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ご挨拶
Welcome Message

本年の第13回大会は東京大学で開催することになりました。本郷キャンパスに
ある文学部（人文社会系研究科）と教育学部（教育学研究科）のスタッフ，およ
び，東京大学の出身者が協力して準備を進めてまいりました。また，昨年，大会
を支える大学院生の組織「支援隊」が設立されましたが，この支援隊からも10名
ほどが準備委員会に加わっています。
会場としては，文学部の教室を使用いたします。教室のある法文一号館と二号
館は，関東大震災の後，大地震でも倒壊しないように設計された建物です。しか
し，先年の東日本大震災を受けて耐震診断をおこなったところ，充分に堅牢では
ないことが判明し，昨夏，大々的な耐震補強工事が実施されました。その結果，
建物の外観は変わっていませんが，内部に入ると，いろいろと変化が目につきま
す。中でも目立つのは水道管で，腐食していた水道管を更新する際，新しい水道
管を壁の内部に設置することができず，廊下の壁を水道管が走ることになってし
まいました。ほかにも，近年のIT化に伴って，ケーブル類の収められた何本もの
パイプが壁や天井を伝うことになり，設計者の内田祥三（安田講堂なども設計し，
後に東京大学の総長も務めた高名な建築家）のはじめの意図とは，大分違った建
物になってしまったように思われます。
そんなことも含めて，東京大学の「由緒ある建物」の現在をご覧いただければ
幸いです。古い建物ですので，国際会議場などで開催されてきた過去数回の大会
と比べると，いろいろな点でご不便をおかけすることになるかもしれませんが，
どうかご容赦ください。準備委員会としては，できるかぎり円滑な運営を心がけ
てまいります。

大会委員長
準備委員長
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市川伸一
高野陽太郎

タイムテーブル
Schedule at a Glance
7月4日（土） July 4 (Sat.)
8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

S-2 13:00~15:30
事実の調査ならびに
判断や意思決定を
支援する面接

S-1 9:30~12:00
１大 Hall 1

領域の創造性

２大 Hall 2

SS-1 9:30~12:00
記憶のエラーの
メカニズム

18:00

19:00

20:00

* O-2-1 はなくなりました。 なお，演題
O-2-1-5の発表はO-3-3-6に変更になり
ました。詳細は p. 7 をご覧ください。
* O-2-1 has been canceled. Oral
presentation O-2-1-5 has been moved to
O-3-3-6. See also p. 7.

O-2-1 *

O-1-1

212

17:00

13:00~14:30

214

O-1-2

O-2-2

13:00~14:30

15:40~17:10

O-2-3

312

15:40~17:10

215, 216
315, 316

P-1

（9:00~ ポスター掲示可 / Poster rooms open）

15:40~17:20

12:00~
理事会

219
山上会館

17:30~20:00
懇親会 Social

Sanjo Hall
クローク Cloak Room 9:00~20:30

113

休憩室 Common Room 9:00~17:30

217, 317
１号館１階 1F Bldg 1

受付 Registration 9:00~17:00

7月5日（日） July 5 (Sun.)
8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00
13:00~

S-3 9:30~12:00
１大 Hall 1

２大 Hall 2

総会

14:00

SW-1 9:30~12:00
How to コミュニケ－
ション研究

MW-1 13:50~16:20

217,317
１号館１階 1F Bldg 1

18:00

より良く暮らすために，
認知心理学ができること

O-3-1
16:30~18:00

O-3-2
16:30~18:00

O-3-3

312

113

17:00

S-4 13:50~16:20

アタッチメントとセクシャ
Member
リティの認知心理学
Meeting

214

219

16:00

視覚性ワーキング
メモリ研究の新展開

212

215, 216
315, 316

15:00

16:30~18:00
（9:00~ ポスター掲示可 / Poster rooms open）
12:00~
編集
委員会
クローク Cloak Room 9:00~19:00
休憩室 Common Room 9:00~18:30
受付 Registration 9:00~17:00
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P-2
16:30~18:10

19:00

20:00


南北線 東大前駅
Subway Namboku Line
Todai-mae Sta.

中央食堂入口（11～14時営業）
Entrance to Cafeteria (11:00~14:00)

法文１号館

法文２号館

Ho-bun Bldg.1

Ho-bun Bldg.2

SUBWAY
(Sat. 11:00~17:00)
Doutor Coffee
(Sat. 10:00~18:00)
(Sun. 11:00~17:00)

Starbucks
★ (9:00~20:00)
★
CVS

★

CVS

正門
Main Gate

安田講堂
Auditorium

★
郵便局
Post Office
★
本郷通り Hongo-dori (Route 17)

生協売店（10～17時）
Co-op Store (10:00~17:00)

山上会館（懇親会会場）
Sanjo Hall (Social)

会場アクセスマップ
How to get to the venue
主会場は東京大学本郷キャンパス法文１・２号館です。
受付は法文１号館１階にございます。

CVS

- 地下鉄丸ノ内線・大江戸線
赤門
Akamon
(The Red Gate)

マクドナルド
McDonald’s
★

- 地下鉄南北線

- Subway Namboku line Todai-mae station (N12), 10 min
walk

E
exit 4

exit 3

CVS

徒歩10分

- Subway Marunouchi line / Oedo line Hongo-sanchome
station (M21/E08), 10 min walk

※駐車スペースはありません。No parking available.

春日通り Kasuga-dori

E

徒歩10分

Ho-bun Bldg. 1 & 2, Hongo Campus, The University of Tokyo
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo
Registration desk will be on the first floor of Ho-bun Bldg 1.

★ Starbucks

交番
Police Box

東大前駅

本郷三丁目駅

E

M

東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅
Subway Marunouchi Line Hongo-sanchome Sta.

E

都営大江戸線 本郷三丁目駅
Subway Oedo Line Hongo-sanchome Sta.

exit 5
CVS

CVS

コンビニエンスストア
Convenience Store
喫煙所
Smoking Area

M
exit 2
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法文１号館 Ho-bun Bldg 1
受付・口頭発表・ポスター発表・休憩室・クローク
Reception, Oral, Poster, Common Room, Cloak Room
■ 大会参加受付について/ Registration

口頭 O-2-3, O-3-3

- 両日とも 9:00~17:00です。Registration desk is open 9:00~17:00.

3F

312

- 受付は法文１号館１階，自動ドア正面です。Registration desk
is on the first floor of Ho-bun bldg 1 (across the automatic door).

Oral 3

315

- 予約参加の方は参加証と領収書をお受け取り下さい。論文集
の購入を予約された方は論文集もお受け取り下さい。Earlybird
registered attendees: Say your name, receive your badge and receipt.
Also receive a printed program book if you have ordered.

EV

Poster
32~50

316

- 当日申込の方は参加費をお支払下さい。ご希望の方には論文集
の当日販売もいたしますが，売切の際はご容赦下さい。On-site
On-site
registration: Pay the fee in cash, receive a badge and receipt. You
may purchase a printed program book if surplus books are available.

Poster
51~62
317
休憩室
Common Room

■ クローク（113）/ Cloak room (113)

口頭 O-1-2, O-2-2, O-3-2

- 土曜 (Sat.) 9:00 ~ 20:30, 日曜 (Sun.) 9:00 ~ 19:00
口頭 O-1-1, O-2-1, O-3-1

2F

214

212

Oral 2

Oral 1

215

■ 休憩室（217, 317）/ Common rooms (217, 317)
- 土曜 (Sat.) 9:00 ~ 17:30, 日曜 (Sun.) 9:00 ~ 18:30
- 217ではウォーターサーバが，317ではwebブラウズ可能な端末
がご利用になれます。Drinking water is served in 217. Computers
(for web-browsing only) are available in 317.

EV

Poster
1~19

216
Poster
20~31
217

219
理事会
編集委員会

企業展示
Exhibition Booth

1F
113

EV

大会受付
Registration

入口
エレベータ
(Archade)

クローク
Cloak
Room

（アーケード）

休憩室
Common Room

- 休憩室では無線LANがご利用可能です。SSIDは JSCP-xx です。
パスワードはスタッフにおたずね下さい。ただし，容量は多
くありません。プログラム・抄録・発表デモなど必要なデー
タは事前にダウンロードしておくようお願いいたします。
Wireless internet access will be available in the common
rooms. SSID is “JSCP-xx”. Ask meeting staff for the
password. Please note that the capacity will be limited.
Attendees are encouraged to download any necessary
online materials (e.g., meeting program, papers, your
demos) beforehand.

お手洗（女性）

Women’s Restroom

喫煙所

4

Elevator
Men’s Restroom

スロープ
 正門 Main Gate

EV

お手洗（男性）
お手洗（車いす対応）

安田講堂・食堂

Auditorium, Cafeteria

Entrance

Accessible Restroom
Slope
Smoking Area

法文２号館 Ho-bun Bldg 2
シンポジウム・ワークショップ・総会
Symposium, Workshop, Member Meeting
Note

S-1, 2, 3, 4, 総会

2F

１大
Hall 1
1F

EV

２大
Hall 2

SS-1, SW-1, MW-1

安田講堂・食堂

Auditorium, Cafeteria

 正門 Main Gate
（アーケード）

1F

(Archade)

EV

2F

山上会館

Sanjo Hall

１大・２大への
エレベータ
Elevator to Hall 1, Hall 2

■ 昼食について/ Where’s lunch?
- 生協中央食堂（安田講堂前地下）が11～14時営業しています。
その他キャンパス内飲食店・売店については，アクセスマッ
プのページをご覧ください。
Cafeteria (B1F, in front of the auditorium) will be open 11:00~14:00.
You will also find some cafes and stores on campus; see the “How to
get to the venue” page.
- 本郷通り沿いにも飲食店が多数ございます。
If you go off the campus, you may find many small but nice restaurants, cafes, ramens, etc. along Hong-dori street.
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発表者へのご案内
For Presenters
■ Oral presentations

■ 口頭発表
- 発表時間は，質疑応答 3 分を含めて 15 分です。

- Each presentation must be within 15 minutes, including
3 minutes of discussions.

- 発表会場では，プロジェクターとスピーカーを
PC に接続して使用することができます。プロ
ジェクターへの接続は D-sub 15ピン（アナログ
VGA）です。変換ケーブルが必要な方はご自身
でご用意ください。

- Projector and loudspeakers are available in all rooms.
Interface to the projector is DE-15 (analog VGA). Bring
your own adapter cable if necessary.
- Please bring your own PC. As a backup, standby PC
(Windows PC with PowerPoint) will be prepared in all
rooms.

- PC は各自でご用意ください。準備委員会では予
備のPC（Windows, PowerPointインストール済）
を各会場に1 台用意いたします。

- Please verify your PC’s connection with the projector
prior to the beginning of the session.

- セッション開始前までに必ずプロジェクターと
の接続確認を行ってください。

- If you plan to give out handouts, prepare it yourself.
We do not accept any request for copying.

- 資料の配布を希望される方は，各自でご用意い
ただき，発表前にご自身で配布をお願いします。
事前の預かり及び大会事務局でのコピーは致しか
ねますのでご了承ください。

■ Poster presentations
- Each poster board is 90 cm W×210 cm H. Pushpins
are provided at your board.

■ ポスター発表

- Presenting authors are asked to put on badge ribbon.
Receive the ribbon at poster registration desk.

- ポスターボードは横 90 cm×縦 210 cmです。ピ
ンは各ボードに備え付けてあります。

- The poster rooms will open at 9:00. Authors must post
their posters in prior to the beginning of poster session.
Please remove your poster immediately after the session.

- 発表者はポスター会場受付でリボンを受け取り，
発表中は着用して下さい。
- ポスター会場は朝9時に開きます。遅くともセッ
ション開始までにはポスターを掲示して下さい。
セッション終了後は速やかにはがして下さい。
- 在席責任時間：
P1 -奇数, 15:40 ~ 16:10
P2- 奇数, 16:30 ~ 17:20

- Author present time:
P1-odd number, 15:40 ~ 16:10
P1-even number, 16:10 ~ 17:20
P2-odd number, 16:30 ~ 17:20
P2-even number, 17:20 ~ 18:10

P1- 偶数, 16:10 ~ 17:20
P2 -偶数, 17:20 ~ 18:10

■ Presentations in English
■ 英語での発表について

- O-2-1 and O-3-3 are English oral sessions. All
presentations and discussions should be in English.

- 口頭英語セッション（O-2-1, O-3-3）では，発表
時間内は質疑応答も含めて英語でお願いします。

- If the speaker receives a question in Japanese, please
lead the questioner to be aware that it is an English
session, then answer in English.

- 発表者は，日本語での質問を受けた場合にも，
英語セッションであることを質問者にご理解いた
だき，英語での受け答えをして下さい。

- For English posters, within the author present time,
presentations and discussions must be in English.

- 英語ポスターの発表は，在席責任時間内は質疑
応答も含めて英語でお願いします。

- English oral/poster presentations are eligible for JSCP
2015 Presentation Award for Distinguished Internationality. Both presentation and discussion will be reviewed.

- 質疑応答を含め，大会優秀発表賞国際性評価部
門の審査対象となります。

■ JSCP2015 Presentation Award

■ 大会優秀発表賞
- 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。

- Every oral/poster presentation is eligible for the JSCP
2015 Presentation Award.
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優秀発表賞推薦のお願い
JSCP2015 Presentation Award
日本認知心理学会会員の方は，優秀発表賞の推薦ができます。受付でお渡しする推薦用紙に記入の上，会場受付の推
薦箱にお入れ下さい。優秀発表賞には新規性部門，技術性評価部門，社会貢献度評価部門，発表力評価部門，国際
性評価部門，総合性評価部門があります。詳しくは推薦用紙をご覧ください。
Any JSCP member may vote for the JSCP2015 Presentation Award. It has six categories: Award for Novelty and
Creativity, Award for Methodology and Techniques, Award for Contribution to Society, Award for Good Presentation
Skill, Award for Distinguished Internationality, and Award for Integrity. Voting sheet will be provided at the registration
desk. For details please see the voting sheet.

プログラム変更のお知らせ
Change of Program
■ 以下の発表は取り下げとなりました。Withdrawn presentations:
[O-2-1-1] Emotion-Detection based on the Facial Expression
Bia Kim,○Myeongok Shin, Yunkyoung Kim, Yoonkyoung Lee, Hyunjung Shin （Department of Psychology, Pusan
National University）
[O-2-1-2] Influences of the Current Mood State on the Perception of Emotional Faces in Group
Donghoon Lee,○Sewon Kim, Jeongsoo Lee （Department of Psychology, Pusan National University. Busan, Korea）
[O-2-1-3] Self-Serving Attribution Bias and Emotion
○Sunam Lee, Myeongok Shin, Hyunjung Shin, Bia Kim （Pusan National University Department of Psychology
ABD）
[O-2-1-4] Materialism, Well-Being, and Locus of Control
Bia Kim,○YoonKyoung Lee, GoEun Lee, HyunJung Shin （Department of Psychology, Pusan National University）
[P-2-27] The Relationship Between Older Drivers’ BIS/BAS and Life Satisfaction: Mediating Effects of Mobility and
Affectivity ◆
○Joo Mijung1, Lee Goeun2, Kim Bia2, Shin Hyunjung2, Lee Jaesik2（1.Institute for Social Science Research, Pusan
National University, 2.Department of Psychology, Pusan National University）
[P-2-29] The Time perspective and Well-being : Korean studies
Shin HyunJung,○Lee GoEun, Joo Mijung, Jung Minsoo, Kiｍ Bia （Pusan National University department of
psychology）
■ 以下の発表は発表日時が変更されています。 Schedule change:
[O-2-1-5] Individual differences in working memory capacity of older adults on use of touch interfaces
○Kazunori Otsuka1, Makoto Miyatani2 （1.University of Nagasaki, 2.Hiroshima university graduate school）
は，口頭セッションO-2-1（7月4日 15:40～17:10）に予定されていましたが，口頭セッションO-3-3（7月5日 16:30～18:00）
に移動となりました。新しい演題番号はO-3-3-6です。
The presentation O-2-1-5, previously scheduled in the oral session O-2-1 (July 4, 15:40~17:10), has been moved to O-3-3
(July 5, 16:30~18:00). Its new ID is O-3-3-6.
なお，口頭セッションO-2-1はなくなりました。 The oral session O-2-1 has been canceled.
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୰࡛Ⓨࡉࢀࡿࠋᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣ㸪ࢹࢨࣥ㸪ⱁ⾡㸪⛉Ꮫ➼ࡢ⌧ᐇࡢ㐀㡿ᇦࢆྲྀࡾ
ୖࡆ㸪◊✲⪅ࡸᐇ㊶⪅ࡼࡿሗ࿌㡿ᇦᶓ᩿ⓗ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇࡼࡗ࡚㸪㐀ᛶ◊✲ࡢ
᪂ࡓ࡞ᒎ㛤ࢆᶍ⣴ࡍࡿࠋ
 ලయⓗࡣ㸪ᗈ࿌ࡢ⌧ሙࡢ㐀య㦂㸦బ⸨ኟ⏕Ặ㸧㸪⛉ᏛⓗⓎぢ㛵ࡍࡿ᭱㏆ࡢ◊✲▱
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࣭బ⸨ኟ⏕ 㸡㸦HAKUHODO THE DAY, executive creative director㸧
What is the IDEA for?
࣭ΎỈᆅ 㸦ᮾிᏛ㸧
ࢫࢺ࣮ࣜࢺࢲࣥࢫ࠾ࡅࡿ㐀ᛶ㸸࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡼࡿ᥈⣴ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ
࣭୕㍯ஂ 㸡㸦ྡྂᒇᏛ㸧
Ⓨࡢ㌿ —Simulated Scienceࣉ࣮ࣟࢳ
ᣦᐃウㄽ
࣭ᒣෆಖ 㸡㸦㜰Ꮫ㸧
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[S2] ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 2㸸グ᠈
ࠓ♫㐃ᦠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠔ
᪥㸸7 ᭶ 4 ᪥(ᅵ) 13:00 ࠥ 15:30
ሙᡤ㸸ἲᩥ 2 ྕ㤋 (1 )

ᐇࡢㄪᰝ࡞ࡽࡧุ᩿ࡸពᛮỴᐃࢆᨭࡍࡿ㠃᥋
࣮ ฮ௳࣭ᐙ௳࣭ᨾㄪᰝ࠾࠸࡚࣮

⏬࣭ྖ㸸௰┿⣖Ꮚ㸦ᾏ㐨Ꮫ㸧


ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᴫせ

㏆ᖺࡢ㠃᥋ἲ◊✲ࡣ㸪グ᠈ࢆởᰁࡋ㸪ㄏᑟ࣭ᬯ♧࡞ࡿࡼ࠺࡞㉁ၥࢆ㑊ࡅࡿ࠸࠺ࡔࡅ࡛
࡞ࡃ㸪⿕㠃᥋⪅ᑐࡋ㸪㠃᥋ࡢᯟ⤌ࡳࡸ⣙᮰ࢆఏ࠼㸪ࡁࡣሗ࿌ࡢ᪉ࢆࢺ࣮ࣞࢽࣥ
ࢢࡋ㸪✚ᴟⓗ࡞グ᠈᳨⣴ࡸ㸪ṇ☜ࡓࡃࡉࢇヰࡑ࠺ࡍࡿែᗘࢆᙉࡍࡿࡇࡢ㔜せᛶࢆ
♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ࠸ࡘ࡛ࡋࡓ㸽ࠖ̾ࠕۑ᭶ۑ᪥ࠖ
㸪
ࠕࡇ࡛ࡋࡓ㸽ࠖ̾ࠕࠖۑۑ
㸪
ࠕㄡ࡛ࡋࡓ
㸽ࠖ̾ࠕࠖۑۑ㸪⪺ࡁࡓ࠸ࡇࡔࡅࢆ୍ၥ୍⟅࡛⫈ྲྀࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡲࡎࡣ㸪⿕㠃᥋
⪅⮬Ⓨⓗ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࢆ⮬⏤ሗ࿌࡛ヰࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡛㸪㠃᥋⪅ࡢ௬
ㄝ࡞ࡗࡓሗࡶᚓࡽࢀ㸪ⓗ☜࡞ุ᩿ࡸពᛮỴᐃࡶྍ⬟࡞ࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ࡇ࠺࠸ࡗࡓ㠃᥋ἲࡢᕤኵࡣ㸪⌧ᐇࡢሙ㠃࡛ࡢࡼ࠺άࡉࢀᚓࡿࡢࠋᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
࡛ࡣ㸪ฮ௳㸪ᐙ௳㸪ᨾㄪᰝ➼ࡢሙ㠃࡛ࢆࡋ࡚࠾ࡽࢀࡿᑓ㛛ᐙࢆ࠾㏄࠼ࡋ㸪
ᚰ⌮Ꮫⓗ▱ぢࢆάࡋࡓ㠃᥋ἲࡢ⏝ࡸ㠃᥋⪅ᑐࡍࡿ◊ಟカ⦎ࡘ࠸࡚ࡈሗ࿌࠸ࡓࡔࡃࠋ


ヰ㢟ᥦ౪
ᒾబᙪ㸦㜰ᘚㆤኈ࣭ᘚㆤኈ㸧
 ࠕ⿕⪅᥋ぢ࠾ࡅࡿ㠃᥋ࡢᅾࡾ᪉ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ
ᚿ㈡⿱Ꮚ㸦ᮾிᐙᗞุᡤ࣭ᐙᗞุᡤㄪᰝᐁ㸧
 ࠕᐙ௳࠾ࡅࡿᏊࡶࡢ㠃᥋ࡢᵓ㐀ࠖ
⃝ᮌఙᾈ㸦ᾏୖಖᏳᗇ࣭ฮㄢฮ⏬ᣦᑟᐁ㸧
 ࠕṇ☜࡞ሗࢆᚓࡿࡓࡵࡢᾏୖಖᏳᐁࡢカ⦎㸦⿕⪅ࡢグ᠈ࡀၥ㢟࡞ࡗࡓ⯪⯧⾪✺
௳ࢆᩍカࡋ࡚㸧
ࠖ
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[S3] ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 3㸸ὀព࣭▱ぬ
᪥㸸7 ᭶ 5 ᪥(᪥) 09:30 ࠥ 12:00
ሙᡤ㸸ἲᩥ 2 ྕ㤋 (1 )

どぬᛶ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜ◊✲ࡢ᪂ᒎ㛤
⏬࣭ྖ㸸㰻ᮌ ₶㸦ி㒔Ꮫ㸧

ᴫせ
࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜ◊✲ࡣㄆ▱ᚰ⌮Ꮫࡢ୰᰾ࡢ୍ࡘࢆ࡞ࡍࠋࡑࡢ୰࡛ࠊどぬᛶ࣮࣡࢟ࣥࢢ
࣓ࣔࣜࡣࠊグ᠈◊✲⪅ࠊどぬ◊✲⪅ࠊ⚄⤒⛉Ꮫ◊✲⪅࡞␗࡞ࡿ⫼ᬒࢆᣢࡘ◊✲⪅ࡀ㛵ᚰ
ࢆᣢࡕࠊከࡃࡢ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋᚑ᮶ࡣࠊ⊂❧㐍ࢇ࡛ࡁࡓࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡢ㛫ࠊ᭱
㏆ὶࡢࡋࡀぢ࠼ࡘࡘ࠶ࡿࠋࡇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊ␗࡞ࡿ⫼ᬒࢆᣢࡘどぬᛶ࣮࣡࢟ࣥ
ࢢ࣓ࣔࣜ◊✲⪅ࡢ᭱᪂ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ▱ࡾࠊ㆟ㄽࡍࡿࡇࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᚋࡢ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࢆ
ᒎᮃࡍࡿࠋヰ㢟ᥦ౪⪅ࡢᆤぢࡣࠊど▱ぬ◊✲ࢆ⫼ᬒࡍࡿどぬᛶ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜ◊✲ࡢ
୰ᚰⓗ࡞ࢸ࣮࣐ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿᐜ㔞ไ⣙ࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋୖ㔝ࡣグ᠈◊✲ࡽࡢどぬᛶ࣮࣡
࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜ◊✲ࡢ୰࡛ࠊὀពグ᠈ࡢ┦స⏝ࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࠊィ⟬ᶵࣔࢹࣝ◊✲ࡶ
࠼࡚ヰ㢟ᥦ౪ࡍࡿࠋ⏫ἑᕝᓮࡣࡶࠊㄆ▱⚄⤒⛉Ꮫⓗ࡞どぬᛶ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜ◊
✲ࢆ⤂ࡍࡿࡀࠊ⏫ἑࡣどぬᛶ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜࡢ㉁㔞ᑐࡋ࡚⬻ࡢྛ㡿ᇦࡀᯝࡓࡍᙺ
ࠊᕝᓮࡣ┦ྠᮇ╔┠ࡋࡓ⬻ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ≉ᛶどぬᛶ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜࡢ㛵㐃ࠊ
ࡑࡢࣉ࣮ࣟࢳࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⫼ᬒࡶᡭἲࡶከᵝ࡞ㅖ◊✲ࡢ࡞ࡽ᪂ࡓ࡞
ᒎ㛤ࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ

ヰ㢟ᥦ౪
࣭ᆤぢ༤அ㸡ࠊᐩᒣᏛ
ࠕど▱ぬ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜࡢᐜ㔞ไ⣙ࠖ
࣭ୖ㔝ὈࠊྡྂᒇᏛ
ࠕὀពどぬⓗグ᠈ࡢ┦స⏝ - ィ⟬ᶵࣔࢹࣝᡭἲࡢඹ᭷ᚰ⌮Ꮫࢹ࣮ࢱࠖ
࣭⏫ἑࡲࢁ㸡ࠊᗈᓥᏛ
ࠕ␗࡞ࡿ⬻㡿ᇦ࠾ࡅࡿᶵ⬟ᵓ㐀ࡀᯝࡓࡍどぬ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜࡢ㉁㔞ࡢᙺࠖ
࣭ᕝᓮ┿ᘯࠊ⟃ἼᏛ
ࠕ⬻Ἴࣜࢬ࣒┦ྠᮇࡀ♧ࡍ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜ㛵ࡍࡿ⬻ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ

ᣦᐃウㄽ
࣭⯪ᶫ᪂ኴ㑻㸡ࠊி㒔Ꮫ
࣭㰻ᮌ ₶ࠊி㒔Ꮫ
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[S4] ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 4㸸ᑐே࣭♫ⓗㄆ▱
᪥㸸7 ᭶ 5 ᪥(᪥) 13:50 ࠥ 16:20
ሙᡤ㸸ἲᩥ 2 ྕ㤋 (1 )

ࢱࢵࢳ࣓ࣥࢺࢭࢡࢩࣕࣜࢸࡢㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ
⏬࣭ྖ㸸㐲⸨ ᙪ㸦ᮾிᏛ㸧

ᴫせ
ࢱࢵࢳ࣓ࣥࢺࢭࢡࢩࣕࣜࢸࡢၥ㢟ࡣᚑ᮶ࠊ♫ே᱁ᚰ⌮Ꮫ㡿ᇦࡢ୰᰾ⓗࢸ࣮࣐ࡢ
୍ࡘࡋ࡚ᵝࠎၥࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ⌧௦ⓗᒎ㛤ࡋ࡚ࠊ␗ᛶ㛵ಀࢆྵࡴぶᐦ࡞
ᑐே㛵ಀࡢᵓ⠏ࡸ⥔ᣢ࠶ࡿ࠸ࡣศ᩿ࠊ࠸࡞ࡿ♫ሗฎ⌮㐣⛬࠾ࡼࡧㄆ▱ⓗᶵᗎࡀ⤡
ࡳᚓࡿࡢࢆࠊᚤどⓗࠊࡲࡓ✀ࠎࡢㄆ▱ᚰ⌮Ꮫⓗᐇ㦂ࣃࣛࢲ࣒౫ࡾ࡞ࡀࡽゎ᫂ࡋࡼ
࠺ࡍࡿ᪉ྥᛶࡀ࠶ࡿࠋṔྐࢆ㐳ࡗ࡚ぢࢀࡤࠊ࠼ࡤࠊࢱࢵࢳ࣓ࣥࢺ⌮ㄽࡢጞ⪅ࡓࡿ
John Bowlby(1973)ࡣࠊࡑࡢᚋࠊPhilip Johnson-Laird ࡽࡼࡗ࡚ࠕ࣓ࣥࢱ࣭ࣝࣔࢹࣝࠖ
ࡋ࡚Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡃࡇࡶ࡞ࡿࠊ20 ୡ⣖๓༙ࡢㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ⪅ Kenneth Craik(1943)ࡢࠕෆ
ⓗసᴗࣔࢹࣝ(Internal Working Model)ࠖᴫᛕࢆᚓ࡚ࠊᗂᑡᮇ࠾ࡅࡿ㣴⫱⪅ࡢ㛵ಀ
ᛶࡀࠊಶேᅛ᭷ࡢෆⓗ⾲㇟ࡋ࡚ෆᅾࡉࢀࠊࡑࢀࡀ♫ሗฎ⌮ࡢᇶ┙ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍ
ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⏕ᾭரࡿᵝࠎ࡞⪅ࡢ୍㈏ࡋࡓࢫࢱ࡛ࣝࡢ┦స⏝ࢆᑟࡃࡇ
࡞ࡿ௬ᐃࡋࡓࡇ࡛▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊከᵝ࡞ᑐே㛵ಀࢆࡵࡄࡿ◊✲ࡢᒎ㛤࠾࠸
࡚ᯡせ࡞ㄝ᫂⨨ࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓゝ࠸ᚓࡿࡀࠊࡑࢀ⮬యࡢㄆ▱ฎ⌮㐣⛬ࡢ
ᐇែࡸᶵᗎࡀࠊ⢭⣽࡞ᐇドⓗ᳨ウࡉࢀࡿࡇࡣẚ㍑ⓗ᭱㏆ࡲ࡛࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ㏆
ᖺࠊࡑࡢ≧ἣࡣࡁࡃኚࢃࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࡇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀᅗࡍࡿࡇࢁࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ
◊✲ࡢ⌧௦ⓗືྥࢆಠ▔ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢㄢ㢟ࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࠊᚋࡢ⾜᪉ࢆ༨࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ

ヰ㢟ᥦ౪
࣭ᆏཱྀ ⳥ᜨ㸡㸦ᮾிᏛ㸧
ࠕࣄࢺ࠾ࡅࡿᛶᡓ␎␗ᛶ㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠾ࡅࡿㄆ▱ฎ⌮ࡢಶయᕪࠖ(௬)
࣭㔠ᨻ ♸ྖ㸡㸦㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔Ꮫ㸧
ࠕࢱࢵࢳ࣓ࣥࢺᜊឡ⤡ࡴ♫ⓗሗฎ⌮ࣉࣟࢭࢫࡑࡢᖐ⤖ࠖ(௬)
࣭㧗ᶫ ⩫㸦ᮾிᏛ㸧
ࠕ࣐ࢫ࢟ࣗࣜࢽࢸࣜࢫࢡᅇ㑊ࡢどᗙࡽぢࡿዪᛶ࠾ࡅࡿ⏨ᛶ㢦ࡢ㨩ຊㄆ▱ࠖ(௬)

ᣦᐃウㄽ
࣭㐲⸨ ⏤⨾㸦㛵すᏛ㸧
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[SS1] ᨭ㝲⏬ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
᪥㸸7 ᭶ 4 ᪥(ᅵ) 09:30 ࠥ 12:00
ሙᡤ㸸ἲᩥ 2 ྕ㤋 (2 )

グ᠈ࡢ࢚࣮ࣛࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒
⏬࣭ྖ㸸ᕝ㷂ᘺ⏕㸦᪥ᮏᏛ㸧

ᴫせ
᪥ᖖ⏕ά࡛ࡢᵝࠎ࡞࢚࣮ࣛࡀグ᠈࢚࣮ࣛ࠸࠺どⅬ᳨࡛ウࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘
ࡣྛࠎࡢᐇ㦂ࣃࣛࢲ࣒࡛ᚓࡽࢀࡓグ᠈࢚࣮ࣛ㛵ࡍࡿ▱ぢࢆ⤂ࡋ㸪ඹ㏻ࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ
࣒ࢆぢฟࡍࡇࢆ┠ⓗࡍࡿ㸬ᕝ㷂ࡣ⤒㦂ࡋ࡞ࡗࡓࡇࡶ㸪♧၀ࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ㄗ
ࡗ࡚ᐇ㝿⤒㦂ࡋࡓࡇࡋ࡚ᛮ࠸ฟࡍグ᠈⌧㇟ࡑࡢ⏕ᡂ㐣⛬ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿ㸬ᮡ
᳃ࡣᐇ㝿⾜ࡗࡓྰࡀศࡽ࡞ࡃ࡞ࡿ⾜Ⅽࡢࢯ࣮ࢫࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࢚࣮ࣛࡢせᅉ࢚ࣛ
࣮ഴྥࡘ࠸࡚ಶேᕪ࠸࠺ほⅬࡽሗ࿌ࡍࡿ㸬᳃⏣ࡣᐇ⾜ࡋࡼ࠺ィ⏬ࡋࡓࡇࡢᐇ
ࢆᛀࢀ࡚ࡋࡲ࠺ᒎᮃⓗグ᠈ࡢ࢚࣮ࣛࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿ㸬᭱ᚋụ⏣ࡣ㸪㐣ཤࡢྰᐃⓗ࡞య
㦂ࢆ࣏ࢪࢸࣈ࡞どⅬࡽ㌿ⓗㄒࡾ┤ࡍࡇ࡛ពᅗⓗᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ⮬ఏⓗグ᠈ࡢ
ኚᐜ㸦࢚࣮ࣛ㸧ࡘ࠸࡚⤂ࡍࡿ㸬ᬑẁูࠎ◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࡁࡃಠ▔ࡍࡿグ᠈࢚
࣮ࣛᣓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࢀࡽࡢ◊✲ᡂᯝࢆ⥲ᣓࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢ⌧㇟ࡢ⫼ᬒ࠶ࡿពᅗⓗ࣭
↓ពᅗⓗ࡞グ᠈ࡢไᚚ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡸࡑࡢࢃࡾࡘ࠸࡚᫂ࡽࡍࡿࡶ㸪ࣇࣟ
ࡢ᪉ࠎࢆ࠼࡞ࡀࡽ㆟ㄽࢆ῝ࡵࡓ࠸㸬

ヰ㢟ᥦ౪
࣭ᕝ㷂ᘺ⏕㸦᪥ᮏᏛ㸧
ࠕ࡞ࡐᐇ㝿⤒㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࢆᛮ࠸ฟࡍࡢ㸽㸸ࣜࢫࢺᏛ⩦ࣃࣛࢲ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ᳨ウࠖ
࣭ᮡ᳃⤮㔛Ꮚ㸦᪩✄⏣Ꮫ㸧
ࠕ࡞ࡐࡸࡗࡓྰࡀศࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ㸸⾜Ⅽࢯ࣮ࢫࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࢚࣮ࣛࡢせᅉഴྥࠖ
࣭᳃⏣Ὀ㸦ᮾி⌮⛉Ꮫ㸧
ࠕ࡞ࡐࡋᛀࢀࡿࡢ㸪࡞ࡐࡋᛀࢀ࡞࠸ࡢ㸸ᒎᮃⓗグ᠈ࡢ㉳࣭ᐇ⾜ࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢ ࠖ

࣭ụ⏣ᾈ㸦ᑦ⤍Ꮫ㸧
ࠕ࡞ࡐኚࢃࡿࡢ㸽࡞ࡀኚࢃࡿࡢ㸽㸸ㄒࡾ┤ࡋࡼࡿ✚ᴟⓗ࡞⮬ఏⓗグ᠈ኚᐜࡢ࣓࢝
ࢽࢬ࣒ࠖ

ᣦᐃウㄽ
࣭ᯇ⏣᠇㸦ᒣཱྀᏛ㸧
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[SW1] ᨭ㝲⏬࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
᪥㸸7 ᭶ 5 ᪥(᪥) 09:30 ࠥ 12:00
ሙᡤ㸸ἲᩥ 2 ྕ㤋 (2 )

How to ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊✲㸸
㢦ኌࢆ⏝࠸ࡓㄆ▱ᚰ⌮Ꮫⓗ◊✲ࡢືྥࣀ࢘ࣁ࢘ࢆࡘࡴ
⏬࣭ྖ㸸㧘ᮌᖾᏊ㸦ᮾிዪᏊᏛ㸧
࣭㧗ᶫ⩫㸦ᮾிᏛ㸧

ᴫせ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ᳨ウࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊ㢦ࡸኌࢆᑐ㇟ࡋࡓㄆ▱ᚰ⌮Ꮫⓗ◊✲ࡣ┒ࢇ
࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᅜෆ࡛ࡣࠕ㞳ᓥࠖⓗ◊✲ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊ◊✲ୖࡢࣀ࢘ࣁ
࢘ࡸ⏝ྍ⬟࡞่⃭ࢭࢵࢺ㛵ࡍࡿሗࡣ◊✲⪅㛫࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣゝ࠸㞴ࡃࠊㄡࡶ
ࡀࢡࢭࢫࡋࡸࡍ࠸≧ἣࡣ࡞࠸ࠋᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣࠊ่⃭ࢭࢵࢺ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ1)
⏝ࠊ2)✀㢮ࠊ3)సᡂ᪉ἲ࠸࠺ 3 ࡘࡢどⅬࡽࡇ࠺ࡋࡓ㡿ᇦࡢ◊✲ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡸὀព
㡯ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋࡉࡽࠊ᪤Ꮡࡢ่⃭ࢭࢵࢺࡢᯟ⤌ࡳእ࠶ࡿ่⃭ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲
ࡘ࠸࡚ࡶ⤂ࡍࡿࠋ่⃭ࡘ࠸࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ゅᗘࡽ㆟ㄽࡍࡿࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㏆ᖺࡢࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊✲ࡢືྥࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊᅜෆࡢ◊✲⪅ࡀ㝿ⓗࡶࣥࣃࢡࢺࡢ࠶ࡿ
◊✲ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲㄽࢆࣇࣟࡢ᪉₇⪅࡛ࡶ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ヰ㢟ᥦ౪
࣭ᕷᕝᐶᏊ#ࠊᮾி⌮⛉Ꮫࠊ⌮ᕤᏛ㒊ᩍ㣴
ࠕ⾲่⃭ࢭࢵࢺࡢᚲせᛶ㸸Ⓨ㐩㞀ᐖඣ⪅ࡢ⾲ㄆ▱◊✲ࡽࠖ
࣭㧗ᶫ⩫ࠊᮾிᏛᏛ㝔ࠊᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉
ࠕࡍࡄ࠼ࡿ㢦่⃭ࢭࢵࢺࡢ⤂ࠖ
࣭Ᏻ⏣Ꮥࠊᯇᒣᮾ㞼ዪᏊᏛࠊேᩥ⛉Ꮫ㒊
ࠕ㢦㟼Ṇ⏬ຍᕤࡢᡭἲὀពⅬࠖ
࣭⸨ᮧ⨾#ࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࠊே㛫ሗ◊✲㒊㛛
ࠕື⏬ࡢ⾲่⃭ࢭࢵࢺࡑࡢసᡂࠖ
࣭㧘ᮌᖾᏊࠊᮾிዪᏊᏛࠊ⌧௦ᩍ㣴Ꮫ㒊
ࠕど⫈ぬឤ⾲⌧่⃭ࢭࢵࢺࡑࡢసᡂ㸸㢦ኌࡢከឤぬࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ
࣭Ώ㑔ఙ⾜ࠊ㔠ἑᕤᴗᏛࠊሗࣇࣟࣥࢸᏛ㒊
ࠕ◊✲┠ⓗ༶ࡋࡓ㢦⏬ീࡢ㑅ᢥసᡂࠖ
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[MW1] ဨ⏬࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
᪥㸸7 ᭶ 5 ᪥(᪥) 13:50 ࠥ 16:20
ሙᡤ㸸ἲᩥ 2 ྕ㤋 (2 )

ࡼࡾⰋࡃᬽࡽࡍࡓࡵࠊㄆ▱ᚰ⌮Ꮫࡀ࡛ࡁࡿࡇ㸸
ㄆ▱⬻ࡢྍረᛶ࣭ㄆ▱ᕤᏛ࣭BMI ࡢࣇࣟࣥࢸ
⏬࣭ྖ㸸㔝ෆ㢮㸦ᮾᏛ Ꮫ㝿⛉Ꮫࣇࣟࣥࢸ◊✲ᡤ㸧

ᴫせ
ㄡࡶࡀࠊࡼࡾⰋ࠸♫⏕άࢆ㏦ࡾࡓ࠸㢪࠺ࠋㄆ▱ᚰ⌮Ꮫࡣࠊࡇࡢ♫ࡢせᮃ⟅࠼ࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡔࢁ࠺㸽ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣࠊ1)⚾ࡓࡕࡀᬽࡽࡍ⎔ቃࡸࣔࣀࢆᨵၿࡉࡏࡿ
ࡇࢆ┠ᣦࡍㄆ▱ᕤᏛ࣭BMI ◊✲ࡢ❧ሙ 2)ㄆ▱࣭⬻ᶵ⬟ࢆᨵၿࡉࡏࡿࡇࢆ┠ᣦࡍㄆ▱
⬻ࡢྍረᛶ◊✲ࡢ❧ሙࡽࠊࡼࡾⰋࡃᬽࡽࡍࡓࡵᚰ⌮Ꮫࡀ࡛ࡁࡿࡇࡘ࠸࡚⪃࠼࡚
࠸ࡃࠋࡲࡎࠊ⎔ቃᨵၿࡢ❧ሙࡽձㄆ▱ࣉࣟࢭࢫࢆ㔜どࡋࡓࣔࣀࡢ࠸ࡸࡍࡉ◊✲(㡲⸨)
ղ⬻ࡢಙྕࢆඖእ㒊ࡢ⨨ࡸ⎔ቃࢆไᚚࡍࡿ BMI(Brain Machine Interface)◊✲(ᑠ
ᕝ)ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊㄆ▱࣭⬻ᶵ⬟ࡢᶵ⬟ᨵၿࡢ❧ሙࡽճࣔࢹࣝື≀ࢆᑐ㇟
⸆≀ࡸ┤᥋⬻ࢆ่⃭ࡍࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡓ◊✲մㄆ▱࣭㐠ືࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⏝࠸࡚ㄆ▱࣭⬻
ᶵ⬟ࢆྥୖࡉࡏࡿ◊✲(㔝ෆ)ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ᭱⤊ⓗࠊ⚾ࡓࡕࡀࡼࡾⰋࡃᬽࡽࡍࡓࡵࠊ
ᚰ⌮Ꮫࡀฟ᮶ࡿࡇࠊࡇࢀࡽ┠ᣦࡍ᪉ྥᛶࢆᣦᐃウㄽ⪅(ර⸨)ࣇࣟࡢ᪉₇⪅୍࡛
⥴⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ヰ㢟ᥦ౪
࣭㡲⸨ᬛࠊ㟼ᒸᏛ Ꮫᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
ࠕ᪥ᖖሙ㠃࡛ࡢࣜࣝ࡞࠸ࡸࡍࡉࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿㄆ▱ᕤᏛⓗ◊✲ࡢ⌧≧ᒎ㛤ࠖ
࣭ᑠᕝ๛ྐ#ࠊᰴᘧ♫ᅜ㝿㟁Ẽ㏻ಙᇶ♏ᢏ⾡◊✲ᡤ㸦ATR㸧 ືⓗ⬻࣓࣮ࢪࣥࢢ◊✲ᐊ
ࠕᐇ⏕ά✵㛫ᗈࡀࡿ BMI ᢏ⾡ࡑࡢᛂ⏝ࠖ
࣭㧗㔝⿱෬#ࠊྠᚿ♫Ꮫ ㉥ࡕࡷࢇᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ࠕㄆ▱ᶵ⬟ࢆࡓࡔୖࡆࢀࡤⰋ࠸ࡢ㸽㸸ᢏ⾡ࡋ࡚ྍ⬟࡞ࡾࡑ࠺࡞ࡶࡢே㛫ほࢆࡵࡄ
ࡗ࡚ࠖ
࣭㔝ෆ㢮ࠊᮾᏛ Ꮫ㝿⛉Ꮫࣇࣟࣥࢸ◊✲ᡤ
ࠕ⏕άධࡼࡿㄆ▱࣭⬻ᶵ⬟ࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࡢࣇࣟࣥࢸ㸸ᶵ⬟ྥୖ⩏ࡢຌ⨥ࠖ

ᣦᐃウㄽ
࣭ර⸨᐀ྜྷࠊ୰ኸᏛ ᩥᏛ㒊
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2015年7月4日(土)
シンポジウム

[S1] シンポジウム1《学際連携シンポジウム》
Symposium 1
企画・司会:岡田猛(東京大学), 指定討論:山内保典(大阪大学)
organizer/moderator:Takeshi Okada(The University of Tokyo), Debater:Yasunori Yamanouchi(Osaka University)
1大

[S-1] 領域の創造性
○

岡田猛1, 佐藤夏生2, 清水大地1, 三輪和久3, 山内保典4 （1.東京大学, 2.HAKUHODO THE DAY, executive creative director,

3.名古屋大学, 4.大阪大学）

シンポジウム

[S2] シンポジウム2《社会連携シンポジウム》
Symposium 2（Symposium for Social Collaboration）
企画・司会:仲真紀子(北海道大学)
organizer/moderator:Makiko Naka(Hokkaido University)
1大

[S-2] 事実の調査ならびに判断や意思決定を支援する面接
○

仲真紀子1, 岩佐嘉彦2, 志賀裕子3, 澤木伸浩4 （1.北海道大学, 2.大阪弁護士会・弁護士, 3.東京家庭裁判所・家庭裁判所調査官,

4.海上保安庁・刑事課刑事企画指導官）

2015年7月5日(日)
シンポジウム

[S3] シンポジウム3
Symposium 3
企画・司会:齋木潤(京都大学), 指定討論:船橋新太郎(京都大学)
organizer/moderator/debater:Jun Saiki(Kyoto University), Debater:Shintaro Funahashi(Kyoto University)
1大

[S-3] 視覚性ワーキングメモリ研究の新展開
○

齋木潤1, 坪見博之2, 上野泰治3, 町沢まろ4, 川崎真弘5, 船橋新太郎1 （1.京都大学, 2.富山大学, 3.名古屋大学, 4.広島大学, 5.筑

波大学）

シンポジウム

[S4] シンポジウム4
Symposium 4
企画・司会:遠藤利彦(東京大学), 指定討論:遠藤由美(関西大学)
organizer/moderator:Toshihiko Endo(The University of Tokyo), Debater:Yumi Endo(Kansai University)
1大

[S-4] アタッチメントとセクシャリティの認知心理学
○

遠藤利彦1, 坂口菊恵1, 金政祐司2, 高橋翠1, 遠藤由美3 （1.東京大学, 2.追手門学院大学, 3.関西大学）

-1-

2015年7月4日(土)
シンポジウム

[SS1] 支援隊企画シンポジウム
Supporter Symposium 1
企画・司会:川﨑弥生(日本大学), 指定討論:松田憲(山口大学)
organizer/moderator:Yayoi Kawasaki(Nihon University), Debater:Ken Matsuda(Yamaguchi University)
2大

[SS-1] 記憶のエラーのメカニズム
○

川﨑弥生1, 杉森絵里子2, 森田泰介3, 池田和浩4, 松田憲5 （1.日本大学, 2.早稲田大学, 3.東京理科大学, 4.尚絅大学, 5.山口大

学）

2015年7月5日(日)
ワークショップ

[SW1] 支援隊企画ワークショップ
Supporter Workshop 1
企画・司会:髙木幸子(東京女子大学), 高橋翠(東京大学)
organizer/moderator:Sachiko Takagi(Tokyo Woman's Christian University), Midori Takahashi(The University of
Tokyo)
2大

[SW-1] 顔と声を用いた認知心理学的研究の動向とノウハウをつかむ
○

髙木幸子1, 高橋翠2, 市川寛子3, 安田孝4, 藤村友美5, 渡邊伸行6 （1.東京女子大学人間科学研究科, 2.東京大学, 3.東京理科大

学理工学部教養, 4.松山東雲女子大学人文科学部, 5.国立研究開発法人 産業技術総合研究所、人間情報研究部門, 6.金沢工業
大学情報フロンティア学部）

ワークショップ

[MW1] 会員企画ワークショップ
Member Workshop 1
企画・司会:野内類(東北大学 学際科学フロンティア研究所), 指定討論:兵藤宗吉(中央大学)
organizer/moderator:Rui Nouchi(Tohoku University), Debater:Muneyoshi Hyodo(Chuo University)
2大

[MW-1] より良く暮らすために、認知心理学ができること
認知と脳の可塑性・認知工学・BMIのフロンティア
○

野内類1, 須藤智2, 小川剛史3, 高野裕冶4, 兵藤宗吉5 （1.東北大学 学際科学フロンティア研究所, 2.静岡大学 大学教育セン

ター, 3.株式会社国際電気通信基礎技術研究所（ATR） 動的脳イメージング研究室, 4.同志社大学 赤ちゃん学研究センター,
5.中央大学 文学部）

2015年7月4日(土)
口頭発表

[O-1-1] 日本語セッション1（社会的認知/発達・教育・学習）
Japanese session 1 (social cognition, development, education, &learning)
座長:楠見孝(京都大学大学院教育学研究科), 原田悦子(筑波大学人間系)
Session Chair:Takashi Kusumi(Kyoto University, Graduate School of Education), Etsuko, T. Harada(University of
Tsukuba, Faculty of Human Sciences)
212

-2-

[O-1-1-1] 高度運転支援システムの利用学習◆
Learning to use advanced driving assistance system.
○

大塚翔1, 安藤達志2, 星野航2, 原田悦子3 （1.筑波大学大学院人間総合科学研究科, 2.筑波大学人間学群, 3.筑波大学人間

系）

[O-1-1-2] ガイドの利用は経路探索の学習を変容させるか
Does embedded guides transform learning processes of a route search game?
○

大門貴之1, 原田悦子2, 須藤智3 （1.筑波大学大学院人間総合科学研究科, 2.筑波大学人間系, 3.静岡大学）

[O-1-1-3] 静止画を用いた顔と声のマッチングにおける性格特性の印象の役割
The role of personality impression in face-voice matching
○

光藤優花1, 小川洋和2 （1.関西学院大学大学院文学研究科, 2.関西学院大学文学部）

[O-1-1-4] ニュメラシーが低線量放射能リスク情報理解に及ぼす影響◆
The effects of numeracy on risk perception of low radiation dose
○

楠見孝, 伊川美保 （京都大学大学院教育学研究科）

[O-1-1-5] エージェント利用システムに対する生物らしさ知覚の検討◆
Animacy perception of systems with agency
○

長谷川莉子1, 原田悦子2, 栢野航3, 大澤博隆4 （1.筑波大学人間総合科学研究科, 2.筑波大学人間系, 3.筑波大学システム

情報工学研究科, 4.筑波大学情報系）

口頭発表

[O-1-2] 日本語セッション2（知覚・感性1）
Japanese session 2 (perception and kansei 1)
座長:福井隆雄(リヨン神経科学研究センター), 中島亮一(理化学研究所 理研BSI-トヨタ連携センター)
Session Chair:Takao FUKUI(ImpAct Team, Lyon Neuroscience Research Center, Inserm U1028 - CNRS UMR5292 University Lyon 1, Bron, France, France), Ryoichi Nakashima(RIKEN BSI-TOYOTA Collaboration Center, RIKEN)
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[O-1-2-1] 影に引き寄せられる手
Proprioceptive drift toward body-shadow based on vision-proprioception correlation
○

金澤綾香, 小鷹研理 （名古屋市立大学大学院芸術工学研究科）

[O-1-2-2] 運動の遅延視覚フィードバックによる主観的時間の短縮◆
Time contraction during delayed visual feedback of hand action
○

今泉修1,2,3, 浅井智久2 （1.千葉大学, 2.NTTコミュニケーション科学基礎研究所, 3.日本学術振興会）

[O-1-2-3] 頭頂葉損傷患者における把持とそのパントマイムの運動学的特性
Kinematic properties of real and pantomimed prehension movements in parietal patients
○

福井隆雄1,3, レヴォルパトリス1,2, サルムロメオ1, ピゼラロール1, ロセッティイヴ1,2 （1.リヨン神経科学研究センター,

2.アンリガブリエル病院，リヨン市民病院「Mouvement et Handicap」部門, 3.国立障害者リハビリテーションセン
ター研究所）

[O-1-2-4] 道路形状情報に基づく自己方向・自己位置知覚
Egocentric direction and position perceptions based on lane edge information
○

中島亮一1, 岩井律子1, 上田彩子1, 井関龍太1, 熊田孝恒1,2 （1.理化学研究所 理研BSI-トヨタ連携センター, 2.京都大学）

[O-1-2-5] 視覚運動変換課題における練習量と内部モデルの獲得◆
The Amount of Practice Affects the Acquisition of the Internal Model in Visuomotor Rotation Task
○

山田千晴1, 板口典弘2,3, 福澤一吉3 （1.早稲田大学大学院文学研究科, 2.札幌医科大学保健医療学部, 3.早稲田大学文学学

術院）
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口頭発表

[O-2-1] 英語セッション1（感情・記憶）
English session 1 (emotion &memory)
Session Chair:Donghoon Lee(Department of Psychology, Pusan National University. Busan, Korea), Makoto
Miyatani(Hiroshima university graduate school)
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[O-2-1-1] Emotion-Detection based on the Facial Expression
Bia Kim,○Myeongok Shin, Yunkyoung Kim, Yoonkyoung Lee, Hyunjung Shin （Department of Psychology, Pusan
National University）

[O-2-1-2] Influences of the Current Mood State on the Perception of Emotional Faces in Group
Donghoon Lee,○Sewon Kim, Jeongsoo Lee （Department of Psychology, Pusan National University. Busan,
Korea）

[O-2-1-3] Self-Serving Attribution Bias and Emotion
○

Sunam Lee, Myeongok Shin, Hyunjung Shin, Bia Kim （Pusan National University Department of Psychology

ABD）

[O-2-1-4] Materialism, Well-Being, and Locus of Control
Bia Kim,○YoonKyoung Lee, GoEun Lee, HyunJung Shin （Department of Psychology, Pusan National University）

口頭発表

[O-2-2] 日本語セッション3（記憶）
Japanese session 3 (memory)
座長:上田祥行(京都大学こころの未来研究センター), 小川洋和(関西学院大学文学部総合心理科学科)
Session Chair:Yoshiyuki Ueda(Kokoro Research Center, Kyoto University), Hirokazu Ogawa(Kwansei Gakuin
University Department of Psychological Sciences)
214

[O-2-2-1] 観察者の表情筋の操作が恐怖表情の想起に干渉する
Simulating facial expression interferes with retrieval of a face of a fearful expression
○

安枝貴文1, 小川洋和2 （1.関西学院大学大学院文学研究科, 2.関西学院大学文学部総合心理科学科）

[O-2-2-2] 空間手がかりによる再認記憶バイアス
Spatial cueing biases recognition memory
○

三好清文, 蘆田宏 （京都大学）

[O-2-2-3] アンサンブル処理によって生じる単純接触効果◆
Mere Exposure Effect of Ensemble Representation
○

上田祥行 （京都大学こころの未来研究センター）

[O-2-2-4] アイコニックメモリが一つしか覚えられない？
When iconic memory fails to prioritize subset of to-be-remembered visual items.
○

武野全恵1, 上野泰治1,2, 北神慎司1 （1.名古屋大学, 2.日本学術振興会特別研究員SPD）

口頭発表

[O-2-3] 日本語セッション4（知覚・感性2）
Japanese session 4 (perception and kansei 2)
座長:片山正純(福井大学大学院工学研究科), 本田秀仁(東京大学)
Session Chair:Masazumi Katayama(Graduate School of Engineering, University of Fukui), Hidehito Honda(The
University of Tokyo)

-4-

312

[O-2-3-1] 手で使用する道具の認知過程を説明する脳内シミュレーション仮説の検証
Internal simulation hypothesis for cognitive process of graspable tools
○

片山正純, 宇野修平, 鈴木駿介 （福井大学大学院工学研究科）

[O-2-3-2] 道具を使用した到達把持運動における制約と戦略◆
Constraints and strategies in tool-use grasping
○

板口典弘1,2, 山田千晴2, 福澤一吉2 （1.札幌医科大学保健医療学科, 2.早稲田大学文学学術院）

[O-2-3-3] 自己接触錯覚をもとにした身体伸縮感覚の誘発における各モダリティーの効果
Modality Effect on Sense of Extension or Retraction Based on Self Touch Illusion
○

森光洋, 石原由貴, 小鷹研理 （名古屋市立大学大学院芸術工学研究科）

[O-2-3-4] 表情認知における感情価特異性効果の検討
Valence-specific effect of facial expression recognition
○

伊藤博晃1, 岡田顕宏2, 阿部純一3 （1.北海道大学大学院文学研究科, 2.札幌国際大学, 3.北海道大学名誉教授）

[O-2-3-5] テンポの異なる音の聴取が視覚刺激への反応時間に与える影響◆
Effects of tempo of auditory stimuli on reaction time to visual stimuli
○

松田憲1, 熊本祐大2, 一川誠3, 河原純一郎4 （1.山口大学, 2.九州大学, 3.千葉大学, 4.北海道大学）

2015年7月5日(日)
口頭発表

[O-3-1] 日本語セッション5（思考・言語）
Japanese session 5 (thinking &language)
座長:服部雅史(立命館大学), 都築誉史(立教大学現代心理学部)
Session Chair:Masasi Hattori(Ritsumeikan University), Takashi Tsuzuki(Department of Psychology, Rikkyo
University)
212

[O-3-1-1] 漢字は地域をつなぐ・カタカナは地域を越える
Connect the same region or bridge the different region
○

本田秀仁1, 松香敏彦2, 植田一博1 （1.東京大学, 2.千葉大学）

[O-3-1-2] 異世代コミュニケーションがモノの創発的利用に及ぼす影響◆
Does intergenerational communication facilitate Emergent Usage of artifacts?
○

原田悦子1, 運天裕人2 （1.筑波大学人間系, 2.筑波大学心理学類）

[O-3-1-3] 眼球停留時間の時系列解析による多肢選択意思決定における類似性相乗効果の検討◆
A time-series eye-fixation analysis of the similarity synergetic effect in multialternative decision
making
○

都築誉史1, 千葉元気2 （1.立教大学現代心理学部, 2.立教大学大学院現代心理学研究科）

[O-3-1-4] 神経雪崩と統計物理による判断時間モデルと二種類の誤り
Two kinds of error and decision-making time model based on neuronal avalanches and statistical
physics
○

三ヶ尻陽一 （東京大学大学院工学系研究科）

[O-3-1-5] 潜在手がかりがアイデアを抑制するとき
When implicit cues suppress ideas
○

服部雅史, 織田涼, 西田勇樹 （立命館大学）
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口頭発表

[O-3-2] 日本語セッション6（注意）
Japanese session 6 (attention)
座長:北神慎司(名古屋大学), 笹岡貴史(広島大学大学院医歯薬保健学研究院)
Session Chair:Shinji Kitagami(Nagoya University), Takafumi Sasaoka(Institute of Biomedical and Health Sciences,
Department of Psychiatry and Neurosciences, Hiroshima University)
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[O-3-2-1] 見づらいほうが見つけやすい？
Does disfluency attenuate change blindness?
○

北神慎司1, 石原尚1, 池田賢司1,2,3, 高橋知世1,3 （1.名古屋大学, 2.同志社大学, 3.日本学術振興会）

[O-3-2-2] トライポフォビア喚起画像の特性がもたらす注意処理への影響◆
The effects of trypophobia images on attentional processes
○

白井理沙子1, 小川洋和2 （1.関西学院大学大学院文学研究科, 2.関西学院大学文学部）

[O-3-2-3] 自動車のピラー形状が脳活動に与える影響◆
Effects of vehicle A-pillar shape on brain activity during a visual target detection task
○

笹岡貴史1, 岡本宜久2, 岩瀬耕二2, 吉田敏宏2, 道田奈々江2, 岸篤秀2, 千葉正基2, 農沢隆秀2, 町澤まろ1, 金山範明1, 牧田快

1

, 山脇成人1 （1.広島大学大学院医歯薬保健学研究院, 2.マツダ株式会社技術研究所）

[O-3-2-4] 視空間注意による脳波位相シフトが誘発する腹話術効果◆
EEG phase shift caused by visual spatial attention induces the ventriloquism effect
○

熊谷俊宏, 水原啓暁 （京都大学 大学院情報学研究科）

[O-3-2-5] 注意を捕捉する価値の連合学習
Associative learning of value-based attentional capture
○

峯知里, 齋木潤 （京都大学大学院人間・環境学研究科）

口頭発表

[O-3-3] 英語セッション2（言語・注意）
English session 2 (language &attention)
Session Chair:Kichun Nam(Department of Psychology, Korea University), Hirofumi Saito(Nagoya University)
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[O-3-3-1] The effects of word length for Korean verbs
Kwangoh Yi, Sungbong Bae,○Jaeseong Lee （Yeungnam University, KOREA）

[O-3-3-2] Cognitive control change in the language learning domain.◆
○

Jang Ho Park, Kichun Nam （Department of Psychology, Korea University）

[O-3-3-3] Ambiguity advantage effect by the number of objective meanings or subjective meanings?◆
Yoonhye Na, Jinwon Kang,○Kichun Nam （Department of Psychology, Korea University）

[O-3-3-4] ERP Index of Korean Prefix Morpheme Independent of Semantic and Orthographic Component◆
○

Jinwon Kang, Sooleen Nam, Kichun Nam （Department of Psychology/Korea University）

[O-3-3-5] Neural Correlates of Action and Speech Memory Based Deception and its Detection
○

Hirofumi Saito1, Victor Palacios4, Misato Oi1, Chenhui LIn1, Ryouma Yamada2, Yukio Itsukushima2, Godai Saito3

, JIro Gyoba （1.Nagoya University, 2.Nihon University, 3.Tohoku University, 4.Stanley Electric Co. Ltd.）

[O-3-3-6] Individual differences in working memory capacity of older adults on use of touch interfaces
○

Kazunori Otsuka1, Makoto Miyatani2 （1.University of Nagasaki, 2.Hiroshima university graduate school）
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2015年7月4日(土)
ポスター発表

[P-1] ポスターセッション1（1~19）
Poster session 1（1~19）
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[P-1-1] 学習様式及び関連項目の差異が再生・再認に及ぼす影響について
Influences of differences in learning procedure and associated items recall and recognition
○

松井萌 （法政大学大学院人文科学研究科心理学専攻）

[P-1-2] アドホックカテゴリーリストとDRMリストの心内表象の比較
Comparison of the structure of mental representation between ad hoc category lists and DRM lists
○

田中光, 中條和光 （広島大学大学院教育学研究科）

[P-1-3] 系列学習後の外的情報遮断による記憶の固定化
Memory consolidation by blocking information inputs after sequence learning
○

渡辺晃1, 高野陽太郎2 （1.東京大学大学院人文社会系研究科修士課程, 2.東京大学大学院人文社会系研究科）

[P-1-4] 写真の想起による境界拡張の生起◆
Boundary extension elicited by remembering pictures
○

西山めぐみ, 川口潤 （名古屋大学 大学院環境学研究科）

[P-1-5] テスト形式が記憶のテスト効果に及ぼす影響II
The influence of test formats on the testing effect II
○

長大介 （法政大学大学院人文科学研究科）

[P-1-6] 再認におけるビデオ文脈依存効果
Video context-dependent effects in recognition
○

中島早紀1, 漁田俊子2, 漁田武雄3 （1.静岡大学大学院情報学研究科, 2.静岡県立大学短期大学部, 3.静岡大学情報学部）

[P-1-7] 自由再生における環境音文脈依存効果に及ぼす手がかり負荷の影響
Influences of cue load on environmental sound context-dependent effect in free recall
○

久保田貴之1, 張羽2, 漁田俊子3, 漁田武雄1 （1.静岡大学情報学部, 2.株式会社ヴィンクス, 3.静岡県立大学短期大学部）

[P-1-8] 関連情報の想起順序に対する文脈と関係度の関係
The context and relationship is effect to retrieval order of related information.
○

寺西祐二, 川端康弘 （北海道大学 文学研究科）

[P-1-9] メロディが記憶に及ぼす影響
Effects of melody on memory
○

清河幸子1, 三澤美翔2, 鈴木宏昭2 （1.名古屋大学大学院教育発達科学研究科, 2.青山学院大学教育人間科学部）

[P-1-10] 音声知覚学習に睡眠の及ぼす効果
Sleep effect by speech perception learning
○

井上華那, 小林耕太, 力丸裕 （同志社大学大学院生命医科学研究科）

[P-1-11] 課題無関連思考は視覚的短期記憶よりも音韻的短期記憶に依存する
Task-unrelated thought depends on the phonological short-term memory than visual short-term
memory
○

関口貴裕 （東京学芸大学教育心理学講座）

[P-1-12] 人はなぜ「手にメモをする」のか
Why do they write memos on their own hands?
○

斎川由佳理, 仁平義明 （白鴎大学教育学部）

[P-1-13] 行為の記憶における場所スキーマと物品スキーマの影響の比較◆
The bigger effect of place-schema than object-schema on action memory
○

山田涼馬, 厳島行雄 （日本大学文理学部）

-7-

[P-1-14] 観察の意図性が行為の虚記憶に及ぼす影響
Is an intentional observation essential for false memories of actions?
○

柏原志保, 宮谷真人, 中尾敬 （広島大学大学院教育学研究科）

[P-1-15] 親近感の空間的誤帰属は自己制御の影響を受けない
The effect of ego depletion on familiarity misattribution error
○

丹藤克也1, 北原稔也2 （1.愛知淑徳大学, 2.愛知淑徳大学大学院心理医療科学研究科）

[P-1-16] 心的回転における身体化認知は女性でより有効である
Embodied cognition in mental rotation is more valid in females
○

蒔苗詩歌1, 河西哲子2 （1.北海道大学大学院教育学院, 2.北海道大学大学院教育学研究院）

[P-1-17] 地図学習における認知距離と視空間ワーキングメモリの関係◆
Relationship between cognitive distance and visuo-spatial working memory in map learning
○

大藤弘典 （広島国際大学）

[P-1-18] 空間認知能力のメタ認知における加齢変化◆
Age variation in the meta-cognitive ability of spatial cognition
○

杉本匡史1, 楠見孝2 （1.筑波大学人間系, 2.京都大学教育学研究科）

[P-1-19] 語彙理解に遅れのある幼児に対する語彙獲得支援の検索介入効果
The effect of repeated retrieval on vocabulary learning in the children with delayed vocabulary
understanding
○

堀田千絵 （関西福祉科学大学）

ポスター発表

[P-1] ポスターセッション1（20~31）
Poster session 1（20~31）
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[P-1-20] 幼児はどのような言語情報を用いて格助詞を学習するか◆
What kind of linguistic information is used by children when learning case markers?
○

趙あきこ1,2, 酒井弘3 （1.広島大学大学院, 2.（独）日本学術特別研究員DC, 3.早稲田大学）

[P-1-21] 課題非関連な平仮名文字列に対する複数の早い処理過程◆
Multiple early processes for task-irrelevant Hiragana strings
○

宇野智己1, 川西哲子2, 奥村安寿子3 （1.北海道大学大学院教育学院, 2.北海道大学大学院教育学研究院, 3.国立精神・神経

医療研究センター）

[P-1-22] 比喩表現が含む感情情報のAffective Gridによる定量化可能性
The possibility of quantification based on affective information of metaphor using Affective Grid
○

小島隆次1, 岡隆之介2, 楠見孝2 （1.滋賀医科大学, 2.京都大学大学院教育学研究科）

[P-1-23] 文の読み上げ課題によって文内容の心的シミュレーションは起こるか
Does mental simulation emerge during sentence reading task?
○

望月正哉1, 玉木賢太郎2, 内藤佳津雄1 （1.日本大学文理学部, 2.日本大学大学院文学研究科）

[P-1-24] 言語情報処理過程における身体スキーマの関与について◆
Embodied cognitive processing of manipulable objects
○

安田真章, 樋口貴広 （首都大学東京 人間健康科学研究科）

[P-1-25] 単語親密度の主観的評定値の問題
A Problem with Subjectively Rated Word Familiarity
○

水野りか, 松井孝雄 （中部大学人文学部）

[P-1-26] 単語親密度の主観的評定値の問題
A Problem with Subjectively Rated Word Familiarity
○

松井孝雄, 水野りか （中部大学人文学部）
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[P-1-27] 電卓とジャケットの購入問題はプロスペクト理論を支持しない◆
The calculator-jacket problem does not support prospect theory
○

在原克彦, 有賀敦紀, 古谷健 （立正大学大学院心理学研究科）

[P-1-28] 伝達者の感情に対する受信者の関与が比喩表現に与える影響◆
Involvement of hearer's emotion affects on emotion communicated through metaphor
○

岡隆之介1, 小島隆次2, 楠見孝1 （1.京都大学大学院教育学研究科, 2.滋賀医科大学）

[P-1-29] 他者間授与イベントの共益性認知に与える授与動詞の影響
The effect of "ageru-kureru" on the cognition of common benefit in others' give-and-recieve event
○

平知宏 （大阪市立大学・大学教育研究センター）

[P-1-30] アンカリング効果が熟考によって軽減する条件
Mitigation by contemplation in anchoring effect under widely plausible range condition.
○

杉本崇 （神奈川大学）

[P-1-31] 反復閾下単純接触による商品評価の低下
Devaluation of Consumer Products by Repeated Subliminal Mere Exposure
○

河原哲雄 （埼玉工業大学人間社会学部 心理学科）

ポスター発表

[P-1] ポスターセッション1（32~50）
Poster session 1（32~50）
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[P-1-32] 私たちは、折り紙をどのように折っているのか？（11）◆
How we fold Origami.
○

丸山真名美 （至学館大学健康科学部）

[P-1-33] 視覚的―聴覚的注意課題間におけるマインドワンダリングの違い◆
Differences in mind-wandering between visual and auditory sustained attention tasks
○

紀ノ定保礼1, 藤井達史1,2, 篠原一光1, 伝保香織1, 塩谷武司3, 芝垣佑美3 （1.大阪大学大学院人間科学研究科, 2.日本学術振

興会, 3.株式会社デンソー）

[P-1-34] 通俗的心理学神話への信奉と認知能力・スタイル
Belief in the myths of popular psychology, cognitive ability and cognitive style
○

眞嶋良全 （北星学園大学 社会福祉学部）

[P-1-35] 大きなモノみてパワーアップ◆
○

永井聖剛1, 山田陽平2, 金谷英俊1, 西崎友規子3 （1.愛知淑徳大学, 2.奈良教育大学, 3.京都工芸繊維大学）

[P-1-36] 時間的切迫感が時間の見積もりに与える影響◆
The effect of time pressure on the expected time estimation
○

種子島健一, 中村奈良江 （西南学院大学 人間科学部 心理学科）

[P-1-37] 音は視覚的時間知覚の正確性・安定性を向上させる
Sounds can increase accuracy and stability of visual time perception.
○

朝岡陸, 行場次朗 （東北大学大学院文学研究科）

[P-1-38] 人間は考える「足」である？
Man is a thinking foot (feet)?
○

武藤拓之, 松下戦具, 森川和則 （大阪大学大学院人間科学研究科）

[P-1-39] テーブル上の物体の配置と乱雑さの知覚◆
Investigation of the relationship between the layout of objects placed on a table and disorder
○

郷古学 （東北学院大学工学部）

[P-1-40] 複数感覚間同期による抽象形状に対する身体変形感の誘発
Body image transformation toward abstract shape based on multiple sensor integration
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○

石原由貴, 小鷹研理 （名古屋市立大学大学院芸術工学研究科）

[P-1-41] 触れていない部分に基づく触覚的位置記憶の更新◆
Tactile spatial pattern updates haptic position memory
○

光藤宏行 （九州大学大学院人間環境学研究院）

[P-1-42] 身体による遮蔽下で非感覚的に生成される事象知覚◆
Event perception derived from amodal completion under the occlusion by own hands
○

齋藤五大, 行場次朗 （東北大学大学院文学研究科）

[P-1-43] 高気圧曝露が人型図形の心的回転に及ぼす影響◆
The influence of exposure to a hyperbaric environment on mental rotation of human postures.
○

景山望 （海上自衛隊潜水医学実験隊）

[P-1-44] 選択誘発性選好の生起に刺激の再評価は不要である
Choice-induced preference change occurs without reappraisal process.
○

井上和哉1,2, 佐藤暢哉1 （1.関西学院大学, 2.日本学術振興会）

[P-1-45] 視聴覚統合による分裂／融合錯覚における感覚内群化の影響◆
Effects of intra-modal perceptual organization on fission and fusion illusions induced by audio-visual
integration
○

竹島康博1, 朝岡陸2 （1.文京学院大学人間学部, 2.東北大学大学院文学研究科）

[P-1-46] 視覚運動トラッキング課題において，ターゲットとエフェクターの大きさが運動に与える影響
Influence of object size in visuomotor tracking task
○

上田彩子1, 中島亮一1, 井関龍太1, 岩井律子1, 熊田孝恒1,2 （1.理化学研究所 理研BSI-トヨタ連携センター, 2.京都大学）

[P-1-47] 音の緊急性知覚が認知課題の遂行に与える影響
Perception of sound urgency affects cognitive task.
○

井口望, 鈴木奈津子, 田中章浩 （東京女子大学）

[P-1-48] 非注意のリズム刺激による低周波脳波律動と感覚ゲーティング
Low-frequency EEG oscillation and sensory gating caused by unattended rhythmic stimuli
○

荒生弘史1, 黒川智愛理1, 諏訪園秀吾2 （1.大正大学人間学部, 2.国立病院機構沖縄病院神経内科）

[P-1-49] 視線に騙されるな
Don't trust one's gaze
○

高尾沙希, 有賀敦紀 （立正大学大学院心理学研究科）

[P-1-50] 眼領域への注意を反映する脳波の大域的同期ネットワーク
Long-range EEG synchronization for visual attention to eye region in human face
○

野末馨1, 川崎真弘1, 2 （1.筑波大学大学院システム情報工学研究科, 2.独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究セン

ター）

ポスター発表

[P-1] ポスターセッション1（51~63）
Poster session 1（51~63）
316

[P-1-51] 左右視野への注意の偏りが視覚統計学習に与える影響
Effects of attentional biases to left and right visual fields on visual statistical learning
○

加藤公子1, 吉崎一人1, 渡辺友里菜2 （1.愛知淑徳大学心理学部, 2.愛知淑徳大学大学院心理医療科学研究科）

[P-1-52] マインドワンダリングがトップダウンの期待に及ぼす効果◆
Effects of Mind Wandering on Top-Dwon Expectations
○

井関龍太1, 中島亮一1, 上田彩子1, 岩井律子1, 熊田孝恒1,2 （1.理化学研究所 理研BSI-トヨタ連携センター, 2.京都大学情報

学研究科）
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[P-1-53] 聴覚アクセサリ刺激の呈示によるサイモン効果への影響◆
Auditory accessory stimulus effect Simon Effect
○

田飛, 紀ノ定保礼, 篠原一光 （大阪大学大学院人間科学研究科）

[P-1-54] 日常物体の操作性による探索非対称性
Search asymmetries for real-world objects
○

有賀敦紀1, 山仁雄介2, 山田祐樹3, McCarley Jason4 （1.立正大学, 2.Old Dominion University, 3.九州大学, 4.Flinders

University）

[P-1-55] 単語とインク色の呈示比率が随伴性効果と呈示対の尤度評定に及ぼす影響
Contingency learning and evaluation of learned words
○

北原稔也1, 吉崎一人2 （1.愛知淑徳大学大学院心理医療科学研究科, 2.愛知淑徳大学心理学部）

[P-1-56] 電動アシスト歩行車が高齢者の安心感に及ぼす影響
The effects of electric walking assistance to a walking cart on safety feeling of older adults.
○

栗延孟1,2, 原田悦子2, 大門貴之2, 富田瑛智2, 岩下純久3, 野村琢磨3, 緒方啓史3, 須藤智4 （1.東京都健康長寿医療センター,

2.筑波大学, 3.アズビル株式会社, 4.静岡大学）

[P-1-57] 注意バイアス修正トレーニングアプリの開発と評価（1）
The development and evaluation of application software for Attention Bias Modification training for
anxiety (1)
○

上田紋佳1, 澤山郁夫2,3 （1.ルーテル学院大学, 2.大阪大学, 3.日本学術振興会）

[P-1-58] 注意バイアス修正トレーニングアプリの開発と評価（2）
The development and evaluation of application software for Attention Bias Modification training for
anxiety (2)
○

澤山郁夫1,2, 上田紋佳3, 三宮真智子1 （1.大阪大学, 2.日本学術振興会, 3.ルーテル学院大学）

[P-1-59] 強迫傾向による認知抑制に関する脳メカニズム◆
Neural mechanisms underlying cognitive inhibition in obsessive-compulsive tendency
○

伊與木菜生1, 宮内英里1, 川崎真弘1,2 （1.筑波大学大学院システム情報工学研究科, 2.独立行政法人理化学研究所脳科学総

合研究センター）

[P-1-60] 抑うつ傾向者の脱中心化と気分緩和動機が自伝的記憶の性質に与える影響
Effects of metacognitive-awareness and motivation for mood-regulation of depressive tendency's on
the nature of autobiographical memory
○

髙橋佳史 （神奈川大学人間科学研究科臨床心理学研究領域）

[P-1-61] 自己報告式質問紙による認知機能の測定(1)◆
Measuring cognitive functions by self-report questionnaire (1)
○

山田尚子1, 関口理久子2 （1.甲南女子大学人間科学部, 2.関西大学社会学部）

[P-1-62] 自己報告式質問紙による認知機能の測定(2)◆
Measuring cognitive functions by self-report questionnaires (2)
○

関口理久子1, 山田尚子2 （1.関西大学社会学部, 2.甲南女子大学人間科学部）

[P-1-63] ライフログ収集ツールの使いやすさ
Long-term usability of life-log tools
○

高橋秀明 （放送大学／総合研究大学院大学）
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ポスター発表

[P-2] ポスターセッション2（1~19）
Poster session 2（1~19）
215

[P-2-1] お菓子の自伝的記憶における対人的状況◆
A study on interpersonal situation in autobiographical memory of confectionery
○

坪井寿子 （東京未来大学 こども心理学部）

[P-2-2] 初めての洋食の記憶と現在の洋食イメージとの関係◆
Relationship between the earliest memories and the present images of western-style dishes
○

清水寛之1, 高橋雅延2 （1.神戸学院大学人文学部, 2.聖心女子大学文学部・非会員）

[P-2-3] 出来事カテゴリ単語を用いて想起した自伝的記憶と自己の関連
Relationship between autobiographical memory recalled by event-category words and self.
○

屋沢萌1, 上原泉2 （1.お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科, 2.お茶の水女子大学基幹研究院）

[P-2-4] 「教師」と「先輩後輩」の特定性と出来事の感情価に関する研究
The effect of affect value of autobiographical memory
○

兵藤宗吉1, 李岩2 （1.中央大学文学部, 2.中央大学大学院文学研究科）

[P-2-5] 自伝的記憶の転換的語り直しによる気分と記憶への影響
The effects of biased retelling the negative autobiographical memory
○

清水優 （東北大学教育学研究科）

[P-2-6] 高思考抑制者におけるネガティブ記憶の反すうはポジティブ記憶を抑制する
rumination about negative memories suppressed positive memories in high thought suppressors
○

松本昇1,2, 越智啓太3 （1.日本学術振興会, 2.筑波大学大学院, 3.法政大学）

[P-2-7] 特定のエピソードの忘却に関する認識が記憶特性に与える影響
The influence of conception about forgetting on memory characteristics of specific episodes
○

堤聖月 （神戸学院大学大学院 人間文化学研究科）

[P-2-8] 嗅覚刺激における言語隠蔽効果、類似性の影響◆
Verbal overshadowing effect and the similarity in an olfactory stimulus
○

村島楓1, 箱田裕司2, 松浦ひろみ2 （1.京都女子大学大学院発達教育学研究科, 2.京都女子大学発達教育学部）

[P-2-9] 3リスト法による指示忘却
Three-list design in Directed forgetting
○

伊藤美加 （京都光華女子大学キャリア形成学部）

[P-2-10] 似顔絵が上手く描けると，かえって名前を憶えないか？
Drawing a good portrait inhibits from remembering the name
○

斎川加奈恵, 仁平義明 （白鴎大学教育学部）

[P-2-11] 抑うつと刺激の感情価が検索誘導性忘却に及ぼす影響
The effects of dysphoria and emotional stimuli on retrieval-induced forgetting
○

佐藤秀樹1, 兼子唯1, 巣山晴菜1,2, 伊藤理紗1, 樋上巧洋1, 松元智美1, 鈴木伸一3 （1.早稲田大学大学院人間科学研究科, 2.日

本学術振興会特別研究員, 3.早稲田大学人間科学学術院）

[P-2-12] アレキシサイミア傾向者において観察される幸福顔と怒り顔の記憶処理の特異性◆
Effects of facial expressions on memory in relation to alexithymia traits
○

髙橋純一1, 平野智久2, 村井諒平2, 行場次朗3 （1.福島大学人間発達文化学類, 2.東北大学文学部, 3.東北大学大学院文学研

究科）

[P-2-13] 情動喚起刺激の覚醒度および感情価の評定による符号化の効果Ｉ
Effects of encoding by rating emotional valence and arousal of emotional stimuli I.
○

藤田哲也1, 加藤みずき2 （1.法政大学文学部, 2.法政大学大学院人文科学研究科）
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[P-2-14] 情動喚起刺激の覚醒度および感情価の評定による符号化の効果II
Effects of encoding by rating emotional valence and arousal of emotional stimuli II
○

加藤みずき1, 藤田哲也2 （1.法政大学大学院人文科学研究科, 2.法政大学文学部）

[P-2-15] 匂い手がかりによって無意図的に想起される未来事象の特性(2)◆
The characteristics of involuntary future event representation cued by odor(2)
○

山本晃輔 （大阪産業大学人間環境学部）

[P-2-16] 再認における匂い文脈依存効果におよぼす学習時間の影響
Influences of study time on the odor-context dependent effects in recognition
○

漁田武雄1, 深沢萌美2, 漁田俊子3 （1.静岡大学情報学部, 2.横川電機, 3.静岡県立大学短期大学部）

[P-2-17] テスト時の気分状態が記憶の意図的・自動的利用に及ぼす影響の検討◆
Study of the effects of mood state at the time of the test on the intentional and automatic memory
○

金子亮佑1, 加藤宏一2 （1.法政大学大学院 人文科学研究科, 2.東京福祉大学 心理学部）

[P-2-18] 想起内容の詳細さのコントロールとメタ認知，心的表象の関連
Influence of metacognition and mental representation on the skills of regulating the grain size of
memory recall.
○

佐々木真吾, 仲真紀子 （北海道大学大学院文学研究科）

[P-2-19] メタ認知能力を測定する記憶課題作成の試み
Measuring metacognitive ability by a memory task: Development and validation
○

三浦大志, 伊東裕司 （慶應義塾大学）

ポスター発表

[P-2] ポスターセッション2（20~31）
Poster session 2（20~31）
216

[P-2-20] 説明文の産出における推敲の視点
Viewpoints of revision in explanatory text writing.
○

佐藤浩一, 大濱望美 （群馬大学）

[P-2-21] 中学生の自律的学習に関わる動機づけと学習方略の特徴
The characteristic of motivation and learning method concerning with autonomous learning of junior
high school students
○

皆川直凡 （鳴門教育大学大学院学校教育研究科）

[P-2-22] 家庭における言葉かけがテスト不安と学習時間に及ぼす影響
The effect of verbal interaction at home on test anxiety and study time.
○

中川華林 （法政大学大学院 人文科学研究科）

[P-2-23] 操縦課程パフォーマンス間の関連
Relationship among performance of pilot training courses
○

伊原良奈, 相羽裕子, 牛島雅子, 柴田ゆみ （航空医学実験隊）

[P-2-24] 運転適性検査を用いた高齢ドライバの刺激-反応特性の検討◆
Stimulus-response behavior among senior drivers using the driving aptitude test
○

山岸未沙子, 青木宏文, 田中貴紘, 高橋一誠, 米川隆, 金森等 （名古屋大学未来社会創造機構）

[P-2-25] 不安全避難行動に対する危険認知が行動意図の形成に与える影響◆
The influence of perceived danger with unsafe evacuation on behavioral intention
○

田中孝治1, 梅野光平2, 池田満1, 堀雅洋2 （1.北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科, 2.関西大学大学院総合情報学研

究科）

[P-2-26] 患者全体像の把握と目標設定の熟達化
Expertise of a patient's global image grasp and goal setting
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○

下島裕美1, 門馬博1, 三浦雅文2, 齊藤昭彦1, 蒲生忍1 （1.杏林大学保健学部, 2.群馬医療福祉大学リハビリテーション学部）

[P-2-27] The Relationship Between Older Drivers’ BIS/BAS and Life Satisfaction◆
○

Joo Mijung1, Lee Goeun2, Kim Bia2, Shin Hyunjung2, Lee Jaesik2 （1.Institute for Social Science Research, Pusan

National University, 2.Department of Psychology, Pusan National University）

[P-2-28] Emotion reading across culture
○

Ji Eunhee1, Son Lisa2, Kim Min-Shik1 （1.Department of Psychology, Yonsei University, 2.Department of

Psychology, Barnard College）

[P-2-29] The Time perspective and Well-being
Shin HyunJung,○Lee GoEun, Joo Mijung, Jung Minsoo, Kiｍ Bia （Pusan National University department of
psychology）

[P-2-30] 自閉症における顔表情への識別閾
Discrimination thresholds for recognition of facial expressions of varying intensities in people with
autism
○

宋永寧1, 箱田裕司2 （1.中国華東師範大学心理と認知科学学院, 2.京都女子大学発達教育学部）

[P-2-31] 怒り・嫌悪感情の程度表出における顔文字の部位の効果
The effect of facial componets of Kao-moji on expressing rage and hate
○

林美都子1, 林めぐみ2 （1.北海道教育大学函館校, 2.無所属）

ポスター発表

[P-2] ポスターセッション2（32~50）
Poster session 2（32~50）
315

[P-2-32] クリスチャンとノンクリスチャンが“賛美”に抱く印象の違い
A Difference in Impressions of Hymns between Christians and Non-Christians
○

後藤靖宏 （北星学園大学 文学部 心理・応用コミュニケーション学科）

[P-2-33] 学習における動機づけの増減に関する素人理論I
Lay theories about increase and decrease motivation in learning
○

山口剛1,2, 押尾恵吾1, 加藤みずき1, 中川華林1, 鈴木洋介1, 藤田哲也3 （1.法政大学大学院人文科学研究科, 2.日本学術振興

会, 3.法政大学文学部）

[P-2-34] 学習における動機づけの増減に関する素人理論II
Lay theories about increase and decrease motivation in learning II
○

押尾恵吾1, 山口剛1, 2, 加藤みずき1, 中川華林1, 鈴木洋介1, 藤田哲也3 （1.法政大学大学院人文科学研究科, 2.日本学術振興

会, 3.法政大学文学部）

[P-2-35] 画像選好判断における親近性と新奇性の影響◆
Effects of familiarity and novelty in visual preference judgments
○

満田隆, 阪口遼平 （立命館大学情報理工学部）

[P-2-36] 身体動作による感情情報への意識的アクセスの抑制
Motor action inhibits conscious access to emotional information
○

佐々木恭志郎1,2, 山田祐樹1, 3, 三浦佳世4 （1.九州大学大学院人間環境学府, 2.日本学術振興会特別研究員, 3.九州大学基幹

教育院, 4.九州大学大学院人間環境学研究院）

[P-2-37] 顔画像の選好判断に他者の数と表情が及ぼす影響◆
The influence of other's ratio and facial expression on preference for face image
○

布井雅人1, 吉川左紀子2 （1.聖泉大学人間学部, 2.京都大学こころの未来研究センター）

[P-2-38] バーチャルペットとの触れ合いによる気分変化
Changes in the personal mood during playing with virtual pets on a game
○

三雲真理子, 水政沙貴 （梅花女子大学心理こども学部心理学科）

- 14 -

[P-2-39] 高齢者に視線のカスケード現象は見られるのか？◆
Does the gaze cascade effect occur in the elderly?
○

齊藤俊樹1, 金城光2 （1.明治学院大学大学院心理学研究科, 2.明治学院大学心理学部）

[P-2-40] インフォグラフィックスの評価に美しさが与える影響◆
Aesthetic-usability effect on infographics
○

高橋知世1,2, 北神慎司1 （1.名古屋大学, 2.日本学術振興会）

[P-2-41] 制御適合と認知的課題遂行◆
Regulatory-fit and cognitive task
○

田中伸之輔1, 小山明莉2, 原田悦子3 （1.筑波大学大学院人間総合科学研究科, 2.筑波大学人間学群, 3.筑波大学人間系）

[P-2-42] 制御能力の低下とインターネット依存の関連性◆
The relationship between decreased self-regulation and internet addiction.
○

本間喜子, 川口潤 （名古屋大学大学院環境学研究科社会環境学専攻心理学講座）

[P-2-43] 微表情が表情認知に及ぼす影響
The influence of micro expression to facial expression recognition.
○

茶谷研吾 （九州大学大学院人間環境学府）

[P-2-44] 女子大学生の化粧の変化がパーソナルスペースに及ぼす影響
The Effect of Makeup on Personal Space in Female University Students
○

赤嶺亜紀 （名古屋学芸大学ヒューマンケア学部）

[P-2-45] 商品を触るイメージが商品の所有感や購買意図に及ぼす影響
The Effect of Haptic Imagery on Perceived Ownership and Purchase Intention
○

井関紗代, 北神慎司 （名古屋大学）

[P-2-46] 選択による選好の変化と抑うつ傾向との関連◆
Relation between choice-induced preference change and depression
○

宮城円, 中尾敬, 宮谷真人 （広島大学大学院教育学研究科）

[P-2-47] 外見的魅力と偶然性が「運命の出会い」に及ぼす影響
The influence from both man's physical attractiveness and unexpected circumstances of meeting
upon woman's feelings about the fateful encounter
○

向居暁 （高松大学発達科学部）

[P-2-48] 見えていなくても美人は見分けられる？
Can attractiveness be perceived even without visual awareness?
○

中村航洋1,2, 新井志帆子1, 川畑秀明3 （1.慶應義塾大学大学院社会学研究科, 2.日本学術振興会, 3.慶應義塾大学文学部）

[P-2-49] 初対面挨拶における女性音声の速さと高さが印象形成に及ぼす影響◆
Influence of utterance speed and pitch in female first-time self-introductions on impression
formation
○

橋本和奈実 （法政大学大学院 人文科学研究科 心理学専攻）

[P-2-50] 二重まぶたで目が大きく見える錯視効果◆
Eye size illusion induced by double-edged eyelids
○

松下戦具1, 杉澤みなみ2, 森川和則1, 白土真紀3 （1.大阪大学大学院人間科学研究科, 2.大阪大学人間科学部, 3.資生堂リ

サーチセンター）

ポスター発表

[P-2] ポスターセッション2（51~60）
Poster session 2（51~60）
316

[P-2-51] 瞳のキャッチライトが顔の魅力に及ぼす影響◆
The effect of facial attractiveness with catchligh in the eye.
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○

蔵冨恵1, 河原純一郎2 （1.愛知淑徳大学心理学部, 2.北海道大学文学研究科）

[P-2-52] 美しさ・魅力・好ましさ評定の項目間の関係
Relations among beauty, attractiveness, and likeability ratings
○

尾田政臣 （立命館大学）

[P-2-53] 動画像の解像度，撮影対象，提示方法が感性的印象へ及ぼす影響
Effects of image resolutions, image contents, and the manner of image presentation on subjective
impressions of moving images.
○

池田華子1,2, 田中智明1, 3, 日高聡太1, 石山智弘1, 宮崎弦太1 （1.立教大学, 2.国立障害者リハビリテーションセンター研究

所, 3.広島大学）

[P-2-54] 和文書体フォントがペットボトルお茶飲料の美的印象に与える影響◆
Testing the Effects of Japanese Fonts on Aesthetic Impressions Regarding Tea Beverage Packaging
on PET Bottles
○

向井志緒子 （立教大学現代心理学研究科）

[P-2-55] Harmonization effects between a word's semantics and handwritten letters◆
○

Kozue Miyashiro1, Misaki Nakamura2, Satomi Okabe2, Etsuko, T. Harada3 （1.University Tsukuba Graduate School

of Comprehensive Human Sciences, 2.University Tsukuba School of Human Sciences, 3.University Tsukuba Faculty
of Human Sciences）

[P-2-56] ガツッと反発・シュッと交差
Bounce with Gatsu, Stream with Syu
○

郷原皓彦1, 山田祐樹2, 三浦佳世3 （1.九州大学大学院人間環境学府, 2.九州大学基幹教育院, 3.九州大学大学院人間環境学

研究院）

[P-2-57] 絵画におけるフラクタルと美的評価の関係
Relationship between fractal in paintings and aesthetic evaluations
○

長潔容江1, 原口雅浩2, 三浦佳世3 （1.九州大学大学院人間環境学府, 2.久留米大学文学部, 3.九州大学大学院人間環境学研

究院）

[P-2-58] 複数の抽象図形の動作が雰囲気の評価に与える影響
Tne Evaluation of Interactive Communication Environment by Motion of Abstract Shapes
○

湯浅将英 （湘南工科大学）

[P-2-59] 音楽と色彩の組み合わせの相応しさを決める要因について
Factors that determine associations between color and music
○

楊琬璐, 宮谷真人 （広島大学大学院教育学研究科）

[P-2-60] 楽曲の構成要素が聴取者の感情とEEGに与える影響
Effects of music mood and tempo on affection and EEG
○

今井章, 石川美咲 （信州大学人文学部）
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シンポジウム

[S1] シンポジウム1《学際連携シンポジウム》
Symposium 1
企画・司会:岡田猛(東京大学), 指定討論:山内保典(大阪大学)
organizer/moderator:Takeshi Okada(The University of Tokyo), Debater:Yasunori Yamanouchi(Osaka University)
1大

[S-1] 領域の創造性
○

岡田猛1, 佐藤夏生2, 清水大地1, 三輪和久3, 山内保典4 （1.東京大学, 2.HAKUHODO THE DAY, executive creative director, 3.名古

屋大学, 4.大阪大学）
概要
創造性の認知心理学では，創造性テストや創造性開発技法などの領域一般的な創造性を対象にした研究や，地球外生物を考案する課
題のような実際の領域が存在しない課題を使った研究がたくさん行われてきた。しかし，現実の創造性は，多くの場合，特定の領域
の中で発揮される。本シンポジウムでは，デザイン，芸術，科学等の現実の創造領域を取り上げ，研究者や実践者による報告と領域
横断的な議論を行うことによって，創造性研究の新たな展開を模索する。
具体的には，広告の現場の創造体験（佐藤夏生氏），科学的発見に関する最近の研究知見（三輪和久氏），ダンスの表現過程につ
いての研究成果（清水大地氏）に関する話題提供と，科学コミュニケーションの観点からのコメント（山内保典氏）を通して，現場
の創造性の特徴と領域を越えた連携のあり方についての考察を深めたい。

話題提供
・佐藤夏生＃（HAKUHODO THE DAY, executive creative director）
What is the IDEA for?
・清水大地 （東京大学）
ストリートダンスにおける創造性：エキスパートによる探索的な取り組み
・三輪和久＃（名古屋大学）
発想の転換 —Simulated Scienceアプローチ
シンポジウム

[S2] シンポジウム2《社会連携シンポジウム》
Symposium 2（Symposium for Social Collaboration）
企画・司会:仲真紀子(北海道大学)
organizer/moderator:Makiko Naka(Hokkaido University)
1大

[S-2] 事実の調査ならびに判断や意思決定を支援する面接
○

仲真紀子1, 岩佐嘉彦2, 志賀裕子3, 澤木伸浩4 （1.北海道大学, 2.大阪弁護士会・弁護士, 3.東京家庭裁判所・家庭裁判所調査官, 4.海上

保安庁・刑事課刑事企画指導官）
概要
近年の面接法研究は，記憶を汚染し，誘導・暗示となるような質問を避けるというだけでなく，被面接者に対し，面接の枠組みや約
束事を伝え，ときには報告の仕方をトレーニングし，積極的な記憶検索や，正確にたくさん話そうとする態度を強化することの重要
性を示唆している。「いつでしたか？」—「○月○日」，「どこでしたか？」—「○○」，「誰でしたか？」—「○○」と，聞きたい
ことだけを一問一答で聴取するのではなく，まずは，被面接者に自発的に，できるだけ多くを自由報告で話してもらう。そうするこ
とで，面接者の仮説になかった情報も得られ，的確な判断や意思決定も可能となることが期待される。
こういった面接法の工夫は，現実の場面でどのように活かされ得るのか。本シンポジウムでは，刑事事件，家事事件，事故調査等の
場面で仕事をしておられる専門家をお迎えし，心理学的知見を活かした面接法の利用や面接者に対する研修訓練についてご報告いた
だく。

話題提供
岩佐嘉彦（大阪弁護士会・弁護士）
「被疑者接見における面接の在り方とトレーニング」
志賀裕子（東京家庭裁判所・家庭裁判所調査官）
「家事事件における子どもの面接の構造化」
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澤木伸浩（海上保安庁・刑事課刑事企画指導官）
「正確な情報を得るための海上保安官の訓練（被疑者の記憶が問題となった船舶衝突事件を教訓にして）」
シンポジウム

[S3] シンポジウム3
Symposium 3
企画・司会:齋木潤(京都大学), 指定討論:船橋新太郎(京都大学)
organizer/moderator/debater:Jun Saiki(Kyoto University), Debater:Shintaro Funahashi(Kyoto University)
1大

[S-3] 視覚性ワーキングメモリ研究の新展開
○

齋木潤1, 坪見博之2, 上野泰治3, 町沢まろ4, 川崎真弘5, 船橋新太郎1 （1.京都大学, 2.富山大学, 3.名古屋大学, 4.広島大学, 5.筑波大

学）
概要
ワーキングメモリ研究は認知心理学の中核の一つをなす。その中で、視覚性ワーキングメモリは、記憶研究者、視覚研究者、神経科
学研究者など異なる背景を持つ研究者が関心を持ち、多くの研究が行われてきた。従来は、独立に進んできたこれらの研究の間
に、最近交流の兆しが見えつつある。このシンポジウムでは、異なる背景を持つ視覚性ワーキングメモリ研究者の最新の研究成果を
知り、議論することを通して、今後の研究の方向性を展望する。話題提供者の坪見は、視知覚研究を背景とする視覚性ワーキングメ
モリ研究の中心的なテーマの一つである容量制約について述べる。上野は記憶研究からの視覚性ワーキングメモリ研究の中で、注意
と記憶の相互作用の問題を取り上げ、計算機モデル研究も交えて話題提供する。町沢と川崎はともに、認知神経科学的な視覚性
ワーキングメモリ研究を紹介するが、町沢は視覚性ワーキングメモリの質と量に対して脳の各領域が果たす役割、川崎は位相同期に
着目した脳のネットワーク特性と視覚性ワーキングメモリとの関連、とそのアプローチは異なっている。こうした背景も手法も多様
な諸研究のなかから新たな展開の可能性を探ってみたい。
話題提供
・坪見博之＃、富山大学
「視知覚とワーキングメモリの容量制約」
・上野泰治、名古屋大学
「注意と視覚的記憶の相互作用 - 計算機モデル手法の共有と心理学データ」
・町沢まろ＃、広島大学
「異なる脳領域における機能構造が果たす視覚ワーキングメモリの質と量への役割」
・川崎真弘、筑波大学
「脳波リズム位相同期が示すワーキングメモリに関する脳ネットワーク
シンポジウム

[S4] シンポジウム4
Symposium 4
企画・司会:遠藤利彦(東京大学), 指定討論:遠藤由美(関西大学)
organizer/moderator:Toshihiko Endo(The University of Tokyo), Debater:Yumi Endo(Kansai University)
1大

[S-4] アタッチメントとセクシャリティの認知心理学
○

遠藤利彦1, 坂口菊恵1, 金政祐司2, 高橋翠1, 遠藤由美3 （1.東京大学, 2.追手門学院大学, 3.関西大学）

概要
アタッチメントとセクシャリティの問題は従来、社会人格心理学領域の中核的テーマの一つとして様々に問われてきた。そして、そ
の現代的展開として、異性関係を含む親密な対人関係の構築や維持あるいは分断に、いかなる社会情報処理過程および認知的機序が
絡み得るのかを、微視的に、また種々の認知心理学的実験パラダイムに依りながら解明しようとする方向性がある。歴史を遡って見
れば、例えば、アタッチメント理論の創始者たるJohn Bowlby(1973)は、その後、Philip Johnson-Lairdらによって「メンタル・モデ
ル」として発展していくことにもなる、20世紀前半の認知心理学者Kenneth Craik(1943)の「内的作業モデル(Internal Working
Model)」概念に想を得て、幼少期における養育者との関係性が、個人に固有の内的表象として内在化され、それが社会情報処理の基
盤として機能することによって、生涯に亘る様々な他者との一貫したスタイルでの相互作用を導くことになると仮定したことで知ら
れている。それは、多様な対人関係をめぐる研究の展開において枢要な説明装置としての役割を果たしてきたと言い得るが、それ自
体の認知処理過程の実態や機序が、精細な実証的検討に付されることは比較的最近までなかった。しかし、近年、その状況は大きく
変わりつつある。このシンポジウムが企図するところは、そうした研究の現代的動向を俯瞰しながら、その課題を掘り起こし、今後
の行方を占うことである。
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話題提供
・坂口 菊恵＃（東京大学）
「ヒトにおける性戦略と異性間コミュニケーションにおける認知処理の個体差」(仮)
・金政 祐司＃（追手門学院大学）
「アタッチメントと恋愛に絡む社会的情報処理プロセスとその帰結」(仮)
・高橋 翠（東京大学）
「マスキュリニティとリスク回避の視座から見る女性における男性顔の魅力認知」(仮)
シンポジウム

[SS1] 支援隊企画シンポジウム
Supporter Symposium 1
企画・司会:川﨑弥生(日本大学), 指定討論:松田憲(山口大学)
organizer/moderator:Yayoi Kawasaki(Nihon University), Debater:Ken Matsuda(Yamaguchi University)
2大

[SS-1] 記憶のエラーのメカニズム
○

川﨑弥生1, 杉森絵里子2, 森田泰介3, 池田和浩4, 松田憲5 （1.日本大学, 2.早稲田大学, 3.東京理科大学, 4.尚絅大学, 5.山口大学）

概要
日常生活での様々なエラーが記憶エラーという視点で検討されている．本シンポジウムでは各々の実験パラダイムで得られた記憶エ
ラーに関する知見を紹介し，共通するメカニズムを見出すことを目的とする．川﨑は経験しなかったことも，示唆されることに
よって誤って実際に経験したこととして思い出す虚記憶現象とその生成過程について報告する．杉森は実際に行ったか否かが分から
なくなる行為のソースモニタリングエラーの要因とエラー傾向について個人差という観点から報告する．森田は実行しようと計画し
たことの実施を忘れてしまう展望的記憶のエラーについて報告する．最後に池田は，過去の否定的な体験をポジティブな視点から転
換的に語り直すことで意図的に引き起こされる自伝的記憶の変容（エラー）について紹介する．普段別々に研究されているが大きく
俯瞰すると記憶エラーと括ることができるこれらの研究成果を総括し，これらの現象の背景にある意図的・無意図的な記憶の制御メ
カニズムやそのかかわりについて明らかにするとともに，フロアの方々を交えながら議論を深めたい．
話題提供
・川﨑弥生（日本大学）
「なぜ実際に経験していないことを思い出すのか？：リスト学習パラダイムを用いた検討」
・杉森絵里子（早稲田大学）
「なぜやったか否かが分からなくなるのか：行為ソースモニタリングエラーの要因と傾向」
・森田泰介（東京理科大学）
「なぜし忘れるのか，なぜし忘れないのか：展望的記憶の想起・実行を支えるもの」
・池田和浩（尚絅大学）
「なぜ変わるのか？なにが変わるのか？：語り直しによる積極的な自伝的記憶変容のメカニズム」
ワークショップ

[SW1] 支援隊企画ワークショップ
Supporter Workshop 1
企画・司会:髙木幸子(東京女子大学), 高橋翠(東京大学)
organizer/moderator:Sachiko Takagi(Tokyo Woman's Christian University), Midori Takahashi(The University of
Tokyo)
2大

[SW-1] 顔と声を用いた認知心理学的研究の動向とノウハウをつかむ
○

髙木幸子1, 高橋翠2, 市川寛子3, 安田孝4, 藤村友美5, 渡邊伸行6 （1.東京女子大学人間科学研究科, 2.東京大学, 3.東京理科大学理工学

部教養, 4.松山東雲女子大学人文科学部, 5.国立研究開発法人 産業技術総合研究所、人間情報研究部門, 6.金沢工業大学情報フロン
ティア学部）
概要
コミュニケーションを検討するにあたり、顔や声を対象とした認知心理学的研究は盛んにおこなわれているが、国内では「離島」的
に研究が展開されている。特に、研究上のノウハウや利用可能な刺激セットに関する情報は研究者間で共有されているとは言い難
く、誰もがアクセスしやすい状況にはない。本ワークショップでは、刺激セットに焦点を当て、1)使用事例、2)種類、3)作成方法と
いう3つの視点からこうした領域の研究のノウハウや注意事項を共有することを目指す。さらに、既存の刺激セットの枠組み外にある
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刺激を用いた研究についても紹介する。刺激についてさまざまな角度から議論することを通じて、近年のコミュニケーション研究の
動向を踏まえながら、国内の研究者が交際的にもインパクトのある研究を展開するための方法論をフロアの方と演者とでともに考え
ていきたい。
話題提供
・市川寛子#、東京理科大学、理工学部教養
「表情刺激セットの必要性：発達障害児者の表情認知研究から」
・高橋翠、東京大学大学院、教育学研究科
「すぐに使える顔刺激セットの紹介」
・安田孝、松山東雲女子大学、人文科学部
「顔静止画加工の手法と注意点」
・藤村友美#、国立研究開発法人 産業技術総合研究所、人間情報研究部門
「動画の表情刺激セットとその作成」
・髙木幸子、東京女子大学、現代教養学部
「視聴覚感情表現刺激セットとその作成：顔と声の多感覚コミュニケーション」
・渡邊伸行、金沢工業大学、情報フロンティア学部
「研究目的に即した顔画像の選択と作成」
ワークショップ

[MW1] 会員企画ワークショップ
Member Workshop 1
企画・司会:野内類(東北大学 学際科学フロンティア研究所), 指定討論:兵藤宗吉(中央大学)
organizer/moderator:Rui Nouchi(Tohoku University), Debater:Muneyoshi Hyodo(Chuo University)
2大

[MW-1] より良く暮らすために、認知心理学ができること
認知と脳の可塑性・認知工学・BMIのフロンティア
○

野内類1, 須藤智2, 小川剛史3, 高野裕冶4, 兵藤宗吉5 （1.東北大学 学際科学フロンティア研究所, 2.静岡大学 大学教育センター, 3.株式

会社国際電気通信基礎技術研究所（ATR） 動的脳イメージング研究室, 4.同志社大学 赤ちゃん学研究センター, 5.中央大学 文学部）
概要
誰もが、より良い社会生活を送りたいと願う。認知心理学は、この社会の要望に答えることができるのだろうか？本ワークショップ
では、1)私たちが暮らす環境やモノを改善させることを目指す認知工学・BMI研究の立場と2)認知・脳機能を改善させることを目指す
認知と脳の可塑性研究の立場から、より良く暮らすために心理学ができることについて考えていく。まず、環境改善の立場から①認
知プロセスを重視したモノの使いやすさ研究(須藤)と②脳の信号を元に外部の装置や環境を制御するBMI(Brain Machine Interface)研
究(小川)について報告する。その後、認知・脳機能の機能改善の立場から③モデル動物を対象に薬物や直接脳を刺激する方法を用いた
研究と④認知・運動トレーニングを用いて認知・脳機能を向上させる研究(野内)について報告する。最終的に、私たちがより良く暮ら
すために、心理学が出来ること、これから目指す方向性を指定討論者(兵藤)とフロアの方と演者とで一緒に考えていきたい。
話題提供
・須藤智、静岡大学 大学教育センター
「日常場面でのリアルな使いやすさにアプローチする認知工学的研究の現状と展開」
・小川剛史#、株式会社国際電気通信基礎技術研究所（ATR） 動的脳イメージング研究室
「実生活空間に広がるBMI技術とその応用」
・高野裕冶#、同志社大学 赤ちゃん学研究センター
「認知機能をただ上げれば良いのか？：技術として可能になりそうなものと人間観をめぐって」
・野内類、東北大学 学際科学フロンティア研究所
「生活介入による認知・脳機能の維持・向上のフロンティア：機能向上主義の功罪」
口頭発表

[O-1-1] 日本語セッション1（社会的認知/発達・教育・学習）
Japanese session 1 (social cognition, development, education, &learning)
座長:楠見孝(京都大学大学院教育学研究科), 原田悦子(筑波大学人間系)
Session Chair:Takashi Kusumi(Kyoto University, Graduate School of Education), Etsuko, T. Harada(University
of Tsukuba, Faculty of Human Sciences)
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[O-1-1-1] 高度運転支援システムの利用学習◆
Learning to use advanced driving assistance system.
○

大塚翔1, 安藤達志2, 星野航2, 原田悦子3 （1.筑波大学大学院人間総合科学研究科, 2.筑波大学人間学群, 3.筑波大学人間系）

近年，自動車の高度運転支援システムが注目を集めている。本研究は，その利用学習の過程を探索的に検討するため，模擬的な運転
ゲームを用い，手動操作習熟後に支援システムが導入・変更される状況を再現した。実験では，参加者はまず，ゲームでの路線追従
を手動操作で学習，次に，性能60%／80%（100%で完全追従）いずれかの自動モードを導入し，その利用を学習した（学習1）。そ
の後，両群共70%の自動モードで追従ゲームを行った（学習2）。その結果，学習1で60%の低性能自動モードを経験した群は，学習
2での自動モード利用率が80%高性能自動モード利用群よりも高かった。この結果を説明するために，学習1での自動モード利用行動
を分析したところ，60%条件では自動モードと手動追従との相互補完関係を明確に学習し，“役割分担”的な利用方略が学習されてい
た可能性が示唆された。自動機能による支援システムの利用学習における役割認知の重要性が示唆された。
キーワード：高度運転支援システム, 自動化, シミュレータ実験

[O-1-1-2] ガイドの利用は経路探索の学習を変容させるか
Does embedded guides transform learning processes of a route search game?
○

大門貴之1, 原田悦子2, 須藤智3 （1.筑波大学大学院人間総合科学研究科, 2.筑波大学人間系, 3.静岡大学）

高齢者が示すICT機器利用困難の原因を追究するため，機器利用学習におけるガイド情報の利用過程に注目した．実験ではGroton
Maze Learning Task（GMLT）を用い，複雑なガイドをGMLTに埋め込んだ際，ガイド利用が学習をどのように変化させるか，そこ
に加齢による違いがみられるかを検討した．ガイドの意味が理解容易な順向デザインとそうではない逆向デザインを設定し，若年成
人・高齢者各36名を統制群/順向群/逆向群にランダムに割当てた．順向群ではガイド情報により両年齢群とも経路探索時間，ルール
に則ったエラー数を減少させた．しかし逆向群では，若年成人はルールに則ったエラーの減少を示したが，高齢者ではエラー減少は
見られなかった．高齢者は順向ガイドでは意味を抽出し，経路探索に利用できるのに対し，逆向ガイドは利用が困難であったことか
ら，今後さらに高齢者の学習困難さの要因を検討していく．
キーワード：経路探索の学習, ガイド利用, 認知的加齢

[O-1-1-3] 静止画を用いた顔と声のマッチングにおける性格特性の印象の役割
The role of personality impression in face-voice matching
○

光藤優花1, 小川洋和2 （1.関西学院大学大学院文学研究科, 2.関西学院大学文学部）

顔静止画像から声を予測できるか否かを検証する方法として顔と声のマッチング課題があるが、この課題を用いた先行研究の知見は
一貫していない（Kamachi et al., 2003; Mavica &Barenholtz, 2013）。しかし、この正答率には刺激モデルによる個人差があり
（Mavica &Barenholtz, 2013）、課題遂行時の手がかりを当てはめやすいか否かが原因の一つであると考えられる。本研究では顔と
声から得られる性格特性の印象の類似度がマッチング課題の手がかりとして利用されているという仮説について検討することを目的
とした。顔静止画刺激と音声刺激のマッチング課題を行った結果、チャンスレベルを上回る正答率が得られた。さらに、各モデルの
顔と声から受ける性格特性の評定値の類似度と正答率の相関関係が示された。これは、マッチングの手がかりとして性格特性の印象
が重要な役割を担っていることを示唆する。
キーワード：顔認知, 声認知, 多感覚統合

[O-1-1-4] ニュメラシーが低線量放射能リスク情報理解に及ぼす影響◆
The effects of numeracy on risk perception of low radiation dose
○

楠見孝, 伊川美保 （京都大学大学院教育学研究科）

本研究の目的は，リスクコミュニケーションにおける数値情報の理解に影響を及ぼすニュメラシー(numeracy)の影響について検討す
ることである。そこで，リスクリテラシーを測定する客観テストと主観評定尺度の日本版を作成し,1300名の被災地及び首都圏住民に
ネット調査をおこない，リスク情報理解に及ぼす影響を検討した。その結果，放射線に関するメッセージにおける数値の理解容易性
は，客観的ニュメラシーとは.25の相関，主観的ニュメラシーとは.66の高い相関があった。また，放射線知識(.40),科学リテラ
シー(.25)，批判的思考態度(.23)，メディアリテラシー.(17)とも相関があった。これは，リスクメッセージの理解を，批判的思考を土
台として，科学，メディアのリテラシーとニュメラシーが支えていることを示す。
キーワード：リスク認知, ニュメラシー, リスクリテラシー
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[O-1-1-5] エージェント利用システムに対する生物らしさ知覚の検討◆
Animacy perception of systems with agency
○

長谷川莉子1, 原田悦子2, 栢野航3, 大澤博隆4 （1.筑波大学人間総合科学研究科, 2.筑波大学人間系, 3.筑波大学システム情報工学研究

科, 4.筑波大学情報系）
情報システムで利用される擬人化エージェントは，利用者との間に対人インタラクションを模したコミュニケーションをもたら
し，高次の機器利用へつなぐ狙いがある。こうした相互作用においてエージェントに対する生物らしさ知覚が基盤になると考え，擬
人化エージェントの生物らしさ知覚の有無と，そこでの身体性の効果を検討した。オーブンレンジを対象とし，目・腕のロボット
パーツを取り付けた身体条件，音声だけの音声条件，エージェント化しない統制条件の3条件を比較した。65歳以上の高齢者と若年成
人各36人がユーザビリティテスト形式の実験に参加し，主観的な生物らしさ知覚を評価した。その結果，生物らしさ知覚には“生体
感”と“知性”の2側面があり，高齢者は身体性付与により両者が高まるが，若年者は特に“知性”に関し身体性の付与による評価の低下を
示した。年齢群間での相違を基に，エージェントの生物らしさ知覚の機序について検討した。
キーワード：ヒューマンエージェントインタラクション, 生物らしさ知覚, 認知的加齢
口頭発表

[O-1-2] 日本語セッション2（知覚・感性1）
Japanese session 2 (perception and kansei 1)
座長:福井隆雄(リヨン神経科学研究センター), 中島亮一(理化学研究所 理研BSI-トヨタ連携センター)
Session Chair:Takao FUKUI(ImpAct Team, Lyon Neuroscience Research Center, Inserm U1028 - CNRS UMR5292
- University Lyon 1, Bron, France, France), Ryoichi Nakashima(RIKEN BSI-TOYOTA Collaboration Center, RIKEN)
214

[O-1-2-1] 影に引き寄せられる手
Proprioceptive drift toward body-shadow based on vision-proprioception correlation
○

金澤綾香, 小鷹研理 （名古屋市立大学大学院芸術工学研究科）

近年、視覚外にある現実の手の動きと視界内のrubber hand（手の人形やロボットハンド）の動きを同期させることで（運動・固有感
覚-視覚間同期）、rubber handに対する身体所有感を付与する試みが増えている。影は同様の感覚間同期を自然かつ容易に生成でき
るが、影が身体所有感に直接的に及ぼす関係については未だ不明である。本研究では、ドリフト量を身体所有感の指標として採用す
ることで、影によるRHIの効果を検証した。実験では、影の外観の異なる複数の環境（手・手と連動する長方形・手と連動しない長方
形）において、被験者の手が運動あるいは静止する条件で、ドリフト量の計測とアンケートを実施した。実験の結果、影が身体と一
致した形状を有することが、強い身体所有感を付与する上で重要な条件であることが示された。一方で、運動による効果はドリフト
量のみに観測され、アンケートのレベルでは違いは得られなかった。
キーワード：proprioceptive drift, ラバーハンドイリュージョン, 影

[O-1-2-2] 運動の遅延視覚フィードバックによる主観的時間の短縮◆
Time contraction during delayed visual feedback of hand action
○

今泉修1,2,3, 浅井智久2 （1.千葉大学, 2.NTTコミュニケーション科学基礎研究所, 3.日本学術振興会）

手の運動に空間的に整合する視覚フィードバックは，その持続時間が長く知覚される。運動と結果の時間・空間的整合は自らが行為
をもたらしている感覚（自己主体感）に必要であり，自己主体感は時間知覚を変調する。本研究は，運動の視覚フィードバックへの
自己主体感が主観的時間を伸長すると仮説を立てた。実験参加者の左手の動作が撮影され，その撮影像の遅延 (50-1500 ms) や方向
(正立，倒立) が操作されて一定の時間モニタに呈示された。参加者は，過去の全試行と比べてその映像を長くまたは短く感じたかを
回答した。また，自らが映像の手の動きを操っていると感じたかどうかについて回答した。その結果，運動の遅延視覚フィード
バックは，物理的に同じ持続時間であっても主観的に短い時間を知覚させ，自己主体感を減衰させた。運動の視覚フィードバックが
主観的時間を伸縮させる効果に，自己主体感が寄与することが示唆された。
キーワード：持続時間知覚, 視覚運動協応, 自己主体感

[O-1-2-3] 頭頂葉損傷患者における把持とそのパントマイムの運動学的特性
Kinematic properties of real and pantomimed prehension movements in parietal
patients
○

福井隆雄1,3, レヴォルパトリス1,2, サルムロメオ1, ピゼラロール1, ロセッティイヴ1,2 （1.リヨン神経科学研究センター, 2.アンリガブ

リエル病院，リヨン市民病院「Mouvement et Handicap」部門, 3.国立障害者リハビリテーションセンター研究所）
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行為生成における視覚-運動変換過程を検討するために，頭頂葉損傷患者を対象に，到達把持運動とそのパントマイム動作の運動学的
特性を検討した．視線条件として，中心視と周辺視（提示物体から10度）の2条件を設けた．パントマイム動作時は，最初の物体提示
後，ゴーグルにより5秒間見えが遮断され，その間に物体が取り除かれ，再びゴーグルが開いた際，物体が提示されていた位置へのパ
ントマイム動作が求められた．到達把持運動時は視覚遮断中に物体を取り除かなかった．背-背側経路(dorso-dorsal stream)に主に損
傷された患者では，周辺視条件における到達把持運動の障害とパントマイムによるつかみ幅の改善が認められた．腹-背側経路
(ventro-dorsal stream)も損傷された患者ではパントマイム時の改善は認められなかった．これらの結果は，行為生成における，そ
れぞれの背側経路の役割の違いを示唆する．
キーワード：到達把持運動, 頭頂葉, 背側経路

[O-1-2-4] 道路形状情報に基づく自己方向・自己位置知覚
Egocentric direction and position perceptions based on lane edge information
○

中島亮一1, 岩井律子1, 上田彩子1, 井関龍太1, 熊田孝恒1,2 （1.理化学研究所 理研BSI-トヨタ連携センター, 2.京都大学）

運転等の自己移動に必要な知覚として、自己方向、自己位置の知覚がある。これらの知覚に対して、「道路が正立して見えているこ
と」「遠くの情報を中心視で捉えること」という、典型的な道路の見えの要因が影響を与えるかどうかに焦点を当てて検討した。実
験では、2枚の直線道路の画像を観察して、どちらが道路に対して正面を向いたものか（自己方向判断）、どちらが車線の中央から見
たものか（自己位置判断）を答えさせた。実験1では正立画像と倒立画像の比較、実験2では正立画像と上下入替画像の比較を
行った。その結果、自己方向判断は画像操作によって成績の低下が見られたが、自己位置判断は画像操作による成績の違いは見られ
なかった。よって、自己方向知覚には上述の2つの要因が重要である一方で、自己位置知覚はそれらの要因に対して頑健であることが
明らかになった。つまり、自己方向・自己位置知覚は別々の認知処理だと考えられる。
キーワード：自己方向知覚, 自己位置知覚, 運転

[O-1-2-5] 視覚運動変換課題における練習量と内部モデルの獲得◆
The Amount of Practice Affects the Acquisition of the Internal Model in Visuomotor
Rotation Task
○

山田千晴1, 板口典弘2,3, 福澤一吉3 （1.早稲田大学大学院文学研究科, 2.札幌医科大学保健医療学部, 3.早稲田大学文学学術院）

本研究では，視覚フィードバックに回転座標変換を加えた新奇な環境において，連続的に動き回るターゲットを追いかけ続ける追従
課題を用いて，練習量が即時的・持続的な成績の変化にどのように影響を及ぼすのか検討した。実験は2日間に分けて行われ
た。ターゲットの視覚的フィードバックに関し2条件（Rotation・Normal），1日目の練習量に2条件（多・少）を設け，全4条件に
おいて，試行中のターゲットとカーソルの距離の総和をエラーとして算出した。エラーの減衰やアフターエフェクトに関する結果か
ら，①少ない練習量ではエラーがほぼプラトーになるが新奇な回転座標変換に応じた新たな内部モデルの獲得には至らないこと，②
練習が多ければそれが獲得可能であること，③1日目にアフターエフェクトを生じる程度まで順応学習を達成していれば，2日目には
その達成には本来不十分な練習量でも，内部モデルは維持されることが示唆された。
キーワード：視覚運動順応, 運動学習, 内部モデル
口頭発表

[O-2-1] 英語セッション1（感情・記憶）
English session 1 (emotion &memory)
Session Chair:Donghoon Lee(Department of Psychology, Pusan National University. Busan, Korea), Makoto
Miyatani(Hiroshima university graduate school)
212

[O-2-1-1] Emotion-Detection based on the Facial Expression
Bia Kim,○Myeongok Shin, Yunkyoung Kim, Yoonkyoung Lee, Hyunjung Shin （Department of Psychology, Pusan National
University）
It is widely accepted that culture affects the ability to understand and express the emotion. Within an individualistic
cultural area, relatively extreme expression of emotion is accustomed, whilst such expression is considered to be
maladjusted in a collectivist cultural area (Lee &Seo, 2009). These differences are reflected on how an individual interprets
and responses to the emotion (Matsumoto et al., 1997). The present study has compared the results of Koreans’ emotiondetecting task to the corresponding data of Japanese and Americans. It has aimed to explore that whether there is any
difference in emotion-detecting between different cultural areas.
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キーワード：facial expression, emotion, cross-cultural difference

[O-2-1-2] Influences of the Current Mood State on the Perception of Emotional Faces in Group
Donghoon Lee,○Sewon Kim, Jeongsoo Lee （Department of Psychology, Pusan National University. Busan, Korea）
In the Western tradition, emotion has been considered
as individual-level psychological and physiological responses to a certain
stimulus or an event. However, recent research is taking a step toward social
aspects of emotion such as cultural differences in emotion perception and
regulation (Parkinson, Fischer, &Manstead, 2005) and group-level emotion
(Barsade &Gibson, 2012). The current study aimed to investigate the
perception of group emotion and the interaction between that and the current
mood state of the observers. We hypothesized that the perceptual decision of
the group emotion is influenced by the current mood state of the participants.
キーワード：Group Emotion, Current Mood state

[O-2-1-3] Self-Serving Attribution Bias and Emotion
○

Sunam Lee, Myeongok Shin, Hyunjung Shin, Bia Kim （Pusan National University Department of Psychology ABD）

The 'Self-Serving attribution bias' has been studied for a long time, from whether this bias really exist or not, to research
for explanation 'Self-justification theory', 'Self-enhancement bias' and so on. However, most of the studies was to
cognitive aspects, and there is not so much research on the effect of emotions except in cases of depression. The studies
on the effect of emotions in the self-serving attribution bias are based on the emotions experienced as a result of
attributions, it focused on the effect from the attributions to the emotions, but not on the effect from emotions to
attribution. Unlike these, Coleman(2011) studies the effects of induced emotion to attribution bias, the feedback
influenced attribution by emotions. But in his study, he didn't identify the effect induced emotion itself on the attribution.
For investigate the direct effect induced emotion on the attribution, this study used evaluated scenarios and compared the
attribution score before and after emotional priming.
キーワード：Attribution, Self-Serving Bias, Emotion

[O-2-1-4] Materialism, Well-Being, and Locus of Control
Bia Kim,○YoonKyoung Lee, GoEun Lee, HyunJung Shin （Department of Psychology, Pusan National University）
Numerous previous researches have suggested that there is an inverse relationship between the materialism and wellbeing(Richins, 1987; Richins &Dawson, 1992; Diener &Oishi, 2000; Kashdan &Breen, 2007; Christopher, Lasane, Troisi,
&Park, 2007). Although materialism among the East Asian countries has been considered to be quite intense, but only few
studies about it have been done yet. Besides, there are lesser studies about internal relationship between the materialism
and well-being have been published. Based on the view that the locus of control plays an important mediating-role between
the materialism and well-being in the Western culture, the present study aims to validate the corresponding analogue in the
East Asian culture and to expand the view. The following four countries have been selected as representatives of the East
Asia for the present research: China, Korea, Japan, and Taiwan.
キーワード：materialism, well-being, locus of control
口頭発表

[O-2-2] 日本語セッション3（記憶）
Japanese session 3 (memory)
座長:上田祥行(京都大学こころの未来研究センター), 小川洋和(関西学院大学文学部総合心理科学科)
Session Chair:Yoshiyuki Ueda(Kokoro Research Center, Kyoto University), Hirokazu Ogawa(Kwansei Gakuin
University Department of Psychological Sciences)
214

[O-2-2-1] 観察者の表情筋の操作が恐怖表情の想起に干渉する
Simulating facial expression interferes with retrieval of a face of a fearful
expression
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○

安枝貴文1, 小川洋和2 （1.関西学院大学大学院文学研究科, 2.関西学院大学文学部総合心理科学科）

Shimamura, Ross, &Bennett (2006)は様々な表情をした顔刺激を呈示し性別判断課題を行った後に、偶発記憶課題を行い表情がどの
程度記憶されているかを検討した。その結果、幸福表情が怒り、恐怖、驚き表情よりも記憶されていることを示した。本研究の目的
は、顔記憶における表情の効果が、観察者の表情とどのように相互作用するかを明らかにすることであり、Shimamura et al.
(2006)と同様の手続きを用いた。本研究では課題中に参加者に割り箸をくわえさせることによって、表情筋を笑顔の状態に近づけ
た。表情筋の操作が顔記憶の記銘処理・想起処理のそれぞれにどのように影響するかを検討した。その結果、表情筋の操作が恐怖表
情記憶の想起に干渉したことを示した。表情を想起する際に自動的な表情模倣が生じており、割り箸による表情筋の操作によってそ
れが阻害されたため、結果として恐怖表情の再認生起が低下した可能性がある。
キーワード：感情表情, 記憶, 身体化認知

[O-2-2-2] 空間手がかりによる再認記憶バイアス
Spatial cueing biases recognition memory
○

三好清文, 蘆田宏 （京都大学）

We investigated the effect of processing fluency induced by spatial cueing on recognition memory judgments. Participants
memorized pictures of everyday objects, and their spatial attention was manipulated in a Remember/Know recognition
memory test. Stimulus location was either predicted (valid condition) or unpredicted (invalid condition) using an arrow cue.
The results revealed that familiarity-based false recognition increased in the invalid condition. In the invalid condition,
participants may have attributed part of the perceived disfluency to the spatial cue and overestimated the fluency for the
stimulus, leading to increased false recognition. In contrast, in the valid condition, participants may have attributed some
parts of the perceived fluency to the spatial cue and underestimated the fluency for the stimulus, leading to decreased
false recognition. In short, spatial cueing induces reasoning about the source of fluency and biases recognition memory.
キーワード：再認記憶, 空間手がかり, 処理流暢性

[O-2-2-3] アンサンブル処理によって生じる単純接触効果◆
Mere Exposure Effect of Ensemble Representation
○

上田祥行 （京都大学こころの未来研究センター）

繰り返し見たものを好ましく思うことは単純接触効果として知られている。我々の知覚は、外界から情報を取得する際に、複数の物
体情報を要約して捉えている。単純接触効果が知覚的流暢性の向上によって生じることを考えると、アンサンブル処理によって得ら
れた要約情報への 好みも上昇する可能性が考えられる。実験は2つのセッションから成っており、Exposureセッションでは、参加者
に12個の円の平均を計算するように教示した。その後のPreferenceセッションでは、Exposureセッションで呈示された円の平均の大
きさを持つ円と、そうでない円のどちらがより好ましいかを判断するように教示された。その結果、実際には見ていないにも関わら
ず、呈示された円の平均の大きさを持つ円がより好ましいと判断された。このことは、実際に目にした経験がなくとも、処理をした
経験のみで、ある物体に対する選好が生じることを示唆している。
キーワード：アンサンブル表象, 単純接触効果, 潜在学習

[O-2-2-4] アイコニックメモリが一つしか覚えられない？
When iconic memory fails to prioritize subset of to-be-remembered visual items.
○

武野全恵1, 上野泰治1,2, 北神慎司1 （1.名古屋大学, 2.日本学術振興会特別研究員SPD）

視覚物体が目の前から消えた後，つまり保持段階中にその項目の1つに注意を配分すると(逆向的注意の配分)，注意配分の指定を行わ
ない時(統制条件)と比べて注意を向けた項目の記憶成績は上昇することが知られている。一方，この視覚的作動記憶内の情報への逆向
的注意には厳しい容量制限が知られ、2項目以上に注意を分散する時には成績上昇はしないことがわかっている(Makovski &Jiang,
2007)。そこで本研究では，アイコニックメモリの支えがあるような実験事態、つまり，記憶項目が画面から消失後した直後に注意
2項目を指定した場合であれば，正解率が上昇する可能性があると予測し、実験を実施した。結果、そのような実験事態でも，2項目
に注意を向けた際には注意による成績の上昇はなく，逆向的注意には厳しい容量制限があることが確かに実証された。
キーワード：アイコニックメモリ, 視覚的作動記憶, 注意
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口頭発表

[O-2-3] 日本語セッション4（知覚・感性2）
Japanese session 4 (perception and kansei 2)
座長:片山正純(福井大学大学院工学研究科), 本田秀仁(東京大学)
Session Chair:Masazumi Katayama(Graduate School of Engineering, University of Fukui), Hidehito Honda(The
University of Tokyo)
312

[O-2-3-1] 手で使用する道具の認知過程を説明する脳内シミュレーション仮説の検証
Internal simulation hypothesis for cognitive process of graspable tools
○

片山正純, 宇野修平, 鈴木駿介 （福井大学大学院工学研究科）

手で使用する道具の認知は，手の身体モデルを用いた把持運動の脳内シミュレーションによって評価された把持可能性に基づいてい
ると考えており（脳内シミュレーション仮説），この仮説の妥当性を検証してきた．しかしながら，最近報告されたBBR効果でも説明
できてしまうという新たな課題が生じた．そこで，右手だけでなく左手の新たな身体モデル（変形した手形状に対応したモデル）を
学習し，利き手で使用する道具と非利き手で使用する道具に関する道具のサイズに関する認知的判断「道具と見なすサイズ」を計測
した．さらに，BBR効果を調べるために「見かけのサイズ」も計測した．この結果，見かけのサイズは手形状の変形の影響を受けてい
なかったため，本実験においてBBR効果は生じていなかった．道具と見なすサイズの計測結果は我々の仮説からの予測結果と一致する
傾向を示した．これらの結果は，我々の仮説の妥当性を示している．
キーワード：手の身体モデル, 道具と見なすサイズ, 見かけのサイズ

[O-2-3-2] 道具を使用した到達把持運動における制約と戦略◆
Constraints and strategies in tool-use grasping
○

板口典弘1,2, 山田千晴2, 福澤一吉2 （1.札幌医科大学保健医療学科, 2.早稲田大学文学学術院）

従来，道具と身体の運動制御においては，それぞれ異なる内部表象が仮定されることが多かった。本研究は，身体と道具使用時の運
動制御の違いには，戦略的な要因が大きく寄与することを仮説とし，習熟度の低い新奇道具を使用した際にも，戦略的要因を除外で
きれば，手使用時のような運動制御が可能となることを予測とした。そのため，実験では，戦略的要因の入りにくい速い速度での把
持運動をおこなった。この時，もしターゲットを落としても問題はないことを被験者に繰り返し確認させた。実験の結果，新奇の道
具を使用した場合でも，運動速度を速くすると，手を使用した際の把持に近い運動プロファイルが得られた。本結果は身体でも道具
でも，共通の計算原理に基づいて運動計画が行われ，効果器の習熟度に応じた戦略を用いることによって運動制御の稚拙さが補われ
ていることを示唆した。
キーワード：運動制御, Aperture, 道具の身体化

[O-2-3-3] 自己接触錯覚をもとにした身体伸縮感覚の誘発における各モダリティーの効果
Modality Effect on Sense of Extension or Retraction Based on Self Touch Illusion
○

森光洋, 石原由貴, 小鷹研理 （名古屋市立大学大学院芸術工学研究科）

物理的に離れた左右の手に同期的な振動刺激「触覚—触覚間同期」を与える事で双方の手が接触する感覚を与える自己接触錯覚（self
touch illusion：STI）において、お互いの手が引き合うような形で位置感覚の変化（proprioceptive drift）が生じる事が知られてい
る。本研究ではSTIを誘発した状態で物理的な手の位置を動的に制御し、さらにHMD上で位置感覚の変化に合わせた指の伸縮イメージ
を含むCGイメージを呈示することで、指の伸縮感覚を誘発する装置を開発した。この装置を用いて、特定の感覚提示のみをキャンセ
ルする事によって身体伸縮感覚の誘発における各モダリティーの効果を検証したところ、振動同期の効果はSTI、伸縮感覚両者に強力
に作用している一方で、視覚の効果は限定的だった。すなわち、STIで形成される自己接触イメージが伸縮感覚の基底をなしているこ
とが示された。
キーワード：自己接触錯覚, プロプリオセプティブドリフト, センサーインテグレーション

[O-2-3-4] 表情認知における感情価特異性効果の検討
Valence-specific effect of facial expression recognition
○

伊藤博晃1, 岡田顕宏2, 阿部純一3 （1.北海道大学大学院文学研究科, 2.札幌国際大学, 3.北海道大学名誉教授）

快表情は右視野，不快表情は左視野優位に認知処理されるという感情価特異性効果が報告されている。この効果を報告する研究で
は，表情と中性表情の合成画像と中性表情を左右に並べて呈示し，上部に書かれた感情ラベルと一致する方を判断する，という課題
が用いられている。この課題では呈示される表情刺激と一致する感情ラベルが常に呈示されるため，感情価特異性効果が，表情刺激
の呈示位置により生起するのか，感情ラベルにより生起するのか，あるいは相互作用により生起するのかは定かではない。本研究で
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はこの問題を検討するため，感情ラベルは呈示せず表出強度の強い顔刺激を検出する課題，感情ラベルの種類を従属変数として，全
く同じ刺激を対呈示し，感情ラベルと一致する方を判断する課題を実施した。その結果，感情価特異性効果は，感情ラベルの呈示に
よって生起するものであり，感情価と一致する視方向への反応バイアスであることが示唆された。
キーワード：表情認知, 大脳半球優位性, 感情価特異性効果

[O-2-3-5] テンポの異なる音の聴取が視覚刺激への反応時間に与える影響◆
Effects of tempo of auditory stimuli on reaction time to visual stimuli
○

松田憲1, 熊本祐大2, 一川誠3, 河原純一郎4 （1.山口大学, 2.九州大学, 3.千葉大学, 4.北海道大学）

本研究では目標物検出の反応時間に聴覚刺激のテンポが及ぼす影響について検討した。聴覚刺激のテンポと視覚刺激の偏心度を操作
し，3つの実験を行った。聴覚刺激として，実験1ではテンポが12.5Hzと25Hz，50Hzの単音，実験2では心拍数を基準とした
80bpmと60%速いテンポ，60%遅いテンポの単音（実験2-1）ないしBGM（実験2-2）をそれぞれ提示した。視覚刺激の偏心度は,
4度，8度，12度，16度，20度であった。参加者は聴覚刺激を聴取後にモニター上のプレイスホルダーのいずれかにドットの提示が確
認できたら即座にキーを押すことが求められた。実験2-2では各テンポのBGMを実験中常に与え続けた。実験の結果，テンポの速い聴
覚刺激が視覚刺激への反応を速めることが示された。しかし，聴覚刺激のテンポが速いほど反応が速められるわけではなく，耳障り
といった嫌悪感を喚起させる音は，反応を速めなかった。
キーワード：テンポ, 有効視野, 反応時間
口頭発表

[O-3-1] 日本語セッション5（思考・言語）
Japanese session 5 (thinking &language)
座長:服部雅史(立命館大学), 都築誉史(立教大学現代心理学部)
Session Chair:Masasi Hattori(Ritsumeikan University), Takashi Tsuzuki(Department of Psychology, Rikkyo
University)
212

[O-3-1-1] 漢字は地域をつなぐ・カタカナは地域を越える
Connect the same region or bridge the different region
○

本田秀仁1, 松香敏彦2, 植田一博1 （1.東京大学, 2.千葉大学）

日本語には、漢字・カタカナという異なる表記法が存在しており、見た目・使用法、それぞれ大きく異なる。本研究では、表記が思
考に与える影響について検討を行った。具体的には、3都市名を漢字（例：岡山・広島・長崎）またはカタカナ（例：オカヤマ・ヒロ
シマ・ナガサキ）で呈示して、同じグループであると思う2都市の選択、ならびに選択理由の回答が求められる都市カテゴライズ課題
を実施し、表記の違いがカテゴリー化に与える影響ついて検討を行った。結果として、漢字で都市名を呈示した場合は地理的近接性
に基づいたカテゴリー化（岡山・広島を“中国地方だから”という理由で選択する）が行われやすく、一方でカタカナ呈示時は文脈的類
似性（ヒロシマ・ナガサキを“原爆が投下されたから”という理由で選択する）に基づいたカテゴリー化が行われやすかった。以上、表
記の違いによって異なる思考プロセスが生み出されることが明らかになった。
キーワード：表記効果, カテゴリー化, 名前効果

[O-3-1-2] 異世代コミュニケーションがモノの創発的利用に及ぼす影響◆
Does intergenerational communication facilitate Emergent Usage of artifacts?
○

原田悦子1, 運天裕人2 （1.筑波大学人間系, 2.筑波大学心理学類）

高齢者は人工物の創発的な利用が困難であるとされ（赤津・原田,2008），それが高齢者のICT機器利用の学習を阻害していると考え
られる．そこで，本研究では高齢者の創発的な利用を促進する可能性として，若年成人との相互作用をとりあげ，高齢者同士，若年
成人同士のペアと比較した際に，高齢者-若年成人ペアにおいてどのような創発的活動が見られるのか，検討を行った．各8組のペア
にカプラ（単純な積み木）を渡し，自由に遊ぶという課題を行ったところ，高齢者-若年成人ペアでは，早い時期からさまざまな置き
方を試みる，抽象化された作品を作る，などの創発的な行動が見られたのみならず，自分達の作品や活動に対する肯定的な評価や満
足感が示された．高齢者-若年成人ペアのこうした特長は若年成人同士のペアよりもさらに高く，特に初対面の若年成人よりも初対面
の「異世代」との活動は，コミュニケーションや活動を促進する可能性が示された．
キーワード：異世代間交流, 創発的利用, 認知的加齢
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[O-3-1-3] 眼球停留時間の時系列解析による多肢選択意思決定における類似性相乗効果の検討◆
A time-series eye-fixation analysis of the similarity synergetic effect in
multialternative decision making
○

都築誉史1, 千葉元気2 （1.立教大学現代心理学部, 2.立教大学大学院現代心理学研究科）

2属性3肢選択意思決定課題において，文脈効果の一種である類似性効果とは，デコイがターゲットと類似しており，1属性でやや劣
り，別の属性でやや優れ，総合的な期待効用が等しければ，デコイの追加によって，ターゲットの選択率が低下し，コンペ
ティターの選択率が上昇する現象をさす。本研究では，3選択肢の属性値をすべて端数に設定した場合，従来，類似性効果が生じると
される実験条件においても，ターゲットの選択率は低下せず，コンペティターの選択率が低下する類似性相乗効果が生じることを示
し，選択肢への選好を反映する停留時間を時系列的に分析することを目的とした。実験参加者は，大学生37名であった。実験の結
果，有意な類似性相乗効果が示された。都築他（2014）による，妥協効果条件，魅力効果条件の分析結果と比較すると，本条件にお
ける3肢に対する停留の時系列的推移の様相が，かなり異なる点が興味深い。
キーワード：意思決定, 眼球運動測定, 類似性相乗効果

[O-3-1-4] 神経雪崩と統計物理による判断時間モデルと二種類の誤り
Two kinds of error and decision-making time model based on neuronal avalanches and
statistical physics
○

三ヶ尻陽一 （東京大学大学院工学系研究科）

反応時間は心理学研究において最も重要な指標の一つであるが、適切な解釈や分析方法は未だ確立していない．そこで、脳の構成
と、記憶の想起に関する神経現象を再現できる単純な物理モデルに基づいた判断時間のモデルを構築した．このモデルは反応時間の
分布をよく再現できるだけではなく，判断における二種類の誤りを予言する．一つ目の誤りは，モデルが仮定する二つの記憶想起の
主体が処理を終える順番に起因するもので、二つ目の誤りは，物理モデルの性質から導かれるものである．ストループ課題を用いた
実験を行ったところ，判断時間（反応時間ではない）が長いほど誤りが発生しやすくなること確認した．これは物理モデルが予言し
た内容と一致したため，提案モデルは判断に関する現象の本質を捉えたモデルであることを示唆する．
キーワード：判断時間, 神経雪崩, 砂山モデル

[O-3-1-5] 潜在手がかりがアイデアを抑制するとき
When implicit cues suppress ideas
○

服部雅史, 織田涼, 西田勇樹 （立命館大学）

問題解決過程において，無意識的な情報が解決に影響することが明らかにされているが，その効果は必ずしも安定しない。特に，意
識的コントロールが強い場合には，閾下プライミングが負の効果を持つ可能性が示唆されている。そのしくみを明らかにするた
め，本研究では，手がかりの閾下提示が刺激に対する抑制を発生させるかどうかを調べた。遠隔連想課題において，正解を逆向マス
キング提示したとき，正解の同定判断に遅れが生じることがあるかどうかを実験的に検討した。その結果，試行の初期段階において
は，正解の閾下提示によって判断の反応時間が長くなる傾向が示唆された。この結果から推測されることは，試行の初期は緊張感が
あるため，意識的コントロールが強くはたらき，閾下プライミングがむしろ負の効果を持つのではないかということである。そのし
くみは明らかではないが，外生手がかりの抑制が内生的促進も抑制するという仮説が有力視される。
キーワード：潜在認知, 洞察問題解決, サブリミナル効果
口頭発表

[O-3-2] 日本語セッション6（注意）
Japanese session 6 (attention)
座長:北神慎司(名古屋大学), 笹岡貴史(広島大学大学院医歯薬保健学研究院)
Session Chair:Shinji Kitagami(Nagoya University), Takafumi Sasaoka(Institute of Biomedical and Health
Sciences, Department of Psychiatry and Neurosciences, Hiroshima University)
214

[O-3-2-1] 見づらいほうが見つけやすい？
Does disfluency attenuate change blindness?
○

北神慎司1, 石原尚1, 池田賢司1,2,3, 高橋知世1,3 （1.名古屋大学, 2.同志社大学, 3.日本学術振興会）

流暢性 (fluency) とは，刺激に対する情報処理の速さや容易さなどの主観的感覚を意味する．また，変化の見落とし (change
blindness) とは，各種の変化検出課題において，明らか物理的変化になかなか気付くことができない現象であり，変化の見落としの
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見落とし(change blindness blindness) とは，自身の変化検出能力を過大視する現象である．本研究では，フリッカーパラダイムを用
いて，画像のコントラストによって操作された流暢性が，変化の見落とし，および，変化の見落としの見落としに及ぼす影響を検討
した．その結果，流暢性が高いことによって，変化の見落としの見落としが助長される一方で，流暢性が低いことによって，変化の
見落としが低減することが示された．これらの結果は，仮説通り，二重過程理論によって説明された．
キーワード：流暢性, 変化の見落とし, 二重過程理論

[O-3-2-2] トライポフォビア喚起画像の特性がもたらす注意処理への影響◆
The effects of trypophobia images on attentional processes
○

白井理沙子1, 小川洋和2 （1.関西学院大学大学院文学研究科, 2.関西学院大学文学部）

不快感を喚起させる対象は数多く存在するが、同じ様な不快感を喚起したとしても、その原因は様々である。例えば、蓮の実の様な
集合体により生じるトライポフォビアという恐怖症がある。Cole &Wilkins (2013) はトライポフォビアの原因は画像のもつ特徴的な
画像特性であるとした。そこで本研究は、特徴的な画像特性を持つトライポフォビア喚起画像とそれを持たない不快画像・中性画像
の注意処理の違いを実験的に検討した。参加者の課題は、画面上にある標的刺激の方向へサッカードすることであった。周辺視野に
は妨害刺激として自然画像が呈示され、この時の眼球運動を画像の種類により比較した。その結果、トライポフォビア喚起画像呈示
時は不快画像・中性画像呈示時より画像方向への軌跡の終点逸脱が大きい事が明らかとなった。画像の種類間で主観的評価値に違い
がないことから、画像の物理的特性がサッカード軌跡に異なる影響を与えた可能性が示唆された。
キーワード：トライポフォビア, 注意, 情動

[O-3-2-3] 自動車のピラー形状が脳活動に与える影響◆
Effects of vehicle A-pillar shape on brain activity during a visual target detection
task
○

笹岡貴史1, 岡本宜久2, 岩瀬耕二2, 吉田敏宏2, 道田奈々江2, 岸篤秀2, 千葉正基2, 農沢隆秀2, 町澤まろ1, 金山範明1, 牧田快1, 山脇成人1

（1.広島大学大学院医歯薬保健学研究院, 2.マツダ株式会社技術研究所）
運転映像中に提示される視標の検出課題中の脳活動をfMRIによって測定した．実験では，水平線上の5カ所のうち1カ所に視標が提示
され，実験協力者はできるだけ早くボタン押しを行った．実験条件は車速(60, 160km/h)×ピラー(垂直，傾斜)の4条件であった．反応
時間の分散分析の結果，ピラー傾斜条件で右端（ピラーの外側）の視標検出が有意に遅いことがわかった．視標提示後2秒間の脳活動
の分散分析の結果，ピラーと視標提示位置の交互作用が左楔前部に見られ，その活動は右端の視標提示時にピラー傾斜条件で活動が
大きかった．先行研究でADHDや自閉症の青年に楔前部の過活動が報告されており，楔前部の活動はピラーの角度によって生じる運転
と非関連な情報に注意が捕捉され，より注意のリソースが視標検出に必要になったことを反映していると考えられる．この結果
は，脳活動測定を安全な自動車の設計へ利用できる可能性を示している．
キーワード：自動車, 視界視認性デザイン, 注意, 楔前部

[O-3-2-4] 視空間注意による脳波位相シフトが誘発する腹話術効果◆
EEG phase shift caused by visual spatial attention induces the ventriloquism effect
○

熊谷俊宏, 水原啓暁 （京都大学 大学院情報学研究科）

腹話術を見ているときには腹話術者が喋っているにも関わらず, 人形を話者であると知覚してしまう. この現象を腹話術効果と呼ぶが,
神経基盤については未だよくわかっていない. 本研究では視空間注意による脳波位相シフトが聴覚皮質に伝播することにより，腹話術
効果が誘発されると考え脳波計測を実施した. 音源定位課題において視覚的外発性注意を事前に与えることによって, 音源を視覚的注
意空間へ選好して定位する結果となった. また脳波位相解析の結果では, 視覚的注意空間の対側である視覚領野, 及び, 頭頂, 側頭領野の
シータ帯域の位相固定指標が高くなる結果であった. 本研究の結果から視覚野で生じた位相シフトは同側の聴覚領野へ伝播することが
示唆され, 腹話術効果は視覚的注意空間が聴覚的空間にも作用することによって生じることが示唆される.
キーワード：腹話術効果, 視聴覚統合, 脳波

[O-3-2-5] 注意を捕捉する価値の連合学習
Associative learning of value-based attentional capture
○

峯知里, 齋木潤 （京都大学大学院人間・環境学研究科）

報酬と連合した視覚的特徴（例：色）は注意を捕捉する。しかし，注意を捕捉する刺激特徴と報酬の連合（価値の学習）メカニズム
については不明な点が多い。すべての先行研究では，報酬と連合する特徴が課題遂行中に提示されていた。このことから，注意を捕
捉する価値の学習には，報酬と連合する特徴を課題画面で提示する必要があると示唆される。そこで本研究では，学習時に報酬と連
合する特徴を課題画面の直前（注視点時），あるいは後（フィードバック時）に提示し，価値による注意の捕捉が生じるか否かを検
討した。その結果，学習時に報酬が課題の画面で提示された場合は（実験１），価値の学習による注意捕捉が生じたが，一方，学習
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時に報酬が課題の画面以外（課題前後）で提示された場合は（実験２・３），注意捕捉がみられなかった。このことから，注意を捕
捉する価値の学習は，報酬と連合する特徴を課題の画面に提示した場合に生じることが示唆された。
キーワード：連合学習, 注意捕捉, 報酬
口頭発表

[O-3-3] 英語セッション2（言語・注意）
English session 2 (language &attention)
Session Chair:Kichun Nam(Department of Psychology, Korea University), Hirofumi Saito(Nagoya University)
312

[O-3-3-1] The effects of word length for Korean verbs
Kwangoh Yi, Sungbong Bae,○Jaeseong Lee （Yeungnam University, KOREA）
The length effect in word recognition refers to the phenomenon that the shorter a word
is, the faster it is recognized than longer words. Korean studies reported some
evidence for the opposite effect of word length: Shorter words, mono-syllabic
words in particular, had a disadvantage in the lexical decision tasks (Kim,
2010; Park, 1993). One explanation for the disadvantage of very short words is
that there is ideal word length—the most frequent length-- for each language. To
test the ideal length, we conducted an experiment exploited the fact that there
is no monosyllabic Korean verb because a verb must have an ending that marks
its identity as a verb. Inconsistent with the ideal word length, the results
showed the bi-syllabic word disadvantage. To develop an alternative to the ideal length hypothesis, we pay attention to the
role of morphological transparency in modulating the length effect. The implications of the results to commonality and
specificity of languages and writing systems were discussed.
キーワード：word recognition, word length, Korean verbs, ideal length

[O-3-3-2] Cognitive control change in the language learning domain.◆
○

Jang Ho Park, Kichun Nam （Department of Psychology, Korea University）

The purpose of this experiment is to investigate the difference between language control and cognitive control mechanism.
Also, we investigate changes in cognitive control ability caused by studying foreign language. Two kinds of tasks have been
used in the experiment, language switch task and response conflicted task. English was chosen as a foreign language to
learn for four weeks. English listening comprehension condition was separated into two groups: one group is a pause group
and the other group is a non-pause group. Language switch task used numeral stimuli and had two kinds of color conditions:
one color condition was Korean reading and the other color condition was English reading. Response conflict task used two
kind of conditions, congruent condition and incongruent condition. The result of this study is that participants’ reaction
time was faster than before they studying English but there was no difference between the two conditions. However, item
analysis shows significant differences between the conditions.
キーワード：Cognitive control, Learning, Billingual

[O-3-3-3] Ambiguity advantage effect by the number of objective meanings or subjective
meanings?◆
Yoonhye Na, Jinwon Kang,○Kichun Nam （Department of Psychology, Korea University）
Three experiments were performed to examine whether the ambiguity advantage effect is determined by the number of
meanings of Korean dictionary or of meanings consciously retrieved and to see if that
effect is task-specific. In experiment 1 and 2, the lexical decision task was used, and in experiment 3, the word naming task
was employed. The results of the experiment 1 and 2 showed the ambiguity advantage effect is mostly modulated by the
number of meanings reported consciously by subjects not by the count of dictionary meanings. And also this effect was
found in the word naming task, implicating that this effect is caused by the lexical stages common to two different tasks
of lexical decision and naming.
キーワード：Lexical ambiguity, ambiguity advantage effect, Korean visual word recognition
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[O-3-3-4] ERP Index of Korean Prefix Morpheme Independent of Semantic and Orthographic
Component◆
○

Jinwon Kang, Sooleen Nam, Kichun Nam （Department of Psychology/Korea University）

Present study used event-related potential (ERPs) during visual priming task to examine the time course of the Korean
prefix morpheme, semantic and orthographic component using a masked priming paradigm. The time windows of 300~500ms
shows difference between orthography and semantic component. Within the time window 550~750ms, morphological
component represent difference among orthographic and semantic component. The findings support that morphology has an
effect on word recognition independently. Also, it concluded tentatively that morphological index dissociate from
orthographic and semantic component is 550~750ms time windows.
キーワード：morphology, Korean Language, ERPs

[O-3-3-5] Neural Correlates of Action and Speech Memory Based Deception and its Detection
○

Hirofumi Saito1, Victor Palacios4, Misato Oi1, Chenhui LIn1, Ryouma Yamada2, Yukio Itsukushima2, Godai Saito3, JIro Gyoba

（1.Nagoya University, 2.Nihon University, 3.Tohoku University, 4.Stanley Electric Co. Ltd.）
TThis research was originally designed to contribute to the growing literature of deception-detection by examining the
behavioral/neural differences between (1) lies of what people say (Speech-Lies) and of what people do (Action-Lies) and (2)
a single liar in Exp. 1 versus a paired liar with detector in Exp. 2 &3. Three experiments were conducted to examine the
neural correlates for lies of Action (enactment of a presented sentence) and Speech (reading aloud of a presented
sentence) in Exp. 1-3, and also for its detection in Exp. 2-3. Here, specifically, we focused on the behavioral and neural
aspects of lie Detector in a face-to-face communication condition. The NIRS data of Detector in the left IPL and the right
IFG for Lie showed higher neural activity than Truth, nevertheless the detection rates of a Detector did not show
differences between Truth and Lie of the paired Liar.
キーワード：Deception, Lie-detection, NIRS

[O-3-3-6] Individual differences in working memory capacity of older adults on use of touch
interfaces
○

Kazunori Otsuka1, Makoto Miyatani2 （1.University of Nagasaki, 2.Hiroshima university graduate school）

We examined the effect of the working memory capacity (WMC) of older adult participants on tasks using touch interfaces,
by using an extreme-groups design. Older participants (N = 100) completed a single tapping task and WMC tasks. To test if
the response time in the single tapping task differed as a result of the WMC, We performed a 2 x 2 Analyses of Variance
with WMC (high, n = 25 /low, n = 25) as the between-subjects factors and the tapping interface (a touch pen, a finger, or a
computer mouse) as within-subject factors. The results suggested that the response time of participants with high WMC
was shorter than the response time of participants with a low WMC, when using a touch pen and a computer mouse
interface. The need for developing touch interfaces that are appropriate for individual differences in the WMC of aged
people is discussed.
キーワード：working memory capacity, older adult, touch interface
ポスター発表

[P-1] ポスターセッション1（1~19）
Poster session 1（1~19）
215

[P-1-1] 学習様式及び関連項目の差異が再生・再認に及ぼす影響について
Influences of differences in learning procedure and associated items recall and
recognition
○

松井萌 （法政大学大学院人文科学研究科心理学専攻）

本研究では, 記銘項目及びその関連項目を偶発的・意図的に学習した場合, 関連項目の違い（カテゴリ名・形容詞）が, 記銘項目を再
生・再認する際にどのような影響を及ぼすのかについて検討した。また, 記銘意図にかかわらず, （ａ）カテゴリ名呈示条件では, 記銘
項目の近接概念の出現可能性が増加するため, 非呈示項目の誤再生・再認率が増加する, （ｂ）形容詞呈示条件では, 記銘項目の概念を
限定するため, 非呈示項目の誤再生・再認率が減少する, という仮説を立てた。その結果, 偶発的学習条件下では, 再認においてのみ, 仮
説を支持する傾向が認められた。一方, 意図的学習条件下においては, 統計的には有意ではないものの, 再生・再認において仮説を支持
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する傾向が認められた。
キーワード：誤再生・誤再認, カテゴリ名, 形容詞

[P-1-2] アドホックカテゴリーリストとDRMリストの心内表象の比較
Comparison of the structure of mental representation between ad hoc category lists
and DRM lists
○

田中光, 中條和光 （広島大学大学院教育学研究科）

アドホックカテゴリーとは，予め意味記憶に成立しておらず，特定の目的のために文脈に応じて即興で生成されるカテゴリーとされ
るが，その表象の構造について十分に検討されていない。田中・中條（2014）は，リスト学習によって生じる虚再認を指標にして
ネットワーク構造を検討し，事例どうしの結びつきが弱く，DRMリストの表象構想と同様にカテゴリーラベルを介して事例が結ばれ
た構造を提案した。しかし，アドホックカテゴリーはカテゴリーラベルに依拠して自発的に生成されることから
（Barsalou，1983），カテゴリーラベルを上位概念とし，事例が体制化された階層構造であると考えられる。そこで，DRMリストの
学習で生じる虚再認と比較したところ，カテゴリーラベルに対する虚再認が生起しにくく，事例とカテゴリーラベルが容易に区別さ
れていることが示され，階層性を有する表象構造であることが示唆された。
キーワード：意味記憶, 虚記憶, アドホックカテゴリー

[P-1-3] 系列学習後の外的情報遮断による記憶の固定化
Memory consolidation by blocking information inputs after sequence learning
○

渡辺晃1, 高野陽太郎2 （1.東京大学大学院人文社会系研究科修士課程, 2.東京大学大学院人文社会系研究科）

学習直後の脆弱な記憶痕跡が脳内に定着する際の記憶処理を記憶の固定化と呼ぶ。記憶の固定化は忘却の抑制の他に記憶表象を再体
制化する機能も有し，系列的身体動作の学習（系列学習）の後に記憶が固定化されると運動成績が向上する。本研究では，この記憶
表象の再体制化が，学習後に外的情報を一時的に遮断することで生じる記憶の固定化においても成立するのか検証した。また同時
に，抑制性の学習における記憶の固定化についても検討した。抑制性の学習とは，負のプライミングに代表される，特定の情報に抑
制性の処理を連合させる学習である。実験は，各参加者について通常・抑制性の2種類の系列学習を実施し，各学習について，10分間
の外的情報を最小化した休憩の前後で運動成績を比較した。結果，通常の学習では休憩を通じて運動成績が向上し，記憶表象が再体
制化されたことが示唆された。一方で抑制性の学習は成立せず，この点は今後の検討課題となった。
キーワード：系列学習, 記憶の固定化, 抑制性学習

[P-1-4] 写真の想起による境界拡張の生起◆
Boundary extension elicited by remembering pictures
○

西山めぐみ, 川口潤 （名古屋大学 大学院環境学研究科）

境界拡張とは，写真の記憶を想起する際に，記銘したオリジナルの写真の境界線を越えた領域までも想起してしまう現象として知ら
れている。既存の理論では，写真の観察時に境界線を越えた心的表象が形成されると考えられており，写真の想起段階における記憶
表象の変容と境界拡張の関係性については議論されていない。そこで本研究では，写真の想起が境界拡張に及ぼす影響について検討
を行った。学習フェイズでは呈示された写真を記憶することが求められた。想起フェイズでは，学習フェイズに出現した半数の写真
を想起することが求められた。テストフェイズでは，学習フェイズと全く同一の写真を呈示し，写真の撮影距離について異同判断を
求めた。実験の結果，想起あり条件の方が想起なし条件に比べ有意に境界拡張が大きく生じることが示された。この結果は，写真の
記憶を想起するプロセスそのものが境界拡張に寄与している可能性を示している。
キーワード：境界拡張, 写真の記憶, 想起

[P-1-5] テスト形式が記憶のテスト効果に及ぼす影響II
The influence of test formats on the testing effect II
○

長大介 （法政大学大学院人文科学研究科）

本研究では記銘項目の学習後に実施するテスト形式を操作し，同じテスト形式を繰り返す，もしくは異なるテスト形式の組み合わせ
のテスト効果の生起に対する影響を検討した。実験参加者は項目の学習後に項目の再学習を2回，自由再生もしくは再認のいずれかの
テストを2回，自由再生と再認を組み合わせてそれぞれのテストを1回ずつ取り組むことを求められた。記銘項目の再学習もしくはテ
ストから1週間後に最終自由再生テストを実施した。その結果，記銘項目の学習を繰り返した場合，最終自由再生テストにおいて最も
高い記憶成績が得られた。この結果から学習および再学習中に用いる記憶方略（e.g., 体制化，イメージ化）によってはテストを受け
るよりも保持を促進する可能性が示唆された。一方でテスト効果の生起に対してテスト形式の組み合わせの効果は見られなかった
が，用いるテスト形式によって保持に対する影響が異なることが明らかになった。
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キーワード：テスト効果, テスト形式, 遅延テスト

[P-1-6] 再認におけるビデオ文脈依存効果
Video context-dependent effects in recognition
○

中島早紀1, 漁田俊子2, 漁田武雄3 （1.静岡大学大学院情報学研究科, 2.静岡県立大学短期大学部, 3.静岡大学情報学部）

再認におけるビデオ文脈依存効果を再検討するため，手がかり負荷1，6，15の3条件で実験を行った。実験参加者である大学生63名
を，各条件にランダムに振り分けた。手がかり負荷1条件では学習時に旧項目36個を36種類のビデオで提示し，テスト時には新項目
36個と新文脈36個を加え，新旧項目72個を72種類のビデオで提示した。負荷6条件では，学習時に旧項目36個を6種類のビデオで提
示し，テスト時には新旧項目72個を12種類のビデオで提示した。負荷18条件では，学習時に36個を2種類のビデオに提示し，テスト
時には新旧項目72個を4種類のビデオで提示した。また負荷6条件，18条件において，同じビデオは連続して提示(ブロック提示)し
た。その結果，負荷1条件はICE理論で，負荷6条件はエピソード想起説で説明できる結果となった。負荷18条件はアウトシャインに
より，文脈依存効果が生じなかった結果と類似している。
キーワード：文脈依存効果, ビデオ文脈, 再認

[P-1-7] 自由再生における環境音文脈依存効果に及ぼす手がかり負荷の影響
Influences of cue load on environmental sound context-dependent effect in free recall
○

久保田貴之1, 張羽2, 漁田俊子3, 漁田武雄1 （1.静岡大学情報学部, 2.株式会社ヴィンクス, 3.静岡県立大学短期大学部）

聴覚情報に関するこれまでの環境的文脈依存効果研究において，日常場面で発生する環境音文脈は，その対象として扱われていな
かった。そこで，本研究は，環境音文脈依存効果の特性を明らかにすることを目的とし，手がかり負荷（負荷1，負荷12）を操作
し，文脈依存効果の生起を調べた。実験では，まず，24項目の単語を1つずつ5秒間の環境音とともに提示し，偶発学習させた。その
後，学習時に用いた環境音の半数を用いて再生テストを行った。環境音は，負荷1条件においてランダム提示，負荷12条件においてブ
ロック提示とした。実験の結果，負荷12条件のみ，文脈依存効果が生じた。この結果は，手がかり負荷が大きい場合に環境音が文脈
手がかりとなり，小さい場合に手がかりとならないことを意味する。このような結果が生じた理由としては，（a）環境音文脈の手が
かりとしての弱さ，（b）グローバル文脈としての機能の喪失の2つの可能性がある。
キーワード：環境的文脈依存効果, 環境音, 手がかり負荷

[P-1-8] 関連情報の想起順序に対する文脈と関係度の関係
The context and relationship is effect to retrieval order of related information.
○

寺西祐二, 川端康弘 （北海道大学 文学研究科）

先に提示した情報によって関連する情報の検索が促進されることが知られている。意味ネットワークモデル（Collins &Loftus,
1975)では関係する表象をリンクで結び、活性化が伝わることによりその現象を説明している。その後の研究により、文脈を与えるこ
とで関連する情報の記憶が促進されることが示された。ここから、意味ネットワーク上での記憶配置は文脈に関連した構造になって
いると推測される。本研究では自由放出法を用いて特定の単語を異なる文脈で提示し、回答される項目に文脈による違いが生じるか
を検討した。本研究で用いた文脈は、対象もつ機能を遂行する(F)・遂行できない(D)・機能に言及しない物(U)を用いた。結果とし
て、文脈Fにおいてのみ単語の違いが示されなかった。また、「リンゴ」では文脈Fは文脈D,Uよりも有意に少ない項目しか回答されな
かった。このことは、検索システムにおいて対象の機能が重要な手がかりになっていることを示唆していると思われる。
キーワード：自由放出, 活性化拡散理論, クラスター形成

[P-1-9] メロディが記憶に及ぼす影響
Effects of melody on memory
○

清河幸子1, 三澤美翔2, 鈴木宏昭2 （1.名古屋大学大学院教育発達科学研究科, 2.青山学院大学教育人間科学部）

本研究では，学習時に，刺激を視覚呈示することに加えて，親近性の高いメロディに合わせて聴覚呈示することが記憶に及ぼす影響
を検討した。同様の検討を行った清河・三澤・鈴木 (2014) では，刺激の視覚呈示に加えて童謡「ふるさと」に合わせて聴覚呈示を
行った条件（替え歌条件）において，読み上げ音声の聴覚呈示を追加した条件（読み上げ条件）や視覚呈示のみを行った統制条件に
比較して自由再生課題の成績が高いことが示された。この結果は，メロディにより記憶が促進されたものと解釈されたものの，原曲
の歌詞が手がかりとなった可能性が考えられた。そこで，本研究では歌詞のない原曲を使用することで歌詞と刺激の類似性が手がか
りとして作用する可能性を排除した。その結果，歌詞のない原曲を用いてもメロディに合わせて聴覚呈示を加えることの促進効果が
確認された。この結果は，メロディ自体が記憶を促進することを示唆している。
キーワード：音楽, 自由再生, メロディ
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[P-1-10] 音声知覚学習に睡眠の及ぼす効果
Sleep effect by speech perception learning
○

井上華那, 小林耕太, 力丸裕 （同志社大学大学院生命医科学研究科）

私たちは今回劣化雑音音声（NVSS)という未知の知覚刺激を使用して学習においての睡眠の効果を確認した。NVSSとは,複数の周波数
帯域に分割された音声信号から、それぞれの帯域での振幅包絡を抽出し、対応する帯域の白色雑音と掛け合わせて生成される合成音
声である。本研究では、NVSSによって睡眠の知覚刺激による学習の促進効果を検討した。この実験には日本語を母国語とする被験者
が参加した。1つのセッションは50個の日本語NVSS（4モーラ）から構成される。被験者は2つのグループに分かれ、各グループは事
前テスト、トレーニング、事後テスト1、事後テスト2を行った。1つ目のグループは9時から実験後、12時間起き続け、その後21時か
ら事後テスト2を開始した。2つ目のグループは21時に実験を開始し、事後テスト2は睡眠含む12時間後に翌日9時から行った。結果と
して、睡眠による結果の改善は完全には見られなかった。
キーワード：睡眠, 知覚学習, 劣化雑音音声

[P-1-11] 課題無関連思考は視覚的短期記憶よりも音韻的短期記憶に依存する
Task-unrelated thought depends on the phonological short-term memory than visual
short-term memory
○

関口貴裕 （東京学芸大学教育心理学講座）

本研究ではマインドワンダリング（何らかの活動中に注意が外界からそれ，課題と無関係な思考へと向かう現象）における課題無関
連思考（TUT）がどのような心的機構で意識に広がるかについて，関口（2014）をもとに，音韻的短期記憶と視覚的短期記憶の関与
の違いという観点から検討した。実験では，36名の参加者が音韻的短期記憶課題，視覚的短期記憶課題，統制条件課題の3つを行
い，その最中に生じるTUTを思考プローブ（課題中ランダムに6回呈示）により自己報告した。その上で，TUTの報告数を課題間で比
較したところ，音韻的短期記憶条件において，視覚的短期記憶条件および統制条件に比べたTUT報告数の減少が見られた。一方，視
覚的短期記憶条件ではTUT報告数の減少は見られなかった。この結果は，TUTが視覚的短期記憶よりも音韻的短期記憶の働きに依存し
て生じること，およびTUTに視覚的短期記憶が関与しないことを示唆している。
キーワード：マインドワンダリング, ワーキングメモリ, 音韻ループ

[P-1-12] 人はなぜ「手にメモをする」のか
Why do they write memos on their own hands?
○

斎川由佳理, 仁平義明 （白鴎大学教育学部）

記憶を補助する外部手段として「手に直にメモを書く行動」について，なぜ ある人はこの手段を用いて，ある人は用いないか，大学
生を対象とした質問紙調査によって，その要因をパーソナリティ要因も含めて総合的な視点から分析を行った。その結果，「手にメ
モをする行動」をとる群の人ほど，他のいくつかの「し忘れ防止手段」も併用していることが明らかになった．ま
た，ビッグ・ファイブ・パーソナリティの要因については，メモ経験群は，ものごとに現実的に対応する傾向である，「経験への開
放性」のスコアが有意に高い傾向があった.すべての結果を総合すると，手にメモをするのは，その人が失敗回避傾向がある気の弱い
人だからというよりは，「確実に予定を果たそうとする現実的な行動をとる人」だからというべきだと考えられた．
キーワード：日常的記憶行動, 外部記憶手段, パーソナリティ要因

[P-1-13] 行為の記憶における場所スキーマと物品スキーマの影響の比較◆
The bigger effect of place-schema than object-schema on action memory
○

山田涼馬, 厳島行雄 （日本大学文理学部）

人間の記憶は，体験した出来事の単なる記録ではなく，その出来事に関する知識であるスキーマの影響を受けている。例えば特定の
場所において行われなさそうな行為を見た場合には違和感を抱き，その違和感を後々まではっきりと覚えている。これは「その場所
で行われそうな行為か否か」というスキーマが行為の記憶に影響を及ぼした例であるが，発表者は，「置いてある物品を使用しそう
か否か」というスキーマも行為の記憶に影響を及ぼすと考えた。その上で，前者の場所スキーマの方が，後者の物品スキーマよりも
強く影響すると予想し，場所に一致するか否かと物品に一致するか否かの参加者内2要因実験デザインで，行為を映像提示してから記
憶課題を行った。結果，物品を使用しそうにない行為よりも，その場所で行われそうにない行為の方が，それを見た時の感情が想起
されていた。予想通り，物品スキーマよりも場所スキーマの方が行為の記憶に強く影響した。
キーワード：スキーマ, 再認記憶, 想起意識
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[P-1-14] 観察の意図性が行為の虚記憶に及ぼす影響
Is an intentional observation essential for false memories of actions?
○

柏原志保, 宮谷真人, 中尾敬 （広島大学大学院教育学研究科）

本研究の目的は，observation inflation (OI)，すなわちある行為を実際に行わずとも，他者がその行為を遂行する様子を観察すると
“自分で行った”と判断するという現象に及ぼす観察の意図性の効果を検討することであった。54名の大学生が実験に参加した。実験
は，行為文を実演／音読する記銘段階，他者の行為を視聴する観察段階，2週間後に記銘段階の項目についてのソーステストを実施す
る再認段階の3段階で構成した。観察段階において，他者の行為を観察する際，“画面中央の人物が何をしているか”に注目する意図的
観察条件と，“背景映像に出てくる物体”に注目する非意図的観察条件とを設定し，参加者の観察の意図性を操作した。実験の結果，意
図的観察条件でのみOIが再現されたことから，行為の虚記憶の生起には参加者が対象の行為を“見よう”という意図を持って見ること
が重要であると考えられる。
キーワード：虚記憶, 行為, 観察

[P-1-15] 親近感の空間的誤帰属は自己制御の影響を受けない
The effect of ego depletion on familiarity misattribution error
○

丹藤克也1, 北原稔也2 （1.愛知淑徳大学, 2.愛知淑徳大学大学院心理医療科学研究科）

デジャビュの生起機序の一つとして，親近感の誤帰属説が提案されている。本研究では，親近感の誤帰属が自己コントロールに
よって低減されるのかについて明らかにすることを目的とした。実験では，まず自我枯渇理論にもとづいて，自我枯渇の有無をフラ
ンカー課題の難易度によって操作した。続けて，シンボル図形に対する親近感の評定課題を実施した。その結果，親近感の低いシン
ボル図形を単独で呈示するよりも，親近感の高いシンボル図形とペアで同時に呈示することで親近感の評定が向上し，親近感の誤帰
属が生じること，またこの誤帰属の程度は，自我枯渇の有無によって違いはみられないことが示された。これらの結果から，親近感
の誤帰属には自動的過程が関与し，意図的コントロールは影響しないことが示唆された。
キーワード：デジャビュ, 親近感の誤帰属, 自我枯渇

[P-1-16] 心的回転における身体化認知は女性でより有効である
Embodied cognition in mental rotation is more valid in females
○

蒔苗詩歌1, 河西哲子2 （1.北海道大学大学院教育学院, 2.北海道大学大学院教育学研究院）

心的回転課題の成績は女性で男性よりも低いことが知られる。一方，刺激上部に頭をつけて身体への見立て（身体化認知，embodied
cognition）を可能にすると，全体処理が促進され成績が向上することも知られる。本研究の目的は，身体化認知によるイメージ操作
の促進に男女差があるかどうかを明らかにすることであった。刺激は配列されたキューブであり，上部に顔があるないものとないも
の，またキューブの全体形状が身体模倣可能なものと不可能なものがあった。課題は提示される2つの図形が同じかどうかの判断
だった。結果，顔があるときと身体模倣が可能なときに遂行成績が向上したことから，男女ともに身体化認知の効果が確認され
た。特に女性は局所情報を目印として使いにくい奥行回転条件において顔による促進効果が高かったことから，心的回転課題の遂行
において身体化認知は女性でより有効であることが示唆された。
キーワード：心的回転, 身体化認知, 男女差

[P-1-17] 地図学習における認知距離と視空間ワーキングメモリの関係◆
Relationship between cognitive distance and visuo-spatial working memory in map
learning
○

大藤弘典 （広島国際大学）

本稿では，地図学習における認知距離と視空間ワーキングメモリの関係を調べた。過去に行われた大藤（大藤, 2014a，2014b）の研
究では，視覚ワーキングメモリ容量の小さい者は，距離推定を行う線分を区切る点の数が多いほど距離が長く推定されること，空間
ワーキングメモリ容量では同様の傾向が見られないことが報告されている。この結果は，視覚ワーキングメモリの働きが低い場
合，点の数を頼りながら距離推定が行われたことを示している。本稿では，さらに視空間ワーキングメモリの容量や点の数が，正答
距離との誤差の大きさ，すなわち絶対誤差にも影響を及ぼしているかどうかを調べた。その結果，どちらの要因も絶対誤差を変化さ
せず，影響は見られなかった。この結果について，数の情報を頼ることによる絶対誤差の抑制，および課題の難易度の観点から考察
された。
キーワード：空間記憶, 認知距離, 視空間ワーキングメモリ

- 35 -

[P-1-18] 空間認知能力のメタ認知における加齢変化◆
Age variation in the meta-cognitive ability of spatial cognition
○

杉本匡史1, 楠見孝2 （1.筑波大学人間系, 2.京都大学教育学研究科）

大規模な空間の学習が必要となる課題において，高齢者は若年成人に比べて成績が低下することが知られており，その原因として特
定の空間スキルの低下が挙げられてきた。本研究では高齢者の空間認知課題成績の低下を，メタ認知能力の低下であると仮定し，方
向感覚，経路表現の理解度評定，実際の経路探索成績の関連を検討した。インターネットを通して20代から70代の成人男女が調査に
参加した。結果として高齢者は若年成人に比べて自己の方向感覚を高く評定し，また経路表現の理解度についても高く評定するもの
の，実際の経路探索成績は上昇しなかった。これは高齢者の空間認知成績の低下が単に空間スキルの低下によるものではなく，メタ
認知の正確さが低下することによって自己の能力や情報に対する理解度をよりポジティブに評価することによって生じている可能性
を示唆している。
キーワード：方向感覚, 経路探索, 加齢

[P-1-19] 語彙理解に遅れのある幼児に対する語彙獲得支援の検索介入効果
The effect of repeated retrieval on vocabulary learning in the children with delayed
vocabulary understanding
○

堀田千絵 （関西福祉科学大学）

本研究は、語彙理解に遅れのある幼児を対象に、学習時の反復検索が語彙獲得の保持を高めるかどうか４時間後の保持間隔を設定し
検討することを目的とする。
キーワード：幼児, 語彙獲得支援, 検索介入効果
ポスター発表

[P-1] ポスターセッション1（20~31）
Poster session 1（20~31）
216

[P-1-20] 幼児はどのような言語情報を用いて格助詞を学習するか◆
What kind of linguistic information is used by children when learning case markers?
○

趙あきこ1,2, 酒井弘3 （1.広島大学大学院, 2.（独）日本学術特別研究員DC, 3.早稲田大学）

子どもの動詞などの内容語学習において, 言語情報がインプット中に頻繁に出現する言語では言語情報が利用され, 頻繁に出現しない
言語では学習に利用されないことがわかっている (Arunachalam, Song &Waxman, 2013) . 本研究では, 今まで検討が至っていな
かった機能語である日本語の格助詞学習において, 言語情報が利用されるのか否かについて, 人工格助詞を用いた実験を行った. 5歳児
に動作主-被動者を標示する格助詞ポ, ビを, 言語情報が豊富な文 (SOV) と豊富でない文 (SV/OV) で学習させた. 結果, ポの理解で学習
による差はなく, ビの理解ではSV/OVで学習した子どもが, 理解が容易であった. ここから, 格助詞, とくに被動者を標示する格助詞の
学習では, 言語情報はさほど利用されていない可能性が示唆された.
キーワード：インプット頻度, 言語情報, 人工格助詞

[P-1-21] 課題非関連な平仮名文字列に対する複数の早い処理過程◆
Multiple early processes for task-irrelevant Hiragana strings
○

宇野智己1, 川西哲子2, 奥村安寿子3 （1.北海道大学大学院教育学院, 2.北海道大学大学院教育学研究院, 3.国立精神・神経医療研究セ

ンター）
流暢な読みには，文字列の早く自動的な処理が必要であると考えられる。この自動性の観点を検討するため，Okumura et al.
(2014)は，高速提示された課題非関連な文字列（単語，非語）および記号列に対する事象関連電位を測定し，刺激呈示後160-220
msに文字列に対して両側の後側頭部で陰性に増大する両側N170を見出した。しかしこの実験では文字列と非文字列の提示確率が異な
りそれが交絡した可能性がある。そこで本研究はこれを改善した類似の実験を行ったが，結果はかなり異なるものとなった。まず後
側頭部において80-120 msの単語特異的な陽性電位の増強，続く150-200 msでは左半球優勢に分布する典型的な文字列特異的
N170，さらに頭頂部で非語に対して増大する陰性電位を観察した。これらの結果は，刺激文脈によって駆動される，複数の早い文字
列処理過程が存在することを示唆する。
キーワード：視覚単語, 自動的処理, 事象関連電位
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[P-1-22] 比喩表現が含む感情情報のAffective Gridによる定量化可能性
The possibility of quantification based on affective information of metaphor using
Affective Grid
○

小島隆次1, 岡隆之介2, 楠見孝2 （1.滋賀医科大学, 2.京都大学大学院教育学研究科）

比喩表現により感情が表出された際、当該比喩表現が含む感情情報をどのように定量的に表現するのかということは、特に感性情報
学や感性工学の分野においては重要な課題となる。この課題に対するアプローチの一つとして、感情の汎用的分類モデルである感情
円環モデルを参考に、快適性と活動性の二軸を基準軸としたAffective Grid（AG）による感情情報表現を利用する方法がある。しか
し、比喩表現が伝達する感情情報をAGでどの程度適切に表現できるのかという点については、未知の部分が多い。そこで本研究で
は、松尾（1998）が行った感情情報を伝達する比喩表現の感情的意味空間に関する先行研究を基にして、比喩表現に含まれる感情情
報をAGによって定量化することの可能性を検討した。その結果、AGによって比喩表現が含む感情情報を適切に表現することができる
可能性が示唆された。
キーワード：比喩, 感情, affective grid

[P-1-23] 文の読み上げ課題によって文内容の心的シミュレーションは起こるか
Does mental simulation emerge during sentence reading task?
○

望月正哉1, 玉木賢太郎2, 内藤佳津雄1 （1.日本大学文理学部, 2.日本大学大学院文学研究科）

身体化認知の枠組みに基づく研究では，行為を説明した文の理解において心的シミュレーションを通じて感覚運動情報が活性化され
ることが示されている。しかし，近年の単語認知の研究では，感覚運動情報の活性化は課題依存的であることが示された。そこで本
研究では，文を読み上げることによって知覚的情報が活性化されるのかどうかを検討した。この実験では，文の容認可能性判断を
行った際には知覚的情報が活性化されることが示された文を用いた。課題として参加者は文を読み上げたあとに，提示された写真に
ある道具が文で言及されていたものかどうかを判断した。実験の結果，文の内容と一致した写真と一致しない写真をみたときの判断
時間に有意な差はみられなかった。この結果は言語処理において心的シミュレーションが常に起こっているわけではなく，課題依存
的に起こっていることを示唆している。
キーワード：言語理解, 心的シミュレーション, 課題依存性

[P-1-24] 言語情報処理過程における身体スキーマの関与について◆
Embodied cognitive processing of manipulable objects
○

安田真章, 樋口貴広 （首都大学東京 人間健康科学研究科）

一般に，言語理解に関わる認知情報処理と，運動実行に関わる認知情報処理は，独立していると捉えられている。しかし近年，両者
にはオーバーラップする処理が存在することが明らかとなった（運動-言語連関）。これらの連関の一翼を担う運動実行系には，身体
スキーマの関与が欠かせない。このことから，運動-言語連関にも身体スキーマの活動が関与するかもしれない。仮にこれが正しけれ
ば，身体の一部（たとえば腕）を拘束した状況では，腕に関わる言語の理解が阻害されるといった影響が予想される。本研究ではこ
うした考え方の妥当性を検証するための実験を行った。 物体と動詞の組みあわせが適合するかどうかの判断課題を行った結果，上肢
位置が拘束位にある時は通常位にある時よりも有意に反応時間が遅延した。これは身体拘束により動きに関する言葉の理解が干渉を
受けることが示唆され，言語情報処理過程の一部は身体化されていることが推察された。
キーワード：身体化, 言語, 身体拘束

[P-1-25] 単語親密度の主観的評定値の問題
A Problem with Subjectively Rated Word Familiarity
○

水野りか, 松井孝雄 （中部大学人文学部）

筆者らは過去に天野・近藤 (2003)のデータベースに基づいて刺激語の諸属性値を統制した語彙判断実験を行い，親密度が高くても誤
答率の高い項目を複数見出し，親密度と実際との齟齬を感じた。そして，天野・近藤 (2003)の評定者と実験参加者の質的な違いがこ
の不一致の原因ではないかと考えた。そこで本研究では，刺激語を視覚呈示した語彙判断実験を実施するとともに同じ参加者に刺激
語の文字単語親密度を評定させ，１．参加者とデータベースの評定値の比較，２．双方の評定値と誤答率の関係の比較，３．双方の
評定値と語彙判断時間の関係の比較を行った。その結果，本実験参加者の文字単語親密度評定値の平均はデータベースより有意に低
く，本実験参加者の評定値の方が誤答率や語彙判断時間との負の相関が高いことが明らかとなり，親密度のような主観的評定値には
実験参加者とできるだけ等質な参加者のものを用いるべきことが示唆された。
キーワード：主観的評定値, 文字単語親密度, 語彙判断実験
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[P-1-26] 単語親密度の主観的評定値の問題
A Problem with Subjectively Rated Word Familiarity
○

松井孝雄, 水野りか （中部大学人文学部）

自然言語刺激の諸属性の統制のためによく用いられるデータベース（天野・近藤, 2003)における親密度などの主観的評定値が実験結
果と整合しない場合がある。本研究では音声呈示による語彙判断課題と親密度評定を行い、天野・近藤(2003)の音声単語親密度と比
較した。その結果、天野・近藤(2003)の評定値よりも今回の評定値のほうが実験結果との相関が高く、その傾向は特に誤答率で著し
かった。
キーワード：主観的評定値, 音声単語親密度, 語彙判断実験

[P-1-27] 電卓とジャケットの購入問題はプロスペクト理論を支持しない◆
The calculator-jacket problem does not support prospect theory
○

在原克彦, 有賀敦紀, 古谷健 （立正大学大学院心理学研究科）

我々は同じ値引き額であるにもかかわらず，高価格の商品からの値引きより低価格の商品からの値引きに対してより価値を見出
し，その価値を得るために移動のコストをかける(電卓とジャケットの購入問題)。この結果は，基準価格に依存した非線形の価値評価
によって説明されてきた(プロスペクト理論)。本研究では，この結果を解釈するために商品価格による購入のためらいを新たな説明要
因として提案する。実験1では追試に加え，各商品に対する購入のためらいの程度を測定した。その結果，実験参加者は高価格商品よ
りも低価格商品に対して購入のためらいが小さいために，移動のコストをかけた可能性が示唆された。実験2では，高価格商品と低価
格商品の購入が確実である旨を問題文に明記しただけで，実験1や先行研究で生じた効果は消失した。本研究は，電卓とジャケットの
購入問題を解釈する際にプロスペクト理論を想定する必要がないことを明らかにした。
キーワード：電卓とジャケットの購入問題, プロスペクト理論, 消費者行動

[P-1-28] 伝達者の感情に対する受信者の関与が比喩表現に与える影響◆
Involvement of hearer's emotion affects on emotion communicated through metaphor
○

岡隆之介1, 小島隆次2, 楠見孝1 （1.京都大学大学院教育学研究科, 2.滋賀医科大学）

先行研究は，伝達者が感情を明確に受信者に伝達する目標でしばしば比喩表現を使用することを示してきた。一方で，伝達者が感情
を伝えるために使用した比喩表現が，受信者に意図した通りの感情の強度を伝えているかは明らかでない。本研究では，伝達者の感
情に対する受信者の関与の有無が，受信者が比喩表現から受け取る感情の強度に影響するかを検討した。伝達者の感情に対する受信
者の関与を操作した比喩表現生成課題で刺激を収集した。実験では，16名の大学生の参加者は調査で得られた3種類の伝達条件(共
通，関与なし，関与あり)の比喩表現を呈示され，それぞれの表現から喚起される感情の強度を評価した。実験の結果，関与あり条件
は他の条件よりもネガティブさが低く評価された。このことから，伝達者の感情に対して受信者が関与している場合に用いられる比
喩表現は，受信者が感情の強度を低く評価することが示された。
キーワード：比喩表現, 感情, 伝達

[P-1-29] 他者間授与イベントの共益性認知に与える授与動詞の影響
The effect of "ageru-kureru" on the cognition of common benefit in others' give-andrecieve event
○

平知宏 （大阪市立大学・大学教育研究センター）

本研究では、他者間の利益のやり取りを表現する、日本語の「あげる」「くれる」の表記（例：AがBにおみやげをあげた、AがBにお
金をくれた）の違いが、利益の授与者（A）、受益者（B）、およびやり取りの観察者（A-Bのやり取りを見ている「私」）それぞれ
の間で共益性の認知に与える影響を検討した。調査の結果、他者間の利益のやり取り（A-B間の授与イベント）を観察する立場の人間
が、「くれる」を用いてそのやり取りを表現する際には、「あげる」を用いてやり取りを表現する際に比べて、受益者Bと観察者間の
共益性を高く認知している一方で、授与者Aと受益者Bの共益性を低く認知していることが分かった。
キーワード：語用論, 共益性, 動詞の選好性

[P-1-30] アンカリング効果が熟考によって軽減する条件
Mitigation by contemplation in anchoring effect under widely plausible range
condition.
○

杉本崇 （神奈川大学）
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アンカリング効果は極端に頑健な現象であり、注意や熟考によって効果は軽減しないことが知られている。本研究では、大相撲の力
士の平均身長を推定させる課題ではアンカリング効果は熟考で軽減しなかったのに対し、平均体重を推定させる課題では熟考に
よって効果が軽減したことから、回答の見当がつけづらい時は熟考によってアンカリング効果が軽減することが示された。
キーワード：アンカリング効果, 推論バイアス, 熟考による軽減

[P-1-31] 反復閾下単純接触による商品評価の低下
Devaluation of Consumer Products by Repeated Subliminal Mere Exposure
○

河原哲雄 （埼玉工業大学人間社会学部 心理学科）

靴の写真画像を題材に，閾下呈示による反復単純接触が商品評価におよぼす影響を検討する実験を行った。閾下単純接触の累積効果
を検討するために，閾下呈示の頻度を系統的に操作し，効果の般化を検討するために，評価時の商品画像を，閾下呈示時と同一角度
で呈示する条件と別角度で提示する条件を設定した。数字の偶奇性判断課題においてマスク呈示の直前に靴の写真画像を16ミリ秒間
呈示した。呈示角度は斜めと正面の2条件，呈示頻度は1回，10回，20回，30回，40回の5条件を設定した。商品評価は7段階尺度の
質問紙形式で実施した。実験の結果，「購入したい」および「好き」という商品評価の中心的な次元において，閾下呈示の頻度が多
くなるほど評価が低下するという，通常の単純接触効果とは逆の傾向が観察された。原因としては，ディストラクタ評価低下効果に
類する現象が生じた可能性などが考えられる。
キーワード：単純接触効果, 閾下呈示, 商品評価
ポスター発表

[P-1] ポスターセッション1（32~50）
Poster session 1（32~50）
315

[P-1-32] 私たちは、折り紙をどのように折っているのか？（11）◆
How we fold Origami.
○

丸山真名美 （至学館大学健康科学部）

折図をみて折るのではなく、折りイメージの手掛かりがない状況で、完成した作品を見本通りに変形する課題を行った。これに関連
する要因を検討することが目的である。空間認知能力と、イメージ能力を検討した。
課題に成功したものが認知能力が優れていると予想されたが、結果は、失敗したものの方がイメージ能力がたかいとことを示し
た。その背景として、課題が一般的なやっこさんの顔を白くするというものであり、やっこさんの構造が理解されていないなどとい
うことが考えられた。このことから、やっこさんの構造を理解したうえでの変形を検討するなどの、さらに検討すべき要因が示され
た。
キーワード：立体変換イメージ, 奴さん変形課題, 折り紙

[P-1-33] 視覚的―聴覚的注意課題間におけるマインドワンダリングの違い◆
Differences in mind-wandering between visual and auditory sustained attention tasks
○

紀ノ定保礼1, 藤井達史1,2, 篠原一光1, 伝保香織1, 塩谷武司3, 芝垣佑美3 （1.大阪大学大学院人間科学研究科, 2.日本学術振興会, 3.株式

会社デンソー）
現在従事している課題に対する注意コントロールが失敗し、課題無関係な思考が生起することを、マインドワンダリング（以下
MW）と呼ぶ。先行研究では主に視覚的な注意課題を用いて、課題中のMWの生起機序が検討されてきた。しかし、聴覚刺激は視覚刺
激に比べてより自動的に注意を捕捉するため、視聴覚刺激に対する注意コントロールは持続の仕方が異なると考えられる。本研究で
は、新たに聴覚的な注意課題を用いることで、課題モダリティがMWに及ぼす影響を検証した。さらに、注意コントロールを司る実行
機能の働きを反映する、ワーキングメモリ容量（WMC）を測定した。実験の結果、次の2点が明らかになった：(1) 聴覚的課題で
は、MW頻度はWMCの調整を受けるが、MWの表れ方は調整を受けない。(2)視覚的課題では、MW頻度はWMCの調整を受けない
が、MWの表れ方は調整を受ける。よってMWは課題モダリティにより左右されるといえる。
キーワード：マインドワンダリング, ワーキングメモリ, 注意コントロール

[P-1-34] 通俗的心理学神話への信奉と認知能力・スタイル
Belief in the myths of popular psychology, cognitive ability and cognitive style
○

眞嶋良全 （北星学園大学 社会福祉学部）

迷信的信念に関する先行研究の多くは，超常信奉が思考スタイルによって予測可能であることを示している。本研究は，これら先行
研究で見られた信念と認知能力・スタイルの間の関連性が，疑似科学的信念，特に通俗的心理学神話においても観察されるかどうか

- 39 -

を検討した。103名の学部学生が，認知スタイル・能力，科学リテラシーおよび通俗的心理学神話への信奉の程度を測定する質問に回
答した。重回帰分析の結果，通俗的心理学神話への信奉は，分析的思考スタイルのみによって予測されることが示され，直観的思考
スタイル，認知能力，科学リテラシーは予測力を持たないことが示された。この結果は先行研究に沿っているものの，分析的思考傾
向が強い者ほど信念も強いという，先行研究とは逆のパターンが観察された。この違いは，先行研究との参加者集団の違い，特に文
化に依拠した思考スタイルの違いから生じた可能性がある。
キーワード：通俗的心理学神話, 認知能力, 認知スタイル

[P-1-35] 大きなモノみてパワーアップ◆
○

永井聖剛1, 山田陽平2, 金谷英俊1, 西崎友規子3 （1.愛知淑徳大学, 2.奈良教育大学, 3.京都工芸繊維大学）

我々は刺激の大小や速遅などの物理的性質と運動反応の強弱との間にみられる刺激—反応適合性は，オブジェクトに関する概念的性質
に対しても生じることが報告している。したがって，刺激や運動反応についての性質は抽象化された単純情報次元（例えば，大
—小）で共有されるものと考えられる。本研究では，知覚する刺激のサイズと発揮される握力という刺激-反応運動間での適合性につ
いて検討した。実験では小円，大円，またはブランク画面が提示され，実験参加者には円が提示されたき，事前に練習した最大筋力
の50 %の出力で，握力計を握るように求めた。結果から，非利き手に限り，大きな円に対して大きな握力が発揮されることが明らか
となった。利き手では筋力のコントロールが非利き手に比べ正確にできるために，非利き手で大きな効果が出現したものと考察され
た。
キーワード：握力, 刺激サイズ, 刺激反応適合性

[P-1-36] 時間的切迫感が時間の見積もりに与える影響◆
The effect of time pressure on the expected time estimation
○

種子島健一, 中村奈良江 （西南学院大学 人間科学部 心理学科）

本研究の目的は、時間的切迫感が予想時間評価に与える影響の検討及び予想時間評価の認知過程の解明である。本研究では歩行課題
を用いて、時間的切迫条件の違いにおける予想時間評価及び予想距離評価の差を比較した。実験の結果は、評価対象に対する手がか
りが少ない場合、時間的切迫感は予想時間を長く評価させることが示唆された(研究1)。これは時間的切迫感が課題の中心的情報であ
る距離を長く評価させるためであると考えられる(研究2)。しかし参加者が評価前に何らかの手がかりを持っていると考えられる場合
には、予想時間評価は時間的切迫条件間で差はなかった。これらから予想時間評価の認知過程には、切迫感を感じる程度などの個人
特性を反映する物理的時間の評価と、距離などの課題特性を反映する課題内容の評価があると考えられる。
キーワード：心理的時間, 予想時間評価, 時間的切迫感

[P-1-37] 音は視覚的時間知覚の正確性・安定性を向上させる
Sounds can increase accuracy and stability of visual time perception.
○

朝岡陸, 行場次朗 （東北大学大学院文学研究科）

時間知覚における先行研究では，視覚刺激の知覚時間が同時に提示される音によって伸長・短縮することが示されている。そこ
で，本研究では視覚刺激に同時提示されない音が視覚刺激の知覚時間に影響するかどうかを検討した。さらに，音が視覚的時間知覚
の安定性に及ぼす影響も検討した。参加者は視覚刺激だけか，2個の短い音に挟まれた視覚刺激が提示された。参加者の課題は視覚刺
激の知覚時間をキー押しによって再生することであった。その結果，音，視覚刺激，音と時間的間隔無く連続して提示される条件で
は，音が提示されない条件よりも再生時間は短くかつ正確になり，さらに安定性は高くなることが示された。しかし，音と視覚刺激
の間に時間的間隔があると，これらの効果は認められなかった。これらの結果は視覚刺激の直前，直後に提示される音が視覚刺激の
表象をより頑健にし，時間知覚の正確性と安定性を向上させたことを示唆している。
キーワード：時間知覚, 視聴覚統合, 時間再生法

[P-1-38] 人間は考える「足」である？
Man is a thinking foot (feet)?
○

武藤拓之, 松下戦具, 森川和則 （大阪大学大学院人間科学研究科）

ヒトは，自分が実際に移動しなくても，他者の視点から見た視覚世界を想像することができる。このような空間的視点取得では，自
分の身体を移動させるイメージが使われていることが示唆されている (Kessler &Thomson, 2010)。本研究はこの示唆に基づき，右
足・左足 (実験1) と右手・左手 (実験2) を前に出す動作によって空間的視点取得の成績が変化するかどうかを検証した。実験の結
果，動作が想像上の移動方向と一致した時に，一致しない時よりも反応時間が短縮した。この結果は，空間的視点取得では心的回転
とは異なり，移動に関連した動作のイメージが用いられていることを示唆し，刺激反応適合性による説明を棄却した。さらに，実験
1・2の結果を比較したところ，生理学的・解剖学的事実に反し，空間的視点取得時には足の反応が手よりも一貫して速くなることが
分かった。これは，歩行の基盤である足が手よりも移動とより直接的な関係を持つ事実を反映していると考えられる。
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キーワード：空間的視点取得, 身体化認知, 移動

[P-1-39] テーブル上の物体の配置と乱雑さの知覚◆
Investigation of the relationship between the layout of objects placed on a table and
disorder
○

郷古学 （東北学院大学工学部）

快適な生活空間を実現するためには、整理整頓が不可欠である。著者は、テーブルの上を自動で整頓システムの構築を目指してい
る。当該システムを実現するためには、テーブル上に物体がどのように配置された場合に、人間が乱雑さを感じるのかを明らかにす
る必要がある。そこで本研究では、乱雑さの知覚や視覚パターンの良さに関する従来研究をもとに、実際にテーブル上に文具が配置
された画像(刺激パターン)を用いて乱雑さの評価を実施した。実験の結果、テーブル上に置かれた物体のまとまりの数が少ないほ
ど、テーブル上が整頓されていると感じる傾向が確認された。
キーワード：乱雑さの知覚, 知覚的体制化

[P-1-40] 複数感覚間同期による抽象形状に対する身体変形感の誘発
Body image transformation toward abstract shape based on multiple sensor
integration
○

石原由貴, 小鷹研理 （名古屋市立大学大学院芸術工学研究科）

身体所有感の誘起には，感覚間の同期現象と実身体との形態的類似性が重要とされる．本研究では実身体の持つ骨格構造を捨象した
ディスプレイ空間上の抽象的形状（円形アイコン）に対し，「視覚-触覚」「運動感覚・固有感覚-視覚」の2種の感覚間の同期を付与
した環境下における身体所有感の誘起について調査を行った．その際，被験者の身体イメージの形状がアイコン形状に近似するかに
着目し，アンケートによる評価を行った．結果，実身体以上の大きさを持つアイコンを操作した際には被験者の身体イメージが大き
くなり，意識レベルにおいて身体所有感の誘起が，実身体以上のサイズ感を持つアイコンに対しても柔軟に起こることが示唆され
た．また，アイコンの表示位置が実身体と近い場合と離れている場合との間に身体所有感の差が観測されず，主観的に身体所有感を
付与する上では手とアイコンとの物理的距離が決定的な阻害要因とならないことが示唆された．
キーワード：身体イメージ, 身体所有感, ラバーハンド錯覚

[P-1-41] 触れていない部分に基づく触覚的位置記憶の更新◆
Tactile spatial pattern updates haptic position memory
○

光藤宏行 （九州大学大学院人間環境学研究院）

本研究では，位置再生課題を用いて，触覚パタンに基づく深さが手の位置の作動記憶に影響するかを検討した。参加者は，右手を地
面に対して水平に保ちながら，ターゲット面，妨害物体を順に約5秒ずつ上から触れた後，ターゲット面を触った時の手の垂直位置を
再生した。その結果，妨害刺激とターゲット面の組み合わせに応じて下方向の位置変化が生じた。この結果は，妨害物体で感じられ
る直接触れていない部分の深さがターゲット面の記憶位置と同じか，より深い時に特徴の上書きが生じるという説と整合的である。
キーワード：触覚パタン, 作動記憶, 空間位置

[P-1-42] 身体による遮蔽下で非感覚的に生成される事象知覚◆
Event perception derived from amodal completion under the occlusion by own hands
○

齋藤五大, 行場次朗 （東北大学大学院文学研究科）

Stream/bounce（通過・反発）刺激は，運動物体を一義的な事象として維持する視覚系の機能を検討する手段の一つである。2個の物
体が互いに接近した後に離れていく視覚運動を呈示すると，人は2個の物体の通過，あるいは反発のいずれかを知覚する。本研究で
は，左右の手を合わせた観察者の両手が通過・反発刺激の交差点を遮蔽する時に，当該の事象知覚に及ぼす影響を検討した。その結
果，観察者の両手が刺激の交差点真下の条件は，両手を膝上に置いた（手なし）条件に比べて反発知覚が促進され，齋藤・行場
（2014）の結果を再現した。両手が刺激交差点を遮蔽した条件は，そうでない条件に比べて有意に反発知覚回答率が低く，また手な
し条件との間に有意差が認められなかった。以上の結果から，身体による遮蔽下で非感覚的に生成される運動物体表象が，手の自己
受容感覚情報による反発知覚を減衰させ，通過知覚の促進に機能することを示唆する。
キーワード：Stream/bounce, 非感覚的補完, 身体による遮蔽
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[P-1-43] 高気圧曝露が人型図形の心的回転に及ぼす影響◆
The influence of exposure to a hyperbaric environment on mental rotation of human
postures.
○

景山望 （海上自衛隊潜水医学実験隊）

深海などの高気圧環境では物体の心的操作が困難になることが報告されている．一方，常圧環境では抽象的な図形であっても，人間
の身体像に変換することによって心的回転課題成績は向上することが報告されている．本研究では，この変換効果に着目し，高気圧
曝露が心的回転に及ぼす影響について，2種類の図形（Shepard-Metzler図形・人型図形）による心的回転課題によって検討した．本
実験では，心的回転課題を21気圧深海潜水訓練中に5回（訓練前：1気圧・16気圧加圧・21気圧保圧・16気圧減圧・訓練後：1気
圧）実施し，正反応時間と誤反応率によって結果を評価した．本実験において，正反応時間が訓練前で最も遅く，人型図形は
Shepard-Metzler図形に比べて常に速かった．一方，誤反応率は図形や環境圧による違いはなかった．以上から，人型図形の心的回
転に高気圧曝露は影響しないことが示された．
キーワード：心的回転, 身体像, 高気圧曝露

[P-1-44] 選択誘発性選好の生起に刺激の再評価は不要である
Choice-induced preference change occurs without reappraisal process.
○

井上和哉1,2, 佐藤暢哉1 （1.関西学院大学, 2.日本学術振興会）

自分が選択したものはより好ましく知覚され，自分が選択していないものはより嫌悪的に知覚される(選択誘発性選好)。本研究で
は，選択後の再評価(2回目の評定)がこの現象の生起に必須かどうかを調べるため，再評価の過程を必要としない感情プライミング課
題を用いた。選択課題では，事前の評定値が等しい２つの商品画像の一方を選択させ，選択課題の前後に感情プライミング課題を行
なった。この課題では，選択画像または非選択画像が一瞬提示され，その後にポジティブ単語またはネガティブ単語が提示され
た。単語の弁別反応時間に関する選択前後の変化量を分析した結果，非選択画像(ネガティブ)の後にポジティブ単語が出た場合は，選
択画像(ポジティブ)の後にポジティブ単語が出た場合よりも，選択によって反応が遅延することが示された(感情プライミング効果の
生起)。この結果は，選択誘発性選好の生起に再評価の過程は不要であることを示唆する。
キーワード：選択誘発性選好, 感情プライミング, 認知的不協和

[P-1-45] 視聴覚統合による分裂／融合錯覚における感覚内群化の影響◆
Effects of intra-modal perceptual organization on fission and fusion illusions induced
by audio-visual integration
○

竹島康博1, 朝岡陸2 （1.文京学院大学人間学部, 2.東北大学大学院文学研究科）

視聴覚統合によって生じる錯覚現象の1つに，分裂／融合錯覚があげられる。これらの錯覚は，視覚刺激の知覚される提示回数が，同
時に提示される聴覚刺激の提示回数の影響を受ける現象である。このような視聴覚情報の統合は，異なる感覚の情報が統合されて1つ
の表象を形成していることから，異種感覚間の群化と捉えることもできる。一方で，視聴覚統合は感覚内の群化の影響を受けること
も報告されている。そこで，本研究では分裂／融合錯覚における感覚内群化の影響について予備的な検討を行った。視覚刺激の提示
回数を判断させる課題を実施し，聴覚刺激と視覚誘導刺激を提示した。実験の結果，聴覚刺激と視覚誘導刺激の提示回数が異なる条
件では，分裂錯覚が生起しにくくなっていた。一方，融合錯覚の生起頻度は，聴覚刺激と視覚誘導刺激の提示回数が異なっても変化
しなかった。したがって，感覚内群化は分裂／融合錯覚で異なる影響を及ぼすことが示唆される。
キーワード：視聴覚統合, 異種感覚知覚, 感覚内群化

[P-1-46] 視覚運動トラッキング課題において，ターゲットとエフェクターの大きさが運動に与える影
響
Influence of object size in visuomotor tracking task
○

上田彩子1, 中島亮一1, 井関龍太1, 岩井律子1, 熊田孝恒1,2 （1.理化学研究所 理研BSI-トヨタ連携センター, 2.京都大学）

日常的な文脈で視覚運動トラッキングが行われるとき，大抵はターゲットとエフェクターは共に，空間的に広がりがあるオブジェク
トであるが，先行研究の多くは，空間的にコンパクトなオブジェクトを用いている。本研究では，オブジェクトサイズの違いがト
ラッキングに与える影響について検討した。空間的に広がりがあるオブジェクト同士のトラッキングでは，参照点の検出に伴う負荷
が上昇してトラッキングが困難になる可能性がある。本研究では，オブジェクトサイズを変化させる方向として，ターゲットと
カーソルを同時に変える条件と，個別に変える条件を設定し，パフォーマンスに与える影響の違いを検討した。その結果，オブ
ジェクトが大きくなるほど，また，ターゲットの方が大きいほどパフォーマンスが低下することを発見した。こうした効果の違いの
原因として，参照点検出過程，あるいは，課題の脳内表現の違いなどが考えられる。
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キーワード：参照点の検出, トラッキング課題, 視覚運動協応

[P-1-47] 音の緊急性知覚が認知課題の遂行に与える影響
Perception of sound urgency affects cognitive task.
○

井口望, 鈴木奈津子, 田中章浩 （東京女子大学）

本研究では心理学的にどのような警告音が人々の適切な判断や行動を促進するのかを検証するために、音によって知覚される緊急性
を操作し、難しい認知課題の遂行に与える影響を明らかにする実験を行った。実験では「音刺激によって同じ刺激に対する反応を切
り替える」という場面を想定し、ストループ様サイモン課題を用いた。課題遂行中に提示される音刺激（緊急性高/低）を合図に課題
の難易度（難/易）を切り替えるように教示した。その結果、緊急性が高い音の呈示後3試行において、課題の難度が高いとき、反応
時間及びエラー率が増加した。このことから、音の緊急性知覚の処理と課題遂行に必要な注意資源が共有されている可能性を指摘す
ることができた。緊急性の高い音の近く処理に多くの資源を消費されてしまうと、難しい課題遂行に必要な注意資源が枯渇し、課題
遂行に干渉すると考えらえる。
キーワード：注意, 緊急性知覚, Simon課題

[P-1-48] 非注意のリズム刺激による低周波脳波律動と感覚ゲーティング
Low-frequency EEG oscillation and sensory gating caused by unattended rhythmic
stimuli
○

荒生弘史1, 黒川智愛理1, 諏訪園秀吾2 （1.大正大学人間学部, 2.国立病院機構沖縄病院神経内科）

冗長な入力に対する活動レベルを抑えることは，脳における情報処理の基本戦略の一つであり，種々の精神疾患ではその機能低下が
報告されている（e.g., 感覚ゲーティング）。聴覚において，時間的に等しい長さを基本とした知覚内容が生じやすいことは，時間的
規則性の原理と呼ばれている。本研究では，600ms（無記時程付近）の等間隔を保ち生じるスネア音を標準刺激として，そこからの
逸脱刺激を時折出現させ，視覚課題に集中している参加者に呈示した。その結果，同一の標準刺激であっても，規則に適合する際に
事象関連電位のN1が顕著に減衰するのに対し，逸脱刺激の直後にはN1が増大することを示した。標準刺激の連続に対する反応は，刺
激頻度にあたる約1.67Hzの低周波律動としても解釈できた。この律動は，刺激間で緩やかな変動を繰り返しており，等間隔性を
コード化し，後続の出現タイミングを予測する働きとの関連が考えられた。
キーワード：リズム, 感覚ゲーティング, 事象関連電位

[P-1-49] 視線に騙されるな
Don't trust one's gaze
○

高尾沙希, 有賀敦紀 （立正大学大学院心理学研究科）

我々の視覚システムは，他者の視線が向けられた位置に対して自動的に注意をシフトする（視線手がかり効果）。このように，視覚
システムは顔などの社会的な刺激に対して感度が高く，非常に高速に処理することができると考えられている。本研究では，視線に
よる注意のシフトと一般的信頼性の相関について調べることを目的とした。参加者の課題は，視線手がかりを無視しながら，顔の左
右いずれかに呈示された標的の位置を報告することであった。その結果，手がかりと標的のSOAが117msの条件でのみ，視線手がか
り効果が認められた。さらに，この非意図的な視線手がかり効果と一般的信頼性得点の相関係数を算出したところ，弱い正の相関が
認められた。したがって，一般的信頼性は社会的刺激に対する非意図的な視覚情報処理と関連していると結論することができる。つ
まり，騙されやすさは比較的初期の認知プロセスに依存している可能性があることが示唆された。
キーワード：視線手がかり効果, 一般的信頼性, 騙されやすさ

[P-1-50] 眼領域への注意を反映する脳波の大域的同期ネットワーク
Long-range EEG synchronization for visual attention to eye region in human face
○

野末馨1, 川崎真弘1, 2 （1.筑波大学大学院システム情報工学研究科, 2.独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究センター）

表情など顔の視覚情報に基づく社会的相互作用は,円滑な意思伝達のために重要だと考えられている。脳内では,顔の視覚情報処理が,顔
全体の処理と眼など部位ごとの処理が並列する形で行われている。また,表情認識時に効率的な視覚情報処理を行うためには眼領域
(眼, 鼻筋, 眉を含む)への視覚的注意が重要だと報告されている。しかし,眼領域への視覚的注意の発生機構は未だ明らかでない。そこ
で本研究では,顔の視覚情報処理と眼領域への視覚的注意の関係性を解明することを目的とした。その為に,眼領域を識別する二択課題
を課し,選択肢によって視覚情報処理時の顔全体の処理と眼領域の処理の関連性を操作した。その結果,眼領域の予測に依存した後頭側
頭皮質(視覚情報処理)と前頭皮質(眼領域情報の解釈)の脳波同期を発見した。以上から, 脳活動の大域的な同期によって,顔の視覚情報
処理と眼領域への視覚的注意が関係している可能性が示唆される。
キーワード：視覚, 注意, 脳波
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ポスター発表

[P-1] ポスターセッション1（51~63）
Poster session 1（51~63）
316

[P-1-51] 左右視野への注意の偏りが視覚統計学習に与える影響
Effects of attentional biases to left and right visual fields on visual statistical
learning
○

加藤公子1, 吉崎一人1, 渡辺友里菜2 （1.愛知淑徳大学心理学部, 2.愛知淑徳大学大学院心理医療科学研究科）

本研究は視覚統計学習と視空間注意との関係について検討した。刺激は3枚の線画が同じ系列順序で呈示されるセットにより構成され
た。学習段階では刺激は凝視点を挟み左右視野に同時に呈示された。参加者は左あるいは右視野のどちらか一方を見るよう指示さ
れ，指示された側に呈示される線画に対して1-back課題を行った。左視野を見るよう要求された参加者においては，左視野に呈示さ
れた刺激は注意刺激，右視野に呈示された刺激は非注意刺激となる。続くテストでは学習時に注意側，非注意側に呈示された3つ組に
対して，その呈示順序が潜在的に記憶されているかどうかをターゲット検出課題により測定した。系列位置に応じた反応時間の短縮
は認められたものの，そうした反応時間の短縮に注意刺激と非注意刺激による差異による影響は認められなかった。本結果は左右視
野に方向づけられた選択的注意が視覚統計学習に影響しなかったことを示唆する。
キーワード：視覚統計学習, 選択的注意, 視空間注意

[P-1-52] マインドワンダリングがトップダウンの期待に及ぼす効果◆
Effects of Mind Wandering on Top-Dwon Expectations
○

井関龍太1, 中島亮一1, 上田彩子1, 岩井律子1, 熊田孝恒1,2 （1.理化学研究所 理研BSI-トヨタ連携センター, 2.京都大学情報学研究科）

マインドワンダリングが起こっているときには，マインドワンダリング報告時には，課題目標を制御する注意のメカニズムが適切に
働いておらず，トップダウンの期待（課題に対する構え）が維持されていないことが考えられる。本研究では，シングルトン検出課
題を用いて，標的項目を定義する特徴次元の出現頻度を操作した。出現しやすい特徴次元に対して注意が適切に維持されていれ
ば，高頻度次元項目に対しては，低頻度次元項目に対するよりもすばやく検出が行なえるはずである。３つの実験の結果，課題関連
思考が経験されていた試行では一貫して出現頻度の効果がみられたのに対し，マインドワンダリングが経験されていた試行では出現
頻度の効果が弱まるか，消失した。そこで，マインドワンダリングが生じているときには，出現する見込みの高い特徴次元に備えて
おくといった形でのトップダウンの期待が十分に維持されなくなることが明らかになった。
キーワード：マインドワンダリング, 期待, 視覚探索

[P-1-53] 聴覚アクセサリ刺激の呈示によるサイモン効果への影響◆
Auditory accessory stimulus effect Simon Effect
○

田飛, 紀ノ定保礼, 篠原一光 （大阪大学大学院人間科学研究科）

ターゲットと近いタイミングで課題に無関係な音（アクセサリ刺激）を呈示することで、反応が速まるという現象はアクセサリ効果
と呼ぶ。アクセサリ効果は反応の選択段階に生じるかについて検証するために、本研究ではサイモン課題が遂行されると同時
に、ターゲットが出現する前あるいは後の時点で課題に無関係なアクセサリ刺激を呈示し、サイモン効果の変化を観察した。結果か
ら見ると、アクセサリ刺激がターゲットの出現前に呈示される場合(100ms）に、反応の速度が上がり、アクセサリ効果が現れた
が、サイモン効果の変化が見られなかった。これに対して、アクセサリ刺激がターゲットの出現後に呈示される場合に（100msと
200ms）、アクセサリ効果が見られなかったにもかかわらず、サイモン効果が小さくなった。解釈として、アクセサリ刺激が注意の
転移を引き起こすことで、サイモン効果に影響を与える可能性を考えた。
キーワード：アクセサリ効果, サイモン効果, 注意の転移

[P-1-54] 日常物体の操作性による探索非対称性
Search asymmetries for real-world objects
○

有賀敦紀1, 山仁雄介2, 山田祐樹3, McCarley Jason4 （1.立正大学, 2.Old Dominion University, 3.九州大学, 4.Flinders

University）
Object familiarity influences search performance, producing search asymmetries (e.g. Malinowski &Hubner, 2001). The
current experiments investigated whether familiarity driven by manual interaction with real-world objects would affect
search efficiency. Stimuli were images of coffee cups with their handles oriented toward either the left or the right.
Subjects searched for a uniquely oriented target up among homogeneously oriented distractor cups. Right-handed subjects
found a left-handled target among right-handled distractors more efficiently than vice versa. Results imply that

- 44 -

familiarity driven by motor interaction can modulate perceptual processing efficiency for everyday objects.
キーワード：行為, 親近性, 探索非対称性

[P-1-55] 単語とインク色の呈示比率が随伴性効果と呈示対の尤度評定に及ぼす影響
Contingency learning and evaluation of learned words
○

北原稔也1, 吉崎一人2 （1.愛知淑徳大学大学院心理医療科学研究科, 2.愛知淑徳大学心理学部）

Schmidt et al.(2007,Consciousness and Cognition)は随伴性学習によるストループ様効果を示した。実験は反応競合が生じない単
語を4色に着色して呈示し，課題は色同定であった。単語と呈示する色の比率(随伴性比率)を操作した結果，呈示比率が高い色の方が
低い色よりも課題遂行成績が上昇した（随伴性効果）。本研究は随伴性比率を3段階(37.5%/50.0%/62.5%)で操作し，随伴性比率の
多寡が随伴性効果に及ぼす影響を検討し，また単語と色の尤度評定を行った。結果，随伴性効果は50.0%, 62.5%条件のみで見ら
れ，先行研究を支持した。おもしろいことに，尤度評定において，50.0%，62.5%条件では呈示比率が高い情報対の方が低い情報対よ
り尤度評定値が高かった。この結果から，学習経験が対象（単語）の尤度評価に影響を及ぼす可能性が示された。
キーワード：随伴性学習, 潜在学習, ストループ効果

[P-1-56] 電動アシスト歩行車が高齢者の安心感に及ぼす影響
The effects of electric walking assistance to a walking cart on safety feeling of older
adults.
○

栗延孟1,2, 原田悦子2, 大門貴之2, 富田瑛智2, 岩下純久3, 野村琢磨3, 緒方啓史3, 須藤智4 （1.東京都健康長寿医療センター, 2.筑波大学,

3.アズビル株式会社, 4.静岡大学）
本研究は，高齢者の自立的な外出を支援するために，歩行車に電動アシスト機能を搭載することの効果を検討することを目的とし
た。参加者は，高齢者12名と大学生8名であり，屋外のテストコースを２回，電動アシストのある歩行車とない歩行車を使用して歩い
た。コースの歩行時間はアシストなしの歩行車の方が短く，歩行後のアンケート調査では，アシストありの歩行車の方が安心して歩
くことできることが示された。「平坦な道を歩く」ことについて，アシストありの歩行車は高齢者の方が若年者よりもスムーズに操
作できたと評価しており，アシスト機能を搭載することにより重量が増したことで，若年者はスムーズに歩けなかったと感じている
のに対し，高齢者は重量が増して，歩く時間は長くなっていても，主観的にはアシストなしの歩行車と同様にスムーズに歩けたと感
じていることが示された。
キーワード：歩行車, 高齢者, 安心感

[P-1-57] 注意バイアス修正トレーニングアプリの開発と評価（1）
The development and evaluation of application software for Attention Bias
Modification training for anxiety (1)
○

上田紋佳1, 澤山郁夫2,3 （1.ルーテル学院大学, 2.大阪大学, 3.日本学術振興会）

近年，注意バイアス修正法が不安の低減に有効であることが報告されている（Hakamata et al., 2010; Mogoase et al., 2014）。 本
研究では，スマートフォンによる注意バイアス修正法のアプリを新たに開発し，実験群，統制群，待機群の3群で不安低減の効果を比
較することを目的とした。実験の結果，トレーニングの効果には，統計的に有意な効果が認められなかった。サンプルサイズが少な
いながらも，トレーニング前時点での不安が高い実験群と統制群は，待機群と比較して，効果が見られる傾向が読み取れ，先行研究
（Enock et al., 2014）と同様の結果が得られた。今後はサンプルサイズを増やし，効果を検証する必要がある。
キーワード：注意バイアス, 特性不安, スマートフォン

[P-1-58] 注意バイアス修正トレーニングアプリの開発と評価（2）
The development and evaluation of application software for Attention Bias
Modification training for anxiety (2)
○

澤山郁夫1,2, 上田紋佳3, 三宮真智子1 （1.大阪大学, 2.日本学術振興会, 3.ルーテル学院大学）

スマートフォンアプリによって，質の高いトレーニング法を広く提供することができれば，治療コストの低下など様々なメリットが
期待される。一方，トレーニングの遠隔実施は参加者のドロップアウトを招きやすい。そこで本研究では，上田・澤山（2015）の実
験参加者について，ドロップアウト要因を検討することを目的とした。結果，統制群では謝礼動機の高さに応じてドロップアウトし
にくくなるのに対し，実験群ではこの関係が認められず，全体的にドロップアウトしやすい傾向が認められた。この理由として，実
験群ではターゲット刺激が常に中性語の位置に出現するため，トレーニングが単調に感じられた可能性等が示唆された。常に中性語
にだけ注意を向けさせるトレーニングの功罪が示唆されたといえる。
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キーワード：ドロップアウト, 動機づけ, スマートフォン

[P-1-59] 強迫傾向による認知抑制に関する脳メカニズム◆
Neural mechanisms underlying cognitive inhibition in obsessive-compulsive tendency
○

伊與木菜生1, 宮内英里1, 川崎真弘1,2 （1.筑波大学大学院システム情報工学研究科, 2.独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究セン

ター）
強迫観念は誰にでも起こることがあるが，その程度がひどくなると強迫性障害に至る。強迫性障害の患者は認知抑制の機能が低下し
ていると考えられている。しかし，これは反応時間から得られた結果であり，脳活動を明らかにした研究はほとんどない。そこで本
研究では健常者を対象にプライミング効果を用いて，強迫傾向の強さによる行動特性およびそれに起因する脳活動を明らかにし
た。実験では連続して呈示される単語の色が赤色のときカテゴリー(植物か動物)の分類を行い，緑色のとき分類を考えないことを要求
した。行動結果として強迫傾向の強い被験者ほどネガティブプライミング効果が小さい傾向にあった。脳波を時間周波数解析した結
果、認知情報処理に関係する前頭葉θ波と言語のポジティブプライミング効果に関係すると考えられる左側頭葉β波が強迫傾向と相関
した。これらのことから，強迫傾向が強い被験者ほど認知抑制ができていないことが示唆された。
キーワード：強迫傾向, 認知抑制, 脳波

[P-1-60] 抑うつ傾向者の脱中心化と気分緩和動機が自伝的記憶の性質に与える影響
Effects of metacognitive-awareness and motivation for mood-regulation of
depressive tendency's on the nature of autobiographical memory
○

髙橋佳史 （神奈川大学人間科学研究科臨床心理学研究領域）

抑うつ者は気分が落ち込むと抑うつ処理が活性化され，ネガティブな記憶を想起しやすくなる。一方で気分と反対の感情価の認知が
促進されることを気分不一致効果という（Forgas &Ciarrochi，2002）。気分不一致効果の生起要因として自身の気分を向上しよう
とする気分緩和動機があるが，気分緩和動機だけでは気分不一致効果を予測できないことが報告されている。そこで本研究は他要因
として，心理的な距離を保ちつつ思考や感情を体験することである脱中心化（Teasdale, Moore, Hayhurst, Pope, Williams,
&Segal，2002）を検討し，気分不一致効果の生起メカニズムを明らかにすることが目的であった。結果として，脱中心化は気分不一
致効果の要因として確認できなかった。ここから，脱中心化は想起した自伝的記憶の性質ではなく，記憶に対する認知に作用するこ
とが予想される。
キーワード：脱中心化, 気分不一致効果, 自伝的記憶

[P-1-61] 自己報告式質問紙による認知機能の測定(1)◆
Measuring cognitive functions by self-report questionnaire (1)
○

山田尚子1, 関口理久子2 （1.甲南女子大学人間科学部, 2.関西大学社会学部）

本研究では日常生活における失敗行動の頻度を尋ねるCFQ(Broadbent et al., 1982）について、因子構造やパーソナリティ特性との
関係から検討を行なった。CFQは現在も産業・交通・臨床・医療など幅広い領域で用いられており、全般的な失敗傾向の測度として
は信頼性や妥当性が確かめられているが、尺度の因子構造を検討した研究では必ずしも一貫した結果は得られていない。366名の大学
生にCFQを実施して因子分析を行なった結果、「行為のミスディレクション」、「注意の転導」、「もの忘れ」、「人名」と解釈で
きる4因子が得られた。次にFFPQ-50を用いて失敗因子とパーソナリティ特性との関係を調べたところ、統制性、情動性、遊戯性との
相関において失敗因子間でいくらか違いがみられた。失敗の下位因子を区別することで、認知機能に関する他の質問紙との関連を調
べる際にも詳細な検討が可能になると期待される。
キーワード：自己報告式質問紙, CFQ, FFPQ-50

[P-1-62] 自己報告式質問紙による認知機能の測定(2)◆
Measuring cognitive functions by self-report questionnaires (2)
○

関口理久子1, 山田尚子2 （1.関西大学社会学部, 2.甲南女子大学人間科学部）

本研究は、認知的失敗質問紙（CFQ）、日常記憶質問紙（EMQ）、感情調節尺度（ERQ-J）および5因子性格検査短縮版（FFPQ50）を用いて、実行機能質問紙改訂版（EFQ-R）の構成概念妥当性を検討することを目的とし行われた。相関分析により以下の点が
明らかになった。CFQの注意の転導と注意維持(SA)や自己意識(SC)に負の相関が認められ、SAと注意散漫項目、SCと「決心まで迷
う」の項目との相関が認められた。EMQの検索とSAに負の相関が認められた。FFPQ-50の統制性とSAやプランニング(P)に正の相関
が認められ、Pは「仕事は計画的」、SAは「根気が続かない」の項目との相関が認められた。FFPQ-50の情動性とSAや効率（E）と負
の相関が認められ、Eと高情動性や抑鬱項目、SAと抑鬱項目に相関が認められ、抑うつや高情動性と行動の効率低下や注意維持の困難
との関連が示唆された。
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キーワード：EFQ, 自己報告式質問紙, CFQ

[P-1-63] ライフログ収集ツールの使いやすさ
Long-term usability of life-log tools
○

高橋秀明 （放送大学／総合研究大学院大学）

複数のライフログ収集ツールを日常生活において同期して長期間利用し、それらの使いやすさを評価した。調査協力者1名に3つの
ツールを約6年前から順使用することを求め、その記録内容と記録方法の変化を記述した。量的データを収集・管理するばかりでな
く、質的データを収集・管理することも行う、などの結果が得られ、本ツールの独自性として、日常生活の振り返りが長期利用の要
因になりやすいことを考察した。
キーワード：日常生活, ライフログ, 長期間の使いやすさ
ポスター発表

[P-2] ポスターセッション2（1~19）
Poster session 2（1~19）
215

[P-2-1] お菓子の自伝的記憶における対人的状況◆
A study on interpersonal situation in autobiographical memory of confectionery
○

坪井寿子 （東京未来大学 こども心理学部）

私たちにとってお菓子は身近な存在であり、幼少時の懐かしい思い出にもなっている。お菓子の自伝的記憶については、お菓子に関
する過去のエピソードが、現在のお菓子及びより広く食に対する考えや行動にも影響を及ぼすこともある（坪井 2014）。お菓子に関
するエピソードについては、様々な感情が伴っていることも多いが、そこには対人的状況も関わってきていると考えられる。実
際、個食などは現代社会の問題ともなってきている。個食の問題自体は食事が主なものであり自伝的記憶との関連も既に検討されて
いる（飯塚 2014）が、お菓子への関わり方は食事への関わり方にもさまざまに影響すると考えられることから、お菓子の自伝的記憶
における対人的状況について感情評定の面から検討した。
キーワード：自伝的記憶, お菓子, 対人的状況

[P-2-2] 初めての洋食の記憶と現在の洋食イメージとの関係◆
Relationship between the earliest memories and the present images of western-style
dishes
○

清水寛之1, 高橋雅延2 （1.神戸学院大学人文学部, 2.聖心女子大学文学部・非会員）

本研究では「洋食」に焦点をあて、若齢者と高齢者において初めて洋食を食べたときの記憶や洋食に対する現在の感情やイメージが
どのように異なるかを検討することを目的とする。①洋食に関する現在の好意度、②洋食の摂食頻度、③生まれて初めて洋食を食べ
たときの思い出、④洋食に関する現在のイメージ、の4点を尋ねる質問紙を作成した。若齢者426名と高齢者147名の計573名から得
た質問紙調査データをもとに分析したところ、若齢者と高齢者において上記4点のいずれも異なる回答パターンが得られた。
キーワード：洋食, 記憶, イメージ

[P-2-3] 出来事カテゴリ単語を用いて想起した自伝的記憶と自己の関連
Relationship between autobiographical memory recalled by event-category words and
self.
○

屋沢萌1, 上原泉2 （1.お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科, 2.お茶の水女子大学基幹研究院）

自伝的記憶は、自己にとって重要な意味を持つ個人の経験に関する記憶であり、出来事の時間と場所といったエピソード記憶で扱う
情報に自己に関連する情報を加えた記憶であると考えられている(Conway& Pleydell-Pearce,2000) 。本研究では出来事カテゴリ単
語を自伝的記憶の想起の手がかりとして用いて、若年者の出来事に対する感情の特性、構造的内容の特性を調べ、自伝的記憶と自己
はどう関連しているのか検討した。その結果、若年者は出来事カテゴリによって感情の特性・構造的内容の特性が異なることが示さ
れた。学校の出来事については時間的体制化によってネガティブ感情からポジティブ感情に変化しやすいことが示された。また、自
己ふり返りを比較的多く行う失敗の出来事やありがたいと感じやすい成功/達成の出来事など自己の形成に繋がる出来事に関して
は、他の出来事とは異なる捉え方をしていると考えられる。
キーワード：自伝的記憶, 感情, 自己
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[P-2-4] 「教師」と「先輩後輩」の特定性と出来事の感情価に関する研究
The effect of affect value of autobiographical memory
○

兵藤宗吉1, 李岩2 （1.中央大学文学部, 2.中央大学大学院文学研究科）

「教師」と「先輩後輩」と「中学校の教師」と「中学校の先輩後輩」を手がかり語として自伝的記憶を想起させ、想起された出来事
の感情価を評価させた。また、出来事の鮮明度と懐かしさについても評定させた。結果から感情価が快の出来事が不快と中立の出来
事より多想起された。Conwayのモデルに基づいて実験を行ったが部分的に支持する結果を得た。
キーワード：感情価, 自伝的記憶, 教師・先輩後輩

[P-2-5] 自伝的記憶の転換的語り直しによる気分と記憶への影響
The effects of biased retelling the negative autobiographical memory
○

清水優 （東北大学教育学研究科）

人々は自伝的記憶をしばしば語り直すことをしている。本研究では，ネガティブな経験をポジティブに語り直すことが，記憶の内容
と想起後の気分にどのような変化をもたらすか検討した。
実験は4つのセッションに分かれていた。参加者(N=16)には，まず初めに原語りとして受験生活をテーマに，予備調査で選定した記
憶概念の単語10個を使用しながら，自由に思い出を語ってもらった。その後，転換的語り直し条件(N=8)と単純反復再生条件(N=8)に
分かれ，条件に従ってそれぞれ思い出を語ってもらい，それをもう一度繰り返した。そして最後に，その１週間後，先週話しても
らった原語りの内容を再び記憶の概念を使いながら語ってもらった。
その結果，転換的語り直しを行うことで，もとの記憶に対するポジティブな要素が増加することが分かった。また，単純反復群より
も転換的語り直し群の方が原語り再生時に気分変容が生じることが分かった。
キーワード：自伝的記憶, 転換的語り直し, 感情制御機能

[P-2-6] 高思考抑制者におけるネガティブ記憶の反すうはポジティブ記憶を抑制する
rumination about negative memories suppressed positive memories in high thought
suppressors
○

松本昇1,2, 越智啓太3 （1.日本学術振興会, 2.筑波大学大学院, 3.法政大学）

本研究では，高思考抑制傾向者における自伝的記憶の具体性の減少を，検索誘導性忘却効果によって説明できるか否かについて検討
した。参加者は思考抑制頻度をたずねる質問紙へ回答した後，ポジティブ，ネガティブそれぞれ2つずつのエピソードを視聴した。そ
の後，その中の1つのエピソードについて1週間にわたって反すうをするように教示を受けた。1週間後，自由再生課題と手がかり再生
課題を行った。その結果，思考抑制得点が高い者ほど，ネガティブエピソードを反すうした際に，ポジティブエピソードがより抑制
されることが示された。この結果は，思考抑制とその逆説的効果として生じるネガティブ記憶の侵入，そして反すうを繰り返すこと
によって，具体的なポジティブ記憶へのアクセシビリティが低下する可能性を示している。
キーワード：自伝的記憶の具体性の減少, 検索誘導性忘却, 機能的回避仮説

[P-2-7] 特定のエピソードの忘却に関する認識が記憶特性に与える影響
The influence of conception about forgetting on memory characteristics of specific
episodes
○

堤聖月 （神戸学院大学大学院 人間文化学研究科）

本研究では、出来事の忘却に関する認識が記憶特性にどのような影響を与えるのか検討した。調査対象者は、高校時代の行事に関す
る出来事を1つ選び、その出来事そのものと想起時の記憶特性、その出来事を忘れることについてどのように感じるのかを評価し
た。分析の結果、忘却に関する認識は抵抗感と喪失感の2因子に分かれた。忘却に対して喪失感を抱いているほど、出来事の自己象徴
性は高くなることが明らかになった。しかし、喪失感は出来事および想起時の感情価の良さに影響を与えていなかった。このことか
ら出来事の忘却と自己の関連性を認識していても、必ずしも出来事そのものをポジティブなものとして捉えるわけではないことが示
唆された。
キーワード：忘却に関する認識, 自伝的記憶, 記憶特性
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[P-2-8] 嗅覚刺激における言語隠蔽効果、類似性の影響◆
Verbal overshadowing effect and the similarity in an olfactory stimulus
○

村島楓1, 箱田裕司2, 松浦ひろみ2 （1.京都女子大学大学院発達教育学研究科, 2.京都女子大学発達教育学部）

これまで、嗅覚における言語隠蔽効果の研究はほとんどなされておらず、伊東（2014）のみである。その研究では、一部のカテゴ
リー（「花」）のみこの効果が得られた。しかし、言語的遮蔽効果に影響を及ぼすことがすでに報告されている再認選択肢間の類似
性（Kitagami, et al, 2002）が、伊東（2014）では統制されていなかった。本研究ではまず、熟知度と類似度を統制した刺激を用い
て、嗅覚刺激において言語隠蔽効果が見られるかを検討した。その結果、言語隠蔽効果の有意傾向が認められた。ターゲット刺激と
ディストラクター刺激間の類似度別に分析した結果、類似度が高い時のみ言語隠蔽効果が見られた。以上から、嗅覚刺激を言語化す
ることで再認記憶が阻害される傾向があること、特に刺激間の類似度が高い時にその効果が有意であることは、匂いの識別に適切な
グローバル処理モードから言語化によるローカル処理モードへのシフトによって起こったと考えられる。
キーワード：言語隠蔽効果, 嗅覚刺激, 類似性

[P-2-9] 3リスト法による指示忘却
Three-list design in Directed forgetting
○

伊藤美加 （京都光華女子大学キャリア形成学部）

指示忘却における抑制効果と促進効果とがどのように認められるのか，3リスト法を用いて検討した。実験参加者は，3種類の刺激リ
ストを学習した。第1リスト提示後に「忘れろ」と忘却手がかりが提示され，残りのリストは「憶えろ」と記銘手がかりが提示される
FRR群，第2リスト提示後のみに忘却手がかりが提示されるRFR群，どのリスト提示後にも記銘手がかりが示されるRRR群のうち，い
ずれかの群に割り当てられた。リスト学習後，全ての刺激に対する再生テストが行われた。その結果，忘却手がかりが提示されたリ
ストは記銘手がかりが提示されたリストよりも記憶成績が低くなるという抑制効果は認められたのに対し，促進効果は認められな
かった。
キーワード：指示忘却, リスト法, 選択性

[P-2-10] 似顔絵が上手く描けると，かえって名前を憶えないか？
Drawing a good portrait inhibits from remembering the name
○

斎川加奈恵, 仁平義明 （白鴎大学教育学部）

本研究では，顔と よくある名前の対連合学習成績に，「似顔絵を描く」，「顔の特徴を言葉で表現する」などの，顔を記憶するため
の方法がどう影響するか検討した．実験では，「顔」写真とその下部に書かれた“よくある名前”を連合させて記憶する，３つの条件群
が比較された。結果では，まず，似顔絵を描くと「氏＆名」の正確な記憶をしないことが明らかになった。多重比較では，「似顔絵
を描く」条件は「じーっとよく観察して記憶する」条件に比べて有意に記憶成績が低かった．似顔絵を描くことは，名前情報処理の
ための資源配分を減少させることになり，記憶成績を低下させると考えられた．さらに，似顔絵を描くことが氏名の記憶を阻害する
ことを別な面から確認するために，似顔絵の上手さと氏名の記憶成績の関係が分析された．その結果，最後まで正しい氏名を想起で
きなかった刺激数（「無答数」）と上手さには，中程度の負の相関が見られた．
キーワード：顔の記憶, よくある名前, 似顔絵

[P-2-11] 抑うつと刺激の感情価が検索誘導性忘却に及ぼす影響
The effects of dysphoria and emotional stimuli on retrieval-induced forgetting
○

佐藤秀樹1, 兼子唯1, 巣山晴菜1,2, 伊藤理紗1, 樋上巧洋1, 松元智美1, 鈴木伸一3 （1.早稲田大学大学院人間科学研究科, 2.日本学術振興

会特別研究員, 3.早稲田大学人間科学学術院）
本研究の目的は，抑うつと刺激の感情価による検索誘導性忘却の差異を検討することであった。健康な大学生・大学院生37名を対象
に，検索経験パラダイムと質問紙調査を実施した。検索経験パラダイムでは，条件ごとに正再生率を測定した。群，感情価，リスト
の種類の３要因分散分析の結果，交互作用は有意ではなかった。また，感情価ごとに群とリストの種類の２要因分散分析の結果，リ
ストの種類の主効果は有意であり，ネガティブ刺激では検索誘導性忘却は生じなかったが，ニュートラル刺激では検索誘導性忘却が
生じた。この結果から，検索誘導性忘却は抑うつの認知的反応として生じる可能性があることと，感情価によって検索誘導性忘却が
示す抑制に差異が生じる可能性があることについて考察された。
キーワード：抑うつ, 感情価, 検索誘導性忘却
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[P-2-12] アレキシサイミア傾向者において観察される幸福顔と怒り顔の記憶処理の特異性◆
Effects of facial expressions on memory in relation to alexithymia traits
○

髙橋純一1, 平野智久2, 村井諒平2, 行場次朗3 （1.福島大学人間発達文化学類, 2.東北大学文学部, 3.東北大学大学院文学研究科）

本研究では，視覚処理段階に着目して怒り顔/幸福顔優位効果の生起を検討した（研究１）。その知見を基にして，アレキシサイミア
の表情認知特性を検討した（研究２）。研究１では，フリッカー法による検出課題と記憶課題を実施した。結果から，検出課題（視
覚処理の初期段階）では怒り顔優位効果が見られ，記憶課題（視覚処理の後期段階）では幸福顔優位効果が見られた。研究２で
は，視覚探索課題と変化検出課題を実施した。結果から，アレキシサイミアの個人差は変化検出課題（視覚処理の後期段階）でのみ
見られた。特に，アレキシサイミア傾向者は，幸福顔の記憶成績が低かった。視覚処理の初期段階（視覚探索課題）では，両群で怒
り顔優位効果が生じるため個人差が見られなかったと推測できる。アレキシサイミア傾向者は，記憶に関して，危険度の高い刺激
（怒り）は処理できるが，危険度の低い刺激（幸福）に対しては特異的な機能不全を示す可能性がある。
キーワード：アレキシサイミア, 表情認知, 視覚的短期記憶

[P-2-13] 情動喚起刺激の覚醒度および感情価の評定による符号化の効果Ｉ
Effects of encoding by rating emotional valence and arousal of emotional stimuli I.
○

藤田哲也1, 加藤みずき2 （1.法政大学文学部, 2.法政大学大学院人文科学研究科）

従来の感情・情動と記憶研究のパラダイムでは，情動を喚起する画像や単語等の刺激を提示し，その刺激の属性としての感情価や覚
醒度に基づいて独立変数を設定し，記憶成績に及ぼす影響をみるということが一般的であった。また，学習材料の提示時に，刺激の
感情価や覚醒度（感情の強さ）を実験参加者に評定してもらうことも少なくない。本研究では，情動喚起刺激が元々持っている属性
としての感情価・覚醒度だけでなく，感情価や覚醒度の評定行動自体が符号化としての効果を持つか否かを検討し
た。Kato（2014）は，評定を求める際に“その刺激によって参加者か喚起されたもの”と“その刺激自体に内包されているもの”とを区
別し，両者が異なる情動を測定しているということを示した。本研究では刺激の覚醒度に対する喚起評定と内包評定の符号化として
の効果を比較した。その結果，内包評定が先行する場合にのみ，喚起評定後の自由再生成績が高くなった。
キーワード：感情価, 覚醒度, IAPS

[P-2-14] 情動喚起刺激の覚醒度および感情価の評定による符号化の効果II
Effects of encoding by rating emotional valence and arousal of emotional stimuli II
○

加藤みずき1, 藤田哲也2 （1.法政大学大学院人文科学研究科, 2.法政大学文学部）

本研究では，藤田・加藤（2015，認知心，前件発表）と同様に，情動喚起刺激が元々持っている属性としての感情価・覚醒度だけで
なく，感情価や覚醒度の評定行動自体が符号化としての効果を持つか否かをさらに検討した。藤田・加藤（2015）と同じく，評定を
求める際に“その刺激によって参加者か喚起されたもの”と“その刺激自体に内包されているもの”とを区別し，刺激の感情価（ポジ
ティブかネガティブか）の評定を求めた。その結果，内包評定が先行する場合にのみ，喚起評定後の自由再生成績が高くなった。二
つの実験を通じて，喚起評定と内包評定とでは後の記憶成績が異なることが示され，情動に関する評定には符号化の効果があること
が明らかになった。
キーワード：感情価, 覚醒度, IAPS

[P-2-15] 匂い手がかりによって無意図的に想起される未来事象の特性(2)◆
The characteristics of involuntary future event representation cued by odor(2)
○

山本晃輔 （大阪産業大学人間環境学部）

本研究では，無意図的に想起される未来事象について，匂い手がかりと他の手がかりとの比較を行った。その結果，匂い手がかりに
よって想起された未来事象は，他の手がかりによって想起される未来事象よりも感情喚起度，想起頻度，重要度，鮮明度が低く，快
であることがわかった。また，匂い手がかり群では，想起直後から1日以内に実行すべき内容が多かったのに対して，匂い以外手がか
り群では，1週間以上半年未満の内容が最も多かった。さらに，想起内容にも手がかりによる違いが見られた。以上の分析から，匂い
手がかりによって無意図的に想起される未来事象の独自性の一端が明らかにされた。
キーワード：匂い手がかり, 無意図的想起, 未来事象
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[P-2-16] 再認における匂い文脈依存効果におよぼす学習時間の影響
Influences of study time on the odor-context dependent effects in recognition
○

漁田武雄1, 深沢萌美2, 漁田俊子3 （1.静岡大学情報学部, 2.横川電機, 3.静岡県立大学短期大学部）

The present experiment investigated whether the match or mismatch between the odor contexts at study and test would
affect recognition performance. Eighty-four undergraduates intentionally studied a list of words in a short (1.5 s per item)
or a long (4.0 s per item) study-time condition. After a 5-min filled retention interval, recognition for words was tested in
the same or a different context. Two triplets of odors having different semantic-differential characteristics were used.
One of the odors was presented at study, and at the recognition test the same odor (same-context condition) or the other
odor within the one of the pairs (different-context condition) was presented. Furthermore, the third odor was briefly
presented at the beginning of the retention interval for recovery from adaptation of the odor at study. Changes in context
resulted in reduced hit and A' and increased false alarm rates in both study-time conditions.
キーワード：匂い文脈依存効果, 再認, 学習時間

[P-2-17] テスト時の気分状態が記憶の意図的・自動的利用に及ぼす影響の検討◆
Study of the effects of mood state at the time of the test on the intentional and
automatic memory
○

金子亮佑1, 加藤宏一2 （1.法政大学大学院 人文科学研究科, 2.東京福祉大学 心理学部）

本研究は一般の大学生48名を対象に、テスト時の気分状態(ストレス状態とリラックス状態)によって、記憶課題遂行時の情報処理過
程(意図的処理と自動的処理)の関与の強さに及ぼす影響ついて、過程分離手続を用いて検討した。従来の研究では、抑うつ傾向や高不
安を持つ者と健常者の比較が主であったが、本研究は、実験的に気分操作を行った。ストレス条件では内田クレペリン検査を行
い、リラックス条件では自律訓練法を行った。その結果、テストを行う前で、ストレス条件とリラックス条件に気分の違いがみられ
た。次に、過程分離手続を用いて、各気分状態における意図的処理と自動的処理の影響を比較した所、意図的・自動的処理はストレ
ス条件とリラックス条件で、異ならなかった。
キーワード：テスト時, 気分状態, 過程分離手続

[P-2-18] 想起内容の詳細さのコントロールとメタ認知，心的表象の関連
Influence of metacognition and mental representation on the skills of regulating the
grain size of memory recall.
○

佐々木真吾, 仲真紀子 （北海道大学大学院文学研究科）

本研究では小学1，4，6年生を対象に，事物の数，長さ，色，場所につき，異なる詳細さでの報告を求める2つの教示（だいたい／正
確に教えてください：概ね教示，正確教示）を異なる順序で行い（概ね-正確教示の順で行う「概ね先群」，正確-概ね教示の順で行う
「正確先群」），言語報告を求めた。加えて，「答え」だと思う数や色，場所の範囲（心的表象）と，教示の理解や違いの説明（メ
タ認知）を調査し言語報告との関連を検討した。結果，言語報告は，正確教示の方が概ね教示よりも詳細な回答が多く，特に1年生よ
りも4，6年生，正確先群よりも概ね先群で顕著だった。心的表象は，正確教示がなされたとき，狭く詳細な範囲が「答え」とされる
ことが多かった。メタ認知のレベルは，4，6年生の概ね先群で高かった。このことから，詳細さのコントロールは，心的表象の発達
が基盤にあること，メタ認知のレベルが学年差や群間差と関連することが示唆された。
キーワード：メタ認知, 想起, 小学生

[P-2-19] メタ認知能力を測定する記憶課題作成の試み
Measuring metacognitive ability by a memory task: Development and validation
○

三浦大志, 伊東裕司 （慶應義塾大学）

メタ認知能力を測定するための質問紙は多数存在するが，質問紙に回答するにはメタ認知能力が必要であるため，メタ認知能力を質
問紙で測定することは方法論的な問題を含んでいる。そこで本研究では，内観に頼らずにメタ認知能力を測定する認知課題を作成す
ることを目的とした。覚えるべき単語の取捨選択や各単語への適切な時間配分が必要な記憶課題を作成し，質問紙や他の課題との相
関を分析した。30名が参加した実験の結果，本課題において，21名が覚えるべき単語の取捨選択を行っていたなど，限られた学習時
間の中で難度の高い課題に対して最善な学習を行うためにメタ認知が活用されたことが推察された。しかし，本記憶課題と，メタ認
知能力を測定した質問紙およびメタ認知能力が反映される他の課題との間に有意な相関は確認されなかった。本課題がメタ認知能力
を大きく反映したテストであるのか，その妥当性を検証するためのさらなる研究が期待される。
キーワード：メタ認知, 学習時間の配分, リベレーション効果
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ポスター発表

[P-2] ポスターセッション2（20~31）
Poster session 2（20~31）
216

[P-2-20] 説明文の産出における推敲の視点
Viewpoints of revision in explanatory text writing.
○

佐藤浩一, 大濱望美 （群馬大学）

他者や自分の書いた説明文を推敲する際の視点を検討した。参加者は幾何学図形を説明する文章を書いた。相互推敲群の参加者は草
稿を互いに交換して推敲し合い，その後に自分で清書した。コメント群は他者の文章を推敲した後に，自分の文章を清書した。被コ
メント群はコメント群の推敲を参考に清書した。個人群は自分で推敲，清書した。清書の後に実施した質問紙調査から，他者の文章
を推敲する視点と，自分の文章を推敲・清書する視点は類似しており，段落や読点などの形式面より，図形のイメージしやすさや説
明が曖昧でないことに留意していたことが示された。また他者に推敲されること，他者の文章を推敲することは，自分の文章を推
敲・清書するのに有効だと感じていた。他者の文章を推敲して気づいた点を，自分の清書に取り入れた参加者もいた。
キーワード：文章産出, 推敲, 他者

[P-2-21] 中学生の自律的学習に関わる動機づけと学習方略の特徴
The characteristic of motivation and learning method concerning with autonomous
learning of junior high school students
○

皆川直凡 （鳴門教育大学大学院学校教育研究科）

中学生を対象とする質問紙調査により，学ぶ意欲の傾向（動機づけの質），学び方の傾向（学習方略），学習に関する自己効力
感，および学習を支える諸要因を測定した。その結果，学習を支える「持続性」と内容関与型動機との間には，中程度以上の正の相
関が見いだされた。一方，内容分離型動機との間には負の相関あるいは弱い正の相関が見いだされた。学習を支える「感受性」と内
容関与型動機との間には，弱い正の相関が認められた。これらの結果から，学習内容の充実に向かう意欲を支える要因として，目標
とする事象に対して粘り強く困難を乗り越えて取り組む「持続性」と，身近な人との触れ合いや読書や芸術鑑賞などをとおして育成
される「感受性」がともに重要であることが明らかとなった。
キーワード：動機づけ, メタ認知, 自己調整学習

[P-2-22] 家庭における言葉かけがテスト不安と学習時間に及ぼす影響
The effect of verbal interaction at home on test anxiety and study time.
○

中川華林 （法政大学大学院 人文科学研究科）

テスト不安は，“テストでよい成績をとるために必要な反応を妨害する不適切な反応である”(Mandler &Sarason, 1952)と定義される
概念であり，学習者に様々な負の影響を及ぼすと考えられている(Cassady, 2004)。先行研究では，テスト不安への介入方法の1つと
して，フィードバックなどの言葉かけが取り上げられてきた。このような研究においては，実験室実験や実験者による介入を用いた
ものが多い。しかし，これらの手続きは日常的な学習環境とは相違がみられるため，より身近な場面を用いた検討も必要であるとい
える。 そこで，本研究では，実際に評価される立場から脱し，より客観的な評定が可能であると考えられる大学生を対象に，中学生
という学校段階における家庭での言葉かけについて回想に基づく回答を求め，言葉かけがおこなわれる場面とその内容がテスト不安
と学習時間に及ぼす影響を明らかにする。
キーワード：言葉かけ, テスト不安, 学習時間

[P-2-23] 操縦課程パフォーマンス間の関連
Relationship among performance of pilot training courses
○

伊原良奈, 相羽裕子, 牛島雅子, 柴田ゆみ （航空医学実験隊）

本研究の目的は、異なる航空機による複数の操縦訓練課程にみられるパフォーマンスの構造を明らかにすることである。操縦課程の
全５課程を対象とし、各操縦課程のパフォーマンス間の関連性を表すモデルを作成し、共分散構造分析を用いてモデルの評価を
行った。対象者は航空自衛隊の操縦課程学生198名であった。操縦課程での課目成績を分析に使用した。その結果、最初の段階の初級
操縦課程で示されたパフォーマンスが、次の段階の操縦課程と最終段階の上級操縦課程でのパフォーマンスに対して直接影響を及ぼ
すモデルの適合度が最も高かった。このことから、初級操縦課程は、続く操縦課程の準備として位置づけられると同時に、最終段階
の上級操縦課程に対して直接的に影響する可能性が示唆された。
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キーワード：work sample, 追跡調査, 航空機操縦訓練

[P-2-24] 運転適性検査を用いた高齢ドライバの刺激-反応特性の検討◆
Stimulus-response behavior among senior drivers using the driving aptitude test
○

山岸未沙子, 青木宏文, 田中貴紘, 高橋一誠, 米川隆, 金森等 （名古屋大学未来社会創造機構）

本研究は，運転支援や機能訓練に役立てる知見を得るために，高齢ドライバの人間特性を多角的に把握することを目的とした．本報
告は，そのうち運転適性検査を用いて高齢ドライバの刺激-反応特性を検討した．50代15名，60代40名，70歳以上45名が参加し，全
員にインフォームド・コンセントを行った後，認知機能検査や高齢者講習と同種の運転適性検査器を用いて7つの検査を実施し
た．7つ中4つの検査の反応時間と正答率を用いた分析から，60代以上は刺激数が増加すると反応は遅延し，足反応と刺激数増加が同
時に生じる場合には年齢差が顕著になることが示唆された．また，青色に対するパフォーマンス低下が60代以上の反応時間と正答率
でみられ，赤色に対しては反応が速くなるという色の効果が示された．以上の結果から，運転適性検査により高齢ドライバの刺激-反
応特性が得られ，運転時のパフォーマンス低下につながる要因が示唆された．
キーワード：運転, 加齢, 運転適性検査

[P-2-25] 不安全避難行動に対する危険認知が行動意図の形成に与える影響◆
The influence of perceived danger with unsafe evacuation on behavioral intention
○

田中孝治1, 梅野光平2, 池田満1, 堀雅洋2 （1.北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科, 2.関西大学大学院総合情報学研究科）

適切な避難心得が周知されたとしても，災害時に個々の住民が適切な行動をとらなければ地域全体の円滑な避難行動の大きな妨げと
なる。本研究では，一般的な知識として正しい行動を問う知識課題と自身が選択する行動を問う意図課題から構成される紙上でのテ
ストを用いて，知識と行動意図の不一致が確認されるかどうかを検討するために二つの実験を実施した。二つの実験ともに，実験参
加者が適切な知識を有しているにもかかわらず不安全避難行動を選択することが示された。さらに，実験参加者が認知している状況
の危険性と切迫性および不安全避難行動の危険性が行動の意図形成に与える影響について検討したところ，不安全避難行動の意図形
成に，災害状況や不安全行動に対する危険認知の低さが影響していることが示された。
キーワード：知識と行動の不一致, 不安全行動, 危険認知

[P-2-26] 患者全体像の把握と目標設定の熟達化
Expertise of a patient's global image grasp and goal setting
○

下島裕美1, 門馬博1, 三浦雅文2, 齊藤昭彦1, 蒲生忍1 （1.杏林大学保健学部, 2.群馬医療福祉大学リハビリテーション学部）

本研究では，理学療法学科の臨床実習学生と臨床経験５年以上の理学療法士による４ボックス法を用いた臨床検討を比較し，患者全
体像の把握と目標設定の熟達化について検討した。その結果，学生群は現時点でわかっている事実に注意が限定しているのに対し
て，熟達者群は時間的展望の視点をもって患者の全体像を把握し目標設定を試みていることがわかった。４ボックス法は，把握して
いる情報の偏りを視覚的に認識することができるツールである。４ボックス法を利用した話し合いが，医療チーム内でどの程度患者
の現状を把握しているのか，足りない情報は何か等，各自がメタ認知を働かせるきっかけとなることが期待される。
キーワード：熟達化, メタ認知, 時間的展望

[P-2-27] The Relationship Between Older Drivers’ BIS/BAS and Life Satisfaction◆
○

Joo Mijung1, Lee Goeun2, Kim Bia2, Shin Hyunjung2, Lee Jaesik2 （1.Institute for Social Science Research, Pusan National

University, 2.Department of Psychology, Pusan National University）
The positive relationship between older driver's mobility and life satisfaction is well established. The present study showed
that this relationship can be changed by older drivers' motivation, aspects of mobility, and affectivity. Specifically, this
study examined whether aspects of mobility(amount of driving measured by travel distance and time: 'AD' or amount of
driving for social activity: 'DSA') can be differed as a function of approach/avoidance motivation(BAS/BIS) and
positive/negative affect(PA/NA) mediate the relationship between the aspects of mobility and life satisfaction. Selfreported scores of the variables of 132 older drivers were analyzed using correlation analysis and path analysis. The results
can be summarized as followings. First, the older driver's BAS was found to be positively related to DSA, but BIS was
negatively to AD. In particular, DSA positively mediated the relationship between BAS and PA. Second, PA, in turn,
positively mediated the relationship between DSA and life satisfaction. The results can provide useful insights to
understand the relationship between older driver’s driving property, motivation, affectivity and life satisfaction.
キーワード：Older driver, Mobility, Mobility, Life satisfaction
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[P-2-28] Emotion reading across culture
○

Ji Eunhee1, Son Lisa2, Kim Min-Shik1 （1.Department of Psychology, Yonsei University, 2.Department of Psychology,

Barnard College）
The current study investigated the cultural difference between American and Korean in reading other’s mind depending on
the consistency of the emotional expression and the behavior. Participants played the prisoner’s dilemma game with a
computer to get as many points as possible. The characteristic of the computer was set as a defector. In the consistent
condition, computer showed a joyful face after winning lots of points and a regretful face after winning little points, and
in the inconsistent condition, computer showed emotional expression vice versa. We found that participants in the
inconsistent condition were more cooperative to the opponent than participants in the consistent condition, but this was
only true for American group. Korean did not show the difference on cooperation rate depending on the consistency
condition. This finding suggests that American is more susceptible to other’s emotional expression at the moment rather
than other’s behavior as compared with Korean.
キーワード：cultural difference, emotion reading

[P-2-29] The Time perspective and Well-being
Shin HyunJung,○Lee GoEun, Joo Mijung, Jung Minsoo, Kiｍ Bia （Pusan National University department of psychology）
A set of survey researches has been done in order to explore the relationship between the time perspective and well-being
of Koreans.
Research 1 has assessed the appropriateness of applying ZTPI, which is a time perspective (past-positive,
past-negative, present-hedonistic, present-fatalistic, future-orientation) measurement suggested by Zimbardo and Boyd
(1999), as a measuring tool for Koreans by the factor analysis. As a result, Korean ZTPI has been constructed.
Research 2 has analysed the correlations between time perspective, life satisfaction, happiness score and perceived
economic status. Research 3 has been conducted to explore the data of 320 worker population divided by age categories
(20s, 30s, 40s, and 50s). The results have suggested the attributes of each category, and these attributes have been
evaluated to discuss the developmentally chaining aspects of Korean society.
キーワード：Time perspective, Well-being, ZTPI

[P-2-30] 自閉症における顔表情への識別閾
Discrimination thresholds for recognition of facial expressions of varying intensities
in people with autism
○

宋永寧1, 箱田裕司2 （1.中国華東師範大学心理と認知科学学院, 2.京都女子大学発達教育学部）

Autism Spectrum Disorders (ASD) are characterized by early onset qualitative impairments in reciprocal social development.
However, whether individuals with ASD exhibit impaired recognition of facial expressions corresponding to basic emotions
is debatable. Studies reporting an absence of deficits may have used stimuli that were too simple, for instance, 100%
expressions (with associated ceiling effects). To investigate subtle deficits in facial emotion recognition, we asked 14
children diagnosed with High-Functioning Autism (HFA)/AS and 17 typically developing peers to complete a new highly
sensitive test of facial emotion recognition. The test stimuli comprised faces expressing increasing degrees of emotional
intensity that slowly changed from a neutral to a full-intensity happiness, sadness, surprise, anger, disgust, or fear
expression. We assessed individual differences in the intensity of stimuli required to make accurate judgments about
emotional expressions. We found that, compared with control participants, children with ASD generally required stimuli
with significantly greater intensity for the correct identification of anger, disgust, and fear expressions. These results
suggest that individuals with ASD do not have a general but rather a selective impairment in basic emotion recognition.
キーワード：自閉症, 感情, 識別閾

[P-2-31] 怒り・嫌悪感情の程度表出における顔文字の部位の効果
The effect of facial componets of Kao-moji on expressing rage and hate
○

林美都子1, 林めぐみ2 （1.北海道教育大学函館校, 2.無所属）

メール等で用いられる顔文字について、怒りと嫌悪の感情表現の相違は顔のどの部位で行われるか、程度表現の相違はどの部位に表
出されるか、大学生148名に眉・目・口の部品を与えて、怒りと嫌悪について100%～20%までの顔文字を10種類作成させ、検討を
行った。その結果、目と口の部品の相違によって怒りと嫌悪の相違が表出されていた。郷田・宮本(2000)の研究等で怒り認知は顔の
上半分で行われているとの報告があることから、どの程度怒っているかの表現については眉と目の変化で行われると予測したが、本
研究の結果、口の変化がもっとも大きいことが分かった。予測と異なり、怒っていることを目もとで表現するため、目はほぼ固定さ
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れ、口元のバリエーションでその程度を表している可能性が示唆された。ただし、嫌悪に関しては目・口ともに良く変化してお
り、今後の検討課題と考えられる。
キーワード：顔文字, 感情表出, 顔の部位の効果
ポスター発表

[P-2] ポスターセッション2（32~50）
Poster session 2（32~50）
315

[P-2-32] クリスチャンとノンクリスチャンが“賛美”に抱く印象の違い
A Difference in Impressions of Hymns between Christians and Non-Christians
○

後藤靖宏 （北星学園大学 文学部 心理・応用コミュニケーション学科）

“賛美”に対して聴き手が抱く印象の構造を明らかにするために，賛美歌を8曲準備し，40語の評価語を用いて質問紙調査を行った．因
子分析の結果，平穏，快活，荘厳，寂寞，および単純の5因子が抽出された．これらは，“賛美”がおだやかな要素や明るく生き生きと
した要素，おごそかな要素など多くの側面を持っており，それらの異なった様々な要素を感得したことの表れであると解釈でき
る．また，因子ごとに，クリスチャンとノンクリスチャンの“賛美”に対する印象を比較した結果，平穏以外の4因子において両者の間
に差がみられた．これは日常的に“賛美”に触れる機会が異なっており，“賛美”に対する親近性も異なっているためであると考えられ
る．今後は，“賛美”の曲調や歌詞などに着目し，クリスチャンとノンクリスチャンの“賛美”に対する印象の共通点や違いを，より詳細
に検討していくことが必要であろう．
キーワード：“賛美”, 印象, クリスチャン

[P-2-33] 学習における動機づけの増減に関する素人理論I
Lay theories about increase and decrease motivation in learning
○

山口剛1,2, 押尾恵吾1, 加藤みずき1, 中川華林1, 鈴木洋介1, 藤田哲也3 （1.法政大学大学院人文科学研究科, 2.日本学術振興会, 3.法政大

学文学部）
本研究は一般の大学生を対象に，どのようなときに動機づけが増減すると認知しているのかの，素人理論を明確にすることを目的と
した。大学生66名に，中学 生がどのようなときにやる気（動機づけ）が上がる／下がると思うか，自由記述による回答を求めた。ま
た，記述された出来事に対して，自身がどの程度その出 来事を体験したことがあるかの評価を求めた。動機づけの増加に関しては計
10種類，減少に関しては計12種類に記述を分類した。動機づけの増加に関して は，既存の動機づけ理論とも対応するカテゴリに多く
記述がみられたが，試験前の焦燥感などといった“期限切迫”や，いかに勉強がしやすい環境下が重要であ るといった記述もみられ
た。動機づけの減少に関しては，勉強することを強要される“干渉”や，睡眠不足などの基本的欲求の欠如がみられた。
キーワード：動機づけ, 学習環境, 素人理論

[P-2-34] 学習における動機づけの増減に関する素人理論II
Lay theories about increase and decrease motivation in learning II
○

押尾恵吾1, 山口剛1, 2, 加藤みずき1, 中川華林1, 鈴木洋介1, 藤田哲也3 （1.法政大学大学院人文科学研究科, 2.日本学術振興会, 3.法政

大学文学部）
本研究は一般の大学生を対象に，動機づけの素人理論について，体験度の比率に違いがみられるカテゴリと，違いのみられないカテ
ゴリを，明確にすることを目的とした。そこで，山口他（2015，認知心，前件発表）で得られた，動機づけの増加における10種
類，減少における12種類の各カテゴリにおいて，１～５の体験度でχ2検定を行った。その結果， 1（体験していない）が他のいずれ
かの体験度よりも統計的に有意に低いと示唆されるカテゴリは，多く見積もっても増加で2つ，減少で3つであり，1が他の体験度より
も低くならなかったカテゴリは，増加で6つ，減少で4つであった。動機づけの増加・減少する場面のどちらにおいても，体験度の高
いものばかりが挙げられているわけではなかった。ここから，必ずしも体験が伴わなくても，動機づけの素人理論として報告される
カテゴリがある（e.g., 増加:“目標”，減少:“干渉”）ことがわかった。
キーワード：動機づけ, 学習環境, 素人理論

[P-2-35] 画像選好判断における親近性と新奇性の影響◆
Effects of familiarity and novelty in visual preference judgments
○

満田隆, 阪口遼平 （立命館大学情報理工学部）

画像選好判断において，対象が顔の場合は見慣れた画像を好む傾向(親近性選好)が生じ，対象が風景の場合は初めて見る画像を好む傾
向(新奇性選好)が生じる。本研究はその詳細を明らかにするために，まず，魅力が大変高いモデル，魅力の高い高校生，低い高校生の
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顔写真を用いた選好判断課題を行い，顔の魅力度と親近性選好の関係を調べた。その結果，魅力の低い顔は高い顔と比べて親近性選
好が強く生じた。また，魅力が大変高い顔では親近性選好と新奇性選好のいずれも生じなかった。つぎに，ティアラ，リビング，家
具，住宅街，銃，食器，星雲，抽象画を用いた選好判断課題を行った。その結果，リビングと星雲で新奇性選好が生じ，その他のカ
テゴリでは偏りは生じなかった。また魅力度と新奇性選好に相関があった。以上の結果より，魅力の低い顔画像では親近性選好，顔
以外の画像では画像全体が変化する魅力の高い画像で新奇性選好が表れることが示された。
キーワード：選好判断, 親近性, 新奇性

[P-2-36] 身体動作による感情情報への意識的アクセスの抑制
Motor action inhibits conscious access to emotional information
○

佐々木恭志郎1,2, 山田祐樹1, 3, 三浦佳世4 （1.九州大学大学院人間環境学府, 2.日本学術振興会特別研究員, 3.九州大学基幹教育院,

4.九州大学大学院人間環境学研究院）
身体動作は感情処理に影響を与えると言われており，上方向の身体動作は快感情，下方向の身体動作は不快感情と結びついてい
る。本研究では，上下の身体動作が感情情報への意識的なアクセスに影響を与えるかについて検討を行った。実験では，参加者は腕
を上げた状態(上動作条件)，腕を下げた状態(下動作条件)， 腕を動かさない状態(動作なし条件)で感情を喚起する画像を観察した。そ
の際，両眼間抑制により画像は見えなかった。参加者の課題は画像が確認でき次第その画像が快か不快かを判断することで
あった。実験の結果，上動作条件では，快感情画像が呈示された場合に比べて，不快感情画像が呈示された場合の方が判断までに時
間がかかることが明らかになった。これらの結果は身体動作が感情概念の賦活に自動的に影響を与えていることを示唆している。
キーワード：身体化認知, 感情, 心的メタファ

[P-2-37] 顔画像の選好判断に他者の数と表情が及ぼす影響◆
The influence of other's ratio and facial expression on preference for face image
○

布井雅人1, 吉川左紀子2 （1.聖泉大学人間学部, 2.京都大学こころの未来研究センター）

無意味図形の選好判断は、周囲に呈示された4人の顔画像の内で半数が喜び表情であると上昇し、1人でも嫌悪表情を示すと低下する
ことが知られている (布井・吉川, 2014)。本研究では、顔画像を評価対象とした場合の、周囲の顔画像の表情と人数割合の影響につ
いて検討した。その結果、周囲の喜び表情によるターゲット顔画像の好意度は上昇しなかった。一方で、4人中1人が嫌悪表情を示す
ことによってターゲット顔画像の好意度が上昇した。このように、無意味図形を評価対象とした場合と、顔画像を評価対象とした場
合で、周辺顔画像の影響が異なった理由として、周辺顔画像とターゲット顔画像の間で対比効果が生じた可能性が考えられる。ま
た、5枚の顔画像が1つの集団として捉えられ、表情の組み合わせから文脈が読み取られていた可能性も考えられる。
キーワード：選好, 表情, 他者の数

[P-2-38] バーチャルペットとの触れ合いによる気分変化
Changes in the personal mood during playing with virtual pets on a game
○

三雲真理子, 水政沙貴 （梅花女子大学心理こども学部心理学科）

本研究では、携帯情報端末上のアプリを使用してバーチャルペットとの触れ合いによってどのような気分変化が現れるかについ
て、女子大学生にバーチャルペットと触れ合う前後の気分評定（POMS短縮版30項目を使用）を求めて検討した。その結果、本研究
で使用したような単純な育成アプリであっても隙間時間に利用するだけで緊張‐不安・抑鬱‐落ち込み・怒り‐敵意・疲労・混乱のような
気分が緩和され、一時的な癒しやリフレッシュにつながることがわかった。また、このようなバーチャルペットによる気分改善効果
は、日常的に育成アプリを使用している人やペットを飼育していない人にとってのほうが、やや大きく現れることが示唆された。こ
のことから、ペットに触れる機会が減っている我々にとって、バーチャルペットと短時間触れ合うことは、直接ペットに触れ合う代
替機能を果たすとは言えないまでも一時的な癒しやリフレッシュ効果はもつと考えられる。
キーワード：バーチャルペット, 携帯情報端末, 気分

[P-2-39] 高齢者に視線のカスケード現象は見られるのか？◆
Does the gaze cascade effect occur in the elderly?
○

齊藤俊樹1, 金城光2 （1.明治学院大学大学院心理学研究科, 2.明治学院大学心理学部）

視線のカスケード現象とは、選好判断における意思決定の直前に選択する刺激に対して視線を向ける割合が偏りはじめ、その偏りが
判断時まで上昇し続けるという現象のことである(Shimojo et al., 2003)。これまでの視線のカスケード現象についての研究では、発
達的な観点からの検討が行われていなかった。そこで本研究では、若齢者と高齢者を対象に二者択一の強制選択判断課題を課し、視
線のカスケード現象が加齢に伴い変化するのかを明らかにすることを目的とした。
結果、高齢者においては選択する刺激に対して視線が偏り始めるのが大学生と比べて早く、より勾配が緩やかな視線のカスケード現
象が認められた。また、両群とも判断条件によって視線の偏りの程度が異なっており、選好・類似性判断条件において最も強い視線
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の偏りが認められることが分かった。本研究により、視線のカスケード現象が高齢者においても認められること、好意判断に特有で
ないことが示唆された。
キーワード：視線のカスケード現象, 意思決定, 高齢者

[P-2-40] インフォグラフィックスの評価に美しさが与える影響◆
Aesthetic-usability effect on infographics
○

高橋知世1,2, 北神慎司1 （1.名古屋大学, 2.日本学術振興会）

本研究ではインフォグラフィックスを対象として、美しいものほど使いやすそうだと思ってしまう現象である美的ユーザビリティ効
果の抑制に、実際の利用経験が与える影響を検討した。参加者はインフォグラフィックスから情報を読み取る読解群と、数独に取り
組む数独群に分けられ、両群とも課題の前後にインフォグラフィックスの美しさと使いやすさを2 回評定した。その結果、美しさと理
解しやすさの相関は、どちらの群でも2 回目の評定の方が 1 回目の評定より強いことが明らかになった。この結果は、接触回数の増
加によって流暢性が上昇したためであると考えられる。ただし、1 回目の評定から 2 回目の評定への相関係数の増加分は、数独群よ
り読解群の方が小さかった。これは接触回数の増加による流暢性の上昇が読解によって抑制されたためだと考えられる。した
がって、実際の利用経験は美的ユーザビリティ効果の抑制に一定の効果を持つと言える。
キーワード：インフォグラフィックス, 美しさ, 美的ユーザビリティ効果

[P-2-41] 制御適合と認知的課題遂行◆
Regulatory-fit and cognitive task
○

田中伸之輔1, 小山明莉2, 原田悦子3 （1.筑波大学大学院人間総合科学研究科, 2.筑波大学人間学群, 3.筑波大学人間系）

近年，認知的な課題成績における感情や動機づけの効果が注目されてきている。本研究では，高齢者の動機づけが防止焦点へ変化す
るという報告(Ebner, Freud &Baltes, 2006）や，制御適合が生じる場合に認知的柔軟性を必要とする課題成績が向上するという報告
(Maddox &Markman, 2010) から，高齢者は，損失が強調される状況下で課題を行う際に認知的課題の成績が向上するという仮説を
立て，実験的に検討した。認知的課題には，異なる課題特性を持つ3つの食品を調理し，客に提供するという新朝食課題(原田・大
川，2014)を用い，ボーナス報酬を獲得する獲得群，エラーなどに応じて報酬を減じる損失群，報酬条件を設けない統制群とを比較し
た。その結果，損失群の高齢者において一部のエラー数が少なくなることが示されたが，その影響は複雑な形をとり，また制御適合
の影響を受けないエラーや達成成績が示された．今後，制御適合が影響をおよぼす範囲や，メカニズムについて検討が必要である。
キーワード：認知的加齢, 制御焦点理論, 制御適合

[P-2-42] 制御能力の低下とインターネット依存の関連性◆
The relationship between decreased self-regulation and internet addiction.
○

本間喜子, 川口潤 （名古屋大学大学院環境学研究科社会環境学専攻心理学講座）

インターネットへの依存傾向が高い人は，ストループ課題などの抑制機能が必要な課題で，反応を抑制することは可能ではある
が，より強い抑制努力が必要なため，課題と無関連な情報を抑制することは容易でないことが示された (Dong et al.,
2009；2012)。よって，制御を必要とする認知課題に影響を及ぼす個人差として考慮していく必要があると考えられる。また，イン
ターネット依存とされた患者は気分障害などを併発していることが報告されており (Shapira et al., 2000)，インターネット依存は独
立した症状なのではなく，気分障害など別の疾患の症状の１つだとする批判も存在している。そこで，気分障害を統制しても制御能
力とインターネット依存の間に関連性があるか調査を行った。その結果，BDI-I得点の影響を制御した場合も制御能力とIAT得点に相
関関係が認められたため，少なくともうつ病がインターネットの過剰使用の原因ではないため症状の一部ではないといえる。
キーワード：インターネット依存, インターネットの過剰利用, 自己制御

[P-2-43] 微表情が表情認知に及ぼす影響
The influence of micro expression to facial expression recognition.
○

茶谷研吾 （九州大学大学院人間環境学府）

抑制や隠蔽を試みているにも関わらず表出してしまう表情を微表情(micro expression)と言う。微表情は500msしか持続せず，隠蔽
時に表出するため嘘を検知する有効な手がかりになると考えられている。これまで微表情は嘘検知の観点からしか研究されておら
ず，微表情が表情認知に及ぼす影響は明らかにはなっていない。本研究では微表情により後続する一般表情の表出強度は高く真実味
は低いと受け手に判断されるとの仮説を立てて，幸福と怒りの一般表情を対象にこれを検討する目的で実験を行った。その結果真実
味に微表情の影響は見られないものの，幸福の一般表情においては微表情がAU17のみである時に，怒りの一般表情においては真顔と
AU20のみである時に他の条件と比較して表出強度が高まることが明らかになった。このことから微表情は後続の表情との相違が大き
いほどその表出強度の判断に影響を及ぼす可能性が示唆された。
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キーワード：微表情, FACS, 嘘認知

[P-2-44] 女子大学生の化粧の変化がパーソナルスペースに及ぼす影響
The Effect of Makeup on Personal Space in Female University Students
○

赤嶺亜紀 （名古屋学芸大学ヒューマンケア学部）

本研究では女性大学生の化粧が対人行動に及ぼす影響を検討するため，女性実験参加者の化粧を操作し，前方に加え，後方と左右の
4方向のパーソナルスペースを測定した。またSTAI日本語版状態不安尺度（清水・今栄，1981）用いて，化粧が感情と対人積極性に
及ぼす効果を検討した。
キーワード：化粧, パーソナルスペース, 状態不安

[P-2-45] 商品を触るイメージが商品の所有感や購買意図に及ぼす影響
The Effect of Haptic Imagery on Perceived Ownership and Purchase Intention
○

井関紗代, 北神慎司 （名古屋大学）

保有効果とは、自分が所有する物に高い価値を感じ、手放すことに強い抵抗を感じることである。先行研究では、実際に所有してい
なくても、単に触るだけでその商品に対する所有感が高まり、さらに実際に商品に触れることができない状況でも、目を閉じて商品
を触るイメージをすることで、その商品に対する身体的統制感が高まり、所有感も高まることが示されている。本研究では、この触
るイメージが所有感を高める効果は、安い商品と高い商品という価格帯の違いに関わらず、一様に生じるかを検討することを目的と
した。また、触るイメージが購買意図に及ぼす影響についても検討した。価格帯の安い商品６種類、高い商品６種類、合計１２種類
のカラー画像を刺激として用い、触るイメージをした群とイメージなしの群で比較をした。その結果、触るイメージが商品の所有感
と身体的統制感を高める効果は、商品の価格帯の違いに関わらず頑健であることが明らかになった。
キーワード：触るイメージ, 所有感, 購買意図

[P-2-46] 選択による選好の変化と抑うつ傾向との関連◆
Relation between choice-induced preference change and depression
○

宮城円, 中尾敬, 宮谷真人 （広島大学大学院教育学研究科）

同程度に好ましいアイテムから好ましい方を選択すると，自らが選んだものの選好は増加し，選ばなかったものの選好は減少す
る。この現象は“選択による選好の変化”と呼ばれ，近年自らが選択したものの選択率を上げるといった強化学習によって説明できるこ
とが示唆されている。抑うつ傾向者では，ギャンブル課題等において強化学習による価値の学習が生じにくくなることが知られてい
るが，選択による選好の変化について抑うつ傾向との関連は明らかになっていない。本研究は選択による選好の変化と抑うつ傾向と
の関連についてBlind choice paradigmを用いて検討した。その結果，抑うつ傾向者ほど選ばなかったものの選好が減少しにくいこと
が明らかとなった。一方，選んだものの選好の変化と抑うつ傾向との関連はみられなかった。このことから，選んだものと選ばな
かったものの選好の変化は異なる過程により生じている可能性が示唆された。
キーワード：選択による選好の変化, 抑うつ傾向, Blind choice paradigm

[P-2-47] 外見的魅力と偶然性が「運命の出会い」に及ぼす影響
The influence from both man's physical attractiveness and unexpected circumstances
of meeting upon woman's feelings about the fateful encounter
○

向居暁 （高松大学発達科学部）

「運命の出会い」という言葉は日常生活でよく聞く言葉である。本研究では、女子大学生を調査対象にし、初対面の異性と出会う仮
想場面を設定し、その人物の外見的魅力、および、出会い状況の偶然性を操作することで、「運命の出会い」と感じる傾向に差異が
みられるのかについて検討した。その結果、1つの仮想場面のみであるが、外見的魅力の高い人ほど、その出会いが運命だと感じら
れ、内面的魅力が高く、好意的に感じられることがわかった。また、外見的魅力が低い人において、偶然性は、運命度を高めないま
でも、内面的魅力と好意度を上昇させることがわかった。
キーワード：外見的魅力, 偶然性, 恋愛感情
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[P-2-48] 見えていなくても美人は見分けられる？
Can attractiveness be perceived even without visual awareness?
○

中村航洋1,2, 新井志帆子1, 川畑秀明3 （1.慶應義塾大学大学院社会学研究科, 2.日本学術振興会, 3.慶應義塾大学文学部）

顔魅力評価は急速かつ自動的に行われることが知られている。しかし，顔魅力評価が視覚的意識を伴わない無自覚的情報処理レベル
で生じている可能性を直接的に検討したものはこれまでにほとんどない。本研究では，一時的に視覚刺激の意識的知覚経験を両眼間
で抑制する連続フラッシュ抑制を用いて，閾下刺激提示時の無自覚的顔魅力評価特性と顔魅力が両眼間抑制に及ぼす影響について検
討した。実験では，参加者の優位眼に連続フラッシュ刺激を提示する間，非優位眼に顔刺激を提示し，参加者は顔の意識的知覚が生
じていた時間を報告した。実験の結果，両眼間抑制は魅力顔よりも非魅力顔に対して長く持続し，顔の意識的知覚経験が持続してい
た時間は，非魅力顔よりも魅力顔に対して長かった。よって，顔魅力評価は顔の意識的知覚経験が生じる前段階の無自覚的情報処理
レベルで行われ，魅力顔に対する注意捕捉は，顔の意識的知覚の持続を促進することが示唆された。
キーワード：顔魅力評価, 連続フラッシュ抑制, 注意捕捉

[P-2-49] 初対面挨拶における女性音声の速さと高さが印象形成に及ぼす影響◆
Influence of utterance speed and pitch in female first-time self-introductions on
impression formation
○

橋本和奈実 （法政大学大学院 人文科学研究科 心理学専攻）

内田・中畝(2004)は，音声の速さと高さによって，聞き手に与える性格印象が異なることを明らかにした。本研究は，話し手を女
性，場面を初対面の挨拶とし，音声の速さと高さが印象形成に及ぼす影響について検討した。また，性格印象は音声印象（音声に対
する印象や音声から推定しうる話者の発言中の状態に関する印象）から形成されているか検討した。実験計画は，聞き手の性別（男
性，女性）と音声の速さ（速い条件，普通条件，遅い条件）と音声の高さ（高条件，中条件，低条件）の3要因2×3×3水準混合計画で
あった。実験の結果，女性の初対面の挨拶において音声の速さと高さの独立の影響によって聞き手に与える印象が異なることが明ら
かになった。また，音声印象から性格印象が形成されていることが明らかになった。特に，外向性と経験への開放性は音声印象から
推定しやすく，勤勉性は音声印象から推定しにくい性格であることが明らかになった。
キーワード：発話速度, ピッチ, 印象形成

[P-2-50] 二重まぶたで目が大きく見える錯視効果◆
Eye size illusion induced by double-edged eyelids
○

松下戦具1, 杉澤みなみ2, 森川和則1, 白土真紀3 （1.大阪大学大学院人間科学研究科, 2.大阪大学人間科学部, 3.資生堂リサーチセン

ター）
本研究で我々は，二重まぶたの線に目を大きく見せる作用があるかを検討した。つまり，目の客観的な大きさ（眼裂内の面積）が同
じである時に，線がついているだけで目が大きく見えるかどうかを調べた。眼裂の線と二重まぶたの線とがデルブーフ錯視のように
知覚的同化を起こすなら，二重まぶたの線があるだけで目が大きく知覚されるはずである。
実験の結果、客観的な目の大きさが同じで場合でも，まぶたに線が有るだけで目が大きく知覚されることを示した。顔全体としての
処理を抑制した条件（倒立提示）でもこの錯視効果が得られたため，その基本原理は顔知覚に特有ではなく，デルブーフ錯視のよう
な幾何学錯視と共通であると推察される。しかしながら，正立顔では，倒立顔に比べ，二重幅の個人差が強く表れた。これは，正立
顔では二重の錯視効果も顔の他のパーツとの相互関係の中で統合的に処理されていることを示唆している。
キーワード：二重まぶた, 顔, 錯視
ポスター発表

[P-2] ポスターセッション2（51~60）
Poster session 2（51~60）
316

[P-2-51] 瞳のキャッチライトが顔の魅力に及ぼす影響◆
The effect of facial attractiveness with catchligh in the eye.
○

蔵冨恵1, 河原純一郎2 （1.愛知淑徳大学心理学部, 2.北海道大学文学研究科）

本研究では，瞳の輝き（キャッチライト）が顔の魅力に及ぼす影響を検討した。同一人物の瞳のキャッチライトありとキャッチライ
トなしの顔画像を対呈示し，魅力な方，アイコンタクトしていると思う方，生き生きしていると思う方を強制選択させた。顔画像の
呈示時間は，正立顔500 ms，正立顔200 ms，倒立顔200 msのいずれかであった。実験の結果，正立顔では呈示時間に関わら
ず，キャッチライトのある顔を魅力的だと判断することが明らかとなった。一方，倒立顔では正立顔のような効果は得られ
ず，キャッチライトのある顔の選択率はチャンスレベルであった。従って，キャッチライトの存在そのものに対して魅力判断が行わ
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れたのではなく，キャッチライトのある顔に対して魅力判断が行われたことを示している。
キーワード：魅力, キャッチライト, 顔認知

[P-2-52] 美しさ・魅力・好ましさ評定の項目間の関係
Relations among beauty, attractiveness, and likeability ratings
○

尾田政臣 （立命館大学）

顔の選好を表す言葉として「美しさ」「魅力」「好ましさ」が使われている。この三つの評価項目が異なる意味として使われている
のか、あるいはほとんど同義として使われているかについてはあまり調べられていない。本稿では顔のイメージを評価させる方法
で、12人の有名人の顔について19人の被験者にそれぞれ3項目の評価をさせた。その結果を評定の平均値を用いて分析をすると、美
人度と魅力度の間には差が無い結果となった。一方、被験者ごとに3項目間の評定値に違いが生じる率を求めた。その結果、最大でも
4割程度の一致率であった。3つの評価項目は異なる意味として使い分けられていることが明らかになった。また、相関係数で比較す
ると魅力と好みの評価項目間の相関が他のものより高いことが明らかになった。
キーワード：顔, 選好, 評価項目

[P-2-53] 動画像の解像度，撮影対象，提示方法が感性的印象へ及ぼす影響
Effects of image resolutions, image contents, and the manner of image presentation
on subjective impressions of moving images.
○

池田華子1,2, 田中智明1, 3, 日高聡太1, 石山智弘1, 宮崎弦太1 （1.立教大学, 2.国立障害者リハビリテーションセンター研究所, 3.広島大

学）
ハイビジョン(HD)とその4倍の画素数を持つ超高精細（4K）動画像では，異なる感性的印象が生じることが報告されている．本研究
では，解像度とともに，撮像対象（自然物・人工物）および撮影画角（広・中・狭）が感性的印象に及ぼす影響を検討した（実験
1）．次に，先行研究（23.98 fps）よりも高い（59.94 fps）フレームレートで動画像を撮影・提示し，映像に含まれる動きの大小が
及ぼす効果についても検討した（実験2）．実験1では，4K映像において撮影画角が広い場合や自然風景が提示された際に，HD映像に
比べより好ましく快適であるという印象が生じた．実験2では，動きの大小に関わらず，4K映像においてより好ましく快適であるとい
う印象が生じ，動きの大きい 4K映像に対して評価や快適さが低下するという先行研究の知見と異なる結果が得られた．以上のことか
ら，超高精細動画像に関して，観視者の感性的印象を効果的に高める条件が存在することが示唆された．
キーワード：超高精細画像, 主観的印象, 動画像

[P-2-54] 和文書体フォントがペットボトルお茶飲料の美的印象に与える影響◆
Testing the Effects of Japanese Fonts on Aesthetic Impressions Regarding Tea
Beverage Packaging on PET Bottles
○

向井志緒子 （立教大学現代心理学研究科）

ペットボトルお茶飲料のパッケージ・デザインは，お茶の味よりも消費者の選好に重要な要素になることが指摘されている。特に
フォントデザインは消費者の商品評価に強い影響を与えると指摘されているにも関わらず，フォントデザインがペットボトルお茶飲
料の商品評価にどのような影響を及ぼすのか，その詳細については未だ明らかにされていない。本研究では，商品名に用いられる和
文書体フォントがペットボトルお茶飲料の美的印象に与える影響を検証した。その結果，HG教科書体をペットボトルお茶飲料の商品
名に用いると，美的印象向上に一定の効果を持つことが示唆された。また，DF金文体W3およびHG創英角ポップ体を用いたラベル
は，ペットボトルお茶飲料の美的印象の向上には効果を持たない可能性も示唆された。今後は他のフォントや商品群を用いてその効
果を検証したい。
キーワード：和文書体フォント, パッケージ・デザイン, 美的印象

[P-2-55] Harmonization effects between a word's semantics and handwritten letters◆
○

Kozue Miyashiro1, Misaki Nakamura2, Satomi Okabe2, Etsuko, T. Harada3 （1.University Tsukuba Graduate School of

Comprehensive Human Sciences, 2.University Tsukuba School of Human Sciences, 3.University Tsukuba Faculty of Human
Sciences）
This study aims to manipulate harmonization between the semantics and handwritten letters of words and compares them
with previous studies using typographies. Here, we use the visual world paradigm and word association task using
adjectives. The hypothesis was that harmonization effects would be observed in the word association task but not in the
visual world paradigm because the information receiver guesses the sender's intention. Results indicated the harmonization
effect in neither of the tasks. Whether it is the effect of handwritten letters will be further discussed in this study.
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キーワード：Harmonization, word processing, visual world paradigm

[P-2-56] ガツッと反発・シュッと交差
Bounce with Gatsu, Stream with Syu
○

郷原皓彦1, 山田祐樹2, 三浦佳世3 （1.九州大学大学院人間環境学府, 2.九州大学基幹教育院, 3.九州大学大学院人間環境学研究院）

オノマトペ(擬音語・擬態語)の認知が視覚的運動知覚に及ぼす影響は解明されておらず，その影響はオノマトペ－運動間の時差に基づ
く情報統合の可否により変わる可能性がある。本研究ではガボールパッチによる交差・反発刺激を用いて，視覚呈示されたオノマト
ペが知覚的双安定性を持つ視覚運動知覚に及ぼす影響を解明し，オノマトペの呈示時間差により影響が異なるかを検討することを目
的とした。オノマトペ刺激として，ガツッ／シュッ／へユッの3条件，呈示時間差として，パッチの重なる500ms前／100ms前／
100ms後／500ms後の4条件を設定した。実験の結果，シュッ条件では交差の知覚割合が有意に高く，ガツッ条件では反発の知覚割合
が有意に高かった。また，ガツッ条件の影響は100ms前条件で最も強くなった。これより，オノマトペが視覚運動刺激に影響を与
え，その影響は時間的近接に基づく情報統合により決まることが示唆された。
キーワード：オノマトペ, 運動知覚, プライミング効果

[P-2-57] 絵画におけるフラクタルと美的評価の関係
Relationship between fractal in paintings and aesthetic evaluations
○

長潔容江1, 原口雅浩2, 三浦佳世3 （1.九州大学大学院人間環境学府, 2.久留米大学文学部, 3.九州大学大学院人間環境学研究院）

芸術作品の美しさを規定する要因の1つに秩序性が挙げられる。この秩序性は複雑性と規則性の2つの主成分から構成されており，秩
序性と評価の関係については適度な秩序性をもつ作品は評価が高いことが示された。ただし，これらの印象が具体的にどのような物
理特性から形成されるのかまでは解明されていない。本研究では，秩序性の下位要素の1つである複雑性の指標とされるフラクタル次
元（以下，D）を，ボックスカウンティング法を用いたフラクタル解析により算出し，絵画の物理的な複雑性の値であるDと複雑性の
印象との関係，そしてDと美的な評価との関係を検討した。その結果，複雑性の印象にはフラクタルが関係していることが示され
た。また，美的な評価においてもフラクタルなどの物理的な特徴が関係し，適度なフラクタルをもつ絵画は高く評価されることが分
かった。
キーワード：絵画, フラクタル, 美的評価

[P-2-58] 複数の抽象図形の動作が雰囲気の評価に与える影響
Tne Evaluation of Interactive Communication Environment by Motion of Abstract
Shapes
○

湯浅将英 （湘南工科大学）

本研究では，複数の抽象図形が動作するとき，どのような動作が図形間の雰囲気の良さに影響を与えるかを探る．これまでに抽象図
形を扱った研究として，単純図形で生物や人らしさを表現するアニマシーやエージェンシー研究があるが，単体がどのように振舞う
と生物や人らしく見えるかを扱うことに留まる．複数の抽象図形の社会的な関係を扱った取り組みがあるが雰囲気については扱われ
ていない．複数の抽象図形を用いて仲良く見える振る舞いを人手で作り上げる実験，および表現を基にしたアニメーションによる実
験により検討する．実験により，図形の傾け方や距離関係，移動関係などの表現が有効である可能性を得た．表現を基にしたアニ
メーションによる実験を実施し，図形の傾け方が仲の良い雰囲気を作り出すことが確かめられた．抽象図形を用いたアプローチと知
見は人と雰囲気を作り出す対話エージェントやロボットの設計に役立つと考える．
キーワード：抽象図形, インタラクション, 雰囲気工学

[P-2-59] 音楽と色彩の組み合わせの相応しさを決める要因について
Factors that determine associations between color and music
○

楊琬璐, 宮谷真人 （広島大学大学院教育学研究科）

音楽と色彩の構成要素を系統的に変化させ，それぞれ単独，あるいはその組み合わせが気分や印象に及ぼす影響や，組み合わせの相
応しさを決定する要因について調べた。その結果，長調でテンポの速い曲とvivid toneは覚醒度を上げ，長調でテンポの遅い曲とdull
toneは眠気を生じさせた。また，長調でテンポの遅い曲とvivid toneの暖色系，pale toneの全色はポジティブな心理的効果を促進さ
せ，短調でテンポの遅い曲とdull tone全色はネガティブな気分を喚起した。音楽のみ条件と音楽に相応しい色の組み合わせに比
べ，音楽に相応しくないと感じられる色を同時に呈示すると，ネガティブな気分が増強された。各音楽に相応しい色彩の組み合わせ
の結果から，音楽と色彩の組み合わせの相応しさを決める要因として，各音楽や色彩に対する好み，喚起される感情の共通性，およ
び印象評価の共通性の3つが挙げられる。
キーワード：音楽, 色彩, 組み合わせ
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[P-2-60] 楽曲の構成要素が聴取者の感情とEEGに与える影響
Effects of music mood and tempo on affection and EEG
○

今井章, 石川美咲 （信州大学人文学部）

音楽の様々な構成要素に言及した研究が行われている中で，モードとテンポを題材にした研究は，この2つが加算的な影響を与えるの
か，乗算的な影響を与えるのかという点で未だ一貫した結果が得られていない。加算的な影響を唱える研究は多いが，乗算的な影響
はあまり報告されておらず，また呈示するモードの数や刺激とする楽曲の認知度等，様々な条件が考えられる。そこで本研究で
は，楽曲のモードとテンポ，認知度を変化させることによって，聴取者にどのような影響が与えられるのか，心理指標として感情評
定(GEMS)，生理指標として自発脳波(EEG)を用いて検討した。その結果，モードとテンポは聴取者の感情に乗算的な影響を与える可
能性が示唆された。また，心理的指標，生理的指標ともに認知度の低い楽曲の方が数値が高くなる傾向がみられたことから，これま
であまり注目されていなかった認知度も重要であることが示唆された。
キーワード：音楽, 感情, 自発脳波(EEG)
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