    浅井 智久 
東京大学総合文化研究科    丹野 義彦 

 
Previous studies have suggested that the left and right hands have different internal models for motor control. 

Thus, rather than one hand being superior to the other, each might have different specialties. If so, bimanual 
movements might be more accurately controlled because of the coordination of the two internal models. To 
investigate this possibility, we examined motor movement accuracy, reaction time, and movement time in pure 
right-handed subjects during a three-dimensional motor control task (visually guided reaching) under conditions 
of visual feedback and no visual feedback. In the no-visual-feedback condition, right-hand movement had lower 
accuracy and shorter reaction time than did left-hand movement, whereas bimanual movement had the longest 
reaction time, but the best accuracy. This suggests that the two hands have different internal models and 
specialties: closed-loop control for the right hand and open-loop control for the left hand. Thus, during bimanual 
movements, both models might be used, creating better control and planning (or prediction), but requiring more 
computation time compared to the use of only one hand.  
 
 
O5B-03  2つの右手を感じる: ラバーハンドイリュージョンを用いて 

立教大学文学部     鈴木 裕輔 
立教大学現代心理学部    本間 元康 
立教アミューズメント・リサーチ・センター  
千葉大学工学部     小山 慎一 
立教大学現代心理学部    長田 佳久 
立教アミューズメント・リサーチ・センター  

 
ラバーハンドイリュージョンとは，隠された参加者自身の手と，目の前に置かれたラバーハンド（ゴ

ムの手）が同時にタップされたときに，参加者が自身の手ではなくラバーハンド上に触感覚を感じる

現象である．通常では一本のラバーハンドが使用されるが，今回我々は参加者の 1本の右腕に対して
2本の右手ラバーハンドを提示したとき，どのようなイリュージョンが生じるか検討した．実験では 2
つの右手ラバーハンドそれぞれの薬指と隠された参加者の右手薬指（合計 3カ所）を同時にタップし，
「触感覚（物理的圧力の感覚）」と「自己受容感覚（身体部位の位置感覚）」についてそれぞれ定位数

を測定した．ラバーハンドが 2本の場合では触感覚の定位数は増加したが自己受容感覚の定位数は変
わらなかった．これらの結果から，自己受容感覚に基づく定位は視覚情報(ラバーハンドの数)に依存
しないが，触感覚に基づく定位は視覚情報に依存していることが示唆された． 
 
 
 



O5B-04  自己視点の移動をともなうイメージ課題を用いた身体化と脱身体化の検討 
仁愛大学人間学部心理学科   田中 茂樹 
京都大学大学院情報学研究科   乾 敏郎 
科学技術振興機構 ERATO浅田プロジェクト  小川 健二 
東京工科大学     中村 太戯留 

 
今回我々は Blanke ら（2003）が EEG による研究で使用した課題を用いて fMRI 実験を行った．

embodiment（身体化）と disembodiment（脱身体化）の比較を目的とし，視点が自己身体の内にある状
況（身体化条件）と外にある状況（脱身体化条件）のそれぞれの脳活動を fMRI を用いて調べた．課
題では左右いずれかの手が黒く表示された人間の線画を提示した．被験者はその線画が，自己を直接

見ているか（脱身体化条件），もしくは鏡で見ている（身体化条件）とイメージし，黒く表示された手

は自分身体では左右いずれに当たるか判断した．脱身体化条件では被験者は自己の身体の外からの視

点からのイメージを用いることになる．解析の結果から，脱身体化条件において身体イメージの視覚

情報処理に関与するとされる EBA（extrastriate body area）や左右頭頂葉においてより顕著な活動上昇
が観察された． 
 



ポスター発表 

 
 
5月 31日（土） 10:00 – 12:00 ポスター発表 1  場所：D24 
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P1-01  複数項目の同時提示における背景色の文脈効果 (2) 

静岡大学情報学研究科    酒井 徹也 
静岡県立大学     漁田 俊子 
静岡大学     漁田 武雄 

 
記銘項目を複数個同時提示したとき，背景色の変化が背景色文脈効果におよぼす影響を調べた．背

景色変化(ランダム vs. 単純交替: 参加者間)×文脈(同文脈 vs. 異文脈: 参加者内)の 2要因計画を用い，
46名の大学生をランダムに，上記の参加者間要因に割り当てた．大学生は個別に実験参加し，3項目
×10 画面(12 秒／画面)の計 30 項目を意図学習した．薄赤 &#8211; 薄緑，薄青 &#8211; 薄黄のいず
れかの背景色対を参加者ごとにランダムに割り当てた．背景色の変化は，ランダム条件では

A-BAABABBA-Bとし，単純交替条件では A-BABABABA-Bとした．学習後，30秒間の計算課題を挿
入した．つづいて学習時に用いた背景色のうちいずれかのもとで，口頭自由再生を行わせた．実験の

結果，いずれの背景色変化条件においても，背景色文脈効果が生じた．また，画面にもとづく群化が

生じたが，背景色にもとづく群化は生じなかった． 
 
P1-02  複数項目の同時提示における背景色の文脈効果 (3)  

静岡大学  FURUTANI DE OLIVEIRA Mirian Akiko 
静岡大学情報学研究科    酒井 徹也 
静岡県立大学     漁田 俊子 
静岡大学     漁田 武雄 

 
Nineteen undergraduates individually learned a list containing 30 words subdivided in two distinct categories 

(birds and cities). Triads of respective 15 words within the categories were visually presented against the one of 
two background colors (BGCs), which were presented in a random order. After 30-sec filled retention interval, 
the participants were presented one of the BGCs shown at encoding, and then orally free recalled the words. 
There was no significant difference in recall between the condition in which the color presented at study and 
test was the same and that in which the colors at study and test were different. The ARC score was calculated to 
analyze the clustering by screens and BGCs. The clustering by colors was significant but not for the clustering 
by screens. The present results suggest that semantic relationship among words suppressed BGC 
context-dependent recall and enhanced clustering by colors but not that by screens.  
 
 
 
 
 
 
 



P1-03  遅延が手がかり再生課題における環境的文脈依存効果に与える影響 
広島大学大学院 教育学研究科   山田 恭子 
広島大学大学院 教育学研究科   中條 和光 

 
環境的文脈依存効果は，符号化時と検索時の環境的文脈が一致すると，不一致の場合よりも記憶成

績がよくなる現象である．この現象は，記銘項目自体やその一部が再呈示されると観察されない（ア

ウトシャイン仮説）とされている（Smith, 1988）．そこで，記銘項目のフラグマントを検索手がかりと
して再呈示する手がかり再生課題において，環境的文脈依存効果の生起に及ぼす遅延期間の影響を検

証した．視覚呈示した単語の音読を求める課題によって符号化を行わせた後，手がかり再生課題を行

った．課題までの遅延期間は，実験 1では約 1週間，実験 2では約 10分間とした．環境的文脈はニオ
イによって操作し，文脈一致条件でのみ符号化時と検索時で同じニオイを呈示した．その結果，１週

間の遅延でのみ，環境的文脈依存効果が生じた．長い遅延によって記銘項目の視覚的特徴の表象が減

衰し，検索手がかりとしての環境的文脈の有効性が高まったと考えられる． 
 
 
P1-04  物語の転換的語り直しが後の記憶に与える影響 

東北大学文学研究科    池田 和浩 
東北大学文学研究科    仁平 義明 

 
本研究では，ポジティブな転換的語り直しとネガティブな転換的語り直しが，その後の参加者の記

憶に与える影響の差異を検討した．ポジティブな転換的語り直し群の大学生（N=10）は，物語の内容
を“楽しかったこと”として語り直した．ネガティブな転換的語り直し群（N=10）は，物語の内容を
“辛かったこと”として語り直した．統制群である正確再生群（N=9）は，自己の経験をそのまま繰
り返し語った．この転換的な語り直しの前後で，物語に関する記憶が比較された．また，語り直し段

階の記憶全体に対する主観的な感情価と，再生段階の感情価を評定した．その結果，転換的語り直し

は，オリジナルの記憶の全体に対する主観的な評価を変化させるだけでなく，語りの中に現れる記憶

の中の感情も変化させた．さらに，転換的語り直しは，語り直しに沿わない感情価や感情表現を抑制

した．転換的語り直しのタイプの差異は，語り手の記憶を異なった方向へと変容させる効果を持つと

考えられる． 
 
 
P1-05  あのできごとは小学校卒業から「何年後」に起きたのか？ 

福島大学生涯学習教育研究センター  木暮 照正 
 
過去に実際に起きた社会的できごとの生起時期を尋ねると，一般的には，実際よりも現在にやや近

づいて推定されることが多い（テレスコープ効果）．従来この現象は「何年何月頃に起きたか？」「何

年前に起きたか？」と質問することで検討されてきたが，本報告では，「小学校卒業時点から『何年後』

に起きたか？」と問う条件群を加えることで，その想起の方向性を操作し検討を行った．じっくりと

考えた上で判断を下しやすいと考えられる熟慮傾向者ではこの想起の方向性は生起時期推定の錯誤傾

向には影響を及ぼさなかった．これに対して，即座に判断を下しやすいと考えられる衝動傾向者では

「小学校卒業」を起点として生起時期推定を行う条件においてテレスコープ効果の程度が増大した．

衝動傾向者は「小学校卒業」という時間的目印を強く意識し，それよりも敢えて離して回答しようと

する可能性（結果として現在に近づいた回答となる）が考えられる． 
 
 



P1-06  記銘時とソースモニタリング課題時の処理の一致・不一致の効果 
大谷大学     中田 英利子 

 
言語ラベルあるいは絵刺激を視覚提示(あるいは視覚イメージ)により記銘させた後，言語ラベルあ
るいは絵刺激を視覚提示するか，視覚イメージさせながらソース(“見た”，“視覚イメージをした”，
“新項目”)を判断するよう求めた． 
 
 
P1-07  特定項目の再認がソースモニタリングに及ぼす影響 

中央大学大学院文学研究科   中山 友則 
中央大学     兵藤 宗吉 

 
事後情報効果パラダイムとは，出来事の呈示，事後情報の呈示，記憶テストの 3段階からなるパラ

ダイムである．本研究では通常の事後情報効果パラダイムで実験が進む統制条件に加え，事後情報後

の挿入再認テストにおいて，出来事で呈示された項目を強制的に選択する条件，事後情報で呈示され

た誤情報を強制的に選択する条件を設け，挿入テストでの再認がソースモニタリングに及ぼす影響を

検討した．その結果，出来事で呈示された情報を再認した場合，全体的な記憶成績は落ちる傾向にあ

ったものの，誤情報を見たと判断するエラーの増加にはつながらなかった．一方，誤情報を再認した

場合，全体的な記憶成績は統制条件と変わらないものの，誤情報を見たとするエラーが増加するとい

う結果になった．これらの結果は，事後情報後に呈示された項目や，その項目への判断によってソー

スモニタリングに及ぼす影響が異なることを示していると考えられる． 
 
 
P1-08  自伝的エピソード記憶検査（TEMPau, Test Episodique de. Mémoire du Passé  
  autobiographique, Piolino et al., 2003）の日本語版作成の試み 

関西大学社会学部    関口 理久子 
 
本研究では，自伝的エピソード記憶検査（TEMPau）について，仏語オリジナル版著者の許諾の元
で日本語版作成を試みることを目的とした．この検査は，５つの時期（幼年期から思春期，青年期，

成人期，最近 5年間，最近 12ヶ月）・４つの主題についてのエピソードについて尋ねるだけでなく，
想起時の視点（視野／観察者）と自己認識的意識（Remember;R／Know;K）について尋ね，それらを
得点化するものであった．時期ごとにエピソード性，視野視点の回答数，何・どこ・いつについて尋

ねたときの R反応数を計測し，それらを従属変数，時期を独立変数とする分散分析を行った結果，エ
ピソード性では時期の主効果に有意な傾向が認められ，視野視点と R反応数では有意な時期の主効果
が認められた．エピソード性については明確な時期による差は認められないにもかかわらず，視野視

点では，最近 12ヶ月が成人期より有意に視野視点が多く，R反応数は，幼年期から思春期が他のすべ
ての時期に比べて反応が少ないことが示された． 
 
 
 
 
 
 
 
 



P1-09  「取り込み記憶」と「押しつけ記憶」 
東北大学文学研究科    仁平 義明 
東北大学文学研究科    佐藤 拓 
東北大学文学研究科    菊地 史倫 
東北大学文学研究科    川嶋 伸佳 

 
別なだれかが行ったことなのに自分が行ったことだと記憶している現象（取り込み記憶）と，自分

が行ったことを他者が行ったことだと記憶していたりする現象（押しつけ記憶）について検討した．

押しつけ記憶あるいは取り込み記憶の経験がある大学生について調査が行われた．本人の評定では，

押しつけ記憶は，取り込み記憶に比べて有意に「恥」の感情を喚起する出来事だと評定された．他方，

取り込み記憶は押しつけ記憶に比べて，「社会的望ましさ」が高い出来事だと評定された．しかし，記

憶の鮮明度，出来事の重要度，記憶の確信度については，二種類の記憶の間の違いはなかった．また，

取り込み記憶と押しつけ記憶は，肉親とそれ以外という人間関係による違いはみられなかった．さら

に，こうした記憶の帰属の争いは，Sheen ら（2001）が指摘したような双生児に特有のものではない
ことが確認された． 
 
 
P1-10  自伝的記憶の無意図的想起に関する研究 

日本大学大学院     川平 杏子 
日本大学     厳島 行雄 

 
過去の出来事を想起する際，出来事を経験したそのままの視点で想起する場合 (field memory) と,
実際には経験したはずのない自分自身をも含んだ視点で想起する場合 (observer memory) があるとさ
れている (Nigro & Neisser, 1983)．本研究では，この想起の視点について，無意図的想起でどのように
表われるのかについて検討した．89名 (20代～80代) の男女に日誌法を用いた自伝的記憶の無意図的
想起の報告を求めた．その結果，field視点よりも observer視点のほうが多く報告された．特により最
近起こった出来事が想起された場合に observer視点で想起したという報告が多くみられた．さらに，
出来事の情動性や日常性などについてそれぞれの視点の表われ方を検討した． 
 
 
P1-11  有意味線画と無意味線画の潜在記憶における自己参照効果 

北星学園大学文学部    後藤 靖宏 
心理・応用コミュニケーション学科 

 
有意味線画と無意味線画を材料とし，材料への自己参照的処理が潜在記憶に及ぼす効果について検

討した．線画の白黒面積比の大小評定(表層的処理課題)もしくは線画に対する好悪評定(自己参照的処
理課題)のどちらかを行わせた後，線画の意味の有無を判断する課題を行わせた．線画の意味の有無を
判断する際の平均反応時間を条件ごとに分析した結果，どの条件下においても，旧項目の線画の方が

新項目の線画よりも反応時間が短いという結果が得られた．さらに無意味線画において，旧項目の線

画の場合で自己参照的処理を行った方が表層的処理を行ったよりも反応時間が短いという結果が得ら

れた．線画の意味の有無に関わらず反応時間にプライミング効果が見られたことから，線画が潜在記

憶として処理されたと考えられた．また，無意味線画における自己参照効果が得られたことから，非

言語情報の潜在記憶においても自己参照効果が得られる可能性があるということが示唆された． 
 
 



P1-12  符号化時のメタ記憶判断の効果 IV －意味処理と JOLにおける適合性の差違－ 
法政大学文学部     藤田 哲也 

 
メタ記憶研究の一つに，既に学習した項目に対して，後の記憶テストで思い出せるかどうかを参加

者が予測判断する，JOL（judgments of learning; 既学習判断）がある．JOLは一般にメタ記憶の正確さ
の指標として研究がなされているが本研究では観点を変え，JOLを符号化の一種として捉え，処理水
準の枠組みで自由再生における記憶成績について検討した．これまでの研究で，符号化時に JOLを行
うと，再生成績は意味処理と同等になり，JOLによって「思い出せる」と判断された項目の再生率は
「思い出せない」項目よりも高いが，意味処理を受けた場合には，方向付け課題の質問に対する回答

の諾否によって成績は異ならないという分離も見られることが明らかになっている．本研究ではメタ

記憶判断（JOL）がどのような情報に基づいて行われているのかを検討するために，意味処理判断を
行った後に続けて JOLを求め，意味的方向付け質問および JOLに対して Yesと回答するか Noと回答
するかによって項目を分類し，再生率を比較した． 
 
 
P1-13  再生課題における単一カテゴリーリストの指示忘却効果に及ぼす影響 

日本大学大学院文学研究科   高橋 真衣子 
日本大学文理学部    厳島 行雄 

 
リスト法の指示忘却課題とは,第 1リスト学習後に,第 1リストも第 2リストも記銘するよう，または，
第 1リストは練習であったため，それを忘却するよう教示が与えられる．そして，第 2リストの学習
後,2つのリストの再生課題を行うと，第 1リストに関しては,忘却条件のほうが記銘条件の再生成績よ
りも悪くなるという結果と,第 2 リストに関しては,記銘条件よりも忘却条件の再生成績がよくなると
いう結果が得られている．これらを合わせて指示忘却効果と呼ぶ．本研究では，前述した指示忘却課

題を用い，単一カテゴリーリストを用いた場合に指示忘却効果が見られるかどうかを検討した．実験

参加者は台所用品リストまたは楽器リストのどちらかを学習した．その結果,第 1リストに関して,記銘
群よりも忘却群の再生成績が悪く,第 2 リストに関しては,記銘群と忘却群の再生成績に差は見られな
かった． 
 
 
P1-14  リーディングピリオド課題を用いた再生再構成仮説の検討:  

刺激文とターゲット語の意味的関連性の影響 
京都大学大学院教育学研究科   田中 哲平 
京都大学大学院教育学研究科   齊藤 智 
ランカスター大学心理学部   TOWSE John, N. 

 
ワーキングメモリ（WM）課題では処理と保持が同時に要求されるため，理論的モデルでは両者の
関係が検討対象とされてきた．Towse, Cowan, Hitch, & Horton（2008）はリーディングスパン課題（RST）
を用い，処理された文の表象が記銘単語の再生手がかりとなると仮定している（再生再構成仮説）．

RSTがWM容量の測定を目的としている一方，リーディングピリオド課題（RPT）では記銘単語の数
を変えずに刺激文の量を操作し，WMの耐久性を測定している．本研究では再生再構成仮説を直接的
に検討する為に刺激文と記銘単語の意味的関連性を操作した RPTを用いて単語を系列再生させた．そ
の結果，リストの第 1番目の単語において意味的関連性が高い条件が低い条件よりも成績が高かった．
この事から再生時にはターゲット語の表象だけではなく，処理された文の表象を手がかりとして単語

が再生されている事が示唆された． 



P1-15  予定記憶の想起順序に及ぼす実行時期及び重要度における予定間の類似性の効果 
岡山学院大学     森田 泰介 

 
予定に関する記憶の表象がどのように構造化されているのかを明らかにするため，予定の記憶を意

図的に想起する際の想起順序を規定する要因に関する検討を行った．将来においてしなければならな

い予定を，頭に浮かぶ順に最大 10件まで報告するように求めた後，それらの予定の実行時期及び重要
度について実験参加者に評定するよう求めた．想起された予定の間の実行時期及び重要度における類

似性について分析した結果，想起された予定とその直後に想起された予定との間には予定の実行時期

及び重要度において相関関係が見られることが示された．特に，重要度において類似した予定が続い

て想起されやすいことが示唆されたことから，予定に関する記憶の表象の構造化が，予定の重要度に

基づいて行われていることが考察された． 
 
 
P1-16  初頭効果と新近性効果に対する作動記憶容量の役割: 遅延時間を入れた場合 

慶應義塾大学大学院社会学研究科教育学専攻 佐々木 尚 
 
本研究の目的は，単語の自由再生，順唱，逆唱において学習フェーズと再生フェーズ間に遅延時間

を設けた場合，初頭効果と新近性効果に対して作動記憶容量の個人差が果たす役割を検討することで

あった．作動記憶容量は単語スパンテストとリスニングスパンテストによって測定された．また，遅

延時間は，漢字テストによって生み出された．この実験の結果，新近性効果に対するリスニングスパ

ンテストの予測力は有意ではないことがわかった．代わりに，順唱条件においてリスニングスパンテ

ストと初頭効果は負の相関関係を持つことがわかった．この結果は，低い制御機能を持つ被験者は強

い初頭効果を持つことを示唆した． 
 
 
P1-17  感情語における指示忘却効果 

京都光華女子大学文学部    伊藤 美加 
 
感情が記憶の促進過程あるいは抑制過程に及ぼす影響について，感情語を記銘材料に指示忘却パラ

ダイムを用いて検討した．実験参加者に第 1リストと第 2リストの項目を学習させた後，自由再生を
求めた場合，第 1リストの記憶成績が Remember条件の方が Forget条件よりもよい，第 2リストの記
憶成績が Forget条件の方が Remember条件よりもよいという，典型的に認められる記銘材料に対する
忘却教示の効果において，ポジティブ-ネガティブという感情価の違いが認められるかについて，実験
的に吟味した．先行研究の知見に基づき，(a)Remember条件と Forget条件に加え Control条件を設定し
比較すること，(b)list提示と item提示とを比較することとを目的とした． 
 
 
P1-18  表情刺激におけるプライミング効果の検討 

京都大学 教育学研究科    嶺本 和沙 
京都大学 こころの未来研究センター  吉川 左紀子 
京都大学 教育学研究科 

 
順応効果とプライミング効果はともに，先行刺激が後続刺激に及ぼす影響に関わる現象である．両

者は異なる効果を示すが，順応効果の研究に比べ，表情を刺激としたプライミング効果の研究は少な

く結果も一貫していない．本研究では表情画像を用い，先行する表情の知覚が後続の表情認知に及ぼ



す影響を検討した．プライム刺激（怒り表情・幸福表情・モザイク画像）を提示した後，ターゲット

（怒り表情・幸福表情；プライム刺激と異なる人物）を提示し，参加者はターゲットが怒りか幸福か

を素早く正確に判断した．その結果，怒り表情では幸福プライムによる促進効果がみられたが怒りプ

ライムでは統制条件と差がなかった．また幸福表情では，怒りプライム，幸福プライムは統制条件と

比べて反応時間が早く，怒りと幸福に差はなかった．これらの結果から，表情刺激を用いたプライミ

ング課題では促進効果はみられず，順応効果と類似の抑制効果がみられることが示された． 
 
 
P1-19  におい手がかりによるマインドワンダリングに及ぼす想起意図の効果 

関西大学大学院文学研究科   山本 晃輔 
岡山学院大学キャリア実践学部   森田 泰介 

 
本研究では，におい手がかりによるマインドワンダリングに及ぼす想起意図の効果を検討した．24

名が参加した実験では，中断報告法が用いられ，想起の意図を付与する群とそうではない群とのマイ

ンドワンダリングの生起頻度が調べられた．その結果，過去の記憶や未来の記憶等のマインドワンダ

リングには想起意図の効果がみられたが，においに関する事象のマインドワンダリングのみにおいて

想起意図の効果がみられなかった． 
 
 
P1-20  ブランド名再認における revelation effect: 日常記憶に基づく検討 

慶應義塾大学     三浦 大志 
 
アナグラムなどの認知的課題を行った直後に単語の再認判断を求めると「old」と判断されやすい

（revelation effect)．本研究では，実際の経験に基づくブランド名の，時間判断を含む再認判断(高校時
代に知っていたかどうか，など)における revelation effectについて検討した．その結果，被験者間比較
で効果が見られることが示された(実験１)．また，old項目，new項目(問われた期間以降に現れたブラ
ンド名)，lure 項目(実在しないブランド名)に分けて効果を検討したところ，new 項目，lure 項目にお
いて revelation effectが見られる，すなわち FA率が高くなることが示された(実験２)．これらの結果か
ら，revelation effectは記憶検索時に recollectionではなく familiarityに依存した場合に生じやすいこと
が示唆された． 
 
 
P1-21  色記憶における検索誘導性忘却(1) 

東京大学大学院人文社会系研究科   月元 敬 
名古屋大学大学院環境学研究科   山田 陽平 

 
記憶情報の一部を思い出すことによって，その後の検索機会において，関連情報が思い出しにくく

なることが示されている．この現象は検索誘導性忘却（retrieval-induced forgetting）と呼ばれ，これま
でに多くの実験的検討がなされている（Anderson, Bjork, & Bjork, 1994; 月元・川口, 2004）．本研究の
目的は，検索誘導性忘却を“記憶の歪み”の一種と捉えることによって，従来の言語刺激において見

られる離散的な忘却ではなく，検索行為によって生じる“連続量としての記憶情報の歪み”について

検討することである．本発表では，RGB値で規定された色を刺激とし，グラデーション・パレットに
よる色生成課題を用いた実験について報告する． 
 
 



P1-22  嘘が記憶に及ぼす影響についての認知心理学的研究:  
嘘が記憶のリハーサルに及ぼす影響についての実験的検討 

日本大学大学院文学研究科   田中 未央 
日本大学     厳島 行雄 

 
嘘がその後の記憶を抑制する要因として①リハーサルの抑制，②検索抑制忘却，③ソースモニタリ

ングの失敗の 3つの可能性が示されている（Christianson & Bylin, 1999）．本研究では嘘をつくとオリ
ジナル記憶のリハーサルが抑制されるか否かを検討することを目的とした．本実験では，ビデオ刺激

を使用して以下の 3条件を比較した．①ビデオについて嘘をついた後の記憶，②ビデオについて正確
に想起させた後の記憶，③ビデオについての想起を行わなかった後の記憶の 3条件であった．その結
果，ビデオについて嘘をついた場合とビデオについての想起を行わなかった場合の記憶成績は，ビデ

オについて正確に想起した場合の記憶よりも有意に悪く，嘘をつくとオリジナル記憶のリハーサルが

妨害される可能性が示唆された． 
 
 
P1-23  ３人集団による協同想起: 話し合いの方略と協同促進・協同抑制現象 

群馬大学     佐藤 浩一 
群馬大学     猿山 恵未 

 
３人一組の集団が協同想起を行う際に，集団としての話し合いの方略が及ぼす影響を検討した．促

進教示群の集団には，曖昧な情報や部分的な再生であっても話し合いに持ち出すように，教示を与え

た．抑制教示群の集団には，曖昧な情報や部分的な再生は他者を妨害するので発言しないように，教

示を与えた．質問紙への評定ならびに発言の分析から，メンバーは各々の教示に従った話し合いを行

っていたことが確認された．個人再生からの予測値と比較すると，促進教示群では協同再生が予測値

よりも高い促進現象が見出された．これに対して抑制教示群では，協同再生が予測値よりも低い抑制

現象が見出された．また成績に関わりなく，協同での再生は個々人での再生よりも肯定的に評価され

ることが多く，協同作業を現実以上に好ましく捉える""romance of team""現象が見られた． 
 
P1-24  楽曲の熟知性が BGM文脈依存効果におよぼす影響 

静岡大学     漁田 武雄 
静岡県立大学     漁田 俊子 

 
BGMの熟知性（既知，未知）×文脈（同文脈，異文脈）の 4群に，大学生 96名をランダムに割り
当てた．各大学生は個別に実験参加した．教示につづいて，24個の漢字 2文字熟語を，4個ずつ６回
に分けて，各々３０秒間コンピュータ画面に提示した．大学生は 4つの熟語を用いた文を作成し，口
頭報告した．作文の際に，各条件に対応する BGM を流した．作文が終わると BGM を止め，コンピ
ュータ画面に背を向けさせた．そして連続加算課題を 5分間行わせた．つづいて，作文で使用した熟
語の自由再生を行わせた．その際，SC 条件では作文時と同じ BGM，DC 条件では作文とは，同じ熟
知性で異なる BGM を流した．総再生数および，各熟語群からの第１反応数のいずれにおいても，文
脈の主効果のみが有意で，熟知性の主効果と交互作用は有意でなかった．以上，これまで未知楽曲で

のみ報告されていた BGM文脈依存効果が，既知楽曲でも生じることを見いだした． 
 
 
 
 



P1-25  反復における文脈の異同が対連合学習におよぼす効果 
静岡大学大学院情報学研究科   内田 明 
静岡大学     漁田 武雄 

 
同一文脈下で学習を反復する条件（same-context repetition, SCR）と異なる文脈下で学習を反復する

条件（different-context repetition, DCR）との間で，対連合学習成績を比較した．第 1・第 2セッション
では文脈 Aもしくは Bの下で，イタリア語とその日本語の翻訳語の対連合の意図学習を 2回行った．
第 3セッションでは，中立な文脈 Nの下で筆記再生テストを行った．実験 1では，大学の 40名規模
の教室（集団）と個別実験用のブース（個別）とで文脈操作し，反復間隔が 1週間で，31名の大学生
が参加した．実験２では，大学の教室（集団）か実験参加者の自宅（個別）とで文脈操作し，反復間

隔が 1日間で，実験 1と重複しない 37名の大学生が参加した．実験 1では条件間に差は見られなかっ
た．実験 2では，DCR条件が SCR条件よりも有意に成績が良かった． 
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P2-01  注意の瞬き：報告率と単純反応時間の関係  

－その２：ブロック間配置による検討－ 
中部大学人文学部    水野 りか 
中部大学人文学部    松井 孝雄 

 
水野・松井 (2007) は注意の瞬き (AB) 実験の報告率が２標的間の注意切り替えの困難度を反映す

る第２標的への単純 RT と有意な負の相関をすることを示し，注意切り替えの困難度が AB に影響し
ている可能性を示した．一方，松井・水野 (2006) は文字マッチング実験で一般的なブロック内配置
では注意切り替えの困難度の影響が大きいがブロック間配置はそれがほとんどないことを見出した．

そこで本研究では水野・松井 (2007) の実験をブロック間配置で実施し，注意切り替えの困難度の単
純 RTと報告率への影響やそれを排除した際の両者の関係を検討した．その結果，ABは大幅に減少し
たが依然として lagの短い時の方が長い時よりも報告率は低くかつ単純 RTは長く，両者に負の相関が
あった．この結果から，AB には注意切り替えの困難度が関与していることは確かだが，それ以外の
要因も関与していると結論された． 
 
 
P2-02  ブロック内要因としての ISIが反応時間に及ぼす影響(3) 

中部大学人文学部    松井 孝雄 
中部大学人文学部    水野 りか 

 
2 つの刺激を呈示し第 2 刺激への反応時間を測定する実験において刺激間間隔(ISI)をブロック内で
ランダムに配置される要因にすると，短い ISI の試行に対する反応時間が増大する効果があることが
これまでの実験で示されている．本研究では ISIが 50ms刻みで 0-250ms，100ms刻みで 0-500ms，200ms
刻みで 0-1000msの 3条件を比較し，ISIの範囲がこの効果におよぼす影響を検討した．その結果，1)
効果の大きさは ISIの絶対値ではなく ISIが範囲全体の中でどこに位置するかによっておおむね決まる
こと，2)しかし ISI が小さいときの効果は範囲が広いほうが大きいことが示された．この結果は，被
験者が ISI の分布をもとにある範囲の予期を構成しているために，第 2 刺激がその予期よりも早く現
れるほど効果が大きくなるのだと考えれば説明できる． 



P2-03  サッカード時の高速運動刺激の定位誤り 
順天堂大学・日本学術振興会   小野 史典 
順天堂大学     内田 雄介 
順天堂大学     北澤 茂 

 
視覚刺激が移動中に変化(フラッシュ)した場合，知覚される変化位置は刺激の運動方向にシフトす

る．また，急速な眼球運動(サッカード)の直前に呈示された刺激の位置はサッカードの方向にシフト
して知覚される．本研究では，これまで別々に調べられてきた運動刺激による定位誤りとサッカード

による定位誤りの関係を明らかにするために，高速で運動する視覚刺激をサッカードを用いて見たと

きの定位誤りを調べた．視角 90°のスクリーン上を水平方向に高速運動(250°/s)する視覚刺激の色を
運動中に変化させた．実験参加者は視覚刺激の色が変化した位置を回答した．実験の結果，運動刺激

をサッカードを用いて見たときの定位誤りのシフト量は，先行研究で見られた運動刺激とサッカード

のそれぞれの要因で生起するシフト量の総和よりも大きかった．この結果は，視覚刺激の位置知覚に

運動刺激と眼球運動が相乗的に作用して影響を与えることを示している． 
 
 
P2-04  対人相互作用の予期が選択的注意に及ぼす影響  

―ドット・プローブ課題を用いた検討― 
東洋大学大学院社会学研究科   海老原 優 
東洋大学社会学部    北村 英哉 

 
状況を実験的に操作し，その状況に対応した情報とそうでない情報を同時に呈示情報としたときに，

それに付随して状況に対応した情報への選択的注意が生じるかどうかをドット・プローブ課題によっ

て検討した．相互作用予期状況は，相互作用相手と会話を行なう会話条件と推理課題を共に行なう推

理課題条件，ドット・プローブ課題の先行刺激語は，会話条件に対応する対人的側面関連語と推理課

題条件に対応する能力的側面関連語，先行刺激の呈示時間は 50msと 100msであった．３要因の混合
分散分析結果，相互作用予期状況×先行刺激に有意な交互作用効果（F（1,31）＝4.62,p＜.05）が認め
られた．また，推理課題条件において先行刺激に有意な単純主効果が確認され，仮説通り，能力的側

面関連語で反応が促進された（F（1,31）＝12.68,p＜.01）． 
 
 
P2-05  スイッチコストによって示される固執パフォーマンスの個人内一貫性の検討 

千葉大学大学院 人文社会科学研究科  石井 紀之 
 
固執とは先行した行動や思考を反復することである．本研究では，2 肢選択課題において先行試行
と同じキーによって反応が行われた場合と，異なるキーで反応が行われた場合の反応時間の差(スイッ
チコスト)を反応固執と定義した．また 2種類の 2肢選択課題を切り替えながら遂行する場合に生じる
スイッチコストをセット固執と定義した．これらのパフォーマンス間の関連，経時的・通状況的一貫

性を調べ，認知的特性の個人差指標としての機能性について検討した．再テスト法による固執パフォ

ーマンスの信頼性を調べたところ，反応固執パフォーマンスについては経時的に一貫性のある指標で

あることが示された．固執を軽減させることが示されている，ポジティブ感情操作条件下での測定を

行ったところ，反応固執パフォーマンスは非操作条件下と個人内で一貫した傾向を示した．以上の結

果から反応固執パフォーマンスについては信頼性の高い指標であることが示唆された． 
 
 



P2-06  ストループ課題における外部割込と再開について:  
ストループ効果と逆ストループ効果の類似性 

神戸大学     芦高 勇気 
神戸大学     嶋田 博行 

 
管理コントロール機能にとって外部からの割り込みと再開については重要であるが，従来十分に研

究が行われていなかった．我々はこの機能を探求するための新しい実験パラダイムを提出した．課題

はストループ課題における外因的手がかりに基づく選択反応であった．手がかりは音による手がかり

であり，相対的に高い音の場合は，リーディング，低い音の場合は，ネーミングで毎回選択反応を行

った．この逆のマッピングの場合も用意した．手がかりとターゲットの SOAは-150，-50，+50，+150
ｍ秒の４条件であり，+の場合が割り込みと中断に関係していた．その結果ストループ効果と逆スト
ループ効果の類似性を得た．つまり，課題(リーディング vs.ネーミング)は有意ではなく，SOAと一致
性が有意な主効果をもった．ストループ干渉と逆ストループ干渉量は同じ量であり，しかもリーディ

ングにおける不一致試行の RTはネーミングの RTと同じであった． 
 
 
P2-07  色と色名との関係についての調査（２） 

畿央大学     金敷 大之 
 
本研究は，昨年の発表に引き続き，色見本に対する色名の命名課題の調査結果を発表する．追加調

査により，総計９４名の参加者が，２０２色の色見本に対して，命名を行った．その結果，いわゆる

暖色系の色については，個々人の命名のばらつきが大きかった． 
 
 
P2-08  各カテゴリに特異な特徴がカテゴリ化に与える影響について 

立命館大学     京屋 郁子 
 
本研究は，カテゴリに特異な特徴がカテゴリ化に影響を与えるのか，またいかに与えるのかを検討

した．事例は長方形の縦と横の長さを変化させたもので，縦長か横長かでカテゴリ判断が可能な 2カ
テゴリであった．それぞれのカテゴリは 6事例からなり，そのうち 1事例のみには色をつけ，それ以
外の 5事例には色をつけなかった．1 事例のみにつけた色は，他方のカテゴリの 1事例につけた色と
は異なる色であった．すなわち，色自体はカテゴリ判断の手がかりとはなり得ないが，それぞれのカ

テゴリに特異な色を付随させた．このような各カテゴリ 6事例，2カテゴリあわせて 12事例を用いて
カテゴリ学習を行い，学習事例も含めた転移テストを行って，カテゴリ化における各カテゴリに付随

させた特異な特徴の影響を検証した． 
 
 
P2-09  顔と名前に対する反応時間に判断対象人物の親近性が及ぼす影響 

岡山大学大学院社会文化科学研究科  塩田 真友子 
岡山大学大学院社会文化科学研究科  堀内 孝 

 
本研究では，人物認識における顔と名前の処理について検討するため，判断対象人物の親近性を操

作した実験を行なった．具体的には，親近性の高い人物（友人），低い人物（有名人）を自己と比較す

ることにより，それらの人物に対する反応時間に親近性が及ぼす影響を検討した．実験計画は，刺激

人物 4（自己，友人，女性有名人，男性有名人）×刺激の種類（顔，名前）の 2 要因実験参加者内計



画であった．32名(女性 16名，男性 16名)の大学生が実験に参加した．実験参加者の課題は提示され
た刺激に対する性別判断を行うことであり，その判断に要する反応時間を測定した．その結果，刺激

人物の主効果のみが有意であり，自己に対する反応時間が最も短く，次いで友人，有名人の順に短く

なった．この結果より，親近性が高いほど反応時間が短くなること，顔だけでなく名前についても自

己に関する反応時間が最も短いことが示された． 
 
 
P2-10  選択的注意課題を用いた表情認知と人物認知の検討: 倒立呈示による影響 

九州大学大学院人間環境学府   小松 佐穂子 
九州大学大学院人間環境学研究院   箱田 裕司 

 
本研究は，選択的注意課題を用いて，表情認知と人物認知間の関係について検討を行うことを目的

とした．これまでの研究において，表情認知過程と人物認知過程の間には，表情情報は人物認知に干

渉しないが，人物情報は表情認知に干渉するという非対称的な関係が存在することが明らかになって

いる．そこで本研究では，呈示される顔刺激を倒立させることによって，顔の全体的情報の利用を困

難にし，両過程間の干渉がどのように変化するのかについて検討した．実験の結果，正立呈示時に見

られていた表情認知に与える人物情報の干渉が消失した．この結果から，表情認知に干渉していた人

物情報は，部分的な情報ではなく顔の全体的情報によるものと考えられる． 
 
 
P2-11  顔認識過程のエントリーポイント（２）: 検証課題での検討 

琉球大学法文学部    遠藤 光男 
 
視覚刺激が最初に認識されるカテゴリーレベルをエントリーポイントという．通常のエントリーポ

イントは基礎レベルのカテゴリーであるが，顔のように熟達したパターン認識が行われている場合，

エントリーポイントが下位レベルに移行すると言われている．今回は，顔認識過程のエントリーポイ

ントについて，カテゴリー検証課題を用いて検討することを試みた． 
 
 
P2-12  顔の検索に及ぼす誘導課題の効果 

千葉大学文学部行動科学科   松川 真弓 
 
顔の記憶には，符号化時と検索時の処理が深く関連しているとされる．Macrae & Lewis(2002)は，タ
ーゲットの学習後に Navon(1977)図形の文字判断課題を行ったところ，グローバル文字回答群のター
ゲットの再認成績が，ローカル文字回答群より有意に高いという結果を得た．本研究では，記憶の検

索過程に直接関連する課題によって先行する課題が検索過程に与える効果を検討した．ターゲットを

学習した後，半数ターゲットに対する再認テストを行った．先行課題では，顔刺激全体を提示して再

認を行う群とターゲットの一部のみを提示して再認を行う群，統制群を設けた．その結果，再認手掛

かり条件間に再認成績の差は見られなかったが，先行課題で未提示のターゲットに対する成績が低か

った．本実験の結果では，先行課題の経験は先行課題で検索されなかったターゲットに対して妨害的

な効果を生じ，このような特性の課題経験が顔の記憶に対する検索誘導性の干渉を及ぼす可能性が示

唆された 
 
 
 



P2-13  音楽における不協和曲線の検証と見直し 
千葉大学文学部     武藤 沙羅 
千葉大学文学部     松香 敏彦 

 
R. Plomら(1965)は質問紙法を用いて，1オクターブ間における代表的な整数比の和音に対する不協
和曲線を発表した．彼らの不協和曲線は，現代も多くの音楽実験などにおいて参照され，協和・不協

和を定量的に論じる基礎となっている．本研究は，既存の不協和曲線が数値計算で出されたこと，発

表以降の音楽の多様化などから，実測値を用いた再検証を試みた． 本実験では，先行研究で使用さ

れた「心地いい－心地悪い」に加え 19種の形容詞対を使用し，被験者の複数の和音に対する印象を集
計した． その結果，「心地いい－心地悪い」においては先行研究とほぼ一致した値が得られた． ま

た，複数の形容詞を用いたことによって，多面的な協・不協和音の性質の考案や，不協和曲線の見直

し，新しい解釈の可能性を示すことができた． 
 
 
P2-14  無関連な聴覚刺激による妨害効果のメタ認知 

京都大学     宮原 道子 
 
無関連な聴覚刺激による課題遂行への妨害効果は,聴覚刺激の種類と課題の内容の組み合わせによ
って異なる（レビューとして Beaman, 2004）．また，人は聴覚刺激に対して自分がどのように感じ，
対応しているかについてある程度一貫した認知を持つ（宮原，2007）．ところが，聴覚刺激の提示によ
る遂行成績の変化に対するメタ認知はあまり正確なものではない（宮原，2002 など）．本研究では，
テキストの記憶に対する妨害効果の有無が確認された 4 種類の聴覚刺激（日本語/外国語/ピンクノイ
ズ/オフィスノイズ）を提示して，記憶課題を行う際の妨害効果の大きさを予測させた．被験者は 95
名であり，集団実験であった．4 種類の聴覚刺激による妨害の予測評定値を用いて 1 要因分散分析を
行ったところ，有意差は得られなかった．この結果から，被験者は課題遂行によってメタ認知を修正

していることが示唆された． 
 
 
P2-15  点字におけるマス間の距離が触覚による同定のしやすさに及ぼす影響 

群馬大学教育学部    室井 みや 
群馬大学教育学部    金井 智之 

 
中途失明者の点字習得を困難にする要因の１つが，隣に位置するマスの点字であると言われている．

点字習得の困難さに影響を与える要因について検討するため，点字未習得の大学生を対象に，点字の

マス間の距離が点字の触覚による同定のしやすさに与える影響について検討した．その結果，マス間

の距離を広げると，正答率には差が見られなかったが，同定にかかる時間が短くなった．このことか

ら，初期の学習者において，マス間の距離を広げることが学習を容易にする可能性があるといえる． 
 
 
P2-16  グラフの 3-D 化が読み取りプロセスに及ぼす影響(2): 円グラフの「手前」効果 

早稲田大学 文学学術院    上田 卓司 
早稲田大学 理工学術院    安田 孝 

 
三次元化されたグラフがどの程度に読み取りを困難にさせるかという点については経験的な検討が

十分ではなく，また，読み取りにおける情報処理過程についても十分な考察が進んでいない．本研究



では円グラフを例に取り，グラフの読み取り精度について検討した．三次元化された円グラフについ

ては「手前側」に配置されたデータ領域の誤差が大きくなるという知見が Rangecroft(2003)により出さ
れているが，この「手前」効果を検討するために，指定されたグラフ領域に対応する比率を推定させ

る読み取り課題を実施した．実験の結果，三次元グラフ呈示時におけるデータ比率の推定誤差は，デ

ータ領域が手前側にある条件の際に大きくなる傾向が示唆された．また，この結果はグラフ読み取り

のについての「アンカーモデル」との関連で考察した． 
 
 
P2-17  二者間の協同動作を観察する視点と適切さ評価に関与する脳内基盤 

東北大学大学院文学研究科・日本学術振興会 柴田 寛 
東北大学大学院文学研究科・日本学術振興会 日高 聡太 
東北大学大学院文学研究科   行場 次朗 
東北福祉大学感性福祉研究所   今泉 修 
東北福祉大学感性福祉研究所   松江 克彦 

 
一人の人間が物体を手渡し，もう一人の人間がその物体を受け取る動作の適切さを評価していると

きの脳活動を fMRI によって調べた．実験参加者は二人の人間によって行われる受け渡し動作を観察
して，受け取り動作の適切さを判断した．観察する視点（受け取り側もしくは手渡し側）と受け取り

動作の適切さ（適切もしくは不適切な受け取り動作）を操作した．その結果，受け取り側の視点で適

切な受け取り動作を観察しているときはミラーニューロンシステムに関連する脳領域（下前頭回や下

頭頂小葉）などが賦活し，一方で手渡し側の視点で不適切な受け取り動作を観察しているときはエラ

ーモニタリングに関与する前部帯状回などが賦活した．これらの結果は協同動作の適切さを理解する

処理が視点の違いによって異なることを示している． 
 
 
P2-18  運動系列が逆行する事態で生じる仮現運動の時空間一貫性 

東北大学大学院文学研究科・日本学術振興会 日高 聡太 
独立行政法人産業技術総合研究所   永井 聖剛 
東北大学大学院文学研究科   行場 次朗 

 
仮現運動知覚は後続刺激の提示後に成立するが，時空間的に後続する運動表象形成過程が時空間一

貫性のある運動知覚の成立にいかに寄与するかわかっていない．本研究では，運動系列が時空間的な

逆行を含む事態で生じる仮現運動知覚を調べた．５点間仮現運動系列の第４，第５刺激の時空間的な

順序が先行系列と逆行する場面では，両刺激間で先行系列と一致した方向知覚が生じた．この現象は，

第４刺激の色が他の刺激と必ず異なる事態や第４刺激の垂直位置がランダムに変化する事態，２刺激

に先行する系列が１刺激（３点間運動）の事態で生じた．逆行事態では非逆行事態よりも運動系列の

知覚速度が速くなったため，第３，第５刺激間における時間間隔の符号化後に，第４，第５刺激間で

方向知覚が形成されると考えられる．以上の知見は，運動処理の比較的初期の段階で，可塑性のある

運動表象生成過程が，遡及的に時空間一貫性のある運動知覚を生み出すことを示唆する． 
 
 
 
 
 
 



P2-19  視覚-身体感覚クロスモダル記憶課題に及ぼす眼球運動と身体運動による干渉効果 
北海道大学     藤木 晶子 
北海道大学     菱谷 晋介 

 
入力・テスト時に用いる感覚モダリティを一致させた視覚－視覚による空間記憶課題では，眼球運

動がその情報の減衰を止めるリハーサル機能を果たしており，入力時とテスト時に身体感覚を用いた

課題においては，身体運動がそのリハーサルに関与していることが明らかにされている（藤木・菱谷，

2006,2007）．このことから空間情報のリハーサルには，眼球運動が関与する視覚系と身体運動が関与
する身体感覚系の２つのシステムが存在する可能性が考えられる．そこで，本研究では，入力した情

報を他の感覚モダリティに変換する必要のある視覚－身体感覚によるクロスモダルな空間記憶課題を

用いた場合，その情報の保持に，眼球運動と身体運動が関与する各リハーサルシステムがどのように

関与しているのかを検討した． 
 
 
P2-20  Walking memory の研究方法に関する検討 

北海道工業大学     北守 昭 
 
歩行時において，視覚情報をどのように知覚し，記銘しているかに関する実験的研究は歩行距離，

歩行範囲等の統制上の困難さから，検索上でもあまり見当たらない．しかし，ヒトは歩行を通して様々

な知覚情報を入手し，記銘して，適応上の問題として，事実，生活しているわけであるから，ヒトの

歩行と知覚，記憶は切り離して考えることは出来ない．従って，今後，歩行時における知覚，記憶の

心理学的メカニズムを明らかにしていく必要があるだろう． 著者は，歩行時における記憶，すなわ

ち，Walking memory に関する実験的研究を行ってきた．研究方法，並びにその結果については，第 4
回，第 5回日本認知心理学会において報告した．今報告では，歩行時における記憶実験の方法と研究
の方向性について課題提示したい． 
 
 
P2-21  数字加算課題の所要時間予測に課題経験と難易度が及ぼす効果  

千葉大学大学院人文社会科学研究科  工藤 智美 
 
未来に課される課題の所要時間の予測は，直前の遂行課題の情報（所要時間・難易度）に影響を受

けると言われてきた（Thomas, Newstead, & Handley, 2003）．しかし先行研究で用いた課題は難易度と
所要時間が交絡しているため，厳密に各要因の効果について検討できていない．本研究では難易度と

所要時間の交絡を排除した単純加算繰り返し課題（数字加算課題）を用い，先行課題の難易度が後続

課題の所要時間予測に与える影響を検討した．先行―後続課題間の難易度変化条件を 2種類設定（高
→低／低→高）し，各課題に対し時間予測と所要時間の計測を行った．結果，先行―後続課題間の難

易度変化は認知されたが，予測時間は課題に対して一定であり，これは難易度変化の種類を問わず確

認された．直前に行った課題と類似した枠組みで捉えられる課題の予測時間作成時には，難易度情報

は直接的な影響を持たない可能性が示唆される．  
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P3-01  健常高齢者の物語の記憶能力 (1) : 9ヵ月後の得点変化 

東京都老人総合研究所    佐久間 尚子 
東京都老人総合研究所    大神 優子 
お茶の水女子大学 人間文化創成科学研究科 
東京都老人総合研究所    呉田 陽一 
北里大学 医療衛生学部    伏見 貴夫 
東京都老人総合研究所    藤原 佳典 
東京都老人総合研究所    新開 省二 
東京都老人総合研究所    本間 昭 

 
健常高齢者の記憶能力の加齢変化を検討する目的で，日本版 RBMTの物語の記憶課題の並行版を用

いて 2回の直後と遅延の再生成績を比較した．地域住民を対象とする追跡研究において 2回目（約 9
ヵ月後）の認知機能検査を受けた 281名に対し，短い物語を読んで聞かせ口頭再生を求めた．年齢群
を中年（65歳未満），高齢前期（65‐69歳），高齢中期（70‐74歳），高齢後期（75歳以上）に分けて
正答率を比較した．どの年齢群も直後再生（全平均 13.3）より遅延再生（全平均 12.1）の正答率が低
く，年齢群の差は高齢前期以前と高齢中期以後で認められた．直後再生では 1回目と 2回目の得点に
差がなかったが，遅延再生では 2 回目に上昇し，1 回目の検査経験が保持方略に影響することが示唆
された．物語のあらすじとなる主要情報と周辺情報に分けて得点を比較したところ，いずれも年齢差

が認められた． 
 
 
P3-02  健常高齢者の物語の記憶能力 (2) : 文脈の分析から 

お茶の水女子大学 人間文化創成科学研究科 大神 優子 
東京都老人総合研究所  
東京都老人総合研究所    佐久間 尚子 
東京都老人総合研究所    呉田 陽一 
北里大学 医療衛生学部    伏見 貴夫 
東京都老人総合研究所    藤原 佳典 
東京都老人総合研究所    新開 省二 
東京都老人総合研究所    本間 昭 

 
健常高齢者の物語の記憶では，加齢に伴い，緩やかに再生成績が低下する（佐久間ら，2006; 2008）．
この再生量以外に，内容の理解にも加齢の影響があるかを調べた．地域住民を対象とする調査の参加

者 281名に対し，日本版 RBMTの記憶の物語課題を聞かせ，口頭で再生（直後・遅延）を求めた．年
齢群を中年（65歳未満），高齢前期（65-69歳），高齢中期（70-74歳），高齢後期（75歳以上）に分け
て，再生内容について，結末と文脈の 2側面から比較した．どの年齢群でも結末が欠落または変容す
る人の割合は，直後再生・遅延再生とも低く（直後 0～14.1％，遅延 0～12.7%），年齢群の差は認めら
れなかった．結末までの経過を含めた文脈でも変容が生じる人の割合は比較的低かった．高齢者では，

物語全体の再生量は減少しても，内容の変容は少ないことが示唆された． 
 
 



P3-03  高齢者の展望的記憶における意図の想起に関する研究:  
意図の想起の経時的変化と関連要因の検討 

大阪大学人間科学研究科    黒川 育代 
島根大学法文学部    増本 康平 
大阪大学人間科学研究科    上野 大介 
大阪大学人間科学研究科    権藤 恭之 
大阪大学人間科学研究科    藤田 綾子 

 
展望的記憶の遂行には，予定内容の記憶だけでなく，何かするべきことがあるという意図の想起が

重要である．これまで加齢が展望的記憶に及ぼす影響を検討した研究は数多く報告されているが，日

常生活場面における意図の想起に加齢が及ぼす影響を検討したものは少ない．そこで本研究では，高

齢者の意図の想起の経時的変化を検討し，年齢，回想的記憶能力，メタ認知的要因，自身の記憶に対

する潜在的態度と意図の想起の関連性を検討することを目的とした．実験では，60代 23名，70代 17
名に，3 日後の約束した時刻に実験者に電話をかけるように求め，対象者の意図の想起回数とその想
起した時刻を測定した．実験の結果，年代を問わず，遂行時刻が近づくにつれて意図の想起回数に有

意な上昇が確認された．また，その上昇には自己の記憶に対する潜在的な自信が大きく関与している

ことが示された． 
 
 
P3-04  TOT現象と加齢: 言語的知識の影響について 

東京都老人総合研究所    伊集院 睦雄 
NTTコミュニケーション科学基礎研究所  近藤 公久 
明治学院大学     島内 晶 
明治学院大学     佐藤 眞一 

 
高齢者では若年者に比べて TOT 現象の頻出することが知られており，その原因として i) 加齢によ

り語の検索機能がうまく働かなくなるという decrement view と，ii) 高齢者は単に語彙が豊富なため
TOT状態に陥りやすいとする incremental-knowledge viewが提唱されている．本研究では ii) に注目し，
同じ高齢者でも語彙数の違いにより，TOTの生起数に差が認められるか否かを検討した．健常高齢者
をWAIS IIIの単語課題素点で二群（高語彙群 14名，低語彙群 14名）に分け，絵（高頻度語 160枚，
低頻度語 160枚）の命名課題を実施し，TOTの生起数を比較した結果，TOTは低頻度語刺激で生起し
やすかったが，語彙数の違いによる生起数に差は認められなかった．本結果は，高齢者で TOTが増加
する現象を incremental-knowledge viewでは単純に説明できないことを示唆する． 
 
 
P3-05  不快感情の喚起による有効視野の縮小 

九州大学大学院人間環境学府   野畑 友恵 
日本学術振興会特別研究員 
九州大学大学院人間環境学研究院   箱田 裕司 
福岡大学     二瀬 由理 

 
本研究は，快感情と不快感情が有効視野の変化に及ぼす影響に違いについて明らかにすることを目

的とした．実験では写真刺激を用いて感情を喚起した．実験参加者の課題は，写真刺激が提示された

後，パソコン画面の中心に提示されるアルファベットの弁別課題を行いながら，画面の四隅のいずれ

かに提示される数字を同定することであった．実験の結果，不快感情を喚起した場合は数字の同定率



が低下したが，快感情を喚起した場合はそのような影響はみられなかった．このことから，不快感情

が喚起されると有効視野が狭まるために，数字を同定しにくくなったことが示唆された． 
 
P3-06  意識に上らない情動刺激は時間知覚を変調する 

九州大学・日本学術振興会特別研究員  山田 祐樹 
九州大学     河邉 隆寛 

 
我々の時間の感覚は我々がそのとき抱いている情動によって変化する．本研究は，無意識的に呈示

された情動刺激が，それとは非関連な刺激に対する時間知覚に影響するかどうかを調べた．被験者は

実体鏡を通して画面を観察し，片方の目には情動刺激 (快，不快および中性画像) を，もう片方の目
には同じ位置に一定間隔で連続して変化するモンドリアン刺激を呈示した．連続的なモンドリアン刺

激の変化は感情刺激を意識から取り除いた．また，モンドリアン刺激の周辺には白色の枠線が 2700 
msec呈示された．被験者はこの枠線の呈示時間を，後に呈示される同一の刺激の呈示時間を調整する
ことで再生することを求められた．その結果，再生された時間は，不快刺激が呈示された場合の方が

快刺激の場合よりも有意に長くなった．この結果は，無意識的な情動刺激が時間知覚に影響すること

を示唆する． 
 
P3-07  好みの形成に処理水準が及ぼす影響 

京都大学大学院教育学研究科   布井 雅人 
京都大学こころの未来研究センター  吉川 左紀子 

 
処理水準のような主体的要因及び提示回数のような外的要因がそれぞれ好みの形成とどのように関

わっているのか，日常物品の画像を用いて検討した．被験者はモニタ上に提示される日常物品画像に

対して意味処理が必要とされる動詞生成課題，あるいはそれを必要としない位置判断課題のいずれか

の水準の処理を行った後に，それぞれの物品に対する好ましさを 9段階で評定した．また，判断課題
の実施回数（画像提示回数）は 1回・5回の 2条件が設定され，それぞれに 32名が参加した．実験の
結果，意味処理が行われた物品はそれが行われなかった物品よりも好ましいと判断された．本実験よ

り，対象に対してより深い処理を行うこと，すなわち対象の処理の仕方という主体的要因が好みの形

成に影響することが示唆された． 
 
 
P3-08  社会不安の課題無関連刺激処理: 注意資源容量か注意制御か顕著性か 

東京大学大学院総合文化研究科   守谷 順 
東京大学大学院総合文化研究科   丹野 義彦 

 
高不安者は注意の処理資源が多いという Eysenckらの Attentional Control Theoryについて，大学生の

高・低社会不安者を対象に知覚的負荷課題を用いて検証した．知覚的負荷が高まれば，注意資源容量

が限界となり課題無関連刺激が処理されないと考えられ，低社会不安者は高負荷条件では課題無関連

刺激を処理しなかったが，高社会不安者は高負荷条件でも処理した．この結果からでは，高社会不安

者の注意制御困難性，または顕著性への敏感さにより，課題無関連刺激へ注意を向けていた可能性が

考えられる．そこで，前者に対し注意の捕捉を利用してターゲットへと注意を向けさせ，後者に対し

ては課題無関連刺激をマスキングし顕著性を低下させた．その結果，どちらの実験でも低社会不安者

が課題無関連刺激を処理しない知覚的負荷条件において，高社会不安者は処理していることが明らか

となった．以上より，本実験の結果は高社会不安者の注意資源容量の多さを反映していると考えられ

る． 



P3-09  顔の印象決定において表情が及ぼす影響の性差 
日本女子大学大学院人間社会研究科  上田 彩子 
日本学術振興会  
花王株式会社 プレステージ化粧品事業グループ  廼島 和彦 
花王株式会社 プレステージ化粧品事業グループ  村門 千恵 

 
主に顔の形態特徴の情報処理を基に行われる顔認知過程において, 表情情報が影響を及ぼすことは, 
多くの研究で示されている. また, 表情認知に性差があることも示唆されている. 表情認知における
性差が, 顔認知過程で表情が及ぼす影響に関与する可能性がある. そこで, 本研究では, 顔の印象決定
において表情が及ぼす影響に性差が認められるかどうか実験的に検討した. 刺激の顔の形態変化には
メイク手法を用いた. 被験者は, 刺激の相貌印象と表情表出強度について評価を行った. その結果, 表
情認知能力に性差は認められなかったが, 相貌印象判断に表情が与える影響は女性の方が大きいこと
が示された.  
 
 
P3-10  角度を操作した３次元顔の魅力度と感情強度の変化 

北星学園大学 社会福祉学部   竹原 卓真 
大阪大学大学院 人間科学研究科   大坊 郁夫 
メディック エンジニアリング   谷尻 豊寿 

 
従前の顔研究では刺激として２次元顔を用いてきたが，奥行情報がロスされるため，自然な顔であ

るとは言い難い．そこで本研究では，顔の３次元撮影を行い普段我々が目にする顔と極めて類似した

３次元顔（無表情顔・喜び顔・怒り顔・驚き顔）をコンピュータ上で再現した．実験では顔を左右そ

れぞれの水平方向に１，１５，３０，４５，６０，７５，９０度回転させ，１４種類の刺激を作成し

た．被験者に無表情顔について魅力度評価を，感情表出顔についてそれぞれの感情強度評価を行なわ

せた．その結果，魅力度に対しては左右の向きに関係なく３０，４５，６０度の顔が９０度の顔より

も魅力的であると評価された．喜び顔に対しては右方向に回転した顔において６０度を超えると感情

強度が低下し，怒り顔に関しては左右の向きに関係なく３０，４５度の顔が９０度の顔よりも怒り強

度が高かった．逆に，驚き顔では左右の向きおよび角度による効果は検出されなかった． 
 
P3-11   (移動)  
 
P3-12  演奏音の印象に及ぼす歌詞の影響について 

大阪大学大学院人間科学研究科   森 数馬 
大阪大学大学院人間科学研究科   中村 敏枝 
大阪大学大学院人間科学研究科   安田 晶子 
北海道大学大学院文学研究科   正田 悠 

 
音楽の印象における歌詞の影響を定量的に検討した研究は数少なく，これまでの研究では，歌詞に

おける意味内容と声質や歌い方を混同して歌詞の影響を測っている．本研究は，歌詞の言語の意味内

容が認知できない演奏音と文字で書かれたその歌詞の邦訳を用いることで歌詞における意味内容と声

質や歌い方を区別し，歌詞の意味内容が演奏音の印象に影響を与えるかを定量的に検討することを目

的として実験を行った．演奏音と歌詞の意味内容の印象がかけ離れた作品 2つを刺激とし，同一の参
加者が 3 条件（演奏音のみ呈示，歌詞のみ呈示，演奏音+歌詞呈示）で実験を行い印象を測定した．
実験の結果，両作品において演奏音+歌詞の印象は，歌詞よりも演奏音に近い印象を示すという傾向



があった．したがって，本研究で用いたような作品の印象において，歌詞の意味内容という論理情報

が及ぼす影響は弱く，演奏音という感性情報が及ぼす影響が強いということが示唆された． 
 
P3-13  有声・無声子音がもたらすイメージに対する実験的アプローチ（２） 

関西学院大学     平田 佐智子 
関西学院大学     浮田 潤 

 
音象徴（phonetic symbolism）がもたらされる要因として，言語音が持つイメージのクロスモーダル

的性質に着目し，そのイメージの性質を色や音といった物理的刺激との相互作用を調べる Garner's 
paradigmを用いることで，実験的アプローチを試みた．「有声子音または無声子音＋a」という構成の
ひらがな一文字のペアと，色（白色・黒色）との間にクロスモーダル的一致が見られるか否かを検討

した結果，全体としては有声子音・黒色及び無声子音・白色との間に一致効果が見られた．また有声・

無声子音各ペアについて再分析した結果，色を弁別対象とした場合はあまり変化がなかったが，文字

を弁別対象とした場合は子音の種類によって全体的な結果とは異なる形状を示した．これらの結果か

ら，文字を弁別対象とした場合は子音の種類によって色との一致効果の度合いに差があることが示唆

された． 
 
P3-14  音色の空間的印象における垂直次元と水平次元との関連 

筑波大学第二学群人間学類   仲田 真理子 
筑波大学第二学群人間学類   宮越 可奈 
筑波大学第二学群人間学類   山崎 敬史 
筑波大学人間総合科学研究科   生駒 忍 

 
本研究では，音色の空間的印象における垂直次元と水平次元との関連について検討した．大学生 28

人に，標準刺激を中央に位置づけた場合に比較刺激がどんな位置にイメージされるか，マトリクス上

に記入させた．検討された音色は，MIDIGM 音源から選択された 50 種であった．それぞれの音色に
ついて縦方向および横方向の平均座標を算出し両者の関連を検討したところ，相関係数は r = .65とな
り，中程度の正の相関が認められた．高い音ほど上方向に表象されることが古くから知られ，また右

方向にも表象されることが分かっているが，音色の空間的印象においても上-下と右-左との関連があ
ることが，直接的に示された． 
 
P3-15  音色が長期的な記憶現象に与える影響 ―潜在記憶の知覚的特定性― 

岡山大学教育学研究科    上田 紋佳 
岡山大学教育学部    寺澤 孝文 

 
本研究ではメロディの音色情報が長期保持されるか否か検討することを目的とする．上田・寺澤

（2007）では，ランダムに作成されたメロディの情報が数か月単位で長期に保持されることが報告さ
れており，そのような現象は潜在記憶の現れと解釈される．視覚情報に関する潜在記憶課題は知覚的・

物理的特徴の操作に敏感であることが知られているが，メロディの潜在記憶の知覚的特徴を検討した

Peretz et al.(1998)やWarker & Halpern(2005)では，音色の操作による効果が検出されていない．本研究
では音色の操作が長期的な記憶現象に与える影響を検討した．実験の結果，長期的な記憶現象は検出

されたが，音色を操作した条件と操作していない条件間で違いは先行研究と一貫してみられなかった．

メロディの音色は長期に保持されない可能性が示唆された． 
 
 



P3-16  絶対音感保持者の脳活動の NIRSを用いた計測 
早稲田大学大学院文学研究科   宮澤 史穂 
早稲田大学大学院文学研究科   井出野 尚 
慶應義塾大学文学部    小嶋 祥三 

 
絶対音感とは外的な基準なしにその音の高さを同定することができる能力である．絶対音感保持者

と非保持者の違いが見られる現象の１として，音高の記憶方略の違いが挙げられる．音高を記憶する

際に，非保持者は物理的な音の高さで保持するのに対し，絶対音感保持者は音名で保持する傾向があ

るということが知られている（Zattore,2001）．行動的な研究以外にも，PETや fMRIを用いた研究では，
絶対音感保持者は左半球に特有な脳活動が見られることが示唆されているが，その数は多くなく，統

一された見解は得られていない．また，近赤外線分光法(NIRS)は，非侵襲的なニューロイメージング
の手法であり，騒音もないことから，聴覚実験に適していると考えられる．そこで，本研究では課題

の難易度（音高の保持を必要とするかどうか）を操作し，2 種類の音の弁別課題を行った．また，課
題遂行中の脳活動を NIRSによって計測し，絶対音感保持者と非保持者の違いを検討した 
 
 
P3-17  電化製品画像を用いた視覚的隠喩の基礎的検討 

早稲田大学理工学術院    安田 孝 
早稲田大学文学学術院    上田 卓司 
早稲田大学文学学術院    西本 武彦 

 
視覚的隠喩について，2 つの画像を組み合わせた場合，印象がどのように変化するかを検討した．

被喩辞に相当する画像として電化製品(TV・携帯電話・ビデオカメラ）を各 3 種類，喩辞に相当する
画像を 4枚（テントウ虫・廃墟・闘技場・猫）を選出した．各画像単体と，それぞれを組み合わせた
画像について，印象評定を行わせた．因子分析を行ったところ 3因子が抽出され，それぞれ雰囲気因
子・評判因子・理解容易性因子と命名した．因子得点を基にユークリッド距離を算出し，これを基に

MDSを行うことで，各画像と組み合わせた画像の布置関係を検討した．結果は，組み合わせたが画像
が 2つの画像の中間に布置する傾向が見られ，喩辞として用いた画像の印象が，被喩辞の印象に影響
を与える事が確認された． 
 
 
P3-18  絵画における印象形成の時間相 

九州大学     汪 キン 
九州大学     三浦 佳世 

 
絵画におけるさまざまな印象の形成時間と時間経過に伴うその変容を相関分析によって検討し，ま

た印象形成に関わる要因についても考察した．その結果，絵画のタイプ（非写実画，風景画）にかか

わらず，１）瞬間に生じて（30msec）変化しない印象（快，単純な，静かな），２）比較的長い時間
をかけて（１秒）生じる印象（好きな，美しい），３）時間経過に応じて変化する印象（違和感のある，

不思議な）の 3種類のあることが示された．また，１）には低空間周波数成分のような視覚要因が関
与し，２）には内容理解のような高次処理の関与する可能性が示唆された．また，３）に関しては，

画像内での注目点の変化の関与することが考えられた．これらの結果は，絵画を見る際のさまざまな

印象が異なる時間相で生じ，異なるレベルの要因によってもたらされていることを示唆するものであ

る． 
 



P3-19  対称性と魅力・美しさの関係 
立命館大学 文学部    尾田 政臣 

 
動物行動学では，繁殖のための相手選びに体の対称性が重要な役割を果たしていると主張している．

顔の魅力についても同様の議論がなされている．本稿では，顔および顔以外の対象として幾何学図形，

模様，動物，昆虫などを選び，魅力度ならびに美しさを評定させる心理実験を行った．実験は１課題

につき４種類の図形を同時に提示し，各図形に対して絶対評価で評定させた．その結果，従来の実験

結果と同様に，片目が大きく他の部位は対称である非対称顔が，総ての部位が対称である顔より魅力

度・美しさが高い値を示した．また，いずれも左右対称である４種の幾何学図形に対しては，図形の

種類によって評価値が異なり，動物や昆虫については，ある程度の非対称性があっても許容され高い

評価値を示していた．即ち，対称性が常に魅力を決定する最大の要因となるわけではなく，また魅力

と美しさの評価は必ずしも一致する訳ではないことが明らかになった． 
 
 
P3-20  印象操作画像を用いた単純接触効果の検討 

早稲田大学     作田 由衣子 
宮城高専     伊師 華江 
法政大学     赤松 茂 
東北大学     行場 次朗 

 
刺激を繰り返し提示することによって，その刺激に対する認知的・情緒的評価が変化すること，特

に好ましさが上昇することがよく知られている（単純接触効果）．しかし，単純接触効果が生じる際に，

その刺激に対する態度だけが変化するのか，それともその刺激の記憶表象自体が変化するのかという

観点からの検討は未整理である．もし繰り返し提示によって記憶表象が変化するとすれば，より好ま

しい方向に印象が強調された画像が元画像と混同されやすくなると予測されるが，記憶表象が変化し

ない場合，そのような混同は起こらず，刺激に対する態度のみが変化していると考えられる．本研究

では，顔刺激から感受される，品の良さや力強さなど様々な次元での印象を定量的に操作した画像を

用いて，繰り返し提示した刺激と一度も提示しなかった刺激の印象と再認成績を比較した．その結果，

印象次元によって，繰り返し提示の効果が異なる可能性などが示唆された． 
 
 
P3-21  単純接触効果を測定するための新たな実験パラダイムの開発 

筑波大学     井上 和哉 
筑波大学     菊地 正 

 
刺激への接触を繰り返すことで，接触した刺激への好意度が高まる現象を単純接触効果と呼ぶ．単

純接触効果に関するこれまでの研究では，接触した刺激に対して直接好意度の評定を求める方法が用

いられてきた．しかし，このような手続きから測定された好意度の上昇には，実験参加者が持つ顕在

的なバイアスの効果も含まれている可能性がある．つまり，接触した刺激を好意的に評価した方が実

験者にとって望ましいと，実験参加者が推測し，接触した刺激を好意的に評価する可能性が考えられ

る．そこで本研究では，フランカー課題と感情サイモン課題を用いることで，接触した刺激に対して

直接好意度の評定を求めない実験パラダイムを開発することを目的とした． 
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P4-01  後続動詞の予測時における行為・文適合性効果の検討 

東京大学大学院教育学研究科   石幡 愛 
 
オンラインの文処理時に，後続情報を予測していることが示唆されている．また，知覚・動作表象

が活性化すると言われており，それを支持する現象が，文中の動作方向と反応方向が一致する時，反

応が促進されるという行為・文適合性効果である．言語の心的シミュレーション説に従えば，目的語

から動詞を予測することは，オブジェクトに対する動作プランニングに対応すると考えられ，動詞を

予測しただけで動作表象にアクセスしている可能性がある．そこで，目的語から動詞を予測できる状

況で，目的語処理直後に，予測される動詞の方向と実際の反応方向の適合性効果が生じるかどうか検

討した．しかし，目的語と反応シグナルの SOA が 0ms の時は適合性効果が生じなかった．これは，
予測が注意の方略的配分を要するプロセスで，処理時間を要するためかもしれない．そこで，今回は

SOAを操作し，適合性効果が生じるか検討した． 
 
 
P4-02  手続き的説明文の理解に読文目標と実演が与える影響 

日本大学大学院文学研究科   望月 正哉 
日本大学文理学部    内藤 佳津雄 

 
本実験では手続き的説明文の理解に読文目標と説明内容の実演がどのような影響を与えるのかにつ

いて検討した．参加者はそれぞれ異なる読文目標（再生目標／実行目標）が与えられ，2 つのマニュ
アル文章をそれぞれ異なる読文条件（実演あり／なし）で読んだ．マニュアル文章の読文後，提示文

章の再生課題と実行課題を行った．その結果，再生目標群は再生課題の成績が，実行目標群は実行課

題の成績が促進された．一方，実演は再生目標群のみに影響がみられ，実行課題の成績が促進された．

これらの結果から，読み手は与えられた目標に最適な文章表象を構築できるような読み方をしている

ことが示唆された．また，実演の有無は，再生目標群が構築するテキストベースを中心とした文章表

象に影響を与えることが示唆された． 
 
 
P4-03  説明文理解に対する表象形成の効率性と保持容量の影響 

名古屋大学大学院環境学研究科   池田 賢司 
名古屋大学大学院環境学研究科   北神 慎司 

 
本研究では，説明文理解において状況モデル形成の効率性，テキストベース形成の効率性及び保持

容量がどのような影響を及ぼしているかを検討し，さらに，読解時に，認知負荷が課せられることで

説明文理解に及ぼす影響にも変化が起こるかを検討した．本研究の結果，第一に，状況モデル形成の

効率性が低群は，認知負荷がある場合，文章理解成績が低下することが示された．第二に，テキスト

ベース形成の効率性が低群は，文章理解成績が低下することが示された．さらに，保持容量は負荷あ

り条件では，文章理解成績が低下することが示された．この結果から，保持容量よりもテキストベー

スや状況モデルの形成の効率性が，説明文理解には重要であることが示唆された．さらに，説明文理

解には，テキストベースを効率的に形成することが重要であることが示唆された．しかし，認知負荷

が課せられた場合，状況モデル側からのアプローチも必要となると考えられる． 



P4-04  文章理解を補助する図解の作成過程についての予備的検討  
―熟達者と初学者の比較― 

城西大学      鈴木 明夫 
   実践女子大学     粟津 俊二 
 
文章理解を補助する図解の作成過程に違いは存在するのかを検討した．具体的には北極ぐまの生態

についての同一の説明的文章について，図解作成のエキスパートと非エキスパートに，文章の読み手

の理解を補助促進するように，文章内容を良く表わす図解の作成を求め，課題遂行中に，思考発話プ

ロトコール分析を行った．実験の結果，エキスパートと非エキスパートでは図解作成において４つの

異なる過程が確認された．その違いとは，エキスパートは非エキスパートに比べて，1）図解すべき情
報など図解する内容について思考が多い，2）図に含まれる要素の配置など図解の表現についての思考
が多い，3）複数種類の図解フォーマットが見られた，4）文章理解用の下書きと図解作成用の下書き
が異なる，という４点である． 
 
 
P4-05  日本語リーディングスパン・テストにおける得点化方法と信頼性の検討 

長崎県立大学     大塚 一徳 
広島大学大学院教育学研究科   宮谷 真人 

 
本研究は，日本語リーディングスパン・テスト（苧阪,2002）における４つの得点化方法について検

討し，その信頼性について検討を行った．その結果，Friedman & Miyake(2005)による英語版リーディ
ングスパン・テスト（Daneman & Carpenter,1980）の分析と同様に，総正再生数と総正再生率という得
点化方法がもっとも連続的で正規化された指標であることが示された．さらに，４つの得点化方法に

ついて再テスト法とアルファ係数による信頼性の検討を行った．その結果，Friedman & Miyake(2005)
と同様に，総正再生数と総正再生率による得点化の信頼性が示された．これらの結果をもとに，日本

語リーディングスパン・テストにおける得点化方法とそれをもとにした分析方法について検討を行っ

た． 
 
 
P4-06  言語からの虚偽検出: 形態素解析とＣＢＣＡの判別力の比較 

東北大学大学院文学研究科   佐藤 拓 
東北大学大学院文学研究科   仁平 義明 

 
言語からの虚偽検出の方法は大別すると 2 つに分けられる．1 つは，言語の形態的側面に注目し，

ある機能を担う言葉がどの程度を含まれているかを定量的に分析する方法である．もう 1つは，意味
的側面に注目する方法であり，真偽判断の基準に合致するかどうかを質的に分析するものである．本

研究では，日本語形態素解析システム「茶筌」（松本他，2003）を用いて，真実と嘘の陳述の形態的特
徴を検討した．その結果，嘘の陳述は，真実の陳述よりも代名詞，接続詞，行為動詞（e.g., 歩く），
曖昧語（e.g., 少し）の含有率が高く，名詞や数表現の含有率は低かった．判別分析を行ったところ，
87.2％の陳述（真実 94.4％，嘘 81.0％）を判別できた．また，本研究では，上記の形態素解析と，先
行研究で有効性が確認されている質的分析法（Criteria-Based Content Analysis: CBCA) の判別力の比較
も行った． 
 
 
 



P4-07  強調語が利他的ウソの社会的機能に及ぼす影響 
東北大学大学院文学研究科   菊地 史倫 
東北大学大学院文学研究科   佐藤 拓 
東北大学大学院文学研究科   阿部 恒之 

 
本研究は日常的な葛藤状況において，情報の質（真実・ウソ）・修辞法（強調語あり・強調語なし）

が発言内容の評価に与える影響を検討した．120 人の専門学校生は，他者の新しい服装について感想
を求められるというシナリオを読んだ．提示されたシナリオにおいて，参加者は他者の新しい服装を

似合わないと思う状況が設定されていた．参加者は自分の感想によって他者がどの程度傷つくか，他

者とどの程度言い争いになるかなどについて評定した．その結果，真実を伝えるよりもウソを伝える

方が他者を傷つけず，言い争いが起こらないと評価された．また真実を伝えるときは強調語が他者の

傷つきと言い争いを増強させると評価された．その一方で，ウソを伝えるときには強調語は他者の傷

つきと言い争いに影響を与えないと評価された．これらの結果から，強調語の有無に関わらず，利他

的なウソは社会的潤滑油として機能する可能性が示唆された． 
 
 
P4-08  談話処理が文の曖昧性解消に及ぼす効果 

武庫川女子大学     井上 雅勝 
 

(1)「警官が一緒に犯人を捕まえた男性を…」といった主節／関係節曖昧性をもつ文で，「(Xと)一緒
に」のような指示対象 Xを要求する句が含まれる場合，Xには先行する「警官」が割り当てられやす
い．このため「捕まえた」の行為者格には後続の別要素が期待され，関係節主要部「男性」では再解

釈に要する処理負荷が小さくなる（井上, 2007）．本研究では，「捕まえてくれた」のような話者に視点
がおかれやすい視点動詞を用いた場合，Xに「話者」が割り当てられやすくなるため，むしろ主節解
釈が選好されやすくなり，(1)と比較して「男性に」の再解釈に要する処理負荷が増加すること，さら
に，(2)「警官が一緒に犯人を捕まえた/捕まえてくれたので」という補文では，処理負荷の傾向が逆転
することを見いだした．こうした談話処理の相互作用が文の曖昧性解消に影響することを，self-paced 
reading法にもとづく実験により明らかにした． 
 
 
P4-09  日本語意味処理に関わる ERPの幼児期における発達的変化と英語活動の影響  

東北大学大学院文学研究科   鈴木 結花 
(独)科学技術振興機構 社会技術研究開発センター 
東北大学大学院文学研究科・日本学術振興会 柴田 寛 
東北大学大学院文学研究科   福光 優一郎 
(独)科学技術振興機構 社会技術研究開発センター 
東北大学大学院文学研究科   小泉 政利 
(独)科学技術振興機構 社会技術研究開発センター 
東北大学大学院文学研究科   行場 次朗 
(独)科学技術振興機構 社会技術研究開発センター 萩原 裕子 
首都大学東京 大学院人文科学研究科  

 
日本語の意味逸脱処理に関わる事象関連電位（ERP）の発達的変化および英語活動の影響について，
日本語を母語とする幼稚園年少と年中の幼児を対象に縦断的に調べた．意味的に逸脱した文と逸脱し

ていない文を聞いたときの ERPを測定した結果，意味処理に関連する N400が年少児と年中児の両群



で観察された．N400の潜時は年中児の方が年少児よりも短く，頭皮上分布は年少児で左寄りであるの
に対して年中児では右寄りであった．意味処理に関連し，これまで幼児では出現が報告されていない

後期陽性成分（LPC）が年中児においてのみみられた．英語活動の頻度と N400 との関連では，頻度
高群の方が低群よりも年少児では広い頭皮分布を示し，年中児では頻度高群の方が低群よりも潜時が

短かった．本研究の結果から，就学前児の母語の意味処理に関わる ERP成分が，時間帯および頭皮上
分布において発達にともなって変化し，幼稚園における非母語（英語）活動も ERP成分に影響をおよ
ぼす可能性が示唆された．  
 
 
P4-10  人物への注意が大人の心の理論パフォーマンスに及ぼす影響 

京都大学大学院教育学研究科   前原 由喜夫 
京都大学大学院教育学研究科   齊藤 智 

 
自分や他者の思考や感情を推し量る能力「心の理論」は，4 歳頃から成熟することが知られている

が，大人であっても他者の心的状態を推測する際にはさまざまな制限がある．例えば，あと知恵バイ

アスのように自分の知識を相手に過剰帰属し，自分と相手の知識が同じだと錯覚してしまうと，相手

の知識状態の公正な判断はできなくなる．しかし，心的状態を推測すべき相手に十分な注意を向ける

よう喚起されたときには，自分の知識にバイアスされた判断（知識バイアス）は消失するかもしれな

い．本研究では，大学生を対象にして，大人向け心の理論課題の登場人物の行動を推測するとき，そ

の登場人物に対する注意が喚起されている状態では知識バイアスが発現しなくなるか否かを調べた．

その結果，登場人物の存在が強調されていようがいまいが，知識バイアスは消失しないことが示され

た．この結果は他者の心的状態の推測における知識バイアスの頑健性を示唆している． 
 
 
P4-11  オノマトペによる笑い表現は 1次元か 

筑波大学     生駒 忍 
 
笑いのオノマトペ（擬声語）は，笑い声と笑い感情との 2つの側面を表現することができる．本研

究では，マグニチュード推定法によって両者を定量的に測定し，それらの構造についても検討した．

大学生・大学院生 23名に，笑いを表現するオノマトペの 2側面それぞれの程度を，「ゲラゲラ」を基
準刺激として評定させた．各オノマトペが表現している強度については，2側面とも矢口(2007)が一対
比較法の変法で測定したものと類似しており，2 側面の間で順序の不一致が認められた．適合度等か
らは，笑い声の大きさは 1次元ともみなせるが，笑い感情の強さは 1次元ではないことが明らかにな
った．笑いの感性評価においてオノマトペを用いる際には，これらに留意するべきであろう． 
 
 
P4-12  オノマトペによる共感覚的表現についての検討 

法政大学大学院人文科学研究科   矢口 幸康 
 
我々は，日常の会話場面で音や物の動きや状態を相手に伝えるために，オノマトペと呼ばれる独特

の表現法をもちいる．近年，このオノマトペが測定場面での反応語としてもちいられている．しかし，

オノマトペは属する五感によって語彙に偏りがあり，オノマトペを用いて表現する際には，モダリテ

ィが異なる修飾語と被修飾語を組み合わせた共感覚的表現が必要となる．本研究では，オノマトペに

よって五感を代表する名詞を修飾する共感覚的表現（例：『キラキラ』した『におい』）の理解可能度

の評価を参加者に求めた．結果として，理解可能な修飾方向について，一般形容詞による共感覚的表



現と似た傾向がオノマトペにおいても確認された．さらに，オノマトペ独自の組合せとして，一般形

容詞では確認されなかった味覚から触覚への修飾方向もみられた．この結果から，オノマトペを反応

語として用いる際に共感覚的測定も可能であることが示唆された． 
 
P4-13  断りを入れても短所は隠せない  

－逆接表現が人物の具体的特徴の好ましさに及ぼす影響－ 
筑波大学     井関 龍太 
筑波大学     菊地 正 

 
“和也は知ったかぶりをするが，欲がない”のように，逆接表現を伴う節の中でネガティブな特性

に言及すると，順接表現で表現した場合（“～知ったかぶりをし，～”）よりも，人物に対する好まし

さの評価が高くなることがわかっている．文中で言及される特性の内容は接続表現のタイプを通して

同一であったので，評価の違いは各表現が促す談話焦点の違いから生じるものと考えられる．本研究

では，談話焦点の効果の所在を明確にするため，逆接表現の中で言及される特性の評価を調べた．こ

の目的のため，人物全体の好ましさではなく，具体的な特徴の好ましさについての評定を求めた．実

験の結果，ネガティブ特性，ポジティブ特性ともに，逆接表現を用いた場合に好ましさの評価が高く

なるといったパターンは見られなかった．一方，特性への言及順序の効果が見られ，後の方に言及し

た場合に特性の価がより強調されることが明らかになった． 
 
P4-14  大学生の携帯電話による情報探索過程 

メディア教育開発センター・総合研究大学院大学 高橋 秀明 
メディア教育開発センター・総合研究大学院大学 三輪 眞木子 

 
大学生１４名を対象にして，まず，就職活動に関する情報探索をＰＣを用いてｗｅｂによって２０

分ほど行うことを求めた．その際に，被験者の視線移動を測定するとともに，ｗｅｂでの検索過程を

記録した．その後，視線移動が記録されたビデオテープを見ながら，その時々で考えていたことにつ

いて，半構造化インタビューを行った．休憩後，携帯電話を使用して，大学生が設定したテーマで１

０分ほど情報探索することを求めた．その後，同じように視線移動が記録されたビデオテープを見な

がら，インタビューを実施した．本論では，この携帯電話端末を使用した情報探索過程を記述した．

大学生によって設定されたテーマ，情報探索過程，その後のインタビュー結果をあわせて分析した． 
 
 
P4-15  文中エラー発見におけるバイリンガルと母語話者，学習者の比較 

千葉大学文学部     田中 望 
千葉大学文学部     伝 康晴 

 
本研究では，バイリンガルの言語能力や言語処理について，母語話者，学習者と比較し，実験的に

検討した．参加者は英語と日本語のバイリンガルで，比較のため，英語を学習する日本語母語話者，

日本語を学習する英語母語話者を，母語話者群・学習者群として設定した．実験は，それぞれ，日本

語と英語の両方でおこなった．刺激は，文法的，あるいは語彙的エラーのいずれかを 1ヶ所含む短文
16 文を使用し，フィラーとしてエラーを含まない文 32 文を使用した．刺激は，ランダムな順番で 1
文ずつ 2秒間呈示され，参加者は，その文が日本語，あるいは英語として正しい文であるかどうかを
判定した．学習者は語彙，母語話者は文法により重みをおいた処理をし，バイリンガルは両言語にお

いて母語話者に類似した処理をしていると予想した．結果をもとに，バイリンガルの言語能力や処理

について考察した． 



P4-16  聴覚性の直接プライミングが劣化した音声単語の同定に及ぼす影響 
同志社大学     佐々木 康成 
同志社大学     村尾 真佳 

 
本研究では，周波数解像度を劣化させた親密度の異なる単語の知覚に及ぼす聴覚性の直接プライミ

ングの効果を検討した．実験 1 では，学習期に原音声をヘッドホンより呈示し，1 週間後に劣化音声
に対する聴覚性の単語同定課題を行った．実験 2では，実験参加者はスピーカから提示される音声刺
激で一斉にテストされ，また単語同定課題は学習期の 10分後に行った．結果として，どちらの実験に
おいても，親密単語と非親密単語の両方で学習項目の成績が有意に高かった．このことから，聴覚性

のプライミング効果は，単語の意味的な情報よりもむしろ，音響的特徴や音声パタンのような知覚的

情報にもとづいていることが示された．本研究で得られた知見は，日常生活における音声コミュニケ

ーションなどにおいて，聴覚的な潜在記憶が音声知覚に寄与している可能性を示唆している． 
 
 
P4-17  日本語発話時におけるメンタルシラバリーへのアクセスについて:  

音節頻度効果を利用した発話産出実験による検討 
中央大学     鈴木 宏幸 
中央大学     兵藤 宗吉 

 
欧米言語を中心として提案された発話産出モデル（Levelt et al.,1999）では，発話産出の過程におい
て構音運動プログラムへのアクセスが想定されている．この運動プログラムは，実際の構音に関する

音節の動作情報から成り立っているとされており，メンタルシラバリーと呼ばれている．メンタルシ

ラバリーについては，語頭音節の頻度効果を利用した実験から検討が行われており，その実在性が示

されている（Cholin et al.,2006）．本研究では，このメンタルシラバリーへのアクセスが日本語のよう
な音節の構音動作の種類が少ない言語でもみられるのかについて，Cholin et al.（2006）の実験に基づ
き検討を行った．日本語の話し言葉における音節の頻度を調査し，発話産出実験を行った結果，音読

潜時には語頭音節の頻度の影響が見られなかったが，スピーチ・エラーに関しては語頭音節の頻度の

影響が見られた． 
 
 
P4-18  日本語の単語認知における意味活性化と眼球運動 

信州大学人文学部    今井 章 
信州大学人文学部    藤江 順子 

 
日本語ターゲット語の認知において，単語と意味的，形態的に関連のある画像が注視されるどうか

を眼球運動を測定して検討した．ターゲット語と意味的に関連する具象語を表す画像(実験１)と，形
態的に類似する具象語を表す画像(実験２)を提示し，それらの画像に対する固視時間を測定した．そ
の結果，ターゲット語と意味的に関連する画像への固視時間が有意に増大し，単語認知過程における

意味活性化の過程が眼球運動に反映されることが実験１において示された．実験２では，形態的に関

連する画像への固視時間は無関連画像に対する固視時間とは差が認められず，形態的類似性による意

味の活性化は生じなかったことが示唆された．また，ターゲット語の表記形態(漢字／仮名)の違いは
固視時間に影響しなかった．表記の親近性の高い単語をターゲット語として用いていたことから，表

記頻度の高い仮名表記語は，漢字表記語と同様に処理されていたことが示唆される． 
 
 



P4-19  数字の意味アクセスに関する単語認知モデルからの検討 
千葉大学大学院自然科学研究科   佐久間 直人 
京都女子大学発達教育学部   御領 謙 
千葉大学文学部     木村 英司 

 
数の認知に関し，表記や課題に関係なく生じる意味の自動活性が処理の特殊性として論じられるこ

とが多い．本研究では日本語表記の特殊性に着目し，アラビア数字と漢数字および平仮名表記の数字

を混ぜて用いた異同判断課題時に意味の効果が生じるかを調べた．Dehaene & Aknavein (1995)のパラ
ダイムを利用し，同時に瞬間呈示される２つの数について，判断の基準が意味的な異同である課題と

物理的な異同である課題を行った．その結果，仮名同士の比較条件および物理マッチング課題時の混

合表記条件では意味の自動活性を示すディスタンス効果が生じなかった．仮名条件での心的過程は数

処理に関する従来の見解とは異なり，音韻に依存したと考えられる．本研究の結果は認知神経心理学

的な言語認知モデルで説明可能であり，数処理の特殊性とされていた現象の一部を，表意文字と表音

文字の言語認知処理における特徴として解釈することができる． 
 
 
P4-20  単語完成課題を用いた交差プライミング現象の生起に関する検討  

―符号化条件とテストリスト構成を操作して― 
中央大学大学院文学研究科   浅野 昭祐 
中央大学文学部     兵藤 宗吉 

 
データ駆動型の潜在記憶課題において，学習-テスト刺激間の物理的特徴が全く異なる場合であって

も（e.g., 画像-単語），有意なプライミングが得られる事がある．このような現象は交差プライミング
現象とよばれる．本研究は単語完成課題のテストリスト構成を操作する事によって，課題遂行時に利

用される概念駆動型処理の相対的重要度を操作し，交差プライミング現象の生起要因について検討を

行った．第 1実験では，呈示された線画に対して命名する符号化処理が行われた．第 2実験では，そ
れに加え，命名された名前（単語）を視覚的にイメージする符号化処理が行われた．その結果，第 1
実験では交差プライミングが得られなかったが，第 2実験では交差プライミングが得られた．両実験
においてテストリスト構成の影響は見られなかった．本発表では，先行研究における結果パターンと

比較し，交差プライミング現象の生起要因に関する仮説を紹介する． 
 
 
P4-21  フレーミング効果における再考の効果 

東京大学人文社会研究科    杉本 崇 
 
推論の二重プロセス理論の立場から，問題を熟考した際にフレーミング効果が消失するか否かとい

う問題を検討する研究が近年盛んに行われている．しかしその結果は熟考によってフレーミング効果

が消失するという結果と熟考はフレーミング効果に影響しないという結果とに大きくばらついており，

一致していない．この研究では被験者の熟考の度合いの操作方法として被験者の思考時間の大小とい

う要因を取り上げ，一度短い思考時間で回答した被験者が再度長い時間思考することによってフレー

ミング効果を克服できるかという問題を検討した．その結果，初めに１０秒の回答時間を与えられ，

その後１０秒で再考する条件ではどちらの回答でも強いフレーミング効果が観察されたが，初めに１

０秒の回答時間を与えられ，その後五分の再考時間を与えられた条件では初めの回答では強いフレー

ミング効果が観察されたが，再考した回答ではフレーミング効果は消失した． 
 



P4-22   (移動)  
 
P4-23  二者択一課題における意思決定  ―意思決定理由と性格特性との関連― 

筑波大学大学院人間総合科学研究科  三好 一英 
 
モンティーホールジレンマに関する研究は，なぜ規範解を導くことに失敗するのかといった規範解

を得ることの難しさに関する研究がこれまでは主流であったが，近年，どうすれば規範解を導けるよ

うになるかという認知支援研究や，規範解を導くことの成功／失敗を分ける要因は何かの探索に研究

の方向がシフトしつつある．しかし，依然として規範的なベイズの定理に基づく確率判断は困難であ

り，最終的な意思決定には心理的側面の与える影響が強い．そこで本研究では，モンティーホールジ

レンマと表面的には類似しており，実験参加者の反応傾向がほぼ同じであるが，ベイズ推定を必要と

せず規範解も存在しない偽MHD課題(三好・若林・生駒, 2004)への反応を，意思決定理由，認知的熟
慮性―衝動性尺度，ユニークネス尺度との関連から検討した． 
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