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ご挨拶

日本認知心理学会の第 15回目の大会が近づいてまいりました。今回は慶應義塾大学の三田キャンパス

で開催いたします。大会の開催をお引き受けして以来、文学部心理学専攻の教員をはじめ、学内の他専

攻、他学部の先生方や慶應義塾大学出身の先生方の協力を得て、準備を進めてまいりました。また、ここ

数年来継続して大会の運営に携わってきた複数の大学の大学院生・若手研究者からなる「支援隊」も、メ

ンバーが少しずつ入れ替わりつつ、ますますノウハウを身につけ「支援」をしてくれています。

本年度の大会では、参加・発表の登録、論文集の原稿の提出に本格的にウェブのシステムを導入し、紙

媒体でのプログラム・論文集を作成せず、ウェブでこれらの情報にアクセスできるようにする、という新

しい試みを行っています。初めてのことでもあり、さまざまな不具合も出てきており、参加者の皆様方に

もご迷惑をおかけすることがあったかと思いますし、またこれからもあるかもしれません。トラブルに

遭われた方には心よりお詫び申し上げます。ただこれも、参加者の皆様に便利に使っていただきたいと

いう思いから出たものであることと、大会の運営を簡略化し、多くの大学で大会が引き受けられるよう

にしていく一貫であるということで、ご容赦いただければ幸いです。

キャンパス内では工事が行われていたり、土曜日には音楽サークルの練習の音が聞こえてきたりなど、

多少落ち着かないところがあるかもしれません。しかし、準備委員会でもシンポジウムなど刺激的な企

画を用意したつもりですし、韓国の認知生物心理学会の会員も含む多くの学会員のご参加・ご発表を得

ることができそうです。熱い議論や情報交換が繰り広げられる二日間とできますように準備委員一同励

んでおりますので、よろしくお願い申し上げます。

日本認知心理学会第 15 回大会準備委員長会

大会長 伊東 裕司



会場へのアクセス: 慶應義塾大学 三田キャンパス

交通アクセス  Address and Contact Information

〒108-8345 東京都港区三田 2 丁目 15-45  
2-15-45 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-8345
URL https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html

1. 空港からのアクセス  Access from Haneda Airports

2. 都内主要駅からのアクセス  Access from Major Stations

4日（日）の出入りは正門のみです。
ご注意ください。

https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html


キャンパスマップ  Campus Map

受付・総合案内 ⑪ 西校舎一階 517教室前

クローク ⑪ 西校舎一階 513教室

会場・総会 ⑪ 西校舎一階・二階 517,516,515,524,522教室

休憩室・展示 ⑪ 西校舎二階 523A, ,525A, 525B教室

書籍展示 ⑪ 西校舎二階 526教室前

打ち合わせ室 ⑪ 西校舎二階 523B教室

懇親会 ① 北館一階 ファカルティクラブ

【1】北館 【2】図書館旧館 【3】東館 【4】塾監局 【5】図書館 【6】南校舎

【7】三田演説館 【8】大学院校舎 【9】第 1校舎 【10】研究室棟 【11】西校舎 【12】南館

【13】生協購買部 【14】西館 【15】南別館



タイムテーブル Schedule at a Glance



会場(西校舎)見取り図

   受け付け・シンポジウム・口頭発表・ポスター発表・休憩室・クローク

2F

ポスター会場 1 524教室

ポスター会場 2 522教室

休憩室・展示 523A,525A・B教室

書籍展示 526教室前

打ち合わせ室 523B教室

 1F

受付 517教室前

クローク 513教室

シンポジウム 517教室

口頭発表 1 516教室

口頭発表２ 515教室

総会 517教室

理事会・編集委員会 514教室



参加者へのご案内
（1）大会参加受付について

・ 受付場所は，西校舎(キャンパスマップ ⑪)1 階 517 教室入口付近になります。受付時間は，
以下の通りです。

3 日（土） 9：00 ― 18：00
4 日（日） 9：00 ― 17：00

・ 予約申込の方は，参加証・領収書をお受け取りください。
・ 当日申込の方は，ご所属とお名前を会場にて配布の用紙にご記入の上，受付にて参加費をお支払

いください。参加証・領収書をお渡しします。
・ 会期中は，参加証を必ずお付け下さい。
・ 本大会では、論文集の販売はしておりません。WEB で公開しますので、下記サイトからダウン

ロードしてください。
URL： https://confit.atlas.jp/cogpsy2017

（2）クロークについて

・ クロークは西校舎１階 513 教室(受付近く)にございます。ご利用可能時間は以下のとおりです。
3 日（土） 9：00 ― 18：00 
4 日（日） 9：00 ― 17：00

・ 3 日に行われる懇親会会場には，荷物置き場がございます。大会会場のクロークは閉鎖いたしま
すので，懇親会ご参加前にお荷物をお受け取りください。

（3）休憩室・展示室・打ち合わせ室について

・ 西校舎 2 階 523A・525A・525B 教室を休憩室 兼 展示室といたします。協賛団体様からの展示
スペースがございますので、足をお運びください。またお飲み物の用意もございます。

・ 西校舎 2 階 526 教室前にて協賛団体様による書籍の展示・販売を行っております。
・ 西校舎 2 階 523B を打ち合わせ室といたします。お飲み物などはございませんが、打ち合わせな

どにお使いください。

（4）懇親会について

6 月 3 日(土)18 時から北館一階ファカルティクラブ(キャンパスマップ ①)におきまして、立食
形式で行います。17 時 30 分より開場しております。18 時までにお集まりください。

(5) その他

https://confit.atlas.jp/cogpsy2017


・ 無線 LAN は，会場内であればどこでも無料でご利用になれます。SSID ならびにパスワードは
受付にて配布するほか，会場にも掲示いたします。

・ 昼食は，学内の学内の食堂及びカフェ（3 日のみ）や近隣のお店をご利用ください。ランチマッ
プを、当日受付横で配布予定です。



発表者へのご案内

（1）口頭発表について

・ 発表時間は，質疑応答 3 分を含めて 15 分です。
・ 発表会場では，プロジェクター（D-sub15 ピン アナログ VGA 接続）とスピーカーを PC に

接続して使用することができます。変換アダプターが必要な方は各自でご準備ください。
・ PC は各自でご用意ください。準備委員会では予備の PC を 各会場に 1 台用意いたします。（OS: 

Windows10，PowerPoint 2016 インストール済）
・ セッション開始 10 分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。
・ 補足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致し

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。

（2）ポスター発表について

・ ポスターの大きさは，横 90cm × 縦 210 cm 以内でお願いします。
・ ポスターの掲示に必要なピンは各ポスターボードに備え付けてあります。
・ セッション開始までにはポスターを掲示して下さい。発表日の 9 時から掲示できます。セッシ

ョン終了後 6/3(土)は 17 時 30 分までに、6/4(日)は 16 時までにポスターをはがしていただ
きますようご協力をお願いいたします．

・ ポスター発表在籍責任時間は，以下の通りとします。
ポスターセッション (P1〜P4) 奇数番号 10:00〜11:00

偶数番号 11:00〜12:00

（3）英語での発表（口頭・ポスター）について

・ 口頭（英語）発表では，発表時間内は質疑応答まで含めて英語でお願いします。
・ ポスター（英語）発表では，在籍責任時間内は質疑応答まで含めて英語でお願いします。
・ 発表者は，日本語での質問を受けた場合にも，英語セッションとしての発表であることを質問者

に理解していただいた上で，英語での受け答えをお願いします。
・ 質疑応答も含めて，大会優秀発表賞国際性評価部門の審査対象となります。

（4）大会優秀発表賞について

・ 口頭発表，ポスター発表共に，大会優秀発表賞の対象になります。



優秀発表賞推薦のお願い
JSCP2017 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 JSCP2017 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.
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2017年6月3日(土)

シンポジウム・総会会場

シンポジウム | シンポジウム

司法における確証バイアス: 認知心理学から見た

問題と対応策

[S1]

企画者:伊東 裕司(慶應義塾大学)、楠見 孝(京都大学)

話題提供者:笹倉 香奈(甲南大学)、服部 雅史(立命館大学)、楠見

孝(京都大学)

指定討論者:厳島 行雄(日本大学)
10:00 〜 12:00  シンポジウム・総会会場 (517教室)

シンポジウム | シンポジウム

〔支援隊企画ワークショップ〕公正・罰に関する

心理学的研究の現状とこれから: 行動計測アプ

ローチと脳機能計測アプローチから

[S2]

企画者:新岡 陽光(法政大学大学院人文科学研究科)

話題提供者:森芳 竜太(東京大学)、斉藤 真由(東京大学)、福島 由依

(日本大学)、新岡 陽光(法政大学)

指定討論者:綿村 英一郎(大阪大学)
13:15 〜 15:15  シンポジウム・総会会場 (517教室)

シンポジウム | シンポジウム

認知研究のアイデンティティ: 認知心理学と認知

科学の交流へ向けて

[S3]

企画者:本田 秀仁(東京大学)、植田 一博(東京大学)

話題提供者:鈴木 宏昭(青山学院大学)、原田 悦子(筑波大学)、日高

昇平(北陸先端科学技術大学院大学)
15:30 〜 17:30  シンポジウム・総会会場 (517教室)
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2017年6月3日(土)

口頭発表会場1

口頭講演 | 知覚・感性

口頭1 《知覚・感性1》[O1]
座長:小川 洋和(関西学院大学文学部総合心理科学科心理科学専

修)、新国 佳祐(東北大学大学院情報科学研究科)
10:00 〜 11:30  口頭発表会場1 (516教室)

目の大きさまたは位置が非対称な顔に対する美しさ

評定の弁別閾

*尾田 政臣1 （1. 立命館大学）

   10:00 〜    10:15

[O1-01]

日本人女性の顔に対する印象を規定する顔形態の分

析

*中村 航洋1,2、上崎 聖子3、太田 安里3、前田 真理子3、川

畑 秀明1 （1. 慶應義塾大学、2. 日本学術振興会、3. サン

スター株式会社）

   10:15 〜    10:30

[O1-02]

人は人をどう検出するか

*立花 良1,2、新国 佳祐1 （1. 東北大学、2. 日本学術振興

会）

   10:30 〜    10:45

[O1-03]

偽り表情認識への空間周波数情報の役割：表情分類

課題による検討

*木原 健1、武田 裕司1 （1. 産業技術総合研究所　情報・人

間工学領域）

   10:45 〜    11:00

[O1-04]

個人特性が情動プライミングによる不正行為の誘発

に与える影響

*高山 博司1、小川 洋和1 （1. 関西学院大学）

   11:00 〜    11:15

[O1-05]

物品の熟知性が把持の正確さに及ぼす影響

*多田 美香里1 （1. 関西福祉科学大学心理科学部）

   11:15 〜    11:30

[O1-06]

口頭講演 | 口頭発表: 記憶，注意，発達・教育・学習

口頭2 《記憶》[O2]
座長:川口 潤(名古屋大学大学院情報学研究科)
13:15 〜 14:30  口頭発表会場1 (516教室)

自己主体感の観点で検討する自己アバタと実演効果

*高城 雅裕1、杉森 絵里子2 （1. 早稲田大学大学院人間科学

研究科、2. 早稲田大学人間科学学術院）

   13:15 〜    13:30

[O2-01]

動画マニュアルはわかりやすいか？：

*原田 悦子1、遠藤 祐樹1 （1. 筑波大学）

   13:30 〜    13:45

[O2-02]

なつかしい出来事の反復想起がもたらす心理的効果[O2-03]

*平子 真里絵1、川口 潤2 （1. 名古屋大学大学院 環境学研

究科 心理学講座、2. 名古屋大学大学院 情報学研究科 心理

学講座）

   13:45 〜    14:00

高齢者と若年者における、匂いに関する自伝的記憶

構造の相違

*林 美都子1、坂 知美 （1. 北海道教育大学）

   14:00 〜    14:15

[O2-04]

エピソード的未来思考が顔の再認記憶に及ぼす効果

*堀内 孝1 （1. 岡山大学）

   14:15 〜    14:30

[O2-05]

口頭講演 | 口頭発表: 英語

口頭英語[E]
座長:Kwangoh Yi(Yeungnam University)、齋藤 洋典(名古屋大学大

学)
15:30 〜 17:45  口頭発表会場1 (516教室)

The effect of embodied cognition on past memories

*Yu Liang1 （1. Graduate School of Human Sciences of

Waseda University ）

   15:30 〜    15:45

[E-01]

Neural Correlates of Action and Speech Memory

Based Deception and Its Detection:

*Hirofumi Saito1, Chenhui Lin 2, Godai Saito3,4, Jiro

Gyoba3, Yukio Itukushima5 （1. Graduate School of

Informatics, Nagoya University, 2. Graduate School of

Information Science, Nagoya University, 3. Graduate

School of Arts and letters, Tohoku University, 4. Japan

Society for the Promotion of Science, 5. Graduate School

of Literature and Social Sciences, Nihon University）

   15:45 〜    16:00

[E-02]

Validating an animal model of stress using a

chasing robot

*June-Seek Choi1, Ji-Hye Lee1, Sunwhi Kim1, Jungsoo Han2

（1. Korea University, 2. Konkuk University）

   16:00 〜    16:15

[E-03]

The Neural correlates of Biomechanical Constraints

In Hand Laterality Judgment Task Performed from

Other Person’ s Perspective

*Shuang Meng1, Misato Oi2, Godai Saito3,4, Hirofumi

Saito1 （1. Graduate School of Informatics, Nagoya

University, 2. Faculty of Arts and Science, Kyushu

University, 3. Graduate School of Arts and Letters, Tohoku

University, 4. Japan Society for the Promotion of

Science）

   16:15 〜    16:30

[E-04]
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A visual half-field study for meaning process of

Korean ambiguous eojeol

*Sangyub Kim1, Soohyun Ryu1, Kichun Nam1 （1.

Department of Psychology, Korea University）

   16:30 〜    16:45

[E-05]

On the Relation between the NTT Kanji data

dictionary and Wikipedia

*Shin Asakawa1 （1. Tokyo women's Christian university）

   16:45 〜    17:00

[E-06]

Development of hierarchical goal representation in

the control of script execution

*Kaichi Yanaoka1,2, Satoru Saito1 （1. Graduate School of

Education, Kyoto University, 2. Japan Society for the

Promotion of Science, Tokyo, Japan）

   17:00 〜    17:15

[E-07]

Foreign Language Learning: Learners regarded as

not at risk could have cognitive weaknesses

*Kushiyama Kirika1 （1. Hyogo University of Teacher

Education）

   17:15 〜    17:30

[E-08]

Learning effects of reading fluency training

represented in keyword detection tasks: A case

study of modern Korean language

*Yeon Joo Lee1, Young-Joo Kim2, Kichun Nam1 （1. Korea

University, 2. Kyung Hee University）

   17:30 〜    17:45

[E-09]

口頭発表会場2

口頭講演 | 感情・動機

口頭3 《感情・動機》[O3]
座長:楠見 孝(京都大学教育学研究科)、乾 敏郎(追手門学院大学)
13:15 〜 14:45  口頭発表会場2 (515教室)

観察者の生理指標を用いた他者感情価推定の予測モ

デル

*山添 貴志1、前川 亮1、朝倉 暢彦1、乾 敏郎1 （1. 追手門

学院大学心理学部）

   13:15 〜    13:30

[O3-01]

情動的共感が他者感情推定時の身体状態に及ぼす効

果

*前川 亮1、成山 雄也1、朝倉 暢彦1、乾 敏郎1 （1. 追手門

学院大学 心理学部）

   13:30 〜    13:45

[O3-02]

自己報告型の共感性が共感正確性課題に及ぼす影響

*難波 修史1、松田 聖顕1、宮谷 真人1、中尾 敬1 （1. 広島

大学）

[O3-03]

   13:45 〜    14:00

アイオワギャンブル課題における健常者の選択行動

のクラスタ分析

*朝倉 暢彦1、乾 敏郎1 （1. 追手門学院大学）

   14:00 〜    14:15

[O3-04]

動機づけの量的側面の動的変化を捉える実験パラダ

イムの提案

*市村 賢士郎1、長谷部 育恵1、市村 晴香2、西澤 園子2、宮

一 愛美2、後藤 崇志3、楠見 孝1 （1. 京都大学大学院教育

学研究科、2. 京都大学教育学部、3. 京都大学高等教育研

究開発推進センター）

   14:15 〜    14:30

[O3-05]

作品舞台の旅“聖地巡礼”における没入感

*楠見 孝1、米田 英嗣1 （1. 京都大学）

   14:30 〜    14:45

[O3-06]

口頭講演 | 社会的認知

口頭4 《社会的認知》[O4]
座長:有賀 敦紀(広島大学大学院総合科学研究科)、米田 英嗣(京都大

学)
15:30 〜 17:15  口頭発表会場2 (515教室)

性格特性が観察行動と顔の印象形成に与える影響

*ジョ キョウテツ1、川端 良子1、松香 敏彦1 （1. 千葉大

学）

   15:30 〜    15:45

[O4-01]

運動能力と共感性が時間産出に及ぼす効果

*米田 英嗣1、ヒル エリザベス2 （1. 京都大学白眉セン

ター、2. ロンドン大学ゴールドスミス校）

   15:45 〜    16:00

[O4-02]

主体感の顕在・潜在指標の関連

*今泉 修1,2、丹野 義彦1 （1. 東京大学、2. 日本学術振興

会）

   16:00 〜    16:15

[O4-03]

選択のオーバーロード現象の再現性

*有賀 敦紀1 （1. 広島大学）

   16:15 〜    16:30

[O4-04]

水の濁り判断と射流洪水の確率判断における後知恵

バイアス

*山 祐嗣1、秋田　真志2、川崎 拓也2 （1. 大阪市立大

学、2. しんゆう法律事務所）

   16:30 〜    16:45

[O4-05]

姿勢の乱れは運転の乱れ：シートポジションと向社

会的行動の関係

*谷郷 力丸1、永井 聖剛2、西崎 友規子1 （1. 京都工芸繊維

大学、2. 立命館大学）

   16:45 〜    17:00

[O4-06]
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他者受容性が自動運転システムの音声案内への反応

に与える影響

*久保 克弘1、村田 義人1、山本 景子1、西崎 友規子1 （1.

京都工芸繊維大学）

   17:00 〜    17:15

[O4-07]
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ポスター会場1

ポスター講演 | ポスター発表: 注意, 発達・教育・学習

ポスター1 《注意, 発達・教育・学習》[P1]
10:00 〜 12:00  ポスター会場1 (524教室)

足し算と引き算が空間的注意に及ぼす影響

*八木 佑都1、入戸野 宏1、篠原 一光1 （1. 大阪大学大学院

人間科学研究科）

[P1-01]

視空間注意と焦点的注意の関連性

*加藤 公子1、吉崎 一人1 （1. 愛知淑徳大学）

[P1-02]

注意の瞬きにおける恐怖顔と嫌悪顔の影響の時間的

異方性

*竹島 康博1 （1. 同志社大学心理学部）

[P1-03]

怒っていても怖いとは限らない

*井関 龍太1 （1. 大正大学）

[P1-04]

視線手がかり課題における表情と不安傾向の影響

*辻 幸樹1、柴田 みどり2、梅田 聡3 （1. 慶應義塾大学大学

院社会学研究科、2. 慶應義塾大学先導研究センター、3.

慶應義塾大学文学部）

[P1-05]

マルチメディア学習におけるワーキングメモリと注

意誘導キュー

*鈴木 千尋1、中村 美智子1 （1. 公立はこだて未来大学）

[P1-06]

凶器からの注意解放

*丹藤 克也1 （1. 愛知淑徳大学）

[P1-07]

凶器注目効果における凶器への注意の捕捉に文脈は

無関係？

*武野 全恵1,2、北神 慎司1 （1. 名古屋大学大学院情報学研

究科、2. 日本学術振興会）

[P1-08]

閾下提示された他者の視線方向は選好判断に影響す

る

*満田 隆1、正木 脩太1 （1. 立命館大学）

[P1-09]

反応頻度の偏りが遂行成績を変化させる

*渡辺 友里菜1,2、吉崎 一人3 （1. 愛知淑徳大学大学院心理

医療科学研究科、2. 日本学術振興会、3. 愛知淑徳大学心理

学部）

[P1-10]

幼児期の視覚と触覚の感覚間連合の発達と色の温度

感の関係

*川口 めぐみ1 （1. 駒澤学園駒沢女子短期大学）

[P1-11]

私たちは、どのように折り紙を折っているの

か？(１９）

*丸山 真名美1 （1. 至学館大学）

[P1-12]

日本人乳児における/b-g/および/l-r/の弁別

*秋元 頼孝1、高橋 美樹1、山根 直人1、柴田 奈津美1、幡野

由理1、森島 三那子2、山田 玲子3、馬塚 れい子1 （1. 理化

学研究所BSI言語発達研究チーム、2. 奈良県立医科大

[P1-13]

学、3. 国際電気通信基礎技術研究所）

成人の「研究」概念

*高橋 秀明1 （1. 放送大学）

[P1-14]

大学における感情知性（ EI）教育効果の検討

*小松 佐穂子1 （1. 徳山大学）

[P1-15]

認知心理学的実験手法を援用した情報モラル教育の

授業実践

*田中 孝治1、三輪 穂乃美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系、2. 関西大学大学院総

合情報学研究科）

[P1-16]

大学生の達成目標とテスト観がテスト関連思考に及

ぼす影響

*中川 華林1 （1. 法政大学大学院人文科学研究科）

[P1-17]

中学生の学習動機と内申書との関係

*佐山 公一1、関口 椋太2 （1. 小樽商科大学、2. 海星学院高

等学校）

[P1-18]

動画マニュアルの優位性は高齢者にも見られる

か？(1)

*川上 凜1、田中 伸之輔2、長澤 裕太郎1、遠藤 祐輝1、原田

悦子3 （1. 筑波大学人間学群心理学類、2. 筑波大学大学院

人間総合科学研究科、3. 筑波大学人間系）

[P1-19]

動画マニュアルの優位性は高齢者にも見られる

か？（2）

*田中 伸之輔1、川上 凜2、長澤 裕太郎2、遠藤 祐輝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）

[P1-20]

ポスター会場2

ポスター講演 | ポスター発表: 知覚・感性, 人格・臨床, その他

ポスター2 《知覚・感性, 人格・臨床, その他》[P2]
10:00 〜 12:00  ポスター会場2 (522教室)

不一致な視聴覚情報は分裂・融合錯覚に異なる影響

を及ぼす

*朝岡 陸1,2、竹島 康博3 （1. 東北大学大学院文学研究

科、2. 日本学術振興会、3. 文京学院大学人間学部）

[P2-01]

視聴覚統合が視覚刺激の記憶処理過程に及ぼす効果

*江口 愛実1、小川 景子1 （1. 広島大学大学院総合科学研究

科）

[P2-02]

重りを持つと視力が上がる？

*米満 文哉1、成 儒彬1、中 響子1、山田 祐樹2、M

armolejo-Ramos Fernando3 （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. アデレード大学）

[P2-03]

自閉症スペクトラム傾向と感覚間対応づけとの関係

性に関する検討

*日高 聡太1、矢口 彩子1 （1. 立教大学）

[P2-04]
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自閉傾向と交差反発知覚における視聴覚相互作用特

性との関係性

*矢口 彩子1、日高 聡太1 （1. 立教大学大学院現代心理学研

究科）

[P2-05]

身体近傍空間内で生じる通過・反発知覚の変容

*齋藤 五大1,2、行場 次朗1 （1. 東北大学大学院文学研究

科、2. 日本学術振興会）

[P2-06]

千鳥掛け柵効果：視覚的な柵の傾きは進行動作に影

響する

*原田 佑規1、光藤 宏行1 （1. 九州大学大学院人間環境学研

究院）

[P2-07]

大きさ知覚における文脈効果の時空間的影響の検討

*高尾 沙希1,2、大山 潤爾2 （1. 立正大学、2. 産業技術総合

研究所）

[P2-08]

手書き文字の作者・書体弁別に必要な空間周波数帯

域の相違

*向井 志緒子1、日比野 治雄1、小山 慎一1 （1. 千葉大学）

[P2-09]

電子書籍における“違和感”原因の解明

*後藤 靖宏1 （1. 北星学園大学文学部　心理・応用コ

ミュニケーション学科）

[P2-10]

発話の長さが合成音声と人声の印象評価へ与える影

響

*宮本 敬子1、日根 恭子1 （1. 東京電機大学）

[P2-11]

音声の発話速度の連続的変化と聴者の性別が印象形

成に及ぼす影響

*橋本 和奈実1 （1. 法政大学大学院人文科学研究科心理学

専攻）

[P2-12]

多重オノマトペの概要的認知

*郷原 皓彦1,3、山田 祐樹2 （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. 日本学術振興会特別研究

員）

[P2-13]

日本人版嗅覚イメージ鮮明度質問紙の開発

*山本 晃輔1、猪股 健太郎2、須佐見 憲史3、綾部 早穂4 （1.

大阪産業大学、2. 関西学院大学、3. 近畿大学、4. 筑波大

学）

[P2-14]

選択に伴うコントロール感の阻害によるギャンブル

行動の変容

*田中 拓海1、川畑 秀明2 （1. 慶應義塾大学大学院社会学研

究科心理学専攻、2. 慶應義塾大学文学部）

[P2-15]

機能性身体モデルに基づく身体認識変容の検討

*平本 亮介1、金山 範明2、中尾 敬3、宮谷 真人3 （1. 広島

大学教育学研究科心理学専攻、2. 広島大学医歯薬保健学研

究院　応用生命科学部門　、3. 広島大学教育学研究科心理

学講座）

[P2-16]

絵画鑑賞時の身体動作が評価および眼球運動に及ぼ

す影響

[P2-17]

*三浦 慎司1、高瀬 弘樹1 （1. 信州大学）

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

*片山 正純1、秋丸 雄祐1 （1. 福井大学）

[P2-18]

パワープライミングとインターバルが単純接触効果

に与える影響

*興梠 盛剛1、松田 憲2、寺田 智史1、楠見　孝　3 （1. 山口

大学、2. 北九州市立大学、3. 京都大学）

[P2-19]

The effects of depression and anxiety on cognitive

abilities of adolescents

*Yongwoo KIM1, Jaebum Jung1, Hyunwoo Lee, Kichun

Nam1 （1. Korea University）

[P2-20]

社会不安・抑うつ傾向と時間概念

*伊藤 友一1、寺澤 悠理2、梅田 聡2 （1. 慶應義塾大学先導

研究センター、2. 慶應義塾大学文学部）

[P2-21]

大学生の強迫傾向における認知処理と事象関連電位

の関係

*今井 章1、小澤 綾子2 （1. 信州大学学術研究院人文科学

系、2. 信州大学人文学部）

[P2-22]

記憶バイアスはネガティブ語の主観的感情評定に起

因するか？

*上田 紋佳1 （1. ルーテル学院大学）

[P2-23]

自傷傾向者は自己と他者をどのように捉えている

か？

*本元 小百合1、菅村 玄二2 （1. 関西大学大学院心理学研究

科、2. 関西大学文学部）

[P2-24]

抑うつ，反すう，脱中心化，切り替えの縦断的相関

変化

*高橋 佳史1 （1. 神奈川大学大学院人間科学研究科）

[P2-25]

自己報告式質問紙による認知機能の測定（３）

*関口 理久子1、山田 尚子2、中尾 和久2 （1. 関西大学社会

学部、2. 甲南女子大学人間科学部）

[P2-26]

個人特性と気分状態が不快な夢内容へ及ぼす影響

*瀬戸 奏音1、小川 景子1 （1. 広島大学大学院総合科学研究

科）

[P2-27]

高気圧曝露が類似した刺激の弁別に及ぼす影響

*景山 望1 （1. 海上自衛隊潜水医学実験隊）

[P2-28]

非日本語話者への事実確認面接

*赤嶺 亜紀1 （1. 名古屋学芸大学）

[P2-29]
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シンポジウム・総会会場

シンポジウム | シンポジウム

神経科学から考える認知研究のドメイン[S4]
企画者:梅田 聡(慶應義塾大学)、羽倉 信宏(情報通信研究機構)

話題提供者:山本 慎也(産業技術総合研究所)、四本 裕子(東京大

学)、羽倉 信宏(情報通信研究機構)、開 一夫(東京大学)
10:00 〜 12:00  シンポジウム・総会会場 (517教室)

シンポジウム | シンポジウム

《一般公開》〔社会連携シンポジウム〕社会の中

での認知心理学の受容と齟齬：もう一つの社会に

つながる心理学を目指して

[S5]

企画者:川畑 秀明(慶應義塾大学)、熊田 孝恒(京都大学)

司会:川畑 秀明(慶應義塾大学)

話題提供者:箱田 裕司(京都女子大学)、熊田 孝恒(京都大学)、三枝

千尋(花王(株))、磯田 和生(大日本印刷(株))、深谷 美登里((株)東芝)

指定討論者:原田 悦子(筑波大学)
14:30 〜 16:30  シンポジウム・総会会場 (517教室)
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口頭発表会場1

口頭講演 | 知覚・感性

口頭5 《知覚・感性2》[O5]
座長:西崎 友規子(京都工芸繊維大学)、松田 憲(北九州市立大学大学

院マネジメント研究科)
10:00 〜 11:30  口頭発表会場1 (516教室)

聴覚的サブリミナル効果が見られる環境の検討

*加藤 昂希1 （1. 早稲田大学 人間科学部）

   10:00 〜    10:15

[O5-01]

視覚イメージ想起中に視知覚処理を抑制する機能の

実在性について

*本山 宏希1、菱谷 晋介2 （1. 茨城大学、2. 北海道大学）

   10:15 〜    10:30

[O5-02]

刺激の色によるパワー操作が単純接触効果に及ぼす

影響

*松田 憲1、内田 岳人2、興梠 盛剛2、楠見 孝3 （1. 北九州

市立大学、2. 山口大学、3. 京都大学）

   10:30 〜    10:45

[O5-03]

温かいものは温かい手で，冷たいものは冷たい手で

*金谷 英俊1、西崎 友規子2、永井 聖剛3 （1. 愛知淑徳大

学、2. 京都工芸繊維大学、3. 立命館大学）

   10:45 〜    11:00

[O5-04]

空間的視点取得は全身移動のシミュレーションに媒

介される

*武藤 拓之1,2、松下 戦具1、森川 和則1 （1. 大阪大学大学

院人間科学研究科、2. 日本学術振興会）

   11:00 〜    11:15

[O5-05]

絶対判断・相対判断傾向が運転時の視認行動に及ぼ

す影響

*篠原 由美子1、西崎 友規子1 （1. 京都工芸繊維大学）

   11:15 〜    11:30

[O5-06]

口頭講演 | 口頭発表: 記憶，注意，発達・教育・学習

口頭6 《記憶，注意，発達・教育・学習》[O6]
座長:山 祐嗣(大阪市立大学大学院　文学研究科)
14:30 〜 15:45  口頭発表会場1 (516教室)

ふきだしの形状による SNARC効果の変調

*羽生 奈央1、小野 史典1 （1. 山口大学 教育学部）

   14:30 〜    14:45

[O6-01]

横目観察における視覚処理の偏り：有効視野課題を

用いた検討

*中島 亮一1,2 （1. 東京大学心理学研究室、2. 理化学研究

所　理研BSI-トヨタ連携センター）

   14:45 〜    15:00

[O6-02]

ワーキングメモリが大学生のソースモニタリングに[O6-03]

及ぼす影響

*小澤 郁美1、湯澤 正通1 （1. 広島大学教育学研究科）

   15:00 〜    15:15

画像刺激による虚記憶生起抑制

*吉本 晏都子1、山 祐嗣2 （1. 筑波大学　人間総合科学研究

科、2. 大阪市立大学　文学研究科）

   15:15 〜    15:30

[O6-04]

正答フィードバックの遅延の学習促進効果

*岩木 信喜1、田中 紗枝子2 （1. 岩手大学、2. 徳島文理大

学）

   15:30 〜    15:45

[O6-05]

口頭発表会場2

口頭講演 | 思考・言語

口頭7 《思考・言語》[O7]
座長:粟津 俊二(実践女子大学)、眞嶋 良全(北星学園大学)
14:30 〜 16:00  口頭発表会場2 (515教室)

実証的根拠を欠く信念の規定因としての直観的認知

スタイル

*眞嶋 良全1 （1. 北星学園大学社会福祉学部）

   14:30 〜    14:45

[O7-01]

なじみ深さのマッチング

*白砂 大1、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）

   14:45 〜    15:00

[O7-02]

方向感覚の自己評価と空間認知課題成績とのズレ

*杉本 匡史1、楠見 孝2 （1. 関西学院大学、2. 京都大学）

   15:00 〜    15:15

[O7-03]

個人内で集合知を生み出す認知的手法の提案

*藤崎 樹1、本田 秀仁1、植田 一博1 （1. 東京大学大学院総

合文化研究科）

   15:15 〜    15:30

[O7-04]

日本人英語学習者による外国語理解の身体性

*粟津 俊二1、鈴木 明夫2 （1. 実践女子大学、2. 東洋大

学）

   15:30 〜    15:45

[O7-05]

フレーム選択における意図と潜在的処理

*本田 秀仁1、白砂 大1、松香 敏彦2、植田 一博1 （1. 東京

大学大学院総合文化研究科、2. 千葉大学文学部認知情報科

学講座）

   15:45 〜    16:00

[O7-06]
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ポスター会場1

ポスター講演 | ポスター発表: 思考・言語, 感情・動機, 社会的認知

ポスター3 《思考・言語, 感情・動機, 社会的認

知》

[P3]

10:00 〜 12:00  ポスター会場1 (524教室)

The monosyllabic word inferiority effect revisited

*Kwangoh Yi1, Sungbong Bae1 （1. Yeungnam

University）

[P3-01]

聴覚呈示された単語の音韻情報は形態情報を活性化

するのか

*水野 りか1、松井 孝雄1 （1. 中部大学人文学部）

[P3-02]

異なる意味的側面を連想する概念の処理段階

*望月 正哉1 （1. 日本大学文理学部）

[P3-03]

Adult Learners’ Implicit Grammar Acquisition by

Repeated Retrieval-Based-Learning Method

*Soan Kim1, Kichun Nam1 （1. Korea University）

[P3-04]

再認課題と語彙判断課題におけるマスク下のプライ

ミング効果

*井田 佳祐1,2、日野 泰志3 （1. 早稲田大学大学院文学研究

科、2. 日本学術振興会、3. 早稲田大学文学学術院）

[P3-05]

アンカリング効果の発生原因は数字か意味か

*大貫 祐大郎1、新垣 紀子1、本田 秀仁2、植田 一博2 （1.

成城大学、2. 東京大学）

[P3-06]

1人称視点の動作認識に関与する運動前野の役割

*柴田 寛1、小川 健二2 （1. 東北文化学園大学、2. 北海道大

学）

[P3-07]

An ERP study of the Korean Honorific Utterance

Comprehention: Influence of Social Distance

between communicators

*Donghoon Lee1, Jarang Kwak1, Hyeonbo Yang1 （1.

Dept. of Psychology, Pusan National University）

[P3-08]

高齢者と若年成人間のコミュニケーション齟齬

*池永 将和1、原田 悦子1 （1. 筑波大学）

[P3-09]

反復閾下単純接触による商品評価の低下(3)

*河原 哲雄1 （1. 埼玉工業大学）

[P3-10]

美術初心者における写実性制約が抽象絵画の鑑賞に

与える影響

*田中 吉史1 （1. 金沢工業大学）

[P3-11]

感情・動作強度とオノマトペ

*小島 隆次1、深田 智2、来田 宣幸2、萩原 広道3 （1. 滋賀

医科大学、2. 京都工芸繊維大学、3. 京都大学）

[P3-12]

微表情が人物の信頼性判断に及ぼす影響

*茶谷 研吾1 （1. 九州大学大学院人間環境学府）

[P3-13]

感情認識が内受容感覚に与える影響[P3-14]

*田仲 祐登1、伊藤 友一2、柴田 みどり2、寺澤 悠理3、梅田

聡3 （1. 慶應義塾大学社会学研究科、2. 慶應義塾大学先導

研究センター、3. 慶應義塾大学文学部）

虚偽心拍フィードバックが感情体験に及ぼす影響

*小林 亮太1、笹岡 貴史2、水落 亮平1、難波 修史1、宮谷

真人1、中尾 敬1、山脇 成人2 （1. 広島大学 教育学研究科

、2. 広島大学 医歯薬保健学研究院 精神神経医科学）

[P3-15]

色が感情知覚に及ぼす影響 –事象関連電位を用いた

検討-

*黒原 玄弥1、小川 景子1 （1. 広島大学大学院総合科学研究

科）

[P3-16]

潜在的な"we-mode"形成と他者との親密度の関係性

*矢島 由理恵1、梅田 聡2 （1. 慶應義塾大学大学院社会学研

究科心理学専攻、2. 慶應義塾大学文学部）

[P3-17]

所有感が高まるとその商品に支払ってもよい金額も

高まる？

*井関 紗代1、北神 慎司1 （1. 名古屋大学）

[P3-18]

ハイヒールを履くことによる魅力の向上が援助行動

に及ぼす影響

*小川 佳純1、井藤 寛志2、北神 慎司1 （1. 名古屋大学、2.

愛知大学）

[P3-19]

少数派は自由記述欄の回答を控えるか

*下島 裕美1、有馬 明恵2、竹下 美穂2 （1. 杏林大学保健学

部、2. 東京女子大学現代教養学部）

[P3-20]

ポスター会場2

ポスター講演 | 記憶

ポスター4 《記憶》[P4]
10:00 〜 12:00  ポスター会場2 (522教室)

ライフストーリーの語りにおける聞き手の影響

*佐藤 浩一1 （1. 群馬大学）

[P4-01]

幼児・児童期に経験したお菓子の自伝的記憶の検討

*坪井 寿子1 （1. 東京未来大学）

[P4-02]

語り直しによる自伝的記憶の再解釈と心的外傷後成

長の関連性

*池田 和浩1 （1. 尚絅学院大学）

[P4-03]

概括的な記憶の反復検索による具体的な自伝的記憶

の検索困難

*松本 昇1,2、望月 聡3 （1. 京都大学大学院人間・環境学研

究科、2. 日本学術振興会　特別研究員、3. 筑波大学人間

系）

[P4-04]

友人と校則に関する特定性と出来事の感情価につい

ての研究

*兵藤 宗吉1、山城 大地1 （1. 中央大学文学部）

[P4-05]

刺激の時系列順序に関する空間―時間の刺激反応一[P4-06]
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致性効果の検討

*山城 大地1、兵藤 宗吉2 （1. 中央大学大学院文学研究

科、2. 中央大学文学部）

背景色文脈依存再認におよぼす同一背景写真の連続

提示の効果

*漁田 武雄1、山本 葵2、久保田 貴之1、漁田 俊子1 （1.

静岡産業大学、2. 浜松商工会議所）

[P4-07]

自由再生における環境音依存効果におよぼす文脈の

提示方法の影響

*久保田 貴之1、小西 昂輔2、漁田 俊子1、漁田 武雄1 （1.

静岡産業大学経営学部、2. 東京コンピューターサービス株

式会社）

[P4-08]

情動喚起刺激に対する評定による符号化の効果 III

*藤田 哲也1、加藤 みずき2 （1. 法政大学、2. 法政大学大学

院）

[P4-09]

情動喚起刺激に対する評定による符号化の効果 IV

*加藤 みずき1、藤田 哲也2 （1. 法政大学大学院、2. 法政大

学）

[P4-10]

パスワード様無意味文字列の生成と記憶

*上田 卓司1、髙橋 優2 （1. 早稲田大学、2. 埼玉工業大学）

[P4-11]

生成効果が複数手がかり語の連合に与える影響 I

*押尾 恵吾1 （1. 法政大学大学院人文科学研究科）

[P4-12]

形式ジェスチャが記憶に与える影響

*林 拓弥1、日根 恭子1 （1. 東京電機大学）

[P4-13]

都道府県の形のイラストを面白くしてもその名称は

覚えられない

*向居 暁1 （1. 県立広島大学人間文化学部）

[P4-14]

英単語を用いた音－文字対応においての効果的学習

方法

*安 珠喜1、南 基春1 （1. Department of Psychology,

Korea University）

[P4-15]

ノスタルジアが擬人化に与える影響の検討

*中村 紘子1、川口 潤2 （1. 愛知淑徳大学、2. 名古屋大学）

[P4-16]

学習とテストの組み合わせ方の違いが長期的な保持

に与える影響

*長 大介1 （1. 法政大学大学院）

[P4-17]

誤った検索による学習促進

*田中 紗枝子1、宮谷 真人2 （1. 徳島文理大学、2. 広島大

学）

[P4-18]

再認判断基準の個人差とリベレーション効果の関連

*三浦 大志1 （1. 杏林大学）

[P4-19]

再認判断と好意度評定が境界拡張の生起に及ぼす影

響

*西山 めぐみ1 （1. 人間環境大学）

[P4-20]

嗅覚刺激の再認における言語隠蔽効果

*村島 楓1、箱田 裕司1 （1. 京都女子大学）

[P4-21]

画像・単語の DRMリストにおける逆方向連想強度

の測定

*島根 大輔1、伊東 裕司1 （1. 慶應義塾大学）

[P4-22]

達成目標の操作が虚記憶の生起に及ぼす影響

*山根 嵩史1、徳岡 大2、大隅 尚広3、中條 和光1 （1. 広島

大学大学院 教育学研究科、2. 高松大学発達科学部、3.

広島修道大学人文学部）

[P4-23]

他者行為の予測の一致度が観察による行為の虚記憶

に及ぼす影響

*柏原 志保1、金山 範明2、西本 美花1、宮城 円1、楊 琬璐
1、宮谷 真人1、中尾 敬1 （1. 広島大学大学院 教育学研究

科、2. 広島大学医歯薬保健学研究院）

[P4-24]

忘れたものは後で見えづらくなるのか？

*多賀 禎1、川口 潤1 （1. 名古屋大学大学院情報学研究科心

理学講座）

[P4-25]

写真撮影が導く感情記憶の忘却

*小林 正法1,2、大竹 恵子1,2 （1. 関西学院大学、2. 応用心

理科学研究センター）

[P4-26]

記憶場面状況に応じたメタ記憶の機能の分析

*清水 寛之1 （1. 神戸学院大学人文学部）

[P4-27]

知覚課題と記憶課題における確信度

*佐藤 安里紗1、柴田 みどり2、伊藤 友一2、寺澤 悠理3、辻

幸樹1、田仲 祐登1、梅田 聡3 （1. 慶應義塾大学大学院社会

学研究科、2. 慶應義塾大学先導研究センター　論理と感性

のグローバル研究センター、3. 慶應義塾大学文学部）

[P4-28]

Enhancing semantic cognition of Japanese two-

Kanji words using transcranial direct current

stimulation

*Ryo Ishibashi1,2,5, Taiji Ueno4, Satoru Saito2, Tatsuya

Mima3, Matthew A Lambon Ralph1, Gorana Pobric1 （1.

Neuroscience and Aphasia Research Unit, University of

Manchester, 2. Division of Cognitive Psychology in

Education, Graduate School of Education, Kyoto

University, 3. Graduate School of Core Ethics and

Frontier Sciences, Ritsumeikan University, 4. Faculty of

Human Sciences, Takachiho University, 5. Human Brain

Research Center, Gradiate School of Medicine, Kyoto

University）

[P4-29]
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シンポジウム | シンポジウム

司法における確証バイアス: 認知心理学から見た問題と対応策
企画者:伊東 裕司(慶應義塾大学)、楠見 孝(京都大学) 

話題提供者:笹倉 香奈(甲南大学)、服部 雅史(立命館大学)、楠見 孝(京都大学) 

指定討論者:厳島 行雄(日本大学)
2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  シンポジウム・総会会場 (517教室)

 

一般に人がある仮説を検証しようとする際に反証事例ではなく正事例を求めてしまう傾向があることが知られて

おり，確証バイアス，あるいはポジティブテストバイアスと呼ばれている．司法における判断においてもこのよ

うな傾向は強固に見られ，特に「被疑者，被告が罪を犯した」という仮説に関して確証バイアスがはたらいた場

合，冤罪につながる可能性が非常に高い．本企画では現実の司法における判断においてどのような問題が生じて

いるのか，この問題が認知心理学とどのように関わるのか，認知心理学からどのような対応策が提案できるの

か，などについて問題を共有し，どのような考え方，研究が必要であり可能であるのかについて議論することを

目指す．
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シンポジウム | シンポジウム

〔支援隊企画ワークショップ〕公正・罰に関する心理学的研究の現状

とこれから: 行動計測アプローチと脳機能計測アプローチから
企画者:新岡 陽光(法政大学大学院人文科学研究科) 

話題提供者:森芳 竜太(東京大学)、斉藤 真由(東京大学)、福島 由依(日本大学)、新岡 陽光(法政大学) 

指定討論者:綿村 英一郎(大阪大学)
2017年6月3日(土) 13:15 〜 15:15  シンポジウム・総会会場 (517教室)

 

「人が人を裁く」とはどのようなどのような判断方略に基づくのか．その心理的背景にある公正さとは何か．こ

うした問いに対し，心理学の領域からはどのようなアプローチが可能なのか．2009年に導入されている裁判員制

度をきっかけとして，わが国においても「裁き」というテーマに対する関心が高まり，関連する研究もある程度

蓄積されてきた(e.g., 唐沢、2014; Oka, 2009; Watamura, Saeki, Niioka, &Wakebe, 2016)．それらの研究知見を

統合すると，罰を与える心理，公正さを認知する心理状態には，社会的動物であるヒトの"心"の基礎的機能が深く

関わっていることが示唆される．本ワークショップでは，主に若手の研究者を中心に，まさに今"on going"な研究

やアイデアを紹介してもらい，他者を裁くというヒトの心の神髄に迫ってみたい．加えて，近年注目されてきて

いる脳機能計測アプローチが，これまでの行動計測アプローチで明らかにできなかったどの部分を明らかにする

ことができるのかという点についての報告も踏まえ，公正・罰研究の現状と展望についてフロアの方々を交えな

がら議論を深めていきたいと考えている．
 

 



[S3]

©日本認知心理学会 

 日本認知心理学会第15回大会 

シンポジウム | シンポジウム

認知研究のアイデンティティ: 認知心理学と認知科学の交流へ向けて
企画者:本田 秀仁(東京大学)、植田 一博(東京大学) 

話題提供者:鈴木 宏昭(青山学院大学)、原田 悦子(筑波大学)、日高 昇平(北陸先端科学技術大学院大学)
2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:30  シンポジウム・総会会場 (517教室)

 

認知研究には様々なアプローチや分野があり，多様な視点から研究が行われている．例えば，認知心理学と認知

科学は研究の対象として認知を扱っているが，前者は行動実験，脳・生理計測など実験をベースとした研究が多

く，一方で認知科学では実験研究に合わせて，認知モデリングをベースとした数理・計算論的アプローチも盛ん

に行われている．認知現象の複雑さを考えれば，多様なアプローチ・分野から研究がなされることが重要であろ

う．例えば，実験研究で得られた知見を数理・計算論的視点から捉え直すといった実験アプローチと認知モデリ

ングアプローチを融合することによって認知現象の深い理解へ繋がることが期待される．しかしながら，異なる

アプローチや分野に対する理解が，例え同じ認知研究者間でも不十分であることが見受けられる．認知心理学

者・認知科学者は各々の研究に対する“アイデンティティ”を持っていると考えられるが，それぞれのアイデン

ティティを私たちはしっかりと理解できているだろうか？ そこで本シンポジウムでは認知心理学・認知科学分野

で精力的に研究を行なっている３名の先生に，ご自身の研究を紹介しながら，認知研究のアイデンティティにつ

いてご講演いただく．その上で，認知心理学・認知科学的アプローチそれぞれの利点と限界を考え，異なる分野

やアプローチの壁を越えた交流やコラボレーションをどのようにして盛んにしていくべきかを考える場とした

い．
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口頭講演 | 知覚・感性

口頭1 《知覚・感性1》
座長:小川 洋和(関西学院大学文学部総合心理科学科心理科学専修)、新国 佳祐(東北大学大学院情報科学研究科)
2017年6月3日(土) 10:00 〜 11:30  口頭発表会場1 (516教室)
 

 
目の大きさまたは位置が非対称な顔に対する美しさ評定の弁別閾 
*尾田 政臣1 （1. 立命館大学） 

   10:00 〜    10:15   

日本人女性の顔に対する印象を規定する顔形態の分析 
*中村 航洋1,2、上崎 聖子3、太田 安里3、前田 真理子3、川畑 秀明1 （1. 慶應義塾大学、2. 日本学術振

興会、3. サンスター株式会社） 

   10:15 〜    10:30   

人は人をどう検出するか 
*立花 良1,2、新国 佳祐1 （1. 東北大学、2. 日本学術振興会） 

   10:30 〜    10:45   

偽り表情認識への空間周波数情報の役割：表情分類課題による検討 
*木原 健1、武田 裕司1 （1. 産業技術総合研究所　情報・人間工学領域） 

   10:45 〜    11:00   

個人特性が情動プライミングによる不正行為の誘発に与える影響 
*高山 博司1、小川 洋和1 （1. 関西学院大学） 

   11:00 〜    11:15   

物品の熟知性が把持の正確さに及ぼす影響 
*多田 美香里1 （1. 関西福祉科学大学心理科学部） 

   11:15 〜    11:30   
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10:00 〜 10:15  (2017年6月3日(土) 10:00 〜 11:30  口頭発表会場1)

目の大きさまたは位置が非対称な顔に対する美しさ評定の弁別閾
*尾田 政臣1 （1. 立命館大学）

キーワード：印象、感度、非対称顔

顔の美しさや魅力の評定に対称性が影響することが知られている。しかし、顔写真を用いた実験では、知覚的な

条件以外に認知的な要因も加味された評定になっている可能性がある。このような影響を極力排除し、物理的な

特徴が美的評価に及ぼす影響を見るため線画の顔画像を用いた。左右対称な線画の顔の右目の大きさを拡大する

こと、および右目の水平位置を輪郭方向へずらすことで非対称性を統制し、その時の顔の美しさを評定させ

た。目の大きさはオリジナルの目の面積に対する比率を用い、目の位置は顔の中心から目の中心までの長さに対

する比率を採用した。実験の結果、目の大きさについては、男女平均で34％の拡大、目の位置では13％の増加が

美しさ評定値の低下をまねく閾値となることが明らかになった。特に目の大きさについては閾値を境に急激に評

価が落ちており、バーラインの覚醒水準モデルの釣鐘型にはなっていない。

 
 

10:15 〜 10:30  (2017年6月3日(土) 10:00 〜 11:30  口頭発表会場1)

日本人女性の顔に対する印象を規定する顔形態の分析
*中村 航洋1,2、上崎 聖子3、太田 安里3、前田 真理子3、川畑 秀明1 （1. 慶應義塾大学、2. 日本学術振興会、3. サ

ンスター株式会社）

キーワード：顔印象、顔形態、形態解析

人は他者の顔を見ると，自動的にその顔に対する多様な印象を評価する。本研究では，他者の印象を表現する際

に用いられる日常的な評価項目を用いて，日本人女性の顔に対する印象構造と，それを規定する顔形態特徴を明

らかにすることを目的とした。実験では，25名の女性がおよそ100名の女性顔について「きれいな」「いきいき

した」等，日常的に使用される顔印象の記述語について評価し，これらの印象項目の得点に対し主成分分析を

行った。その結果，第1主成分として，顔印象の情動価（positive/negative）の評価次元が得られ，全体の評価の

変動の約70%を説明可能であることが示された。さらに，顔形態の分析により，情動価の印象と共変する顔形態

が特定された。こうした結果は，日本人女性の顔に対して知覚される多様な印象は情動価から派生する部分が大

きく，情動価の印象は顔形態によって規定されていることが明らかになった。

 
 

10:30 〜 10:45  (2017年6月3日(土) 10:00 〜 11:30  口頭発表会場1)

人は人をどう検出するか
Ultra-rapid detection taskによる検討

*立花 良1,2、新国 佳祐1 （1. 東北大学、2. 日本学術振興会）

キーワード：人物検出、自然画像、ultra-rapid detection task

人間や霊長類は自然画像のような複雑な外界から、非常に速く物体の情報を抽出できる。動物などの有生物は乗

り物などの無生物に比べ、呈示時間が20msでさえ、非常に正確に認識される。本研究では、物体としての人が自

然画像内でどう検出されるかをultra-rapid detection taskを用いて検討した。実験1の自然画像評定課題で作成し

た画像を用い、実験2では、正面、横、後向きの人と乗り物を検出するultra-rapid detection taskを行い、検出に

どのような差があるかを検討した。結果から、自然画像内において横から見た人が、最も正確に検出されると明

らかになった。これにより、有生物の優位性および異なる視点による物体認識の差を支持するとともに、横から

見た人は、たとえ自然画像という複雑な状況下かつ低次視覚処理においても、より「人間らしい」情報を喚起し

速い検出を可能にすることがわかった。
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10:45 〜 11:00  (2017年6月3日(土) 10:00 〜 11:30  口頭発表会場1)

偽り表情認識への空間周波数情報の役割：表情分類課題による検討
*木原 健1、武田 裕司1 （1. 産業技術総合研究所　情報・人間工学領域）

キーワード：偽りの表情、空間周波数情報、表情分類課題

我々は、怒りを隠した作り笑いなど、本当の感情とは異なる偽りの表情を認識できる。表情認識には空間周波数

情報が重要であることから、それが偽り表情の認識に関与している可能性がある。これを検討した先行研究で

は、低・高空間周波数（LSF・HSF）情報で構成された顔画像を変化させて教示された表情を作成する課題をおこ

ない、偽りの笑顔はLSFとHSFで笑顔の強度が異なることを示した。この結果が課題に依存しないことを確認する

ため、本研究では、LSFとHSFの表情強度がランダムに組み合わされた表情を、本当の笑顔、本当の怒り顔、怒り

を偽った笑顔、笑いを偽った怒り顔の4種類に分類する課題を実施した。その結果、LSFとHSFの笑顔の強度が異

なる表情は偽りの笑顔と分類されやすいことが示された。これは、表情作成課題の結果と一致する。した

がって、我々はLSFとHSFの表情の違いから偽りの笑顔を認識していると考えられる。

 
 

11:00 〜 11:15  (2017年6月3日(土) 10:00 〜 11:30  口頭発表会場1)

個人特性が情動プライミングによる不正行為の誘発に与える影響
*高山 博司1、小川 洋和1 （1. 関西学院大学）

キーワード：道徳的判断、嫌悪感受性、不安特性

本研究の目的は、無意識的な嫌悪情動が道徳的判断に与える影響が個人特性である嫌悪感受性と特性不安に

よってどのように変化するかを明らかにすることであった。実験は性別判断課題とサイコロ課題から構成され

た。性別判断課題では、参加者に顔刺激の性別を判断させたが、その際表情顔刺激を瞬間呈示することで情動プ

ライミングを行った。サイコロ課題では、参加者は出目によって報酬が増減すると教示された上でサイコロを振

り、虚偽の報告を行える状況下で出目を自身で記録した。その結果、嫌悪プライミングを受けた場合、特性不安

高群は特性不安低群よりも不正行動の生起頻度が高くなり、嫌悪感受性高群では、嫌悪感受性低群よりもその傾

向が強かった。一方、質問紙による顕在的な嫌悪情動の上昇は見られなかった。これらの結果から、嫌悪感受性

および特性不安は相加的に嫌悪情動の強度に変化させ、その結果として道徳的判断に影響を与えることが示唆さ

れた。

 
 

11:15 〜 11:30  (2017年6月3日(土) 10:00 〜 11:30  口頭発表会場1)

物品の熟知性が把持の正確さに及ぼす影響
*多田 美香里1 （1. 関西福祉科学大学心理科学部）

キーワード：把持、熟知性、経験

日常生活用品の把持については、物品によって握りやすいと感じる配置に違いがあると考えられる。また、観察

者にとって通常は見かけることのない配置である場合よりも、通常よく使う配置である場合のほうが、判断は促

進されると言われている。日常生活で接する機会の多い対象では、把持到達運動を繰り返し行った過去の経験か

ら、その使用に応じた把持到達表象が生じるものと考えられる。そこで本研究では、日常生活における把持の経

験が多く、どの部分をどのように把持すれば良いか熟知している物品と、把持の経験が少なく、どのように把持

すれば良いかを十分に理解していない物品に対する把持の正確さについて、観察者と物品の位置関係および把持

のしやすさについて検討した。その結果、把持に対する誤反応については、把持の経験による影響が大きいこと

が示された。



[O2]

[O2-01]

[O2-02]

[O2-03]

[O2-04]

[O2-05]

©日本認知心理学会 

 日本認知心理学会第15回大会 

口頭講演 | 口頭発表: 記憶，注意，発達・教育・学習

口頭2 《記憶》
座長:川口 潤(名古屋大学大学院情報学研究科)
2017年6月3日(土) 13:15 〜 14:30  口頭発表会場1 (516教室)
 

 
自己主体感の観点で検討する自己アバタと実演効果 
*高城 雅裕1、杉森 絵里子2 （1. 早稲田大学大学院人間科学研究科、2. 早稲田大学人間科学学術院） 

   13:15 〜    13:30   

動画マニュアルはわかりやすいか？： 
*原田 悦子1、遠藤 祐樹1 （1. 筑波大学） 

   13:30 〜    13:45   

なつかしい出来事の反復想起がもたらす心理的効果 
*平子 真里絵1、川口 潤2 （1. 名古屋大学大学院 環境学研究科 心理学講座、2. 名古屋大学大学院 情報

学研究科 心理学講座） 

   13:45 〜    14:00   

高齢者と若年者における、匂いに関する自伝的記憶構造の相違 
*林 美都子1、坂 知美 （1. 北海道教育大学） 

   14:00 〜    14:15   

エピソード的未来思考が顔の再認記憶に及ぼす効果 
*堀内 孝1 （1. 岡山大学） 

   14:15 〜    14:30   
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13:15 〜 13:30  (2017年6月3日(土) 13:15 〜 14:30  口頭発表会場1)

自己主体感の観点で検討する自己アバタと実演効果
*高城 雅裕1、杉森 絵里子2 （1. 早稲田大学大学院人間科学研究科、2. 早稲田大学人間科学学術院）

キーワード：実演効果、自己アバタ、自己主体感

行為文の記銘時、実演して学習した場合は実演しなかった場合と比較して行為文の記憶成績が高まることが明ら

かになっている（実演効果：Cohen, 1981）。本研究では、自己アバタにも実演効果が見られるか否かについて

検討を行った。実験1では、自己アバタと他者アバタを登場させ、「自己」という単語と行為文が呈示された場合

には、実験参加者がキー押しをすることで自己アバタがその行為をスタートし、一方「他者」という単語と行為

文が呈示された場合には、他者アバタが勝手に行為を実行した。その結果、自己アバタが行為した文をより多く

再生した。実験2では自己アバタのみが登場し、実験参加者のペースでキー押しをし、そのタイミングで自己アバ

タが行為をスタートする場合と、遅延して行為をスタートする場合を作った。その結果、実験参加者のキー押し

と自己アバタの行為スタートが同時だった場合の行為文をより再生した。

 
 

13:30 〜 13:45  (2017年6月3日(土) 13:15 〜 14:30  口頭発表会場1)

動画マニュアルはわかりやすいか？：
組立課題における動画優位性の検討

*原田 悦子1、遠藤 祐樹1 （1. 筑波大学）

キーワード：手続き操作性、人―人工物間相互作用、動画マニュアル

近年，マニュアルの動画配信が普及しつつあるが，動画が人の学習メディアとして真に有益か否か，先行研究で

は明らかではない．本研究では，特に説明対象が「モノや手をどう動かすか」という手続き操作性の高い場合に

動画が有効になるのではないかとの仮説を持ち，またその際，情報に｢必然的に含まれる｣手や身体の効果を独立

して検討するために，3種の組立パズルを用いた実験を行った．その結果，特に３D課題において静止画に比べ動

画マニュアルの支援効果が高いこと，しかし二次元的な，「直感的ではない動き」の学習については動画優位性

は見られないこと，また一度マニュアルを見ながら課題実施した後に，マニュアルなしでテストを行う偶発学習

事態では静止画の方が優位性を示す場合があること，手の情報の効果は，手続き操作性の高低とは独立に，いず

れの場合も有効であることが示された．動画マニュアルの有効性を規定する要因について議論を行う．

 
 

13:45 〜 14:00  (2017年6月3日(土) 13:15 〜 14:30  口頭発表会場1)

なつかしい出来事の反復想起がもたらす心理的効果
主観的幸福感の向上およびその持続

*平子 真里絵1、川口 潤2 （1. 名古屋大学大学院 環境学研究科 心理学講座、2. 名古屋大学大学院 情報学研究科 心

理学講座）

キーワード：なつかしさ、反復想起、主観的幸福感

なつかしい出来事を想起すると，主観的幸福感が高まるなど心理的に良い効果が生じることが報告されてい

る。しかし，一定期間なつかしい出来事を反復想起した場合の心理的効果を調べた研究はない。そこで本研究で

は，一週間毎日なつかしい出来事を想起することによる主観的幸福感の向上およびその持続について，実験的に

検討した。具体的には，参加者を「なつかしい出来事想起群（なつかしさ群）」と「日常の出来事想起群（統制

群）」に分け，なつかしいあるいは日常の出来事を想起し記述する課題に毎日取り組んでもらい，出来事の想起

前や一度の想起後，一週間の反復想起後，時間をおいた二週間後に，主観的幸福感などを測る質問紙への回答を

求めた。その結果，なつかしさ群で，出来事の想起前より一週間の反復想起後や二週間後のほうが，主観的幸福

感が高かった。このことから，なつかしい出来事の反復想起がもたらす心理的効果やその持続性が示された。
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14:00 〜 14:15  (2017年6月3日(土) 13:15 〜 14:30  口頭発表会場1)

高齢者と若年者における、匂いに関する自伝的記憶構造の相違
*林 美都子1、坂 知美 （1. 北海道教育大学）

キーワード：プルースト現象、自伝的記憶、レミニッセンス・バンプ

日誌法により若年層の匂い記憶の特徴を明らかにした先行研究(山本,2008)を踏まえ、本研究では面接法を用い

て、高齢者層との相違を明らかとすることを目指した。若年者34名(平均年齢20.26歳)と高齢者51名(平均年齢

75.54歳)を対象としたところ、主に、以下のような相違が明らかとなった。1点目として、若年者のうち3名、高

齢者では19名が匂いを手掛かりとしたエピソード記憶が報告されず、直接確率計算の結果、高齢者は若者ほど匂

いを手がかりとしていないことが示された。次に、生まれた年齢を0、想起時の年齢を100として、自伝的記憶の

生起時期を求めたところ、若年層では平均73.5の時点、高齢層では36.0の時点での生起が最も多く、χ二乗検定

の結果、高齢者の方が相対的に人生において古いエピソードを思い出すことが示された。最後に、両層ともに

“家族”に関するエピソードが多く報告されたことが共通していた。

 
 

14:15 〜 14:30  (2017年6月3日(土) 13:15 〜 14:30  口頭発表会場1)

エピソード的未来思考が顔の再認記憶に及ぼす効果
*堀内 孝1 （1. 岡山大学）

キーワード：エピソード的未来思考、顔の再認記憶、処理水準

本研究の目的は、堀内（2016）に引き続いて、エピソード的未来思考が顔の再認記憶に及ぼす効果について検討

することである。実験参加者は女性36名であり、実験室で個別に実施された。実験は処理水準理論に準拠して計

画され、意味処理課題（顔写真の女性が活動的な性格か否かを判断）と形態処理課題（顔写真の女性の目が大き

いか否かを判断）に加えて、新たに未来思考課題（顔写真の女性と友達になった場合、うまくお付き合いできそ

うか否かを判断）が設定された。各条件のAプライム値に関して分析した結果、意味処理優位性効果が確認され

た。これは本実験が適切に実施されたことを示す傍証の一つである。本研究の主眼である未来思考課題の記憶成

績（Aプライム）であるが、意味処理課題と同程度であり、形態処理課題よりは有意に高いことが明らかと

なった。以上の結果に関して、エピソード的未来思考の符号化処理という観点から議論された。
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口頭講演 | 口頭発表: 英語

口頭英語
座長:Kwangoh Yi(Yeungnam University)、齋藤 洋典(名古屋大学大学)
2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:45  口頭発表会場1 (516教室)
 

 
The effect of embodied cognition on past memories 
*Yu Liang1 （1. Graduate School of Human Sciences of Waseda University ） 

   15:30 〜    15:45   

Neural Correlates of Action and Speech Memory Based Deception and Its
Detection: 
*Hirofumi Saito1, Chenhui Lin 2, Godai Saito3,4, Jiro Gyoba3, Yukio Itukushima5 （1. Graduate School

of Informatics, Nagoya University, 2. Graduate School of Information Science, Nagoya University, 3.

Graduate School of Arts and letters, Tohoku University, 4. Japan Society for the Promotion of

Science, 5. Graduate School of Literature and Social Sciences, Nihon University） 

   15:45 〜    16:00   

Validating an animal model of stress using a chasing robot 
*June-Seek Choi1, Ji-Hye Lee1, Sunwhi Kim1, Jungsoo Han2 （1. Korea University, 2. Konkuk

University） 

   16:00 〜    16:15   

The Neural correlates of Biomechanical Constraints In Hand Laterality
Judgment Task Performed from Other Person’ s Perspective 
*Shuang Meng1, Misato Oi2, Godai Saito3,4, Hirofumi Saito1 （1. Graduate School of Informatics,

Nagoya University, 2. Faculty of Arts and Science, Kyushu University, 3. Graduate School of Arts and

Letters, Tohoku University, 4. Japan Society for the Promotion of Science） 

   16:15 〜    16:30   

A visual half-field study for meaning process of Korean ambiguous eojeol 
*Sangyub Kim1, Soohyun Ryu1, Kichun Nam1 （1. Department of Psychology, Korea University） 

   16:30 〜    16:45   

On the Relation between the NTT Kanji data dictionary and Wikipedia 
*Shin Asakawa1 （1. Tokyo women's Christian university） 

   16:45 〜    17:00   

Development of hierarchical goal representation in the control of script
execution 
*Kaichi Yanaoka1,2, Satoru Saito1 （1. Graduate School of Education, Kyoto University, 2. Japan

Society for the Promotion of Science, Tokyo, Japan） 

   17:00 〜    17:15   

Foreign Language Learning: Learners regarded as not at risk could have
cognitive weaknesses 
*Kushiyama Kirika1 （1. Hyogo University of Teacher Education） 

   17:15 〜    17:30   

Learning effects of reading fluency training represented in keyword detection
tasks: A case study of modern Korean language 
*Yeon Joo Lee1, Young-Joo Kim2, Kichun Nam1 （1. Korea University, 2. Kyung Hee University） 

   17:30 〜    17:45   
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15:30 〜 15:45  (2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:45  口頭発表会場1)

The effect of embodied cognition on past memories
*Yu Liang1 （1. Graduate School of Human Sciences of Waseda University ）

キーワード：Memory , Recall, Embodied cognition 

It has been revealed that external stimulated manipulation of physical activity has moderating effects on

people’s emotional experiences and the decision-making procedures. (Strack &Stepper, 1988). On the

other hand, in the domain of memory study, memorytends to be different when retrieved in different

moodstates. (Congruence Hypothesis, Risking, 1983). In study 1, subjects were holding a pen in their mouths

to evoke either positive or negative emotion state; in study 2,subjects used a tear drop glasses (with without

tear dropping process) when trying to retrieve memory from their past, and the difference will be discussed

according to the memory retrieved in those two situations. As a result, in both cases, no matter when subjects

held a pen in mouth or experienced a manipulated tear, it showed that people’s memory could be

influenced when associated with an external stimulated manipulation of physical activity.

 
 

15:45 〜 16:00  (2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:45  口頭発表会場1)

Neural Correlates of Action and Speech Memory Based Deception

and Its Detection:
A Near-infrared Spectroscopy (NIRS) Study of Inter-brain Coupling Using a Feedback Task

*Hirofumi Saito1, Chenhui Lin 2, Godai Saito3,4, Jiro Gyoba3, Yukio Itukushima5 （1. Graduate School of

Informatics, Nagoya University, 2. Graduate School of Information Science, Nagoya University, 3. Graduate

School of Arts and letters, Tohoku University, 4. Japan Society for the Promotion of Science, 5. Graduate

School of Literature and Social Sciences, Nihon University）

キーワード：Lie and Detection, Speech and Action, NIRS

対面する虚偽報告者(Liar)と虚偽検出者(Detector)の脳活動の同期(coupling)現象を、近赤外分光法(NIRS)を用いて

検討した。Liarは、単独で視覚呈示された単文を「音読」するか、あるいは単文内容を右手の「動作」で表現する

ことを求められ、次に実施行動（音読、動作）の再認検査を受けた。最後にLiarは対面状況下で、各単文に付与さ

れる命令語（真実・虚偽）に応じた実施行動をキー押し判断し、直後に口頭で「音読」または「動作」しました

と報告した。例えば、ある単文に「動作」を行い、「虚偽」命令を受けると、Liarは「音読しました」と虚偽を報

告した。DetectorはLiarの報告に対する真偽判断の直後に各判断の正誤を知らされた。Detectorの虚偽検出（正

答）率は約50%であった。両者のNIRSデータは、Detectorの正答反応試行でのみ、右IFGで正の脳間相関を示し

た。

 
 

16:00 〜 16:15  (2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:45  口頭発表会場1)

Validating an animal model of stress using a chasing robot
*June-Seek Choi1, Ji-Hye Lee1, Sunwhi Kim1, Jungsoo Han2 （1. Korea University, 2. Konkuk University）

キーワード：Stress, Animal model, Predatory threat

We have developed a novel stress model with high ecological validity using a chasing robot. To emulate

predatory threat, rats were repeatedly chased by a fast-approaching robot in an inescapable, donut-shaped

circular maze. In Exp. 1, validity of the chasing stress model was tested by measuring the plasma

corticosterone(CORT) level and freezing and ultrasonic vocalization (USV). In Exp. 2, rats were tested for the

memory of the chasing stress and sensitivity to another aversive situation, three weeks later. The results

demonstrated that a distinctive pattern of stress responses and long-term sensitization of defensive response
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in subsequent aversive events could emerge following chasing stress by a fast-approaching artificial object

that emulates an attacking predator. The new stress paradigm would open up a new possibility to investigate

how an evolutionarily preserved defensive system mediates stress response and related psychopathology.

 
 

16:15 〜 16:30  (2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:45  口頭発表会場1)

The Neural correlates of Biomechanical Constraints In Hand

Laterality Judgment Task Performed from Other Person’ s

Perspective
A Near-Infrared Spectroscopy Study

*Shuang Meng1, Misato Oi2, Godai Saito3,4, Hirofumi Saito1 （1. Graduate School of Informatics, Nagoya

University, 2. Faculty of Arts and Science, Kyushu University, 3. Graduate School of Arts and Letters, Tohoku

University, 4. Japan Society for the Promotion of Science）

キーワード：other person's perspective, hand laterality judgment task, NIRS

手の左右判断課題(HLJ)において1人称視点(1PP)を用いた先行研究は、その左右判断が手の回転への生体力学的制

約を受けること(BC効果)を示す。我々は、三人称視点(3PP)からの手の左右判断もBC効果を示すことを検討するた

めに、近赤外分光法（NIRS）を用いて前頭前皮質(PFC）の賦活を計測した。右利きの参加者は、回転された手の

図が自分のあるいは他人の左手か右手かを判断した（1PP vs.3PP群）。参加者の誤答率に基づき、両群は誤答下

位群(EsG)と非誤答（正答）下位群とに分けられた。3PP群のEsGに対するNIRS分析結果は左PFCで手の左右判断

と回転角度とに交互作用を示した。特に1PP群と3PP群間でEsGの左PFCの賦活は左手図形に対して、有意な交互

作用を示した。これらの実験の結果は、生体力学的制約が自己視点1PPからと同様に他者視点3PPからHLJに影響

することを示す。

 
 

16:30 〜 16:45  (2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:45  口頭発表会場1)

A visual half-field study for meaning process of Korean ambiguous

eojeol
*Sangyub Kim1, Soohyun Ryu1, Kichun Nam1 （1. Department of Psychology, Korea University）

キーワード：eojeol, visual half-field study, ambiguity advantage effect

The purpose of this visual half-field study is to investigate the effect of ambiguity advantage effect and

frequency effect on hemispheric functions that affect the semantic processing of an ambiguous eojeol, which

is the basic unit of Korean sentences. As a result of the experiment, the ambiguity advantage effect and

frequency effect appeared when the ambiguous eojeols was presented in the left visual field(right

hemisphere). It is suggested that the activation of subordinate semantics of the ambiguous eojeol appears in

the right hemisphere and the process of selecting appropriate meaning among the subordinate semantics of

the ambiguous eojeol appear in the left hemisphere.

 
 

16:45 〜 17:00  (2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:45  口頭発表会場1)

On the Relation between the NTT Kanji data dictionary and

Wikipedia
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*Shin Asakawa1 （1. Tokyo women's Christian university）

キーワード：word2vec, semantics, vector space models

The NTT Kanji database (Aman and Kondo, 1999) is one of the most popular kanji datasets. However, it has

been long ever since it published. The word2vec (Mikolov, et al., 2013) was proposed based on large

vocabulary dataset. In spite of their popularity, any comparisons have not been tried so far. We tried to figure

out differences between them in terms of several ways.

 
 

17:00 〜 17:15  (2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:45  口頭発表会場1)

Development of hierarchical goal representation in the control of

script execution
*Kaichi Yanaoka1,2, Satoru Saito1 （1. Graduate School of Education, Kyoto University, 2. Japan Society for

the Promotion of Science, Tokyo, Japan）

キーワード：Script, Goal representation, Preschoolers

日常生活で繰り返される出来事の行動系列に関する知識のことをスクリプト (Schank &Abelson, 1977) と呼

ぶ。現実の生活では, 子どもたちは様々な妨害に対して, スクリプトを柔軟に実行する必要がある。しかし, 先行研

究ではこうしたスクリプトの柔軟な実行がどのようなプロセスでなされるのか明らかにされていない。そこで, 本

研究ではスクリプト実行中の階層的目標表象の保持能力の発達と実行機能との関連を検討することを目的とし

た。こうした目的を, 幼児80名を対象に, 人形を幼稚園に行くための服に着替えさせる人形課題を用いて検討し

た。結果, スクリプトの柔軟な実行は, 階層的目標表象の保持能力の発達に依拠していることが示唆された。また,

スクリプトの柔軟な実行と抑制能力が関連することも示された。

 
 

17:15 〜 17:30  (2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:45  口頭発表会場1)

Foreign Language Learning: Learners regarded as not at risk could

have cognitive weaknesses
*Kushiyama Kirika1 （1. Hyogo University of Teacher Education）

キーワード：PASS (Planning, Attention, Simultaneous and Successive) Theory of Intelligence, foreign

language learning, cognitive variety

この研究は、知的障害がないと特定されている学習者が認知的な弱さを抱える可能性があるかどうか、外国語学

習の観点から質的に調査するよう設計された。定型発達の日本人大学生7人が、PASS（プランニング、注意、同

時処理、継次処理）理論をもとにしたDN-CAS認知評価システムを含む複数の認知テストバッテリーで慎重に測定

された。同時に、音韻意識や疑似語など英語の基本的な英語の読みスキルも測定された。この研究により、一部

の学生が認知処理間で統計的に有意なディスレパンシーを示すことが明らかになった。認知処理間のディスクレ

パンシーは特異的学習障害の兆候と見なされるものである。学生らは実際のところ、学習における自らの弱さを

程度の差はあれど認識していた。このことは、学生がリスクありとみなされていない場合でも、あらゆる教育段

階の教室環境で認知的に多様性があることを考慮する必要があることを示している。

 
 

17:30 〜 17:45  (2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:45  口頭発表会場1)

Learning effects of reading fluency training represented in

keyword detection tasks: A case study of modern Korean language
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*Yeon Joo Lee1, Young-Joo Kim2, Kichun Nam1 （1. Korea University, 2. Kyung Hee University）

キーワード：keyword detection task, modern Korean language, reading fluency

The present study aimed to verify the reliability of our revised keyword detection tasks as effective training

tools for improving reading fluency of modern Korean language. The tasks consist of two types: keyword-

picture matching (KPMT), and keyword-target detection task (KTDT). For KPMT, participants were to read

three phrases at each trial, and to decide whether the picture semantically matched one of the words in the

previous phrases. After KPMT, the participants performed KTDT; this time, the picture stimuli were converted

to words, ceteris paribus. In pilot test, learning effects were not found significant (p=0.2; <0.05). The

expected root causes of the result include a small number of participants (5), and stimuli (20 sentences per

task). In this way, we predict that our data can be compensated by adding more participants and stimuli in

the subsequent experiment.
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口頭講演 | 感情・動機

口頭3 《感情・動機》
座長:楠見 孝(京都大学教育学研究科)、乾 敏郎(追手門学院大学)
2017年6月3日(土) 13:15 〜 14:45  口頭発表会場2 (515教室)
 

 
観察者の生理指標を用いた他者感情価推定の予測モデル 
*山添 貴志1、前川 亮1、朝倉 暢彦1、乾 敏郎1 （1. 追手門学院大学心理学部） 

   13:15 〜    13:30   

情動的共感が他者感情推定時の身体状態に及ぼす効果 
*前川 亮1、成山 雄也1、朝倉 暢彦1、乾 敏郎1 （1. 追手門学院大学 心理学部） 

   13:30 〜    13:45   

自己報告型の共感性が共感正確性課題に及ぼす影響 
*難波 修史1、松田 聖顕1、宮谷 真人1、中尾 敬1 （1. 広島大学） 

   13:45 〜    14:00   

アイオワギャンブル課題における健常者の選択行動のクラスタ分析 
*朝倉 暢彦1、乾 敏郎1 （1. 追手門学院大学） 

   14:00 〜    14:15   

動機づけの量的側面の動的変化を捉える実験パラダイムの提案 
*市村 賢士郎1、長谷部 育恵1、市村 晴香2、西澤 園子2、宮一 愛美2、後藤 崇志3、楠見 孝1 （1. 京都大

学大学院教育学研究科、2. 京都大学教育学部、3. 京都大学高等教育研究開発推進センター） 

   14:15 〜    14:30   

作品舞台の旅“聖地巡礼”における没入感 
*楠見 孝1、米田 英嗣1 （1. 京都大学） 

   14:30 〜    14:45   
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13:15 〜 13:30  (2017年6月3日(土) 13:15 〜 14:45  口頭発表会場2)

観察者の生理指標を用いた他者感情価推定の予測モデル
*山添 貴志1、前川 亮1、朝倉 暢彦1、乾 敏郎1 （1. 追手門学院大学心理学部）

キーワード：他者感情推定、体現的シミュレーション、模倣

他者感情推定のモデルとして，観察者が他者と同様な生理状態になることで感情を推定するという体現的シ

ミュレーション仮説が提唱されているが，他者の感情表出率の影響については十分に明らかにされていな

かった。そこで本研究は，物理的な表情の変化量であるモーフィング率と観察者の生理反応の関連を検討し

た。実験では，中性表情からモーフィングされた幸福または怒り表情が表出している感情価と覚醒度を参加者に

推定させ，課題中の生理反応を測定した。各表情画像の平均的な生理的変化を説明変数，各表情画像の平均感情

価推定値を目的変数とした重回帰分析の結果，皺眉筋活動，大頬骨筋活動，および心拍変動は感情価推定値を有

意に予測した。以上より，すべてのモーフィング率の感情価推定値を観察者の生理的変化が予測する傾向がみら

れたので，体現的シミュレーションによる自己の生理的変化は他者の感情表出率に対応する可能性が示唆され

た。

 
 

13:30 〜 13:45  (2017年6月3日(土) 13:15 〜 14:45  口頭発表会場2)

情動的共感が他者感情推定時の身体状態に及ぼす効果
*前川 亮1、成山 雄也1、朝倉 暢彦1、乾 敏郎1 （1. 追手門学院大学 心理学部）

キーワード：情動的共感、感情推定、生体信号

他者感情の推定時に自分の中に相手と同じ感情を生じ、感情を共有することで行う感情推定を共感的な感情理解

という。この共感感情の生起を、ミラーニューロンの働きによって生じる身体状態の模倣によって説明する試み

がなされているが、まだ十分な証拠は得られていない。本研究では特に共感性の個人差に着目し、共感性の高低

が模倣的な身体状態の変化に及ぼす影響を検討した。実験参加者は感情推定課題を行い、その際の表情筋活

動・心拍・発汗・皮膚温を記録した。さらに質問紙によって共感性を評価し、身体状態の変化と比較した。その

結果、共感性の高い群では模倣的な身体状態の変化がほとんど見られなかったのに対し、共感性の低い群では感

情推定値と身体状態の間に相関関係がみられた。この結果は、ミラーニューロンの働きが社会的文脈によって抑

制されるという知見と一貫しており、共感性の高い参加者はより抑制制御に優れていると考えられる。

 
 

13:45 〜 14:00  (2017年6月3日(土) 13:15 〜 14:45  口頭発表会場2)

自己報告型の共感性が共感正確性課題に及ぼす影響
*難波 修史1、松田 聖顕1、宮谷 真人1、中尾 敬1 （1. 広島大学）

キーワード：共感正確性、共感、想像性

他者の内的状態を正確に推量する能力を共感正確性という (Ickes, 2001)。本研究では，対話している人物の情動

的な内的状態を推量する課題と認知的な内的状態を推量する課題の２種類の課題で測定される共感正確性と自己

報告型の共感性との関連を検討した。いずれの共感正確性課題においても，登場人物に自分を置き換えて想像す

る能力が相手の内的状態を正しく推量するのに重要であることが示唆された。さらに，思考のようなより認知的

な状態を推量する課題は自己との体験を切り離して相手の立場に自身を置く，ということが正確性と関連する可

能性が示され，より情動的な状態を推量する課題では相手の情動体験を模倣し共有してしまう情動伝染的なメカ

二ズムが重要である可能性が示された。今後の研究では，異なる推量対象に対する共感正確性と自己報告型の共

感性との関連を検討することで本結果の頑健性について検討していく必要があると考えられる。
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14:00 〜 14:15  (2017年6月3日(土) 13:15 〜 14:45  口頭発表会場2)

アイオワギャンブル課題における健常者の選択行動のクラスタ分析
*朝倉 暢彦1、乾 敏郎1 （1. 追手門学院大学）

キーワード：アイオワギャンブル課題、選択行動、クラスタ分析

意思決定の神経心理学的検査に用いられているアイオア・ギャンブル課題に対して，健常者が必ずしも最適な選

択行動をとらないことが近年報告されている．本研究では，この課題の公開データベースに対してモデルベース

のクラスタ分析を行い，健常者の特徴的な選択パターンを同定することを試みた．405名の実験参加者の課題終盤

の選択パターンに対して混合多項分布を用いたクラスタ分析を行い，周辺完全尤度を用いた情報量基準で最適な

クラスタ数を決定したところ，12個の選択パターンが同定された．その中で選択肢のもつ長期的な利益に基づい

た選択パターンを示すのは全体の25%程度に過ぎず，半数以上が損失の頻度の低い選択肢を選好する選択パ

ターンであった．さらに，その後者の選択パターンは，期待効用の最大化による合理的決定方略ではなく，各選

択肢から得られる報酬確率に基づいた確率マッチングの方略に対応するものであることが明らかとなった．

 
 

14:15 〜 14:30  (2017年6月3日(土) 13:15 〜 14:45  口頭発表会場2)

動機づけの量的側面の動的変化を捉える実験パラダイムの提案
*市村 賢士郎1、長谷部 育恵1、市村 晴香2、西澤 園子2、宮一 愛美2、後藤 崇志3、楠見 孝1 （1. 京都大学大学院教

育学研究科、2. 京都大学教育学部、3. 京都大学高等教育研究開発推進センター）

キーワード：動機づけの量的側面、実験パラダイム、報酬の操作

動機づけには，期待や価値のような質的側面だけでなく，エネルギー性を持って動的に変化する量的側面があ

る。量的側面は一般に課題の持続性や反応時間から推側されるが，これらの方法は課題中の動的変化を十分に捉

えられていない。本研究は量的側面の動的変化をより直接的に測定する実験パラダイムを考案し，報酬を用いた

実験操作の効果を検討した。この課題では，実験操作前に両手で1試行ずつ，実験操作後に両手交互に3試行ずつ

30秒間握力を発揮する。実験操作の前後のパフォーマンス変化を95%信頼区間の重なりから比較することで，量

的側面の動的変化を推測する。今回の実験では50名の参加者に言語報酬または金銭報酬を提示する操作を施し

た。結果，言語報酬は30秒間全体の握力を持続的に向上させ，金銭報酬は報酬確定後からの握力を一時的に向上

させる傾向がみられた。実験結果を踏まえ，本実験パラダイムの動機づけ研究への寄与について論じる。

 
 

14:30 〜 14:45  (2017年6月3日(土) 13:15 〜 14:45  口頭発表会場2)

作品舞台の旅“聖地巡礼”における没入感
*楠見 孝1、米田 英嗣1 （1. 京都大学）

キーワード：没入感、物語理解、旅行

日本全国の18歳から79歳の800人に対象にweb調査で、作品舞台を旅する「聖地巡礼」行動における作品世界へ

の没入感を検討した．質問項目としては、物語理解における没頭尺度，移入尺度を旅行行動に対応するように改

良し、あわせて、懐かしさ傾向、旅行行動などを測定した．その結果、アニメの作品舞台の旅行者は、小説舞台

の旅行者に比べて，場面既知感が高いこと，場面既知感と作品世界への没入は相関が高いことが明らかに

なった。
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口頭講演 | 社会的認知

口頭4 《社会的認知》
座長:有賀 敦紀(広島大学大学院総合科学研究科)、米田 英嗣(京都大学)
2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:15  口頭発表会場2 (515教室)
 

 
性格特性が観察行動と顔の印象形成に与える影響 
*ジョ キョウテツ1、川端 良子1、松香 敏彦1 （1. 千葉大学） 

   15:30 〜    15:45   

運動能力と共感性が時間産出に及ぼす効果 
*米田 英嗣1、ヒル エリザベス2 （1. 京都大学白眉センター、2. ロンドン大学ゴールドスミス校） 

   15:45 〜    16:00   

主体感の顕在・潜在指標の関連 
*今泉 修1,2、丹野 義彦1 （1. 東京大学、2. 日本学術振興会） 

   16:00 〜    16:15   

選択のオーバーロード現象の再現性 
*有賀 敦紀1 （1. 広島大学） 

   16:15 〜    16:30   

水の濁り判断と射流洪水の確率判断における後知恵バイアス 
*山 祐嗣1、秋田　真志2、川崎 拓也2 （1. 大阪市立大学、2. しんゆう法律事務所） 

   16:30 〜    16:45   

姿勢の乱れは運転の乱れ：シートポジションと向社会的行動の関係 
*谷郷 力丸1、永井 聖剛2、西崎 友規子1 （1. 京都工芸繊維大学、2. 立命館大学） 

   16:45 〜    17:00   

他者受容性が自動運転システムの音声案内への反応に与える影響 
*久保 克弘1、村田 義人1、山本 景子1、西崎 友規子1 （1. 京都工芸繊維大学） 

   17:00 〜    17:15   
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15:30 〜 15:45  (2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:15  口頭発表会場2)

性格特性が観察行動と顔の印象形成に与える影響
*ジョ キョウテツ1、川端 良子1、松香 敏彦1 （1. 千葉大学）

キーワード：顔の印象、性格特性、眼球運動

本研究は、観察者の性格特性が顔の印象評定と観察行動に与える影響について検討することを目的とし、二つの

分析を行った。分析１では、行動実験で得られた眼球運動と性格特性のデータをもとに、複数のモデルを比較し

説明力の高い階層的ベイズモデルを選出した。その結果、観察行動は(a)観察者の性格特性と(b)観察者と被観察者

の性別を含むモデルが適切であることが示された。一方、顔への印象評定は性別情報を含まないモデルがより適

切であることが示された。具体的には、外向性と協調性は性格特性のみ、向上心、神経質と好奇心は観察行動の

みを含むモデルが高い説明力を持つことが示された。分析２では、選出されたモデルを用いて詳細な検証を

行った。その結果、目、口、眉への観察行動は観察者の性格特性と性別情報に強く関係することが示された。印

象評定項目では向上心、神経質と好奇心には口や眉の観察行動が影響していることが示された。

 
 

15:45 〜 16:00  (2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:15  口頭発表会場2)

運動能力と共感性が時間産出に及ぼす効果
発達性協調運動障害の成人を対象にした検討

*米田 英嗣1、ヒル エリザベス2 （1. 京都大学白眉センター、2. ロンドン大学ゴールドスミス校）

キーワード：時間産出、共感性、発達性協調運動障害

発達性協調運動障害とは、日常生活における協調運動が、本人の年齢や知能に応じて期待されるものよりも不正

確であるという神経発達障害であり(American Psychiatric Association, 2013)、自閉スペクトラム症との併発が

多いことが知られている。本研究では、運動巧緻性と共感性が、時間産出の正確さを予測すると考え、発達性運

動障害の成人21名、定型発達の成人21名を対象に実験を行った。時間産出課題の成績を目的変数とした重回帰分

析を行った結果、運動巧緻性の低さと情動的共感の低さが時間産出の不正確さと関連することがわかった。ま

た、自閉スペクトラム症得点を共変量とした共分散分析を行った結果、自閉症傾向が高いほど、時間産出が不正

確であることがわかり、時間産出が不正確な原因は、発達性協調運動障害の特性自体よりも、併存する自閉スペ

クトラム症の特性が関連していることが明らかになった。

 
 

16:00 〜 16:15  (2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:15  口頭発表会場2)

主体感の顕在・潜在指標の関連
*今泉 修1,2、丹野 義彦1 （1. 東京大学、2. 日本学術振興会）

キーワード：自己、行為、時間

行為の自己帰属感 (主体感) は，行為とそれが予測する感覚結果との一致から生じる。主体感の顕在指標として主

観評定が用いられ，潜在指標として行為と結果の時間間隔が実際より短く推定されるIntentional bindingの量が用

いられてきた。本研究は，行為と感覚結果の時間的一致性によって主体感を操作した際の顕在・潜在指標の関連

を調べた。参加者は，キー押下後に数種の遅延をともなって呈示される音を聴き，自らが音を鳴らしたと感じた

程度を評定し，キー押下と音の時間間隔を推定した。結果，遅延が増すと評定値とIntentional binding量はともに

減った。音の遅延量を独立変数とした評定値とIntentional binding量それぞれの線形回帰の傾きは，正の相関を示

した。これらの結果は，顕在・潜在的な主体感が行為と結果の時間的一致性に共通基盤をもつことを示唆する。

 
 



[O4-04]

[O4-05]

[O4-06]

©日本認知心理学会 

 日本認知心理学会第15回大会 

16:15 〜 16:30  (2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:15  口頭発表会場2)

選択のオーバーロード現象の再現性
*有賀 敦紀1 （1. 広島大学）

キーワード：選択のオーバーロード、認知負荷、消費者行動

商品選択肢が多くなるほど，消費者の購買率や満足度は低下することが報告されている。この現象は「選択の

オーバーロード現象」と呼ばれ，過剰な選択肢が消費者の認知負荷を高め，その結果として購買行動を阻害する

ことを示している。しかし，この現象の再現性については疑問視されているのが現状である。本研究は，参加者

の認知負荷を実験的に操作して，この現象の再現を試みた。まず参加者は，空間的に配置された選択肢の中から

好みの選択肢ベスト3を決めるという順位づけ課題を行った。その結果，選択肢の多寡は順位づけに対する満足度

に影響を与えなかった(実験1)。しかし，選択肢を逐次的に呈示して参加者の認知負荷を高めたところ，選択肢が

多い条件において順位づけに対する満足度は低下し，選択のオーバーロード現象が生じた(実験2)。以上の結果

は，選択のオーバーロード現象が認知負荷の高い状況において再現可能であることを示している。

 
 

16:30 〜 16:45  (2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:15  口頭発表会場2)

水の濁り判断と射流洪水の確率判断における後知恵バイアス
裁判の証言ための検証実験

*山 祐嗣1、秋田　真志2、川崎 拓也2 （1. 大阪市立大学、2. しんゆう法律事務所）

キーワード：後知恵バイアス、確率判断、裁判事例

3名の幼稚園教諭が園児を川べりに連れて行ったら射流洪水が起き、1名の園児が死亡した。焦点は、この被告ら

が射流洪水を予測できたかどうかである。本実験は人々がこの裁判事例で後知恵バイアスを受けるかどうかであ

る。大学生が射流洪水の前に実際に撮られた写真を提示され、水の濁りを7件法で評定し、その後に射流洪水が起

きる確率を推定した。結果条件の参加者は、実際に射流洪水が起きて犠牲者があったことが告げられた。結果条

件の参加者は、統制条件の参加者よりも、水がより濁っていると評定し、確率も高く判断した。人々は、この知

覚判断と確率判断で後知恵バイアスを受けやすいと結論づけられる。

 
 

16:45 〜 17:00  (2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:15  口頭発表会場2)

姿勢の乱れは運転の乱れ：シートポジションと向社会的行動の関係
*谷郷 力丸1、永井 聖剛2、西崎 友規子1 （1. 京都工芸繊維大学、2. 立命館大学）

キーワード：身体化された認知、運転行動、共感性

運転行動は，歩行者や他車両とのインタラクションなど社会的な情報処理が必要であり，日常生活において他者

に対する共感性が低いドライバは，運転時においても他者／他車両へ配慮する割合が低いことが明らかになって

いる（西崎ら，2012）．本研究では身体化された認知（Embodied Cognition）の概念を用い，運転姿勢を変え

ることにより，信号のない横断歩道上の走行など社会的な配慮を要する運転場面において，運転行動に変化が見

られるか否かドライビングシミュレータを用いた実験によって検討した．また，共感性の個人差が姿勢に及ぼす

影響についても検討を加えた．その結果，社会的な行動を要する運転場面のうち，近くに歩行者や他車両が存在

する運転場面において，拡張姿勢が収縮姿勢よりも速度が高くなるなど，他者への配慮が低下した運転となるこ

とが分かった．しかし，共感性の個人差による差異についてはさらなる検討が必要である．

 
 

17:00 〜 17:15  (2017年6月3日(土) 15:30 〜 17:15  口頭発表会場2)
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他者受容性が自動運転システムの音声案内への反応に与える影響
*久保 克弘1、村田 義人1、山本 景子1、西崎 友規子1 （1. 京都工芸繊維大学）

キーワード：運転行動、個人差、他者受容性

全自動運転走行システムの現実的な到達点として，システムが指示した場合にのみドライバが手動に切り替えて

運転するという準自動走行システムが想定できる．ドライバがシステムからの切替案内にスムーズに応じるか否

かは，他者受容性や機械への信頼感等，複数の特性によって異なることが考えられる． 

 

そこで，普通免許を所持する大学生40人を対象にドライビングシミュレータを用いた実験を行った．自動運転開

始と同時に，参加者は運転とは異なる課題（計算課題）に集中することが求められた．一定時間経過後に，音声

によって切替案内が提示され，その反応時間と切替後の運転安全性の変化を分析した． 

 

その結果，他者受容性が高いドライバは受容性が低いドライバに比べて，切替後の運転安全性が有意に低く

なった．切替案内に従順に従うことによって，ドライバ自身で安全走行を確認しにくくなった可能性が考えられ

る．
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ポスター講演 | ポスター発表: 注意, 発達・教育・学習

ポスター1 《注意, 発達・教育・学習》
2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1 (524教室)
 

 
足し算と引き算が空間的注意に及ぼす影響 
*八木 佑都1、入戸野 宏1、篠原 一光1 （1. 大阪大学大学院人間科学研究科） 

視空間注意と焦点的注意の関連性 
*加藤 公子1、吉崎 一人1 （1. 愛知淑徳大学） 

注意の瞬きにおける恐怖顔と嫌悪顔の影響の時間的異方性 
*竹島 康博1 （1. 同志社大学心理学部） 

怒っていても怖いとは限らない 
*井関 龍太1 （1. 大正大学） 

視線手がかり課題における表情と不安傾向の影響 
*辻 幸樹1、柴田 みどり2、梅田 聡3 （1. 慶應義塾大学大学院社会学研究科、2. 慶應義塾大学先導研究セ

ンター、3. 慶應義塾大学文学部） 

マルチメディア学習におけるワーキングメモリと注意誘導キュー 
*鈴木 千尋1、中村 美智子1 （1. 公立はこだて未来大学） 

凶器からの注意解放 
*丹藤 克也1 （1. 愛知淑徳大学） 

凶器注目効果における凶器への注意の捕捉に文脈は無関係？ 
*武野 全恵1,2、北神 慎司1 （1. 名古屋大学大学院情報学研究科、2. 日本学術振興会） 

閾下提示された他者の視線方向は選好判断に影響する 
*満田 隆1、正木 脩太1 （1. 立命館大学） 

反応頻度の偏りが遂行成績を変化させる 
*渡辺 友里菜1,2、吉崎 一人3 （1. 愛知淑徳大学大学院心理医療科学研究科、2. 日本学術振興会、3. 愛知

淑徳大学心理学部） 

幼児期の視覚と触覚の感覚間連合の発達と色の温度感の関係 
*川口 めぐみ1 （1. 駒澤学園駒沢女子短期大学） 

私たちは、どのように折り紙を折っているのか？(１９） 
*丸山 真名美1 （1. 至学館大学） 

日本人乳児における/b-g/および/l-r/の弁別 
*秋元 頼孝1、高橋 美樹1、山根 直人1、柴田 奈津美1、幡野 由理1、森島 三那子2、山田 玲子3、馬塚 れ

い子1 （1. 理化学研究所BSI言語発達研究チーム、2. 奈良県立医科大学、3. 国際電気通信基礎技術研究

所） 

成人の「研究」概念 
*高橋 秀明1 （1. 放送大学） 

大学における感情知性（ EI）教育効果の検討 
*小松 佐穂子1 （1. 徳山大学） 

認知心理学的実験手法を援用した情報モラル教育の授業実践 
*田中 孝治1、三輪 穂乃美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系、2. 関西

大学大学院総合情報学研究科） 

大学生の達成目標とテスト観がテスト関連思考に及ぼす影響 
*中川 華林1 （1. 法政大学大学院人文科学研究科） 

中学生の学習動機と内申書との関係 
*佐山 公一1、関口 椋太2 （1. 小樽商科大学、2. 海星学院高等学校） 
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動画マニュアルの優位性は高齢者にも見られるか？(1) 
*川上 凜1、田中 伸之輔2、長澤 裕太郎1、遠藤 祐輝1、原田 悦子3 （1. 筑波大学人間学群心理学類、2.

筑波大学大学院人間総合科学研究科、3. 筑波大学人間系） 

動画マニュアルの優位性は高齢者にも見られるか？（2） 
*田中 伸之輔1、川上 凜2、長澤 裕太郎2、遠藤 祐輝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） 
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(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

足し算と引き算が空間的注意に及ぼす影響
*八木 佑都1、入戸野 宏1、篠原 一光1 （1. 大阪大学大学院人間科学研究科）

キーワード：空間的注意、心的計算、心的数直線

数字の大小と空間位置には対応があることが知られている。小さい数字は空間の左側や下側と，大きい数字は空

間の右側や上側と対応することが多い。本研究は，画面上の変化（ターゲット）を検出する課題を用い，暗算中

の空間的注意の分布について検討した。大学生20名に，画面中央に呈示される１桁同士の足し算または引き算を

暗算で行うように求めた。計算の途中に，画面周辺の8つの場所に提示されたXがひとつだけNに変化した。変化

に気づいたら即座にボタンを押し，最後に計算の答えを口頭で報告してもらった。実験の結果，足し算遂行時に

は，ターゲットが画面上部に提示されたときの方が，画面下部に提示されたときよりも検出時間が短かった。引

き算ではそのような傾向はなかった。ターゲット位置の左右は，足し算，引き算ともに検出時間に影響しな

かった。以上より，加算するという心的操作は上方向に空間的注意を誘導することが示唆された。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

視空間注意と焦点的注意の関連性
高齢者を対象として

*加藤 公子1、吉崎 一人1 （1. 愛知淑徳大学）

キーワード：視空間注意、注意の焦点化、高齢者

本研究は高齢者における視空間注意と注意の焦点化との関連性を検討した。65歳以上の21名の右手利き高齢者を

対象に視覚手がかり法と注意機能検査（D-CAT）を行った。視覚手がかり法において，各試行では左あるいは右

に視線を向けた顔線画が画面中央に呈示され，続いてターゲットが左右いずれかの視野に呈示された。参加者は

ターゲットが呈示された位置をボタン押しにより報告するよう要求された。D-CATでは指定された数字をできる

だけ速く正確に斜線で消すことが要求された。視覚手がかり法で観察されるCue効果およびIOR効果と，D-CAT作

業量との相関関係をみると，作業量が多いほどSOA700 msのCue効果は小さく，IOR効果は大きくなることが示

された。本研究結果は，高齢者における視空間注意制御は注意の焦点化が基礎となっている可能性を示唆する。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

注意の瞬きにおける恐怖顔と嫌悪顔の影響の時間的異方性
*竹島 康博1 （1. 同志社大学心理学部）

キーワード：ネガティブ感情、表情刺激、注意の瞬き

表情刺激による視覚的注意への影響の研究では，表情の違いによって注意の様々な側面に影響を与えることが報

告されている。その中で時間的側面においては，恐怖顔と嫌悪顔を先行提示することによって，注意の瞬きに異

なる影響を与えることが報告されている。一方で，両表情刺激を視覚刺激系列内で提示する方法による視覚的注

意に与える影響の時間的差異の検討は行われていない。本研究では，第1標的（T1）として恐怖顔，嫌悪顔，中性

顔を提示し，第2標的（T2：中性顔）の同定成績を表情刺激間で比較した。実験の結果，Lag-1ではT1が嫌悪顔の

時のT2の正答率が一番高くなっていた。一方，Lag-6およびLag-10では，T1が恐怖顔の時のT2の正答率が一番高

くなっていた。したがって，恐怖顔と嫌悪顔では，後続に提示される顔刺激の処理における注意資源の利用に対

して，時間的に異なる影響を与えることが示された。
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(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

怒っていても怖いとは限らない
赤ちゃんと成人の顔における怒り優位効果

*井関 龍太1 （1. 大正大学）

キーワード：怒り優位効果、脅威度、視覚探索

表情探索課題において怒り顔は他の顔よりも速く検出されると言われている。この怒り優位効果は脅威刺激に対

する警戒反応の一種として解釈できる。しかし，怒り顔は必ずしも脅威を生むとは限らない。怒りと脅威のそれ

ぞれの要因の効果を検討するため，よく用いられる成人の顔画像に加えて，怒りが表現されていても脅威度の低

い赤ちゃんの顔画像を用いて表情探索課題を行った。標的刺激と妨害刺激のそれぞれに対する脅威度の評定値を

共変量として分析を行ったところ，以下のことが明らかになった。まず，標的刺激の脅威度は刺激の種類にかか

わらず反応時間を短くした。一方，妨害刺激の脅威度は刺激の種類に関わらず反応時間を遅延させた。さら

に，これらの脅威度を統制した状態で，画像の種類と表情の交互作用がみられた。成人の顔では幸福顔のほうが

怒り顔よりも反応時間が短かったのに対し，赤ちゃんの顔では怒り顔のほうが幸福顔よりも反応時間が短

かった。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

視線手がかり課題における表情と不安傾向の影響
*辻 幸樹1、柴田 みどり2、梅田 聡3 （1. 慶應義塾大学大学院社会学研究科、2. 慶應義塾大学先導研究センター、3.

慶應義塾大学文学部）

キーワード：視線手がかり効果、表情、不安

視線を手がかりとしたPosner課題を視線手がかり課題と呼び，一般に手がかり刺激の恐怖表情や観察者の高不安

傾向で手がかり効果が増大するとされるが，背景には視線と表情が持つ社会的シグナルの働きがあると考えられ

る。本研究では接近―逃避の対照的なシグナルを持つ怒りと恐怖の表情で視線手がかり課題を行い，状態不安得

点で参加者を群分けして課題成績を分析した。その結果，視線と標的の一致性，表情，不安傾向の三要因間で二

次の交互作用を得た。下位検定では，一致条件による注意促進が高不安の恐怖表情で高まるが低不安では逆に怒

りで高く，低不安・恐怖では促進よりも不一致での抑制効果の方が大きい等の結果を得た。本研究の結果は，恐

怖表情や高不安が手がかり効果を単純に促進するのではなく，視線と表情の組合せで異なる社会的シグナル機能

が観察者の性格傾向との関係で異なる影響を受け，注意誘導効果の増減となって表れることを示唆する。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

マルチメディア学習におけるワーキングメモリと注意誘導キュー
*鈴木 千尋1、中村 美智子1 （1. 公立はこだて未来大学）

キーワード：マルチメディア学習、注意誘導キュー、ワーキングメモリ

言語と図の両方で情報が提示されるマルチメディア学習において，教材内の重要情報に学習者の注意を誘導する

キューは，内容理解を促す手段の一つとされている（Mayer, 2014）．本研究では，マルチメディア教材の内容理

解に，色づけという注意誘導キューの挿入と学習者のワーキングメモリ（WM）の容量が及ぼす影響を検証し

た．実験では，自動化オペレーションスパン・テストにより被験者をWM容量高群と低群に分け，ナレーションと

イラストからなる教材を，注意誘導キューあり（色あり）・誘導キューなし（色なし）のいずれかの条件で視聴

させた．視聴後に実施した理解度テストの結果では，WM容量高群の得点がWM低群の得点よりも有意に高

かった．これは，WM容量の高い学習者が注意をコントロールする能力に優れ（Engle, 2002），注意誘導

キューの有無に関わらず，重要情報を効率的に処理していることを示唆している．
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(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

凶器からの注意解放
凶器注目効果における注意の役割

*丹藤 克也1 （1. 愛知淑徳大学）

キーワード：凶器注目効果、注意解放、目撃証言

凶器を所持した犯人を目撃した際，目撃者の注意が凶器に向けられ，周辺情報の記憶成績が低下する現象を凶器

注目効果という。凶器注目効果については，記憶成績に着目した検討を行って研究がほとんどである。しか

し，凶器注目効果の発現機序を解明するためには，凶器が注意に及ぼす影響を検討することが必要である。そこ

で，本研究では，凶器による注意解放の阻害について検討した。画面中央に凶器画像または統制画像を呈示した

後，上下左右のいずれかにターゲットを呈示した。実験参加者には，ターゲット出現方向をキー押しによって回

答するよう求め，それに要した反応時間を測定した。最後に，参加者の状態不安を測定した。その結果，状態不

安の高低に関わらず，統制画像よりも凶器画像を呈示した場合に反応時間が遅かった。このことから，凶器は注

意解放を阻害する可能性が示唆された。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

凶器注目効果における凶器への注意の捕捉に文脈は無関係？
*武野 全恵1,2、北神 慎司1 （1. 名古屋大学大学院情報学研究科、2. 日本学術振興会）

キーワード：視覚的注意、注意の捕捉、凶器注目効果

凶器に注意が引きつけられ，その周辺情報の記憶が悪くなる現象を凶器注目効果という。その原因には，凶器が

日常という文脈に不一致であること，あるいは凶器や犯罪による情動の覚醒が考えられている。先行研究は，文

脈不一致である物体は，凶器であるか否かに関わらず注意を捕捉するため，凶器への注意の捕捉は文脈不一致に

よって生じるとした。しかし，文脈一致である凶器への注意については検討しておらず，文脈の効果だけで注意

の捕捉が生じたとは言い切れない。そこで本研究は，文脈の一致不一致が凶器への注意の捕捉に与える影響を検

討した。実験では視覚探索の妨害刺激の中に文脈一致である凶器，文脈不一致である非凶器，文脈不一致である

凶器のいずれかが含まれるか否かを操作した。その結果，文脈一致である凶器にも注意は捕捉されたが，文脈の

効果は非凶器でのみ認められ，凶器への注意の捕捉は，文脈に関係なく生じる可能性が示唆された。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

閾下提示された他者の視線方向は選好判断に影響する
*満田 隆1、正木 脩太1 （1. 立命館大学）

キーワード：選好判断、視線手がかり、閾下刺激

人は他者の視線方向へ反射的に注意を移動する。この反応は他者の視線が短時間、閾下提示された場合にも生じ

る。一方、他者の視線は注意だけでなく、視線の先にある対象の嗜好度にも影響する。他者視線は閾下であって

も嗜好度に影響するであろうか？本研究は、日用品画像の二者択一選好課題を用いて、提示した閾下の他者視線

が選好判断に及ぼす影響を調べた。ＣＧの女性の顔の左右に2種類の日用品画像を表示して実験参加者(n=28)によ

り好きな品を選択してもらった。直視した顔を表示したあとに左右いずれかに視線を向けた顔画像の表示(8 ms)と

マスク画像の表示(192 ms)を5回繰り返した。このとき視線の動きに気付いた参加者はいなかった。実験の結

果、視線が向いた品の選択率(M=0.54)はチャンスレベル(0.5)よりも有意に大きかった(p<.05)。本結果は、他者

の視線が観察者の無意識下に嗜好度を変化させることを示している。
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(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

反応頻度の偏りが遂行成績を変化させる
高齢者における検討

*渡辺 友里菜1,2、吉崎 一人3 （1. 愛知淑徳大学大学院心理医療科学研究科、2. 日本学術振興会、3. 愛知淑徳大学

心理学部）

キーワード：反応頻度、弁別課題、反応時間

左右手の反応頻度に偏りがある場合，その偏りが遂行成績へ与える影響については検討が少ない。本研究は，反

応を左右手で行う色弁別課題(白色，灰色)を用いて反応頻度を操作し，反応時間を測定した。具体的には，実験試

行を前半2ブロック，後半2ブロックに分け，前半は片方の刺激(e.g., 白色－左手反応)の呈示頻度を高く，もう一

方の刺激(e.g., 灰色－右手反応)の呈示頻度を低くし，後半は反応頻度を反転させた。この結果，反応頻度が高い

と，反応時間は短くなった。また重要なことに，ブロック別では反応頻度が反転した直後のブロックだけ(後半１

ブロック目)は，反応時間に差がみられなかった。これは，反応頻度に応じた遂行成績は，反応頻度の切替に応じ

変化するが，その変化にはある程度の試行数を要することを示した。つまり，単純な弁別作業においても，それ

までの遂行履歴を参照して制御するトップダウン的処理機構の介在が示唆された。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

幼児期の視覚と触覚の感覚間連合の発達と色の温度感の関係
*川口 めぐみ1 （1. 駒澤学園駒沢女子短期大学）

キーワード：色の温度感、感覚間連合、発達

温かさを表現しようとするとき，人は何色を選択するだろうか。成人を対象とした研究では，文化に関係なく長

波長に温かさを，短波長に冷たさを連合させることがわかっている。視覚刺激である色が温冷覚で知覚する温度

感に影響を与えることは明らかだが，この連合が成立するメカニズムについてはわかっていないことが多い。本

研究では43か月〜77か月の幼児63名を対象に，色と温度感の連合にはどのような発達的要因が関与しているのか

について，オブジェクトを用いて感覚内課題 (視覚，触覚) と感覚間連合課題(視覚-触覚，触覚-視覚)を用いて検討

した。結果，これらの課題得点が高いほど赤に温かさを，青に冷たさを連合させることがわかった。視覚刺激で

ある色と温度感が関連するとき，感覚間連合の発達が一つの要因として関与している可能性があることを示唆す

る。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

私たちは、どのように折り紙を折っているのか？(１９）
「変身折り紙」における幼児の変形方略の観察事例

*丸山 真名美1 （1. 至学館大学）

キーワード：折り紙、幼児、立体的変形

本研究では、年中児を対象にして、折り紙作品の一部を変形させる「変身折り紙」における幼児の変形方略につ

いて検討し、折りのイメージ形成に関わる要因について考察した。その結果、変形させた見本の作品を実際に触

り、折りあとのとおりに見本の折り紙を動かし、動きを確認する方略を使用することが観察された。以上のこと

から、折りのイメージを形成するためには、実際に動きを経験することが基盤となることと、心的に動きイ

メージを形成する表象能力が必要ななることが示唆された。
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(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

日本人乳児における/b-g/および/l-r/の弁別
*秋元 頼孝1、高橋 美樹1、山根 直人1、柴田 奈津美1、幡野 由理1、森島 三那子2、山田 玲子3、馬塚 れい子1 （1.

理化学研究所BSI言語発達研究チーム、2. 奈良県立医科大学、3. 国際電気通信基礎技術研究所）

キーワード：子音の弁別、馴化・脱馴化法、近赤外分光法

言語発達過程に関して、発達早期の乳児は母語以外に含まれる母音や子音を弁別するのに対し、発達後期の乳児

は弁別しなくなるというPerceptual Narrowing仮説が提案されている。本研究では子音の対立/l-r/および/b-g/を

用いて、9.5か月の日本人乳児を対象とした馴化・脱馴化法による行動実験と、5.5か月の日本人乳児を対象とし

たNIRSによる脳活動計測を実施した。実験の結果、/b-g/の変化に対して、9.5か月児の注視時間が増加し、ま

た、5.5か月児の左下前頭回近辺の活動が上昇した。一方、/l-r/の変化に対してはいずれの実験についても有意な

効果は認めず、日本人乳児が/l-r/の対立を弁別していることを示唆する結果は得られなかった。慎重な解釈が必

要ではあるが、乳児の言語発達過程にはPerceptual Narrowing仮説だけでは説明できない部分があるのかもしれ

ない。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

成人の「研究」概念
放送大学大学院学生を対象にして

*高橋 秀明1 （1. 放送大学）

キーワード：大学院教育、研究、情報通信技術

放送大学大学院で「研究指導」科目の単位を取得した（修士号取得した）学生へのインタビュー調査を行い、成

人学生の「研究」についての概念の多様性を検討した。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

大学における感情知性（ EI）教育効果の検討
*小松 佐穂子1 （1. 徳山大学）

キーワード：感情知性、教育、大学

本研究の目的は、大学において実施したEI（Emotional Intelligence; EQ，感情知性）の教育効果を検討すること

であった。EIとは、自分や他者の感情を認知したり、表現したり、コントロールしたりする能力のことであり、主

に対人コミュニケーション場面で働く能力のことである。2016年4月に徳山大学（山口県周南市）において、2泊

3日の合宿研修形式の集中講義科目「EQトレーニングⅠ」を実施した。参加者は1年生約300名であり、講義・演

習形式で、EIを向上させる教育を実施した。講義・演習の受講前後に、EI質問紙（小松・岡野・石川, 2016）を実

施し、8つのEIについて測定を行った。その結果、すべてのEIにおいて、受講前後で有意に上昇が見られた。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

認知心理学的実験手法を援用した情報モラル教育の授業実践
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*田中 孝治1、三輪 穂乃美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系、2. 関西大学大学院

総合情報学研究科）

キーワード：学習支援方式、情報モラル、知識と行動の不一致

本研究では，適切な行動に反する行動をとらせる自身の心の動きをその行動主体である学習者本人に認識させる

ことが，とるべき行動を適切に判断するための考え方を育成する一助となると考えている。本研究では，心の動

きを顕在化する学問領域の一つである認知心理学の実験手法が教育ツールの役割を担い得るとし，原則としての

知識と自身がとる行動との違いを顕在化する認知心理実験を課すこと，および，実験結果として作成された知識

と行動意図の不一致を表すグラフを提示することによって，学習者に不遵守行動をとる心の動きの自覚を促

し，学習への動機づけを高める学習支援方式を提案する。学習支援方式を試行した情報モラル教育プログラム内

で実施した学習評価アンケートの結果から，知識と行動の不一致への自覚から学習への動機づけを高めることが

示された。一方で，一部の学習者は心理的要因について思考する学習活動に取り組めていないことが示された。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

大学生の達成目標とテスト観がテスト関連思考に及ぼす影響
*中川 華林1 （1. 法政大学大学院人文科学研究科）

キーワード：達成目標、テスト観、テスト関連思考

本研究では，大学生が持つ授業全般への達成目標と定期テストに対して抱いているテスト観が，平常時やテスト

の準備期間中に抱く思考の傾向に及ぼす影響について明らかにした。達成目標(習得，遂行接近，遂行回避)とテス

ト観(現状理解・強制，誘導，比較)を説明変数，テストと無関係の期間(平常時)とテストへの準備を始めてからテ

ストを受ける直前までの期間(準備期間)の思考を目的変数した重回帰分析の結果，習得目標が準備期間のテスト準

備・形式に関する思考に(β = .33, p <.05)，遂行接近目標が平常時のテスト勉強・準備に関する思考に(β = .67,

p <.01)，遂行回避目標が平常時の能力向上・苦手克服に関する思考と準備期間のテスト準備・形式に関する思考

に(β = .30, .33, p <.05)，それぞれ有為な正の影響を与えていることが明らかになり，主として達成目標がテス

ト関連思考に影響を与えていることが示唆された。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

中学生の学習動機と内申書との関係
教師は中学生の学習活動の何を評価しているか

*佐山 公一1、関口 椋太2 （1. 小樽商科大学、2. 海星学院高等学校）

キーワード：学習動機、達成目標、中学生

中学生の学習動機の高低が内申書の高低とどう関係するかを，質問紙調査を行い調べた。調査は，塾の教室で授

業後の時間を使って行われた。30人の中学生が，20の質問（達成目標傾向尺度，速水･伊藤･吉崎，1989,

2007）に回答した。因子分析（反復主因子法，エカマックス回転）を行い，固有値の推移から，3因子が見いだ

され，純粋に勉強ができるようになりたいと思う学習願望，勉強ができると認められたいと思う承認欲求，賞賛

や優越感を他者から感じる自己優越感，と解釈した。各因子の因子得点を計算し，内申書の成績で違いがみられ

るかどうかを分散分析した。その結果，学習願望では，内申書の主効果が認められた。上位（A，B）は，中位

（C，D，E，F），下位（G，H，I，J，K）よりも有意に学習願望が高かった。これとは対照的に，承認欲求と自

己優越感では，上位，中位，下位で違いが認められなかった。
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(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

動画マニュアルの優位性は高齢者にも見られるか？(1)
「マニュアルに基づく組立課題」における年齢群間比較

*川上 凜1、田中 伸之輔2、長澤 裕太郎1、遠藤 祐輝1、原田 悦子3 （1. 筑波大学人間学群心理学類、2. 筑波大学大

学院人間総合科学研究科、3. 筑波大学人間系）

キーワード：認知的加齢、人−人工物間交互作用、取扱説明書

「モノや手をどのように動かすか」という手続き操作性が高い課題，特に３D課題において静止画に比べ動画のマ

ニュアルの支援効果が高い「動画の優位性」が報告された（原田・遠藤，2017）。ただしそこでの研究参加者は

大学生のみであり，こうした動画の優位性が一般的なものであるか疑問が残る。そこで本研究は，健康な高齢者

20名（平均73.85歳）を対象に，原田・遠藤（2017）と同一の組立て課題実験を行い，動画優位性が高齢者にも

見られるか否かを検討した。その結果，特にマニュアルを見ながら組み立てる第1課題において，若年では静止画

よりも動画において課題遂行時間が短かったのに対し，高齢者では逆に動画において遂行時間が長くなることが

示された。その原因として，高齢者では動画使用時に一時停止・巻戻が数多く観察され，情報量の多い動画マ

ニュアルから必要情報のみをうまく迅速に抽出利用することが難しい可能性が示された。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

動画マニュアルの優位性は高齢者にも見られるか？（2）
「マニュアル利用後の偶発学習課題」における年齢群間比較

*田中 伸之輔1、川上 凜2、長澤 裕太郎2、遠藤 祐輝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）

キーワード：認知的加齢、人―人工物間相互作用、取扱説明書

「モノや手をどのように動かすか」という手続き操作性が高い課題においては，静止画に比べて動画マニュアル

の支援効果が高い「動画優位性」が若年者で示された（原田・遠藤，2017）.対して，高齢者では動画利用の認知

的負荷の高さが示され，動画がむしろ課題達成を阻害する様相が観察された（川上，田中他，2017）。そうした

動画優位性の年齢群間差は「マニュアル利用後に残余として現れる学習」ではどのように表れるのか，マニュア

ルなしでもう一度，同様の課題を行う偶発学習課題により検討した．その結果，若年群ではマニュアル学習ごと

に偶発課題通過率に差は見られないが，高齢者では動画マニュアルを用いた場合の3D課題の偶発学習課題通過率

が著しく低く，「一度マニュアルを利用しながら行った課題達成」がもたらす学習効果が低いことが示され

た．高齢者群における動画マニュアル利用の負荷は，若年群とは異なることが考察された．
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ポスター講演 | ポスター発表: 知覚・感性, 人格・臨床, その他

ポスター2 《知覚・感性, 人格・臨床, その他》
2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2 (522教室)
 

 
不一致な視聴覚情報は分裂・融合錯覚に異なる影響を及ぼす 
*朝岡 陸1,2、竹島 康博3 （1. 東北大学大学院文学研究科、2. 日本学術振興会、3. 文京学院大学人間学

部） 

視聴覚統合が視覚刺激の記憶処理過程に及ぼす効果 
*江口 愛実1、小川 景子1 （1. 広島大学大学院総合科学研究科） 

重りを持つと視力が上がる？ 
*米満 文哉1、成 儒彬1、中 響子1、山田 祐樹2、Marmolejo-Ramos Fernando3 （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. アデレード大学） 

自閉症スペクトラム傾向と感覚間対応づけとの関係性に関する検討 
*日高 聡太1、矢口 彩子1 （1. 立教大学） 

自閉傾向と交差反発知覚における視聴覚相互作用特性との関係性 
*矢口 彩子1、日高 聡太1 （1. 立教大学大学院現代心理学研究科） 

身体近傍空間内で生じる通過・反発知覚の変容 
*齋藤 五大1,2、行場 次朗1 （1. 東北大学大学院文学研究科、2. 日本学術振興会） 

千鳥掛け柵効果：視覚的な柵の傾きは進行動作に影響する 
*原田 佑規1、光藤 宏行1 （1. 九州大学大学院人間環境学研究院） 

大きさ知覚における文脈効果の時空間的影響の検討 
*高尾 沙希1,2、大山 潤爾2 （1. 立正大学、2. 産業技術総合研究所） 

手書き文字の作者・書体弁別に必要な空間周波数帯域の相違 
*向井 志緒子1、日比野 治雄1、小山 慎一1 （1. 千葉大学） 

電子書籍における“違和感”原因の解明 
*後藤 靖宏1 （1. 北星学園大学文学部　心理・応用コミュニケーション学科） 

発話の長さが合成音声と人声の印象評価へ与える影響 
*宮本 敬子1、日根 恭子1 （1. 東京電機大学） 

音声の発話速度の連続的変化と聴者の性別が印象形成に及ぼす影響 
*橋本 和奈実1 （1. 法政大学大学院人文科学研究科心理学専攻） 

多重オノマトペの概要的認知 
*郷原 皓彦1,3、山田 祐樹2 （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. 日本学術振興

会特別研究員） 

日本人版嗅覚イメージ鮮明度質問紙の開発 
*山本 晃輔1、猪股 健太郎2、須佐見 憲史3、綾部 早穂4 （1. 大阪産業大学、2. 関西学院大学、3. 近畿大

学、4. 筑波大学） 

選択に伴うコントロール感の阻害によるギャンブル行動の変容 
*田中 拓海1、川畑 秀明2 （1. 慶應義塾大学大学院社会学研究科心理学専攻、2. 慶應義塾大学文学部） 

機能性身体モデルに基づく身体認識変容の検討 
*平本 亮介1、金山 範明2、中尾 敬3、宮谷 真人3 （1. 広島大学教育学研究科心理学専攻、2. 広島大学医

歯薬保健学研究院　応用生命科学部門　、3. 広島大学教育学研究科心理学講座） 

絵画鑑賞時の身体動作が評価および眼球運動に及ぼす影響 
*三浦 慎司1、高瀬 弘樹1 （1. 信州大学） 

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 
*片山 正純1、秋丸 雄祐1 （1. 福井大学） 



[P2-19]

[P2-20]

[P2-21]

[P2-22]

[P2-23]

[P2-24]

[P2-25]

[P2-26]

[P2-27]

[P2-28]

[P2-29]

©日本認知心理学会 

 日本認知心理学会第15回大会 

パワープライミングとインターバルが単純接触効果に与える影響 
*興梠 盛剛1、松田 憲2、寺田 智史1、楠見　孝　3 （1. 山口大学、2. 北九州市立大学、3. 京都大学） 

The effects of depression and anxiety on cognitive abilities of adolescents 
*Yongwoo KIM1, Jaebum Jung1, Hyunwoo Lee, Kichun Nam1 （1. Korea University） 

社会不安・抑うつ傾向と時間概念 
*伊藤 友一1、寺澤 悠理2、梅田 聡2 （1. 慶應義塾大学先導研究センター、2. 慶應義塾大学文学部） 

大学生の強迫傾向における認知処理と事象関連電位の関係 
*今井 章1、小澤 綾子2 （1. 信州大学学術研究院人文科学系、2. 信州大学人文学部） 

記憶バイアスはネガティブ語の主観的感情評定に起因するか？ 
*上田 紋佳1 （1. ルーテル学院大学） 

自傷傾向者は自己と他者をどのように捉えているか？ 
*本元 小百合1、菅村 玄二2 （1. 関西大学大学院心理学研究科、2. 関西大学文学部） 

抑うつ，反すう，脱中心化，切り替えの縦断的相関変化 
*高橋 佳史1 （1. 神奈川大学大学院人間科学研究科） 

自己報告式質問紙による認知機能の測定（３） 
*関口 理久子1、山田 尚子2、中尾 和久2 （1. 関西大学社会学部、2. 甲南女子大学人間科学部） 

個人特性と気分状態が不快な夢内容へ及ぼす影響 
*瀬戸 奏音1、小川 景子1 （1. 広島大学大学院総合科学研究科） 

高気圧曝露が類似した刺激の弁別に及ぼす影響 
*景山 望1 （1. 海上自衛隊潜水医学実験隊） 

非日本語話者への事実確認面接 
*赤嶺 亜紀1 （1. 名古屋学芸大学） 
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(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

不一致な視聴覚情報は分裂・融合錯覚に異なる影響を及ぼす
け

*朝岡 陸1,2、竹島 康博3 （1. 東北大学大学院文学研究科、2. 日本学術振興会、3. 文京学院大学人間学部）

キーワード：分裂・融合錯覚、情報信頼性、知覚的群化

一回のフラッシュに短い音を二回併せて提示すると二回フラッシュするように知覚され，二回のフラッシュに短

い音を一回併せて提示すると一回フラッシュするように知覚される。これらの錯覚は音の代わりに視覚刺激や視

聴覚刺激を提示しても生起する。本研究では視覚刺激（誘導刺激）と音刺激を異なる提示回数でほぼ同時に提示

し，それらがどのように視覚刺激の提示回数回数に影響するのかを検討した。視覚刺激と誘導刺激が一回，音刺

激が二回提示される条件では，音刺激の提示回数より誘導刺激の提示回数が強く提示回数知覚に影響してい

た。しかし，他の誘導刺激と音刺激の提示回数が不一致な条件では，音刺激の影響の方が強かった。さらに，音

刺激の信頼性を下げても同様の結果が得られた。これらの結果は，不一致な視聴覚情報の影響は錯覚間で異な

り，時間的課題における限定的な視覚優位性を示している。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

視聴覚統合が視覚刺激の記憶処理過程に及ぼす効果
*江口 愛実1、小川 景子1 （1. 広島大学大学院総合科学研究科）

キーワード：感覚統合、弁別性、事象関連電位 (ERP)

単調な低音呈示の中で稀な高音とともに呈示された視覚刺激は弁別性が向上することが知られており (Vroomen

&Gelder, 2000)，このような弁別性の向上は視聴覚統合の発生を反映する。本研究では記憶課題と事象関連電位

(P3成分) を用いて，視聴覚統合が視覚刺激の記憶処理過程に及ぼす効果について検討した。参加者は，瞬時に切

り替わる幾何学図形の記銘と，その後に再認が求められた。記銘時における図形の呈示は低音の聴覚刺激と同時

に行われたが，稀に高音の聴覚刺激が呈示された。検討の結果，稀な高音とともに呈示された図形で記銘時の

P3振幅が有意に増大し，再認率も向上した。これらの結果は，稀な聴覚刺激とともに呈示された視覚刺激に対し

て視聴覚統合が生じ，刺激の弁別性が向上したことで，記銘処理が促進されたことを示す。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

重りを持つと視力が上がる？
*米満 文哉1、成 儒彬1、中 響子1、山田 祐樹2、Marmolejo-Ramos Fernando3 （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. アデレード大学）

キーワード：視覚、身体化認知、多感覚

重りを持つことは，価値判断や意思決定，距離や傾きの知覚など多くの心的処理や機能に影響することがこれま

で明らかとなっている。なかでも，Gonzalo-Fonrodona &Porras (2013) では，両手に重りを持つと，副尺視力

が上昇するという主張がされている。しかし，これは実験結果から統計的に導かれたものではなく，真偽は明確

ではなかった。そこで本研究はこれを実験的・統計的に検討することを目的とした。20名の実験参加者が14—28

kgの重りを持ちながら副尺視力検査を行う条件と何も持たずに検査を行う条件のそれぞれに参加した。ブートス

トラップを用いた推定により先行研究のデータも含めた分析を行ったところ，重りを持つ条件では分散が有意に

小さかった。したがって，検査中に重りを持つことで副尺視力が確かに影響されることが明らかになった。この

現象について，身体化認知と多感覚症候群の両方の解釈から議論を行う。
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(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

自閉症スペクトラム傾向と感覚間対応づけとの関係性に関する検討
*日高 聡太1、矢口 彩子1 （1. 立教大学）

キーワード：感覚間対応づけ、自閉症スペクトラム傾向、感覚間相互作用

自閉症スペクトラム障害（ASD）者は多感覚統合処理において特異的な傾向を示すとされている。感覚間対応づけ

とは，より明るい光とより大きな音のように異種感覚入力に対する任意の結びつきを指し，対応づけの種類に

よって異なる学習メカニズムが想定されている。本研究では，定型発達者を対象にASD傾向の度合いと感覚間対応

づけ生起様式との関係性を検討した。全体的なASD傾向がより弱い参加者群では，感覚・神経応答の強さが学習手

がかりとされる光と音の強度に関する対応づけや，言語・概念的一致性が手がかりとされる光と音の高さに関す

る対応づけ効果が顕著であることが示された。一方，統計的な学習が関わるとされる光の大きさと音の高さに関

する対応づけでは，ASD傾向の下位特性である細部への注意傾向が高いほど効果が強かった。ASD傾向によって各

感覚間対応づけ効果および異種感覚間学習様式に異なる影響が生じることが示唆された。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

自閉傾向と交差反発知覚における視聴覚相互作用特性との関係性
*矢口 彩子1、日高 聡太1 （1. 立教大学大学院現代心理学研究科）

キーワード：自閉スペクトラム症、視聴覚相互作用、交差反発知覚

自閉スペクトラム症（ASD）は社会性の困難さやこだわり的な関心や行動をはじめとする様々な特性を有するこ

と，また特異的な視聴覚相互作用特性を示すことが報告されている。ASD特性は非診断群にも見られ，個人間で

様々なASD特性のパターンを示すことも報告されている。しかし，どのASD特性が視聴覚相互作用特性に影響を及

ぼすのかについて十分な検討がなされていない。本研究では非診断群を対象に，ASD特性の度合いと交差反発知覚

における視聴覚相互作用（移動する2つの光点が交差する場面で音を提示すると反発知覚が優勢となる）パターン

を測定した。その結果，総合的にASD特性が強いほど視聴覚相互作用効果が強く，さらに社会性の困難さが強いほ

どより音が遅く提示されても効果が生じやすいことが示された。したがって，交差反発知覚においては，全体お

よび社会性に関わるASD特性が特に視聴覚相互作用特性に影響を及ぼすと考えられる。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

身体近傍空間内で生じる通過・反発知覚の変容
*齋藤 五大1,2、行場 次朗1 （1. 東北大学大学院文学研究科、2. 日本学術振興会）

キーワード：通過・反発知覚、姿勢、身体近傍空間

単一の運動から二通りの知覚が生じる双安定性をもつ通過・反発刺激は，多感覚情報処理を検討する手段の一つ

として用いられている。この刺激の呈示は，通過と反発のうち通過事象の知覚を優位にもたらす。これまでの私

たちの研究では，参加者が通過・反発刺激の遭遇点の真下で両手を合わせた姿勢時にのみ反発知覚の割合が増加

することを報告した。本実験では，さらにこの姿勢に依存した効果が身体近傍空間内でのみで生起するかどうか

を調べるため，モニタ－と参加者の間の距離を操作した。その結果，当該姿勢時において，参加者がモニターに

近接した条件では反発知覚が他の条件とくらべて有意に増加したが，参加者が手を伸ばしてもモニターにとどか

ない距離の条件ではその効果は認められなかった。実験結果から，この知覚変容は両手を合わせた時の姿勢情報

に依存するだけでなく視覚刺激と手の相互作用可能な空間内でのみ生起する可能性を示す。
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(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

千鳥掛け柵効果：視覚的な柵の傾きは進行動作に影響する
*原田 佑規1、光藤 宏行1 （1. 九州大学大学院人間環境学研究院）

キーワード：進行動作、千鳥掛け柵、線分の傾き

千鳥掛け柵とは通路に建てられた互い違いの柵のことであり，その特徴は柵が通行人に対して手前に傾いている

点である。手前に傾いた柵は通行人の進行を妨害するとされているが，この効果を検証した研究はない。そこで

本研究では，２次元的な視覚刺激を用いて，柵の傾きが進行の動作に及ぼす影響を実験的に検証した。実験で

は，タッチスクリーン上に，通路を模した２本の水平線分を配置した。さらに，その水平線分の間には，柵を模

した縦向きの10本の線分を互い違いに配置して，その傾きを5段階で操作した。参加者の課題は，上下の水平直線

の間を片側から反対側まで，縦向きの線分を避けつつタッチペンをスライドさせて進行することであった。その

結果，縦向きの線分への接触率は，柵が手前に傾くにつれて大きくなることが明らかとなった。この結果は，手

前に傾いた柵の存在が進行の動作を妨害することを示している。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

大きさ知覚における文脈効果の時空間的影響の検討
*高尾 沙希1,2、大山 潤爾2 （1. 立正大学、2. 産業技術総合研究所）

キーワード：大きさ知覚、文脈効果、エビングハウス錯視

周辺に同時に呈示された円の大きさという文脈の効果により，中心の円が実際とは異なった大きさに知覚される

現象をエビングハウス錯視（Thiery, 1896）という。本研究では，大きさ知覚における文脈効果の時空間的な影響

を明らかにすることを目的とした。実験参加者は，視野の中心に文脈となる円の呈示後，比較対象となる二つの

円を順番に呈示し，大きい方の円を報告した。対比効果が起きている場合には，文脈として呈示された円が，被

文脈の円よりも小さい場合に，被文脈の円は，より大きく知覚されると予測された。しかし，実験の結果，視野

の中心に時系列で提示すると，この効果は見られなかった。むしろ，小さく知覚される傾向があることが明らか

になった。Pooresmaeiliら（2013）の時系列呈示による周辺視野での大きさの文脈効果と比較し，視野の空間的

な要因と，呈示順序の時間的な要因が大きさの知覚に及ぼす影響を検討した。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

手書き文字の作者・書体弁別に必要な空間周波数帯域の相違
手書き文字の絵画的特徴を用いたデザインのための基礎研究

*向井 志緒子1、日比野 治雄1、小山 慎一1 （1. 千葉大学）

キーワード：手書き文字、絵画的特徴、空間周波数

デザイナーが意図的に制作した手書き文字は，言語的・絵画的特徴を有するため，観察者は言語的理解がなくて

も絵画的特徴を参照し，何を表現しようとしているか知覚できる。先行研究では手書き文字のパワースペクトル

を示したが，文字の絵画的特徴の知覚に必要な空間周波数の詳細については明らかでない。そこで本研究で

は，手書き文字の筆跡または書体の種類を弁別できるかどうかを絵画的特徴の知覚の指標とし，知覚可能な空間

周波数帯域の幅を調べた。実験では，３人の書道家による３書体の文字９種について，低周波または高周波成分

のいずれかを抽出した画像を呈示し，極限法によって弁別閾を測定した。閾値に基づき知覚に必要な空間周波数

帯域を求めた結果，筆跡は書体よりも幅広い空間周波数帯域で表現されることが示唆された。手書き文字の筆跡

が有する非言語的な特徴を用いると，書体を変えて表現するよりも豊かな表現が可能になるといえる。
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(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

電子書籍における“違和感”原因の解明
小説の理解度と読了時間に関する通常書籍との比較

*後藤 靖宏1 （1. 北星学園大学文学部　心理・応用コミュニケーション学科）

キーワード：電子書籍、違和感、読了時間

電子書籍に対する違和感を“通常書籍”と電子書籍の読了後の感想および感覚の違いであると捉え，読了時間と

文章の理解度を“通常書籍”のそれと比較することによって電子書籍に対する違和感があるかどうかを検討し

た．実験では，電子書籍を読む場合と文庫本を読む場合に分け，普段と同様に小説を読ませた．そして，それぞ

れの読了時間と理解度テストの点数を比較した．その結果，読了時間と理解度テストの点数に違いはみられな

かった．これは，基本的には，電子書籍に対する違和感は，読了時間や理解度に直接的な関係はないことを示し

ている．電子書籍に対して感じる違和感の性質を詳細に検討するためには，さらに眼球運動を測定するなどの客

観的な指標を用いた調査が有効であろう．また，文章のより深い理解度を測定することで，電子書籍の読みの性

質を明らかにすることができると考えられる．

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

発話の長さが合成音声と人声の印象評価へ与える影響
*宮本 敬子1、日根 恭子1 （1. 東京電機大学）

キーワード：印象、合成音声、音声

昨今，合成音声を用いた駅の放送やロボットの発話が増加している．これらで用いられているような合成音声の

抑揚や感情の自然さに関して，人の声への感じ方とは異なることが報告されている（藤堂・西村・山本・中

川，2013）．しかし，音声の長さを変えることによって，人声と合成音声に関する印象評価にどのような違いが

生じるかは明らかではない．そこで本研究では，合成音声と人声に関する印象が発話の長さによりどのように変

化するのか検討することを目的とした．実験では2種の音声（合成・人）についてそれぞれ短文と長文を聞いても

らい，その各々に対し印象判断を行なった．その結果，音声から感じた強さに関する印象評価値について，全体

として長文よりも短文の方が高く，長文・短文ともに人声よりも合成音声の方が高かった．本研究より，注意事

項など説得力を持たせたい放送などでは，人声よりも合成音声の方が効果的であることが示唆された．

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

音声の発話速度の連続的変化と聴者の性別が印象形成に及ぼす影響
*橋本 和奈実1 （1. 法政大学大学院人文科学研究科心理学専攻）

キーワード：発話速度、聴者の性別、印象形成

Hashimoto（2016）は声の高さが連続的に変化する音声刺激を用い，声の高さが高くなるほど発話速度感と声の

高さ感が増し，推定される年齢が低くなることを明らかにした。しかし，発話速度が連続的に変化する音声刺激

を用いた研究は行っていない。本研究では，発話速度感と声の高さ感と推定年齢の変化について，発話速度の連

続的変化と聴者の性別に注目して検討した。参加者は21名（女性11名）であった。実験音声は，話者2名（男女

各1名）が初対面挨拶を想定したセリフを発話している音声から，発話速度がある基準から8%ずつ変化するよう

に再合成した19条件の音声であった。本研究の結果，発話速度が速くなるほど発話速度感と声の高さ感が増すこ

とと，女性聴者の方が話者の年齢を高く推定することが認められた。したがって，発話速度の変化や聴者の性別

により音声の物理的特性や話者の属性への印象が変化することが明らかになった。
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(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

多重オノマトペの概要的認知
*郷原 皓彦1,3、山田 祐樹2 （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. 日本学術振興会特別研

究員）

キーワード：オノマトペ、アンサンブル知覚、平均化

人は一度に複数個呈示されたオノマトペをどのように認知しているのだろうか。人は物体群の全体の特徴を正確

に知覚できることから(アンサンブル知覚)，オノマトペの認知においても同様の処理がなされる可能性がある。本

研究ではこの問題について，速度を表すオノマトペの速度感を対象としてセットサイズの効果を検討し

た。ビューなどの高速オノマトペやフラフラなどの低速オノマトペが単独呈示されるか，異なるオノマトペが4個

同時呈示され，参加者はその速度感を1 (非常に遅い) から100 (非常に速い) の間で評定した。その結果，4個同時

呈示時に高速オノマトペが4個・3個の時には単独呈示時の平均値より有意に評定値が高く，一方で高速オノマト

ペが0 - 2個の時には単独呈示時との差が見られなかった。これはオノマトペについて平均化処理が行われること

に加え，高速オノマトペの個数に応じた速度感の強調が生じることを示唆している。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

日本人版嗅覚イメージ鮮明度質問紙の開発
*山本 晃輔1、猪股 健太郎2、須佐見 憲史3、綾部 早穂4 （1. 大阪産業大学、2. 関西学院大学、3. 近畿大学、4. 筑

波大学）

キーワード：嗅覚、イメージ、鮮明度

本研究では大学生358名を対象に，新たに開発した日本人版嗅覚イメージ鮮明度質問紙(Japanese version of the

Vividness of Odor Imagery Questionnaire，以下J-VOIQ)を実施した。調査の結果，信頼性係数を算出するとα
=.87であった。また，日本語版視覚イメージ鮮明度質問紙(VVIQ)との間に有意な相関係数(r=.42, p<.001)が確認

された。以上の結果から，J-VOIQの一定以上の信頼性および妥当性が示唆された。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

選択に伴うコントロール感の阻害によるギャンブル行動の変容
*田中 拓海1、川畑 秀明2 （1. 慶應義塾大学大学院社会学研究科心理学専攻、2. 慶應義塾大学文学部）

キーワード：コントロール感、ギャンブル行動、ヒューマン・コンピュータ・インタラクション

選択行為がヒトの選好や報酬知覚に与える影響については多くの報告がなされてきたが，そこで選択に

伴うオンラインな主観的経験が果たす役割に着目した研究は少ない。本研究では，複数のカードから1枚を

引き，報酬あるいは罰がフィードバックされる単純な賭博課題において，実験参加者によるマウス操作に

対する選択対象の応答性をディスプレイ上での座標変換を用いて変化させ，選択に伴うコントロール感を操作し

た。各試行におけるベットの大きさを行動指標，“当たり”カードの枚数の推定を主観的指標として，コン

トロール感が報酬の知覚および行動に与える影響を検討した。その結果，コントロール感の阻害はベットの決

定にかかる時間を長くさせ，前試行での結果に応じたベットの変更を促進した。ここから，選択の機会だけでな

く，それに伴う即時的な感覚処理が制御幻想を促進し，適応的な行動選択を阻害する可能性が示唆された。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)
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機能性身体モデルに基づく身体認識変容の検討
*平本 亮介1、金山 範明2、中尾 敬3、宮谷 真人3 （1. 広島大学教育学研究科心理学専攻、2. 広島大学医歯薬保健学

研究院　応用生命科学部門　、3. 広島大学教育学研究科心理学講座）

キーワード：身体認識、機能性身体モデル仮説、ラバーハンドイリュージョン

人の身体認識は同期性の視覚-運動情報の統合に基づき形成されることがラバーハンドイリュージョンと呼ばれる

ゴム製の手を自己の身体の一部と認識する現象から知られている。この身体認識変容を身体の機能性の観点から

説明可能とする機能性身体モデル仮説が提唱されているが、実証はされていない。本研究は機能性が身体認識変

容を調整するか検討を行った。視覚-運動情報統合に基づく身体認識変容を誘発する条件 (ニュートラル条件) に加

え、ゴム製の手を通じてキー押し課題をすることでゴム製の手に機能性を付与した(機能性付与条件)条件を用意し

た。その結果、機能性付与条件において、実際の自分の手の位置よりもゴム製の手の方向に向かって自分の手の

位置が知覚されることを示す身体認識変容の客観指標である Proprioceptive drift 量がニュートラル条件より多く

なった。これは機能性が人の身体認識に影響を与えることを示唆している。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

絵画鑑賞時の身体動作が評価および眼球運動に及ぼす影響
*三浦 慎司1、高瀬 弘樹1 （1. 信州大学）

キーワード：絵画鑑賞、身体動作、眼球運動

絵画の中の点描やストロークなどの筆づかいと一致または不一致の手の動きをすることで絵画の好ましさの評価

が変わることが最近の研究によって示されている。この原因として視覚の関与が考えられたため、本研究では眼

球運動を指標として絵画鑑賞時の身体動作が視線に及ぼす影響について検討した。その結果、点描画を描くとき

の動作をすると点描画に対する好みは高くなり、視線の平均停留時間は長くなることが示された。この結果

は、鑑賞者の注意が手の動きと一致した筆づかいに向けられ、何が描かれているのかよりもどうやって描かれて

いるのかに着目して目の動きが減ったことによると推測された。このように、本研究では身体動作が絵画の知覚

過程に影響を及ぼすことが示されたが、知覚と評価の関連性やストロークの動作は好みの評価および眼球運動の

どちらにも影響が無かったことに関しては、更なる検討の必要があるだろう。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

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
道具らしさとつかみ易さの関係

*片山 正純1、秋丸 雄祐1 （1. 福井大学）

キーワード：身体モデル、道具、認知

手で使用する道具の認知メカニズムを説明するための脳内シミュレーション仮説では，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が重要な役割を果てしている．この観点か

ら，道具らしいと感じるサイズ（道具らしさ）とつかみ易いと感じるサイズ（つかみ易さ）について計測した

（Scheffeの一対比較法）． 両計測において，各道具の８種類のサイズの画像を用いて対比較を行い，各サイズの

尺度値を求めた．より大きな物がつかめるように変形した手の身体モデルを学習したとき，道具らしさ，および

つかみ易さとも増加傾向を示した．さらに，各道具に対する道具らしさとつかみ易さのそれぞれの尺度値の間に

は非常に強い相関関係（0.9）が認められた．この結果は，道具の認知過程と把持可能性が密接に関係しているこ

とを示唆しており，これらの結果は我々の仮説の妥当性を指示している．
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(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

パワープライミングとインターバルが単純接触効果に与える影響
*興梠 盛剛1、松田 憲2、寺田 智史1、楠見　孝　3 （1. 山口大学、2. 北九州市立大学、3. 京都大学）

キーワード：パワープライミング、インターバル、単純接触効果

本研究は新奇性選好と親近性選好を促すパワープライミング操作（ハイパワー，ローパワー）とインターバル

（5分，1週間）が集中・分散呈示（呈示回数3，6，9回）による単純接触効果に与える影響を検討した。実験は

パワー操作の前後にLOT-Rを用いて参加者の楽観性を測定した上で刺激図形を連続呈示し，各インターバル後に刺

激への評定を求めた。実験の結果，ハイパワー条件の楽観主義者は集中6回呈示において1週間後まで好意度の上

昇を維持する傾向にあり，悲観主義者では1週間後に分散3回呈示で評価が上昇した。ローパワー条件の楽観主義

者でも直後評定において集中・分散の6回呈示で好意度は上昇したが1週間後には低下し，悲観主義者では好意度

は上昇しなかった。また9回呈示条件でも好意度は上昇しなかった。ハイパワー条件の悲観主義者は1週間後に新

奇性選好が促進され，ローパワー条件では親近性選好が好意度に反映しなかった。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

The effects of depression and anxiety on cognitive abilities of

adolescents
*Yongwoo KIM1, Jaebum Jung1, Hyunwoo Lee, Kichun Nam1 （1. Korea University）

キーワード：cognition, depression, anxiety

Depression and anxiety disorders are likely to occur during adolescence and have huge impact for them, but

there are a few studies about the effects of depression and anxiety disorder on the cognitive ability of

adolescents. In this study, the effects of depression and anxiety disorder on the cognitive ability of

adolescents was investigated through various behavioral tasks. 56 male high school students performed

Emotional Perception Task, and etc. In correlational analysis, response time of the Emotional Perception Task

had significant correlation with BDI and BAI, and there is no significant correlation with other tests such as

Tower of London Task. This indicates that the depression and anxiety of disorders has an influence on

adolescents about emotional perception or visual acuity but not higher cognitive abilities.

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

社会不安・抑うつ傾向と時間概念
潜在連合テストを用いた検討

*伊藤 友一1、寺澤 悠理2、梅田 聡2 （1. 慶應義塾大学先導研究センター、2. 慶應義塾大学文学部）

キーワード：抑うつ、社会不安、潜在連合テスト

うつ病には過去のネガティブな記憶を反芻し，不安障害 (特に社会不安) には未来の事象についてネガティブな予

期をするという特徴が見られる。このことから，抑うつ傾向の高い個人は過去に，社会不安傾向の高い個人は未

来に対して，相対的にネガティブな概念が形成されている可能性が考えられる。本研究では，健常者を対象に潜

在連合テスト (IAT) を用いて時間概念 (過去・未来) と感情価 (ネガティブ・ポジティブ) の連合を測定し，個人差

(社会不安傾向・抑うつ傾向) との関係を検討した。その結果，基本的に未来はポジティブ，過去はネガティブとい

う時間概念と感情価の連合が存在しており，社会不安と抑うつ傾向の高低がその連合の強さに対して交互作用的

に影響することが示された。これは，うつや社会不安に特徴的な認知の歪みが，時間概念と感情価の連合関係か

ら捉えられる可能性を示唆している。
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(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

大学生の強迫傾向における認知処理と事象関連電位の関係
*今井 章1、小澤 綾子2 （1. 信州大学学術研究院人文科学系、2. 信州大学人文学部）

キーワード：強迫傾向、事象関連電位、大学生

健常大学生を強迫傾向高・低群(各10名)に分け，go/no-go課題遂行中の反応時間とエラー率，および事象関連電

位(ERP)をセッション前・後半で比較した。その結果，反応時間は高群で低群よりも遅延する傾向がみられた

が，エラー数は群間に有意差が認められなかった。ERPのP2，P3，およびN450成分の振幅の結果では，go刺激

に対するN450振幅は高群のセッション後半において前頭部(Fz)と中心部(Cz)で増大したが，no-go刺激に対しては

群やセッションの効果は有意ではなかった。潜時の検討では，低群の後半セッションでgo刺激に対してFzとCzで

P2が速化し，高群の後半でno-go刺激に対して頭頂部(Pz)でP2が速化していた。P3では高群の後半でno-go刺激に

対して遅延していた。脅迫傾向の高低の違いは，反応時間とP2成分の潜時およびN450成分の振幅に生ずることが

示唆される。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

記憶バイアスはネガティブ語の主観的感情評定に起因するか？
特性不安と抑うつが及ぼす影響

*上田 紋佳1 （1. ルーテル学院大学）

キーワード：記憶バイアス、特性不安　、抑うつ

不安症患者にみられるネガティブな情報に対する選択的な記憶である記憶バイアス現象は不安症患者特有の記憶

のプロセスを反映しているものと考えられている。本研究では，不安症患者の刺激の主観的脅威度の評定のバイ

アスが記憶バイアスをもたらしているという仮説のもと，調査研究と実験研究を行った。調査研究では，高不安

者ネガティブ語データベースを作成し，感情価評定ではネガティブ語，中性語ともに特性不安の影響があるのに

対して，覚醒度評定ではネガティブ語，中性語ともに特性不安の影響がないことが示された。実験研究では，高

不安者と低不安者の間で，感情評定に差があった刺激（ネガティブ語specific）と，差がなかった刺激（ネガ

ティブ語general）に対する記憶成績が異なるかどうかを検討した。その結果，ネガティブ語specificおよび中性

語の成績は抑うつの負の関係がみられることが示された。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

自傷傾向者は自己と他者をどのように捉えているか？
自傷傾向と現実感，境界感覚および他者への自己拡張の知覚との関連性

*本元 小百合1、菅村 玄二2 （1. 関西大学大学院心理学研究科、2. 関西大学文学部）

キーワード：自傷行為、身体接触、離人感

自傷傾向の高い人は，現実感や境界感覚が薄く，他者への自己拡張が起こりにくいだろうか。また，両親から受

けた身体接触量は，自己の境界感覚の明確さと関連するだろうか。大学生59名を対象に，自傷傾向，過去の身体

接触量，現実感の知覚，感覚刺激への対応性，他者への自己拡張の知覚，自己受容の程度に関する質問紙調査を

実施した。その結果，自傷傾向の高い人（26名）は低い人（32名）よりも，現実感が薄く（p<.001, d=

1.01），感覚刺激に対して過敏であることがわかった（p=.005, d= 0.76）。また，自傷経験があると答えた人

（14名）は，ないと答えた人（40名）よりも他者との親密性をより低く捉えていた（p=.018, d= 0.69）。しか

し，身体接触量と現実感・境界感覚に関連性はなかった。どの参加者も身体接触量に大きな差はなかったた

め，今後は身体接触量が多い人と少ない人を選別し検討することが望まれる。
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(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

抑うつ，反すう，脱中心化，切り替えの縦断的相関変化
*高橋 佳史1 （1. 神奈川大学大学院人間科学研究科）

キーワード：反すう、脱中心化、切り替え

人は日々その時々の目標を遂行するために，思考や行動を適宜切り替えなければならない。抑うつ状態にある人

は，ネガティブで連続的な思考パタンである抑うつ的反すうという反応パタンを持ち，反すうの持続は切り替え

機能と関連しているといわれている。反すうによる切り替えの困難を予防，緩和するための要因として体験を客

観的に捉える脱中心化が考えられる。先行研究では横断研究による各変数間の関係性を検討していたが，発

生，維持，悪化のどこに作用しているか未解明なところが多かった。そこで本研究の目的は二次点の縦断データ

から反すう，脱中心化，切り替えの変化の様子を検討して各変数の関係性を明らかにすることであった。分析の

結果，抑うつ増加群はもともと切り替え得点が低いことがわかった。反すうが低下すると切り替えができ，反す

うが増加すると切り替えできなくなる。一方で脱中心化が増加すると切り替えできるようになることがわ

かった。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

自己報告式質問紙による認知機能の測定（３）
臨床群と健常者群の比較

*関口 理久子1、山田 尚子2、中尾 和久2 （1. 関西大学社会学部、2. 甲南女子大学人間科学部）

キーワード：実行機能、臨床群、健常者群

本研究は、実行機能質問紙（EFQ）を用いて臨床群と健常者群の比較を目的とし行われた。統合失調症、うつ

病、双極II型、統合失調感情障害、全般性不安障害、強迫性障害の44名の患者を対象にEFQを施行し、このう

ち、統合失調症群（n=13）とうつ病群（n=15）については、関口・山田（2017）の健常者群（n=71）との比

較を行った。年齢（23-68歳）で釣り合わせた3群の比較の結果、切り替えと効率では健常者群に比べ臨床群が有

意に低く、注意の維持とプランニングでは臨床群の方が低い傾向であった。熱中では統合失調症群が健常者群と

うつ病群に比べ有意に低かった。一方で、自己意識ではうつ病群が健常者群や統合失調症群より有意に高

かった。以上より、臨床群における実行機能は健常者群とは異なることが示唆された。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

個人特性と気分状態が不快な夢内容へ及ぼす影響
*瀬戸 奏音1、小川 景子1 （1. 広島大学大学院総合科学研究科）

キーワード：夢内容、個人特性、気分 

夢とは全ての人において睡眠中毎晩生成されている現象である．しかし，夢内容の生成起序や規定要因につい

て，未だ一定の知見は得られていない．不快な夢内容に関する先行研究では，精神疾患との強い関連が報告され

ている一方で，健常者を対象とした研究は少ない．さらに，夢内容の生成に関する主観的な要因について，個人

特性に着目した研究が多い一方で，日中および就床前の気分の影響を検討した研究は少ない．本研究では，健常

大学生を対象に，自宅での夢聴取により個人特性と就床前の気分が夢内容に影響する様子を検討した． 

　マルチレベル相関分析により有意な相関が認められた項目について，マルチレベル構造方程式モデリングを用

いた媒介分析を行った．その結果，STAIの特性不安，状態不安と夢のネガティブ情動因子得点に関して，特性不

安は夢のネガティブ情動因子に対して，状態不安を媒介することで不快な夢内容へ影響することが示された．
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(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

高気圧曝露が類似した刺激の弁別に及ぼす影響
数的ストループ課題による検討

*景山 望1 （1. 海上自衛隊潜水医学実験隊）

キーワード：高気圧曝露、数的ストループ課題、数字の距離効果

大気圧（1気圧）の45倍相当の高気圧環境では、ストループ干渉は大きくなるとされている。一方、大気圧ではス

トループ干渉は競合するターゲット刺激とディストラクタ刺激との類似性が高い場合、より干渉が大きくなるこ

とが報告されている。しかし、この点について、高気圧環境では検討がなされていない。本実験では、高気圧曝

露が類似した刺激の弁別に及ぼす影響について、数字の物理的大きさと意味的大きさが異なる刺激を使用する数

的ストループ課題によって検討した。本実験では、数的ストループ課題を45気圧深海潜水訓練中に6回実施し、正

反応時間と正答率によって結果を評価した。本実験において、正反応時間および正答率ともに高気圧環境と刺激

の類似性との間に優位な交互作用は見られなかった。以上から、高気圧曝露が類似した刺激の弁別に影響を与え

ないことが示唆された。

 
 

(2017年6月3日(土) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

非日本語話者への事実確認面接
日本語版 NICHDプロトコルを用いた外国人留学生の面接事例

*赤嶺 亜紀1 （1. 名古屋学芸大学）

キーワード：事実確認面接、外国人留学生、日本語版NICHDプロトコル

本研究では日本語話者の大学生が，日本人学生と日本語を母語としない留学生に日本語版NICHDプロトコルを用

いて面接を行った。このプロトコルは子どもから実際の体験を聴く面接法であるが，年少児にもわかる平易な日

本語が使われており，外国人からの聴取にも用いやすい方法と考えられる。被面接者ははじめに1分程の動画を視

聴し，別室で動画の内容について個別に聴き取りをうけた。その結果，日本人学生より留学生のケースで被面接

者より面接者の発話が多い傾向があった。面接者のオープン質問の頻度に差はなかったものの，Yes・No質問は

留学生に対して多かった。日本人学生はオープン質問に直ちに多く応じたが，留学生は応答が少なかったた

め，クローズ質問が多くなったのかもしれない。非日本語話者の聴き取りには通訳者が必要不可欠であるが，と

くに少数言語の通訳者は限られているため，平易な日本語による面接法を開発することも重要である。
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シンポジウム | シンポジウム

神経科学から考える認知研究のドメイン
企画者:梅田 聡(慶應義塾大学)、羽倉 信宏(情報通信研究機構) 

話題提供者:山本 慎也(産業技術総合研究所)、四本 裕子(東京大学)、羽倉 信宏(情報通信研究機構)、開 一夫(東京大

学)
2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  シンポジウム・総会会場 (517教室)

 

これまで，認知心理学の研究では，注意，記憶，思考，言語，運動，感情といったドメイン(領域)を定め，その枠

組みのもとで活発な議論が行われてきた．学会発表などのカテゴリーを選ぶ際にも，研究者は自らの研究がどの

ドメインに含まれるかを考える．また，認知心理学の多くの教科書でも，ドメイン毎に巻や章が構築されている

のが実情である．近年，心の機能を脳内メカニズムから捉えようとする神経科学的アプローチによる研究が急速

に発展し，心を実現する脳の構造的，機能的な理解が進められている．そのような研究によって徐々に浮かび上

がってきたのは，従来からの認知心理学のドメインによる理解の枠組みは，必ずしても適切でないという点であ

る．本シンポジウムでは，複数のテーマに焦点を当て，最新の研究成果および理論的背景を取り上げた上で，従

来のドメインによる捉え方の限界と，新しい枠組みの可能性について考える．
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シンポジウム | シンポジウム

《一般公開》〔社会連携シンポジウム〕社会の中での認知心理学の受

容と齟齬：もう一つの社会につながる心理学を目指して
企画者:川畑 秀明(慶應義塾大学)、熊田 孝恒(京都大学) 

司会:川畑 秀明(慶應義塾大学) 

話題提供者:箱田 裕司(京都女子大学)、熊田 孝恒(京都大学)、三枝 千尋(花王(株))、磯田 和生(大日本印刷(株))、深

谷 美登里((株)東芝) 

指定討論者:原田 悦子(筑波大学)
2017年6月4日(日) 14:30 〜 16:30  シンポジウム・総会会場 (517教室)

 

現代社会における認知研究の重要性や意義については科学政策や研究界の意識としては高いものの，産業界を含

む社会での受容はそれほど高まっていないという厳しい現実もある．本シンポジウムでは，社会の中での認知心

理学の受容をめぐって，産業界での認知心理学研究者の人材活用や産学共同研究の現実，社会に対して認知心理

学者がアピールしうる能力の見せ方，さらには認知心理学の教育カリキュラムなどについて話題提供・議論した

い．それを通して，社会の中で認知心理学がどのように受容され，またどのような齟齬があるのか，これからの

認知研究の展望を含めて「社会」との接点を探っていきたい．
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口頭講演 | 知覚・感性

口頭5 《知覚・感性2》
座長:西崎 友規子(京都工芸繊維大学)、松田 憲(北九州市立大学大学院マネジメント研究科)
2017年6月4日(日) 10:00 〜 11:30  口頭発表会場1 (516教室)
 

 
聴覚的サブリミナル効果が見られる環境の検討 
*加藤 昂希1 （1. 早稲田大学 人間科学部） 

   10:00 〜    10:15   

視覚イメージ想起中に視知覚処理を抑制する機能の実在性について 
*本山 宏希1、菱谷 晋介2 （1. 茨城大学、2. 北海道大学） 

   10:15 〜    10:30   

刺激の色によるパワー操作が単純接触効果に及ぼす影響 
*松田 憲1、内田 岳人2、興梠 盛剛2、楠見 孝3 （1. 北九州市立大学、2. 山口大学、3. 京都大学） 

   10:30 〜    10:45   

温かいものは温かい手で，冷たいものは冷たい手で 
*金谷 英俊1、西崎 友規子2、永井 聖剛3 （1. 愛知淑徳大学、2. 京都工芸繊維大学、3. 立命館大学） 

   10:45 〜    11:00   

空間的視点取得は全身移動のシミュレーションに媒介される 
*武藤 拓之1,2、松下 戦具1、森川 和則1 （1. 大阪大学大学院人間科学研究科、2. 日本学術振興会） 

   11:00 〜    11:15   

絶対判断・相対判断傾向が運転時の視認行動に及ぼす影響 
*篠原 由美子1、西崎 友規子1 （1. 京都工芸繊維大学） 

   11:15 〜    11:30   
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10:00 〜 10:15  (2017年6月4日(日) 10:00 〜 11:30  口頭発表会場1)

聴覚的サブリミナル効果が見られる環境の検討
*加藤 昂希1 （1. 早稲田大学 人間科学部）

キーワード：サブリミナル効果、聴覚、潜在意識

Karremans , Claus , &Storoebe （ 2006） が 行 っ た 実 験 に よ る と , パ ソ コ ン 課 題 を して い る 被 験 者

の 画 面 に 「 Lipton Ice 」 と い う 文 字 を 意 識 下 で は 知 覚 で き な い 程 の 短 い 時 間 繰 り 返 し 提 示 し

た と こ ろ , 喉 が 渇 いて い る 被 験 者 に お い て の み リ プト ン アイ ス ティ ー を 飲 む 人の 割 合 が 増 え た

と い う 。 こ の 実 験 を 受 け , 私 は 視 覚 的 な サ ブ リ ミ ナ ル 効 果 だ け で な く , 聴 覚 的 な サ ブ リ ミ ナ

ル 効 果 で も 同 じ 様 に 結 果 が 出 せ る か 否 か を 検 証 す る 事 と し た 。 具 体 的 に は , 喉 が 渇 いて い る

被 験 者 に , サ ブ リ ミ ナ ル 音 声 を 忍 ば せ た 音 源 を 聞 いて も ら い , そ の 後 の 選 択 行 動 に 影 響が あ

る か ど う か を 検 証 し た 。 結 果 と し て , サ ブ リ ミ ナル 効 果 は 出 な か った も の の , 音 源 を リ ラ ッ

ク ス し て 聞 いて も ら っ た 後 に 直 感 を 頼 り に 選 択し て も ら う 場 合 に お いて , サ ブ リ ミ ナル 効 果

が 出 や す く な る 事 が 明 ら か に な っ た 。

 
 

10:15 〜 10:30  (2017年6月4日(日) 10:00 〜 11:30  口頭発表会場1)

視覚イメージ想起中に視知覚処理を抑制する機能の実在性について
同一モダリティと異種モダリティの知覚課題の比較から

*本山 宏希1、菱谷 晋介2 （1. 茨城大学、2. 北海道大学）

キーワード：視覚イメージ、視知覚過程、抑制

本山・菱谷（2015）は，視覚刺激を観察している間と比較して，視覚イメージを想起している間は，外界の視覚

刺激の検出が低下することを示した。彼らは，視覚イメージの想起を促進させるため，同一モダリティの知覚刺

激の検出を抑制する何らかの機序が作動したと考えた。刺激観察とイメージに要する認知資源に差がなけれ

ば，この解釈は妥当である。しかし，後者の方が前者よりも多くの認知資源を要するため，前述のような結果が

得られた可能性もある。そこで，視覚観察と視覚イメージの間で，使用する認知資源量に違いがあるか否かを明

らかにするため，両条件間で聴覚課題の成績に差異が生じるか否かを検討した。その結果，聴覚課題成績に違い

は見られなかった。すなわち，本山・菱谷（2015）の結果は，条件間で要する認知資源量に違いがあったためで

はなく，視覚イメージ想起中に視知覚処理が抑制されたために生じたと考えられる。

 
 

10:30 〜 10:45  (2017年6月4日(日) 10:00 〜 11:30  口頭発表会場1)

刺激の色によるパワー操作が単純接触効果に及ぼす影響
*松田 憲1、内田 岳人2、興梠 盛剛2、楠見 孝3 （1. 北九州市立大学、2. 山口大学、3. 京都大学）

キーワード：パワープライミング、親近性選好、新奇性選好

Gillebaart et al.（2012）は，赤色ないし青色のスクリーンを呈示するというPower操作を行うことで親近性選好

あるいは新奇性選好を促し，後続刺激への好意度を操作できることを示した。本研究では刺激自体の色を操作す

ることよって単純接触効果に与える影響を検討した。先行研究に基づいて，赤色の刺激には親近性選好，青色の

刺激には新奇性選好が生じると予測した。28名の参加者には，赤や青，グレーの刺激を複数回呈示し，刺激への

評定を求めた。実験の結果，すべての刺激に親近性選好が生じた。青色の刺激に新奇性選好が生じなかった理由

として，青色によって新奇性選好を促された結果、刺激そのもののへ親近性も下がってしまい，それが呈示刺激

の少ない刺激への好意度の上昇に結び付かなかった可能性が考えられた。一方で，事前に接触していない新奇刺

激への好意度は青色の刺激が他の2色の刺激と比較して高いことが分かった。
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10:45 〜 11:00  (2017年6月4日(日) 10:00 〜 11:30  口頭発表会場1)

温かいものは温かい手で，冷たいものは冷たい手で
— 視覚刺激が示唆する温かさと反応手の温かさとの適合性 —

*金谷 英俊1、西崎 友規子2、永井 聖剛3 （1. 愛知淑徳大学、2. 京都工芸繊維大学、3. 立命館大学）

キーワード：温冷認知、刺激反応適合性、運動反応

視覚的に示される温かさと，実験参加者の反応手に対する物理的な温度との間の関係性について，刺激反応適合

性パラダイムを用いて検討した．実験1では，参加者は片方の手を温かい湯に，もう片方の手を冷たい水に浸した

うえで，火や熱等の温かさを示す写真刺激（温刺激）もしくは雪や氷等の冷たさを示す写真刺激（冷刺激）のい

ずれかへの反応課題を行った．課題は，温刺激には温かい手で，冷刺激には冷たい手で反応する（適合条

件），もしくは，温刺激には冷たい手で，冷刺激には温かい手で反応する（不適合条件）ことであった．その結

果，温刺激と冷刺激の両方で，不適合条件と比べて適合条件にて反応時間が短くなった．続いて実験2で，心理的

な温冷を示唆する喜びもしくは悲しみ表情の顔刺激に対しても同様の傾向が認められた．以上の結果は，視覚入

力と運動出力システムとの間で，温冷に関する概念的レベルでの情報が共有されていることを示唆する．

 
 

11:00 〜 11:15  (2017年6月4日(日) 10:00 〜 11:30  口頭発表会場1)

空間的視点取得は全身移動のシミュレーションに媒介される
視点・反応一致性効果のメカニズムの検討

*武藤 拓之1,2、松下 戦具1、森川 和則1 （1. 大阪大学大学院人間科学研究科、2. 日本学術振興会）

キーワード：空間的視点取得、身体化認知、運動シミュレーション

空間的視点取得とは，自分とは異なる視点から見た物体の空間的位置関係を把握する認知過程である。武藤・松

下・森川 (2015) は，円卓の風景刺激を用いた空間的視点取得課題の際に，取得する視点の位置と同じ側の足を前

に出して反応すると，反対側の足で反応した時よりも反応時間が短くなること（視点・反応一致性効果）を発見

した。この視点・反応一致性効果のメカニズムを明らかにするために，本研究は風景刺激の提示位置（左または

右）を操作して同様の実験を行った。実験の結果，反応に使う足と同じ側に刺激が提示された時には視点・反応

一致性効果は認められなかったが，反応に使う足の反対側に刺激が提示された時には視点・反応一致性効果が認

められた。この結果は，視点・反応一致性効果が刺激反応適合性や感覚運動干渉では説明できないことを示して

おり，空間的視点取得の際に全身移動のシミュレーションが行われるという仮説を支持している。

 
 

11:15 〜 11:30  (2017年6月4日(日) 10:00 〜 11:30  口頭発表会場1)

絶対判断・相対判断傾向が運転時の視認行動に及ぼす影響
*篠原 由美子1、西崎 友規子1 （1. 京都工芸繊維大学）

キーワード：視線行動、視覚認知、絶対相対判断

本研究は，視覚認知特性の個人差を反映した運転支援システムの実現を目指し，視覚的な物体認識の判断スタイ

ルにおける個人差を検討することを目的とした。これまで視覚刺激のサイズを判断する際，西洋人は対象物体に

焦点をあてた絶対的な判断を行う傾向があり，東洋人は対象物体と周辺領域の双方の情報を用いた相対的な判断

を行う傾向にあることがフレームラインテスト等によって示されている．しかし，絶対・相対判断傾向の個人差

は文化にのみ依存するのではなく，同じ東洋人であっても絶対判断傾向を有する人も存在すると考えられる。そ

こで，運転免許を有する47人を対象に，絶対・相対判断傾向の個人差と模擬運転中の視線行動の関係を調べ

た．視線行動を分析した結果，絶対判断傾向群は進行方向を注視し，相対判断傾向群は進行方向以外の情報を観

察することが示され，視覚認知特性に応じた運転支援システムの必要性が示唆された．
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口頭講演 | 口頭発表: 記憶，注意，発達・教育・学習

口頭6 《記憶，注意，発達・教育・学習》
座長:山 祐嗣(大阪市立大学大学院　文学研究科)
2017年6月4日(日) 14:30 〜 15:45  口頭発表会場1 (516教室)
 

 
ふきだしの形状による SNARC効果の変調 
*羽生 奈央1、小野 史典1 （1. 山口大学 教育学部） 

   14:30 〜    14:45   

横目観察における視覚処理の偏り：有効視野課題を用いた検討 
*中島 亮一1,2 （1. 東京大学心理学研究室、2. 理化学研究所　理研BSI-トヨタ連携センター） 

   14:45 〜    15:00   

ワーキングメモリが大学生のソースモニタリングに及ぼす影響 
*小澤 郁美1、湯澤 正通1 （1. 広島大学教育学研究科） 

   15:00 〜    15:15   

画像刺激による虚記憶生起抑制 
*吉本 晏都子1、山 祐嗣2 （1. 筑波大学　人間総合科学研究科、2. 大阪市立大学　文学研究科） 

   15:15 〜    15:30   

正答フィードバックの遅延の学習促進効果 
*岩木 信喜1、田中 紗枝子2 （1. 岩手大学、2. 徳島文理大学） 

   15:30 〜    15:45   
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14:30 〜 14:45  (2017年6月4日(日) 14:30 〜 15:45  口頭発表会場1)

ふきだしの形状による SNARC効果の変調
*羽生 奈央1、小野 史典1 （1. 山口大学 教育学部）

キーワード：SNARC効果、数表象、ふきだし

Dehaene et al.(1993)は呈示された数字の偶奇判断を左右のキー押しにより行う際，小さい数が呈示された場合右

よりも左キーでの反応が速くなり，大きい数が呈示された場合その逆になる効果をSNARC効果と呼んだ。これは

左から右へ文字を読んでいく読みの習慣が原因であるとされている。日本では左から右への横読みの習慣に加え

縦読みの習慣が存在しておりこれは読字方向に物理的な制限がかかる”ふきだし”内の文で顕著であると考えら

れる。本研究ではふきだしの形状(横長・縦長)がSNARC効果に与える影響を検討した。実験の結果横長ふきだし

時には通常のSNARC効果がみられたが縦長ふきだし時にはSNARC効果はみられなかった。この結果はふきだしの

形状が誘発する読み方向によりSNARC効果が影響を受けることを示しSNARC効果の原因が読みの習慣であるとす

るDehaene et al.(1993)の見解を支持する。

 
 

14:45 〜 15:00  (2017年6月4日(日) 14:30 〜 15:45  口頭発表会場1)

横目観察における視覚処理の偏り：有効視野課題を用いた検討
*中島 亮一1,2 （1. 東京大学心理学研究室、2. 理化学研究所　理研BSI-トヨタ連携センター）

キーワード：有効視野、横目観察、頭部方向

ある位置を注視していたとしても、頭部方向正面で見るか、横目で見るかによって、視覚処理が変容する。具体

的には、頭部正面方向における視覚処理が促進される。本研究では、横目で注視点を見ている時の、視覚的注意

の空間的な広がりについて検討した。実験では、注視点位置に呈示されるTの文字の向き判断と、周辺視野に呈示

されるドットの検出を同時に行う、二重課題の有効視野課題を行った。また、注視点に対する頭部（と身体）方

向を、正面・左右と操作した。注視点の左または右にドットが出てきた場合の検出率の差分を左バイアスという

指標とし、頭部方向条件間で比較した。その結果、左バイアスは、頭部方向が左、正面、右の順に大き

かった。同様に下バイアスも比較したが、頭部方向条件間に違いは見られなかった。よって、横目観察時に

は、水平方向において、有効視野が頭部正面側に偏って広がっていることが示唆される。

 
 

15:00 〜 15:15  (2017年6月4日(日) 14:30 〜 15:45  口頭発表会場1)

ワーキングメモリが大学生のソースモニタリングに及ぼす影響
二重課題による言語的短期記憶および言語性ワーキングメモリの阻害を通して

*小澤 郁美1、湯澤 正通1 （1. 広島大学教育学研究科）

キーワード：ソースモニタリング、ワーキングメモリ、二重課題

言語的短期記憶や言語性ワーキングメモリに負荷をかける二重課題が，外部情報のソースモニタリングに及ぼす

影響を検討した。43名の大学生・大学院生が実験に参加した。参加者を言語的短期記憶の二重課題を実施する

STM負荷群と，言語性ワーキングメモリの二重課題を実施するWM負荷群に二分した。ワーキングメモリ課題と

ソースモニタリング課題を実施し，ソースモニタリング課題では，異なる2人の発話者によって音声提示された単

語刺激についてのソース判断を求めた。この際，音声提示時に二重課題を行う条件（記銘負荷）とソース判断時

に二重課題を行う条件（想起負荷）と二重課題を行わない条件（統制）を設けた。ワーキングメモリ容量の個人

差に関わらず，ソースモニタリング記銘時の言語的短期記憶に負荷をかけると課題の成績が低下することや，記

銘時及び再認時の言語性ワーキングメモリに負荷をかけると成績が低下することが示された。
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15:15 〜 15:30  (2017年6月4日(日) 14:30 〜 15:45  口頭発表会場1)

画像刺激による虚記憶生起抑制
――概念的示差性仮説の検証――

*吉本 晏都子1、山 祐嗣2 （1. 筑波大学　人間総合科学研究科、2. 大阪市立大学　文学研究科）

キーワード：虚記憶、概念的示差性仮説、画像優位性効果

再認における画像優位性効果（以下PSE）の研究を行った。本研究の目的はPSEがコレクトリジェクション、つま

り虚記憶生起の抑制に対して影響を与えるかどうかを検証すると共に、概念的示差性仮説の検証を行うことであ

る。実験を行うにあたり「野菜」「動物」「虫」の３つのカテゴリから成る30項目のリストを作成した。項目は

画像もしくは単語で一つずつ提示され、それぞれ参加者間群ごとに１つずつ提示された。さらに、実験参加者は

刺激に対して命名もしくはカテゴライズし、声に出して読み記憶するように教示された。実験の結果、PSEと命名

の効果がコレクトリジェクションにおいて認められた。コレクトリジェクションの成績は命名条件において高

かった。よって、概念的示差性仮説は命名の効果を説明することができた。しかし、この結果がPSEを説明できる

かどうかは不明確である。

 
 

15:30 〜 15:45  (2017年6月4日(日) 14:30 〜 15:45  口頭発表会場1)

正答フィードバックの遅延の学習促進効果
*岩木 信喜1、田中 紗枝子2 （1. 岩手大学、2. 徳島文理大学）

キーワード：直後フィードバック、遅延フィードバック、学習

問題に対する回答に与えられる正答フィードバック（FB）を遅延させると、回答直後に与える場合よりも正答の

記憶が定着すると言われてきた（e.g., Kulhavy, 1977）。しかし、手続き上の問題が指摘され、正答FBを与えて

から再テストまでの時間（lag-to-test, Metcalfe et al., 2009）を直後FB条件と遅延FB条件の間で統制すると効果

が消失したという報告がある。これについては、そのように統制してもなお効果を認めた研究（Mullet et al.,

2014）もあり、結果が一致していない。本研究では、漢字熟語の読み課題を使って追試し、効果の有無を検討し

た。その結果、lag-to-testを統制した場合、遅延FBの学習促進効果は認められなかった。
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口頭講演 | 思考・言語

口頭7 《思考・言語》
座長:粟津 俊二(実践女子大学)、眞嶋 良全(北星学園大学)
2017年6月4日(日) 14:30 〜 16:00  口頭発表会場2 (515教室)
 

 
実証的根拠を欠く信念の規定因としての直観的認知スタイル 
*眞嶋 良全1 （1. 北星学園大学社会福祉学部） 

   14:30 〜    14:45   

なじみ深さのマッチング 
*白砂 大1、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） 

   14:45 〜    15:00   

方向感覚の自己評価と空間認知課題成績とのズレ 
*杉本 匡史1、楠見 孝2 （1. 関西学院大学、2. 京都大学） 

   15:00 〜    15:15   

個人内で集合知を生み出す認知的手法の提案 
*藤崎 樹1、本田 秀仁1、植田 一博1 （1. 東京大学大学院総合文化研究科） 

   15:15 〜    15:30   

日本人英語学習者による外国語理解の身体性 
*粟津 俊二1、鈴木 明夫2 （1. 実践女子大学、2. 東洋大学） 

   15:30 〜    15:45   

フレーム選択における意図と潜在的処理 
*本田 秀仁1、白砂 大1、松香 敏彦2、植田 一博1 （1. 東京大学大学院総合文化研究科、2. 千葉大学文学

部認知情報科学講座） 

   15:45 〜    16:00   
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14:30 〜 14:45  (2017年6月4日(日) 14:30 〜 16:00  口頭発表会場2)

実証的根拠を欠く信念の規定因としての直観的認知スタイル
*眞嶋 良全1 （1. 北星学園大学社会福祉学部）

キーワード：実証的根拠を欠く信念、直観的認知スタイル、分析的認知スタイル

超常現象や疑似科学等の実証的根拠を欠いた事物の信奉 (empirically suspect beliefs; ESB) に関する先行研究で

は，ESB は分析的で熟慮的な内省的思考により抑制されること，分析的認知スタイルの持ち主はESBを持ちにくい

ことが指摘されてきた。しかしながら，日本人参加者を用いた先行研究では，直観的認知スタイルの方が信念を

より良く説明すること，さらに分析的認知スタイルは，むしろESBを高めることが示されている。本研究では，日

本および西洋文化圏の参加者を対象に，論理的推論やニュメラシー等の認知能力指標，直観および分析的認知ス

タイル，その他の人格・思考特性がESBをどの程度予測するかを検討した。その結果，認知能力および分析的スタ

イルではなく，直観的スタイルが信念とより強く関連していることが示された。また，ESBに対する媒介変数の影

響は文化によって異なることが示された。

 
 

14:45 〜 15:00  (2017年6月4日(日) 14:30 〜 16:00  口頭発表会場2)

なじみ深さのマッチング
familiarityの類似性に基づく選択

*白砂 大1、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）

キーワード：ヒューリスティック、なじみ深さ、二者択一課題

二者択一課題において，人間はしばしばrecognition heuristicやfamiliarity heuristic，fluency heuristicといった

単純なヒューリスティックを用いて選択肢を選ぶことが，先行研究で示されている。本研究では，「問題文で提

示された対象がfamiliar (unfamiliar)であると，よりfamiliar (unfamiliar)な選択肢が選ばれやすい」とする新たな

ヒューリスティック，「familiarity-matching」を提唱する。我々は行動実験を通じて，familiarity-matchingにお

ける推論プロセスを検証した。結果として，実験参加者が実際にfamiliarity-matchingを用いる傾向にあるこ

と，また彼らが特に難しい問題を解いているときにしばしばfamiliarity-matchingを用いていることが示された。

 
 

15:00 〜 15:15  (2017年6月4日(日) 14:30 〜 16:00  口頭発表会場2)

方向感覚の自己評価と空間認知課題成績とのズレ
－「自信満々な方向音痴」の経路探索－

*杉本 匡史1、楠見 孝2 （1. 関西学院大学、2. 京都大学）

キーワード：方向感覚、空間認知、メタ認知

自己評定に基づく方向感覚は、これまで多くの研究が用いてきた指標であり、また実際の探索成績や訓練効率の

予測にも成功してきた。しかし自己評定は、必ずしも実際の能力を正確に反映しているわけではなく、評定者の

能力が低い場合には能力の過大評価が起こるという問題が知られている。そこで本研究では、方向感覚の自己評

価と実際の能力の乖離に注目し、空間認知におけるメタ認知の影響を明らかにした。1000名の参加者を対象

に、方向感覚の自己評定、経路記述のわかりやすさ評定、経路探索成績の3つの指標を測定し、これらの関連性を

検討した。クラスター分析の結果、これまでの研究が想定してきた「方向音痴」と「方向感覚に優れた人」の2つ

に加え、方向感覚の自己評定は高いが実際の成績は低い「自信満々な方向音痴」の存在を明らかにした。このこ

とは、一部の人の方向感覚のメタ認知と実際の能力に、乖離があることを示している。
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15:15 〜 15:30  (2017年6月4日(日) 14:30 〜 16:00  口頭発表会場2)

個人内で集合知を生み出す認知的手法の提案
*藤崎 樹1、本田 秀仁1、植田 一博1 （1. 東京大学大学院総合文化研究科）

キーワード：推定、視点の切り替え、集合知

近年、集合知を個人内で擬似的に生み出す手法が提案されている。ある問題に対し、同じ人物に複数回異なる推

定を促し、値を平均化することで正確な推定を獲得するというのがその手法である。しかし、先行研究で提案さ

れた手法は、必ずしも簡便なものとは言いがたい。そこで本研究では、「視点の切り替え」に基づく簡便な手法

を代替案として提唱する。二つの実験を通じて以下の三点が明らかになった。まず、本研究の手法は、先行研究

の手法以上に正確な推定を生むものであった。次に、より重要な点として、先行研究の手法を与えた群に比

べ、本研究の手法を実施した群では、参加者はより素早く推定を行ったことから、認知的に容易なものであるこ

とが示唆された。さらに、本研究の手法は、推定に対する自信がもたらす悪影響を軽減するものであることが分

かった。以上から、本研究の手法は、効率的かつ効果的に個人内で集合知を生み出す手法であることが示され

た。

 
 

15:30 〜 15:45  (2017年6月4日(日) 14:30 〜 16:00  口頭発表会場2)

日本人英語学習者による外国語理解の身体性
時相の運動シミュ―ション

*粟津 俊二1、鈴木 明夫2 （1. 実践女子大学、2. 東洋大学）

キーワード：身体性、文理解、外国語理解

身体性認知科学では、言葉は、その言葉が意味する内容を実体験するときと同じ知覚運動表象を用いたシ

ミュレーションが発生することによって理解される、と考える。本実験では、日本人英語学習者を対象に、英語

文の理解時に時相がシミュレーションされているか検討した。PC画面に英語文を提示し、文が自然なものかどう

かを判断してボタン押しで答えさせ、反応時間を測定した。実験デザインは、提示する文の時相（継続相または

完了相）×文の身体性（手を使った行為を表す文、または身体動作を伴わない文）とした。分散分析では2要因の

交互作用が有意だった。下位検定では、手行為文は進行相文の方が完了相文よりも反応時間が有意に短く、非行

為文では有意差がなかった。この結果は、1）外国語文の理解時にも知覚運動表象を用いたシミュレーションが発

生すること、2）行為の進行・完了という時相もシミュレーションされることを示唆している。

 
 

15:45 〜 16:00  (2017年6月4日(日) 14:30 〜 16:00  口頭発表会場2)

フレーム選択における意図と潜在的処理
*本田 秀仁1、白砂 大1、松香 敏彦2、植田 一博1 （1. 東京大学大学院総合文化研究科、2. 千葉大学文学部認知情報

科学講座）

キーワード：フレーム選択、意図、潜在的処理

グラス内の水量（500ml中250ml入っている）を表現する際（半分空／一杯）、水量の変化（例：０mlから

250mlになる）が影響を与えることが知られている。本研究では水量の変化に基づいたフレーム選択が意図的に

行われているのかを検討した。 

　本研究では、500ml中250mlの水が入っているグラスを「半分一杯」、「半分空」、どちらのフレームがより

自然かを選択させる課題と選択理由を記述させる課題を実施した。結果としてカバーストーリーで水量の変化を

提示すると水量の変化を選択理由で述べる人が多く存在した（実験１）。一方、プライミング課題（グラス内の

水量を回答）を実施後にフレーム選択を行うと、プライミング課題はフレーム選択に影響を与える一方で、選択

理由にプラミング課題時の刺激について言及する人は皆無であった（実験２）。以上、フレーム選択は意図と同

時に潜在的処理の影響を受けている可能性が示された。
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ポスター講演 | ポスター発表: 思考・言語, 感情・動機, 社会的認知

ポスター3 《思考・言語, 感情・動機, 社会的認知》
2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1 (524教室)
 

 
The monosyllabic word inferiority effect revisited 
*Kwangoh Yi1, Sungbong Bae1 （1. Yeungnam University） 

聴覚呈示された単語の音韻情報は形態情報を活性化するのか 
*水野 りか1、松井 孝雄1 （1. 中部大学人文学部） 

異なる意味的側面を連想する概念の処理段階 
*望月 正哉1 （1. 日本大学文理学部） 

Adult Learners’ Implicit Grammar Acquisition by Repeated Retrieval-
Based-Learning Method 
*Soan Kim1, Kichun Nam1 （1. Korea University） 

再認課題と語彙判断課題におけるマスク下のプライミング効果 
*井田 佳祐1,2、日野 泰志3 （1. 早稲田大学大学院文学研究科、2. 日本学術振興会、3. 早稲田大学文学学

術院） 

アンカリング効果の発生原因は数字か意味か 
*大貫 祐大郎1、新垣 紀子1、本田 秀仁2、植田 一博2 （1. 成城大学、2. 東京大学） 

1人称視点の動作認識に関与する運動前野の役割 
*柴田 寛1、小川 健二2 （1. 東北文化学園大学、2. 北海道大学） 

An ERP study of the Korean Honorific Utterance Comprehention: Influence
of Social Distance between communicators 
*Donghoon Lee1, Jarang Kwak1, Hyeonbo Yang1 （1. Dept. of Psychology, Pusan National

University） 

高齢者と若年成人間のコミュニケーション齟齬 
*池永 将和1、原田 悦子1 （1. 筑波大学） 

反復閾下単純接触による商品評価の低下(3) 
*河原 哲雄1 （1. 埼玉工業大学） 

美術初心者における写実性制約が抽象絵画の鑑賞に与える影響 
*田中 吉史1 （1. 金沢工業大学） 

感情・動作強度とオノマトペ 
*小島 隆次1、深田 智2、来田 宣幸2、萩原 広道3 （1. 滋賀医科大学、2. 京都工芸繊維大学、3. 京都大

学） 

微表情が人物の信頼性判断に及ぼす影響 
*茶谷 研吾1 （1. 九州大学大学院人間環境学府） 

感情認識が内受容感覚に与える影響 
*田仲 祐登1、伊藤 友一2、柴田 みどり2、寺澤 悠理3、梅田 聡3 （1. 慶應義塾大学社会学研究科、2. 慶

應義塾大学先導研究センター、3. 慶應義塾大学文学部） 

虚偽心拍フィードバックが感情体験に及ぼす影響 
*小林 亮太1、笹岡 貴史2、水落 亮平1、難波 修史1、宮谷 真人1、中尾 敬1、山脇 成人2 （1. 広島大学 教

育学研究科 、2. 広島大学 医歯薬保健学研究院 精神神経医科学） 

色が感情知覚に及ぼす影響 –事象関連電位を用いた検討- 
*黒原 玄弥1、小川 景子1 （1. 広島大学大学院総合科学研究科） 

潜在的な"we-mode"形成と他者との親密度の関係性 
*矢島 由理恵1、梅田 聡2 （1. 慶應義塾大学大学院社会学研究科心理学専攻、2. 慶應義塾大学文学部） 
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所有感が高まるとその商品に支払ってもよい金額も高まる？ 
*井関 紗代1、北神 慎司1 （1. 名古屋大学） 

ハイヒールを履くことによる魅力の向上が援助行動に及ぼす影響 
*小川 佳純1、井藤 寛志2、北神 慎司1 （1. 名古屋大学、2. 愛知大学） 

少数派は自由記述欄の回答を控えるか 
*下島 裕美1、有馬 明恵2、竹下 美穂2 （1. 杏林大学保健学部、2. 東京女子大学現代教養学部） 
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(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

The monosyllabic word inferiority effect revisited
*Kwangoh Yi1, Sungbong Bae1 （1. Yeungnam University）

キーワード：word length, word recognition, Korean

The word length effect refers to the phenomenon of increasing reaction times as word length increases.

However, some studies of Korean word recognition employing the lexical decision task have reported an

opposite effect of mono-syllabic words being slower to recognize than bi-syllabic words. To further

investigate the so-called mono-syllabic word inferiority effect, the present study conducted an experiment

that provides additional evidence that mono-syllabic words are responded to more slowly than bi-syllabic

words with the effect being stronger for high-frequency words. In contrast to the ideal length hypothesis

advanced by New, Ferrand, Pallier, and Brysbaert (2006), this study proposes an alternative hypothesis

involving morphological activation and competition processes.

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

聴覚呈示された単語の音韻情報は形態情報を活性化するのか
*水野 りか1、松井 孝雄1 （1. 中部大学人文学部）

キーワード：単語、形態情報、音韻情報

視覚呈示された同音異義語の語彙判断時間は一般に非同音異義語より長くなり，この効果は同音異義語効果と呼

ばれる。水野・松井 (2016) は同音異義語を聴覚呈示しても視覚呈示の時と同様，同音異義語効果が生じることを

見いだしたが，この効果が同音異義語の音韻情報が仲間の形態情報を活性化したために生じたのか意味情報を活

性化したために生じたのかは断定できないとした。そこで本研究では，非同音異義語をターゲットと

し，ターゲットの第１文字の形と音が同じ，音だけ同じ，いずれも異なる第１文字を含む単語をプライムとして

聴覚呈示して語彙判断時間を測定した。その結果，ターゲット語の語彙判断時間は，プライムが形も音も同じ文

字を含んでいる時の方が音だけ同じ文字を含んでいる時よりも，音だけ同じ文字を含んでいる時の方がいずれも

異なる時よりも長く，聴覚呈示された単語の音韻情報が形態情報を活性化することが確認された。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

異なる意味的側面を連想する概念の処理段階
*望月 正哉1 （1. 日本大学文理学部）

キーワード：概念処理、意味論、連想課題

概念処理には複数の異なる意味側面が段階的に関わり合っていることが示されている。言語と状況的シ

ミュレーション理論によると，処理の始めには言語学的な側面，続いて分類学的側面，そして状況的な側面にア

クセスされるとしている。本研究では，先行する単語の種類に関わらず，このような過程が想定できるのかを連

想課題を用いて検討した。その結果，言語学的な側面や状況的な側面が連想されやすい先行語を提示する

と，LASSで想定される過程を反映した処理がみられたが，分類学的側面が連想されやすい先行語を提示する

と，異なる処理過程がみられることが示された。この結果から単語のもつ優先的な意味属性に基づいて処理過程

が異なることが示唆される。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)
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Adult Learners’ Implicit Grammar Acquisition by Repeated

Retrieval-Based-Learning Method
*Soan Kim1, Kichun Nam1 （1. Korea University）

キーワード：Grammatical-judgement-task(GJT), self-paced reading, retrieval-based learning

A longitudinal case study investigated if Korean learners of English who passed their critical periods for L2

learning could successfully acquire grammatical knowledge implicitly through a repetitive study-test

sequence. During the training session, four subjects were exposed to grammatical sentences embedded with

target grammars. They read the sentences by self-paced reading, and took immediate grammaticality

judgement task without any explicit feedbacks. After four consecutive days of training, they took delayed

tests to examine their three types of knowledges: explicit knowledge, implicit knowledge, and lexical

processing knowledge. The result showed that mere exposure to grammatical sentences without any explicit

explanation, learners could acquire L2 grammar knowledge, and the knowledge had survived even after a

month since the experiment finished.

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

再認課題と語彙判断課題におけるマスク下のプライミング効果
*井田 佳祐1,2、日野 泰志3 （1. 早稲田大学大学院文学研究科、2. 日本学術振興会、3. 早稲田大学文学学術院）

キーワード：バイリンガル、再認課題、語彙判断課題

バイリンガルのL1とL2がどのように表象されているのかを検討するため，日英バイリンガルに対してマスク下プ

ライミングを使用した２つの課題（再認課題，語彙判断課題）を課した。意味のみを共有する対訳語である

Noncognateを使用した場合，課題に関わらず日英バイリンガルのうち英語力の高い群においてのみ有意なL2-

L1プライミング効果が観察された。一方，意味と音韻を共有する対訳語であるCognateを使用した場合，英語力

に関わらず，いずれの課題においても有意なL2-L1プライミング効果が観察された。以上の結果は，英語力の高い

群ではL2プライム提示時に意味活性化が生じるためNoncognateとCognateの双方で効果が出現するのに対し，英

語力の低い群では意味活性化は生じないが音韻活性化が生じるためにCognateにおいてのみ効果が出現するものと

解釈できる。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

アンカリング効果の発生原因は数字か意味か
*大貫 祐大郎1、新垣 紀子1、本田 秀仁2、植田 一博2 （1. 成城大学、2. 東京大学）

キーワード：アンカリング効果、ＳＡモデル、適合性

アンカリング効果とは、与えられた数値情報であるアンカーが、その後の数値推定に影響を与えることであ

る。現在、アンカリング効果の発生原因は、アンカーによって異なる意味が活性化することだと考えられてい

る。もし、異なる意味の活性化が原因であれば、アンカーとして数字を提示する必要はなく、異なる意味を活性

化させるような刺激を提示すれば、アンカリング効果が観察されると予測される。本研究では、アンカーとして

数字を提示する場合と、数字を提示せず、意味的情報のみを提示する場合とで、アンカリング効果の強さを比較

した。その結果、数字を提示した場合に比べ、意味情報のみを提示した場合には、アンカリング効果の強さは微

小であることが明らかになった。以上から、アンカリング効果において、数値情報が重要な役割を果たしている

ことが明らかになった。
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(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

1人称視点の動作認識に関与する運動前野の役割
*柴田 寛1、小川 健二2 （1. 東北文化学園大学、2. 北海道大学）

キーワード：1人称視点、運動前野、fMRI

刺激（文章、写真）と人称（1人称、2人称）を操作した課題を実施した。脳活動の測定にはfMRI装置を用い

た。文章条件では「わたしがりんごをつかむ」（1人称条件）、「あなたがみかんをさわる」（2人称条件）など

の文章を提示した。写真条件では画面手前から手が出てりんご（みかん）をつかむ（さわる）写真（1人称条

件）、もしくは画面奥から手が出て同様の動作を行う写真（2人称条件）を提示した。結果、人称要因の主効果が

見られた。左運動前野では1人称条件で2人称条件よりも有意な活動上昇が認められた。この結果は、提示する刺

激の種類にかかわらず、1人称視点で動作を認識する際は2人称視点の動作認識に比較して運動表象が強く関与す

る可能性を示す。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

An ERP study of the Korean Honorific Utterance Comprehention:

Influence of Social Distance between communicators
*Donghoon Lee1, Jarang Kwak1, Hyeonbo Yang1 （1. Dept. of Psychology, Pusan National University）

キーワード：ERP, honorific systems, pragmatics

This study aimed to investigate how extra-linguistic information affect online utterance comprehension using

the Korean honorific system. Even in a single utterance processing, a listener expects a certain form of

honorifics following a term of address based on its social status information. When deviation from the

expected usage of honorific form is detected, the violation would elicit an N400 effect. However, in our

results the N400 disappearred when the listener could infer a close social distance between the

communicators from a term of address. Our findings suggested that the listener builds up expectance toward

the upcoming honorific form based on the perceived social information reflected on the term of address.

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

高齢者と若年成人間のコミュニケーション齟齬
活動構築の方法との関係

*池永 将和1、原田 悦子1 （1. 筑波大学）

キーワード：世代間交流、加齢、協働活動

本研究は，なぜ若年成人にとって高齢者とのコミュニケーションは難しいのかを明らかにするため，実際に生じ

る齟齬，あるいは会話や課題に対する評価の相違について探索的検討を行った．実験は実地調査から結果報告ま

での4回の活動で構成され，単一世代グループ（高齢者のみ／若年者のみ），混合世代グループ（高齢者と若年

者）での協同作業の様子を観察・比較した．ここでは第3回「討議」活動を報告する．高齢者と若年者の間で

は，コミュニケーションや課題の評価に相違が見られた．また，実際の会話における齟齬の場面では，混合世代

グループの若年者が話題を切り替えた際に，高齢者がその前の話題を持ち越す，あるいは緘黙する様子が観察さ

れた．こうした現象と，高齢者と若年者の活動の構築方法の違い（Ikenaga, Koyama, Tanaka, &Harada,

2017）との関係を検討し，コミュニケーションに障害が生じるプロセスを考察した．
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(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

反復閾下単純接触による商品評価の低下(3)
*河原 哲雄1 （1. 埼玉工業大学）

キーワード：単純接触効果、閾下呈示、商品評価

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

単純接触は，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ミリ秒間呈示することで実施

した。2015年に発表した実験では，「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，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が示唆された。今回発表する実験では，閾下呈示時の認知負荷を低

減するべくキー押し反応を削除する条件で実験を実施した。その結果，閾下呈示の頻度が多くなるほど商品評価

が低下する現象は再現されなかったが，通常の単純接触効果も見られなかった。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

美術初心者における写実性制約が抽象絵画の鑑賞に与える影響
*田中 吉史1 （1. 金沢工業大学）

キーワード：芸術鑑賞、認知的制約、制約緩和

美術初心者は絵画鑑賞時に絵画に描かれた具体物の特定に固執する傾向（写実性制約）があることが指摘されて

いる。先行研究では、具象絵画の鑑賞において、絵画の形式的要素に関する解説文を読みながら鑑賞する経験に

よって写実性制約が緩和され、逆に絵画に描かれた対象物についての解説文では制約が強められることが示唆さ

れている。本研究では、抽象絵画の鑑賞時にも同様の傾向が見られるか検討した。一般大学生24ペアに2点の抽象

絵画（カンディンスキーとモンドリアン）を鑑賞させ発話を分析した。その結果、前者では具体物の名称を挙げ

ようとする傾向が強く見られたが、後者では具体物への言及は殆ど見られず、題名で言及された色を特定しよう

とする傾向が強くみられた。解説文の種類の効果は明確ではなかった。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

感情・動作強度とオノマトペ
*小島 隆次1、深田 智2、来田 宣幸2、萩原 広道3 （1. 滋賀医科大学、2. 京都工芸繊維大学、3. 京都大学）

キーワード：オノマトペ、感情、動作

オノマトペは、感情や動作の態様といった感性情報を言語的に伝達する手段として用いられることから、感情と

動作を伴うコミュニケーションに関した多様な利活用が期待される。本研究は、人の感情状態や動作を表現する

オノマトペから感情や動作の様態・強度を推定するシステム構築に向け、感情・動作強度とオノマトペとの関連

を調査した。調査では、6つの基本感情（喜び、怒り、悲しみ、恐れ、嫌悪、驚き）と6つの基本動作（ある

く、とぶ、はしる、なげる、こぐ、わたす）のそれぞれについて、3段階（低中高）の強度を設定し、強度に応じ

た各種感情・動作を表現するオノマトペを収集するとともに、基本感情・動作の組み合わせ36種（感情・動作と

もに強度は中程度で想定）のそれぞれを表現するオノマトペを収集し、分析・比較対照した。その結果、感

情・動作及び強度の各種組み合わせと収集されたオノマトペとの間に特定の傾向を措定しうることが示唆され

た。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)
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微表情が人物の信頼性判断に及ぼす影響
*茶谷 研吾1 （1. 九州大学大学院人間環境学府）

キーワード：微表情、信頼性、脅威関連表情

微表情 (micro expression) は持続時間が500ms以下で顔の変化が微細または部分的な表情である。嘘を見抜く手

がかりになると考えられ効果的な検出方法が模索されてきたが，観察者の認知に及ぼす影響は解明されていな

い。本研究では微表情を後続の表情で隠蔽する状況を想定し，脅威関連微表情が人物の信頼性判断に及ぼす影響

を検討した。実験では真顔から強度100%の表情 (怒り・恐怖・幸福・驚き) へ変化する11枚1組のモーフィング画

像を，先行 (4枚目以前) と後続 (5枚目以降) の表情を組み合わせ参加者に連続呈示し，信頼性を判断させた。実験

の結果後続表情が幸福の時先行表情間で信頼性評定値に差があり，先行表情の認識が比較的正確である場合

に，先行表情が怒りの条件で評定値が低いことが明らかになった。これは脅威と関連する微表情による信頼性判

断への影響を示唆するものである。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

感情認識が内受容感覚に与える影響
*田仲 祐登1、伊藤 友一2、柴田 みどり2、寺澤 悠理3、梅田 聡3 （1. 慶應義塾大学社会学研究科、2. 慶應義塾大学

先導研究センター、3. 慶應義塾大学文学部）

キーワード：内受容感覚、情動、アレキシサイミア

嫌悪，恐怖，喜びといった情動の生起には，自律神経反応が伴っている。情動によって生じる自律神経反応は意

識的に感じられることがあり，自律神経反応を含めた身体内部の状態の知覚は内受容感覚と呼ばれている。本研

究では，内受容感覚の意識的な感じやすさが，情動の種類あるいは性格傾向の違いによって異なるのかを検討し

た。参加者は嫌悪，恐怖，喜びを喚起させる画像を見たときに，自身の身体に変化が生じたかを答えた。内受容

感覚を知覚できた刺激の数は嫌悪の情動が最も多く，次いで恐怖，喜びの順番であった。また，アレキシサイミ

ア傾向が高い人は，恐怖の情動に対して身体の変化を感じにくく，状態不安の高い人は，喜びの情動に対し，身

体の変化を意識的に知覚しやすかった。これらの結果は，意識的な内受容感覚は情動の種類によって感じやすさ

が異なっていること，それは性格傾向の影響も受けていることを示唆している。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

虚偽心拍フィードバックが感情体験に及ぼす影響
*小林 亮太1、笹岡 貴史2、水落 亮平1、難波 修史1、宮谷 真人1、中尾 敬1、山脇 成人2 （1. 広島大学 教育学研究科

、2. 広島大学 医歯薬保健学研究院 精神神経医科学）

キーワード：False physiological feedback、内受容感覚、覚醒度

実際と異なる心拍などをフィードバックするfalse physiological feedback (FPFB) によって，画像の魅力度や表情

刺激の強度が修飾されることが報告されている。しかし， FPFBが感情体験における感情価，覚醒度のいずれかの

みに影響するのか，両者に影響するのかについては明らかになっていない。そこで，本研究では22名の大学生を

対象に，実際の心拍と同じ，速い，あるいは遅いフィードバックを純音により行いながら，表情刺激提示時の自

身の感情価と覚醒度について，それらを一度に評定可能なAffect Grid（Russell et al., 1989）を用いて回答させ

た。その結果，実際と同じ心拍の時と比較して，異なる心拍フィードバック時に覚醒度の低下が認められた。一

方で，感情価については有意な差異は認められなかった。以上の結果は，FPFBが覚醒度にのみ影響することを示

唆している。
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(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

色が感情知覚に及ぼす影響 –事象関連電位を用いた検討-
*黒原 玄弥1、小川 景子1 （1. 広島大学大学院総合科学研究科）

キーワード：感情価、覚醒度、後期陽性電位 

色が持つ役割のひとつに，輪郭線の明確化がある (Codispoti et al., 2012)． このことから, 画像が不鮮明な場

合，モノクロ画像では画像の認識が困難になるのに対して，カラー画像では輪郭線がある程度保たれることが予

想される．本研究では，画像の鮮明度を操作することで，色が画像の感情知覚に及ぼす影響を検討した．刺激に

はカラー / モノクロ, 鮮明 / 不鮮明 (低周波帯域) の操作を行った感情画像を用い, 画像に対する感情価と覚醒度得

点，刺激呈示時の事象関連電位 (LPP) を検討した．感情価に関して，画像の感情価および鮮明度に関わらずカ

ラーの方が高い傾向を示した． LPP振幅は，全ての感情価において, 不鮮明画像よりも鮮明画像で増大した. 本研

究では, 色が感情に及ぼす明確な影響はみられなかったが, 画像特性が感情生起の一因となることが示唆された.

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

潜在的な"we-mode"形成と他者との親密度の関係性
*矢島 由理恵1、梅田 聡2 （1. 慶應義塾大学大学院社会学研究科心理学専攻、2. 慶應義塾大学文学部）

キーワード：自己主体感、we-mode、親密度

本研究では、一般的なintentional bindingの手法を用い、自己主体感が他者との共同行為においてどう変化する

か、また“we-mode”形成に他者との親密度がどう関係するかを検討した。参加者は知人あるいは初対面の人と

2人1組で実験に参加した。参加者は2人のうちどちらかが自発的にキー押しをし、画面上の時計盤を見て、キーの

押された時間、またはキー押し後に音の鳴った時間を回答し、自分と相手のどちらによってキーが押されたかを

判断した。この結果、相手が誰か、また押したのが誰かに関わらずintentional bindingは発生し、その大きさに差

は見られなかった。このことから、自分が行っていない行動に対しても、共同行為であればそこに自己主体感が

生じる可能性があり、たとえ相手が初対面でも、共同行為をしていると知人相手と同じようなwe-modeを潜在的

に形成しうる可能性があることが示唆された。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

所有感が高まるとその商品に支払ってもよい金額も高まる？
商品を触るイメージとエフェクタンス動機づけが支払意思額に及ぼす影響の検討

*井関 紗代1、北神 慎司1 （1. 名古屋大学）

キーワード：触るイメージ、エフェクタンス動機づけ、所有感

ただ商品を触るだけで，自分の物であるかのような感覚（所有感）が生じることがわかっている. 本研究では，商

品を触るイメージをするだけで，所有感が高まり，その結果，商品に支払ってもよい金額（支払意思額）も高ま

るのか検討した. さらに，エフェクタンス動機づけが，触るイメージの効果に及ぼす影響についても検証した. エ

フェクタンス動機づけとは，環境をコントロールしたいと動機づけられることであり，所有感を抱くことは，そ

のコントロール欲求を満たすことにつながると考えられる．結果として，触るイメージをすると支払意思額が高

まり，その効果は，商品に対する所有感を完全媒介していることが示された．さらに，エフェクタンス動機づけ

が高まると，所有感が高まり，支払意思額に影響を及ぼすことも確認された. よって，マーケティングにおい

て，触るイメージの想起やエフェクタンス動機づけを高めることが有益であると考えられる．
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(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

ハイヒールを履くことによる魅力の向上が援助行動に及ぼす影響
*小川 佳純1、井藤 寛志2、北神 慎司1 （1. 名古屋大学、2. 愛知大学）

キーワード：身体魅力、援助行動、通文化調査

Guénguen (2014) は身体魅力の中でも特にハイヒールに着目して研究を行っており,女性がハイヒールを履くこと

が男性の援助行動に影響を及ぼすことを報告した最初の論文である。今回は日本においてGuéguen (2014)の実験

3を追試し実際にフィールド実験を行うことで,この結果が通文化的な結果であるのかということを検討することを

目的とした。場所は日本の愛知県豊橋市で行い,協力者の女性は0㎝5㎝9.5㎝の3種類の靴を履き,実験参加者の前で

気づかないふりをしてわざとパスケースを落とし,拾ってもらう回数と援助までの時間がヒールの高さによって違

いが生じるのかということを検証した。結果は援助率と援助までの時間においてヒールの高さで違いは見られな

かった。このことから考えられることとして文化差の他に実験の状況の統制の要因が挙げられる。傍観者効果の

影響や,実験参加者の年齢まで視野に入れる必要があった。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場1)

少数派は自由記述欄の回答を控えるか
PTA調査の結果を沈黙の螺旋理論から考える

*下島 裕美1、有馬 明恵2、竹下 美穂2 （1. 杏林大学保健学部、2. 東京女子大学現代教養学部）

キーワード：沈黙の螺旋、少数派、マスメディア

沈黙の螺旋理論によると，自分が少数派であると認知したとき，少数派は孤立への恐怖から意見表明を控え

る。これにより多数派の意見は更に強度を増し，少数派はより一層少数派になっていく。近年マスメディアでは

PTAに否定的な意見が多く，PTAに肯定的な保護者(少数派)は，選択式項目の調査には回答しても自由記述欄に肯

定的な意見を書くことは控えると予想される。本研究では公立小学校の保護者にインターネット調査を実施

し，今後のPTAのあり方(選択式)と自由記述欄の回答有無の関連を検討した。χ2検定の結果，「わからない」を選

択した無関心層と「このまま存続すべき」を選択した少数派(PTA肯定派)は，「進め方を検討すべき」を選択した

多数派(PTA改革派)よりも自由記述率が有意に低かった。少数派の意見は自由記述では埋もれてしまう危険性があ

ること，少数派の意見を拾うためには選択式の質問が効果的である可能性が示唆された。
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ポスター講演 | 記憶

ポスター4 《記憶》
2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2 (522教室)
 

 
ライフストーリーの語りにおける聞き手の影響 
*佐藤 浩一1 （1. 群馬大学） 

幼児・児童期に経験したお菓子の自伝的記憶の検討 
*坪井 寿子1 （1. 東京未来大学） 

語り直しによる自伝的記憶の再解釈と心的外傷後成長の関連性 
*池田 和浩1 （1. 尚絅学院大学） 

概括的な記憶の反復検索による具体的な自伝的記憶の検索困難 
*松本 昇1,2、望月 聡3 （1. 京都大学大学院人間・環境学研究科、2. 日本学術振興会　特別研究員、3. 筑

波大学人間系） 

友人と校則に関する特定性と出来事の感情価についての研究 
*兵藤 宗吉1、山城 大地1 （1. 中央大学文学部） 

刺激の時系列順序に関する空間―時間の刺激反応一致性効果の検討 
*山城 大地1、兵藤 宗吉2 （1. 中央大学大学院文学研究科、2. 中央大学文学部） 

背景色文脈依存再認におよぼす同一背景写真の連続提示の効果 
*漁田 武雄1、山本 葵2、久保田 貴之1、漁田 俊子1 （1. 静岡産業大学、2. 浜松商工会議所） 

自由再生における環境音依存効果におよぼす文脈の提示方法の影響 
*久保田 貴之1、小西 昂輔2、漁田 俊子1、漁田 武雄1 （1. 静岡産業大学経営学部、2. 東京コン

ピューターサービス株式会社） 

情動喚起刺激に対する評定による符号化の効果 III 
*藤田 哲也1、加藤 みずき2 （1. 法政大学、2. 法政大学大学院） 

情動喚起刺激に対する評定による符号化の効果 IV 
*加藤 みずき1、藤田 哲也2 （1. 法政大学大学院、2. 法政大学） 

パスワード様無意味文字列の生成と記憶 
*上田 卓司1、髙橋 優2 （1. 早稲田大学、2. 埼玉工業大学） 

生成効果が複数手がかり語の連合に与える影響 I 
*押尾 恵吾1 （1. 法政大学大学院人文科学研究科） 

形式ジェスチャが記憶に与える影響 
*林 拓弥1、日根 恭子1 （1. 東京電機大学） 

都道府県の形のイラストを面白くしてもその名称は覚えられない 
*向居 暁1 （1. 県立広島大学人間文化学部） 

英単語を用いた音－文字対応においての効果的学習方法 
*安 珠喜1、南 基春1 （1. Department of Psychology, Korea University） 

ノスタルジアが擬人化に与える影響の検討 
*中村 紘子1、川口 潤2 （1. 愛知淑徳大学、2. 名古屋大学） 

学習とテストの組み合わせ方の違いが長期的な保持に与える影響 
*長 大介1 （1. 法政大学大学院） 

誤った検索による学習促進 
*田中 紗枝子1、宮谷 真人2 （1. 徳島文理大学、2. 広島大学） 

再認判断基準の個人差とリベレーション効果の関連 
*三浦 大志1 （1. 杏林大学） 
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再認判断と好意度評定が境界拡張の生起に及ぼす影響 
*西山 めぐみ1 （1. 人間環境大学） 

嗅覚刺激の再認における言語隠蔽効果 
*村島 楓1、箱田 裕司1 （1. 京都女子大学） 

画像・単語の DRMリストにおける逆方向連想強度の測定 
*島根 大輔1、伊東 裕司1 （1. 慶應義塾大学） 

達成目標の操作が虚記憶の生起に及ぼす影響 
*山根 嵩史1、徳岡 大2、大隅 尚広3、中條 和光1 （1. 広島大学大学院 教育学研究科、2. 高松大学発達科

学部、3. 広島修道大学人文学部） 

他者行為の予測の一致度が観察による行為の虚記憶に及ぼす影響 
*柏原 志保1、金山 範明2、西本 美花1、宮城 円1、楊 琬璐1、宮谷 真人1、中尾 敬1 （1. 広島大学大学院

教育学研究科、2. 広島大学医歯薬保健学研究院） 

忘れたものは後で見えづらくなるのか？ 
*多賀 禎1、川口 潤1 （1. 名古屋大学大学院情報学研究科心理学講座） 

写真撮影が導く感情記憶の忘却 
*小林 正法1,2、大竹 恵子1,2 （1. 関西学院大学、2. 応用心理科学研究センター） 

記憶場面状況に応じたメタ記憶の機能の分析 
*清水 寛之1 （1. 神戸学院大学人文学部） 

知覚課題と記憶課題における確信度 
*佐藤 安里紗1、柴田 みどり2、伊藤 友一2、寺澤 悠理3、辻 幸樹1、田仲 祐登1、梅田 聡3 （1. 慶應義塾

大学大学院社会学研究科、2. 慶應義塾大学先導研究センター　論理と感性のグローバル研究セン

ター、3. 慶應義塾大学文学部） 

Enhancing semantic cognition of Japanese two-Kanji words using
transcranial direct current stimulation 
*Ryo Ishibashi1,2,5, Taiji Ueno4, Satoru Saito2, Tatsuya Mima3, Matthew A Lambon Ralph1, Gorana

Pobric1 （1. Neuroscience and Aphasia Research Unit, University of Manchester, 2. Division of

Cognitive Psychology in Education, Graduate School of Education, Kyoto University, 3. Graduate

School of Core Ethics and Frontier Sciences, Ritsumeikan University, 4. Faculty of Human

Sciences, Takachiho University, 5. Human Brain Research Center, Gradiate School of Medicine,

Kyoto University） 
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(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

ライフストーリーの語りにおける聞き手の影響
*佐藤 浩一1 （1. 群馬大学）

キーワード：ライフストーリー、自伝的記憶、語り手と聞き手

ライフストーリーの語りにおいて聞き手の存在が及ぼす影響について検討した。語り手は「子ども時代」「仕

事」の二つのテーマで、２人の聞き手に個別にライフストーリーを語った。さらに各テーマについて、聞き手が

いない状況で一人で語った。面接、一人語りともに時間は１時間であった。語りは全て文字化され分析され

た。主な結果は以下の通りである。(1)一人語りに比べて面接の方が、発話量が多かった。(2)面接では一人語りに

比べて、言葉や時代背景に関する解説、前に述べたことに言及する表現、現在と対比させたりつなげたりする説

明が多かった。(3)面接では、聞き手の知識を確認する質問、聞き手の対場に配慮したり聞き手を楽しませたりす

る発話や話題選択が見られた。また想起したにもかかわらずそのことに言及しないケースも多く認められ

た。(4)聞き手からの反応が多い場合には、語り手もそれに同意したり抵抗する等の反応を示した。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

幼児・児童期に経験したお菓子の自伝的記憶の検討
*坪井 寿子1 （1. 東京未来大学）

キーワード：自伝的記憶、お菓子、幼児・児童期

お菓子の自伝的記憶について懐かしさや食育などの社会文化的側面に関する検討（坪井　2016）を踏まえ、幼児

期及び児童期に経験したお菓子に関する最も印象に残るエピソードの想起について調べた。幼児期については大

学生133名を対象とした結果、家族と一緒に食べたエピソードが比較的多く見られた。また、エピソードの各評定

値の平均値は、鮮明度は4.0、重要度は3.9、頻度は3.5、当時の気持ちは4.9、現在の気持ちは4.7であった。一

方、児童期についても大学生126名を対象に同様に調べた。その結果、友達と一緒に食べたエピソードが比較的多

く見られた。同じく、エピソードの各評定値の平均値は、鮮明度は4.2、重要度は3.6、頻度は2.8、当時の気持ち

は4.9、現在の気持ちは4.8であった。更に、お菓子の種類やエピソード時の感情状態なども検討し、お菓子の自

伝的記憶に意義に関して幼児期と児童期との比較検討を行った。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

語り直しによる自伝的記憶の再解釈と心的外傷後成長の関連性
*池田 和浩1 （1. 尚絅学院大学）

キーワード：自伝的記憶、転換的語り直し、心的外傷後成長

本研究では、出来事の語り直しの3つの方略が自伝的記憶の意味づけに与える影響を調査し、記憶の再解釈と心的

外傷後成長の成立の関連性を検証した。199名の参加者は、1つのネガティブな体験の記憶について、記憶の特徴

に関する3つの指標に評定した：(1)Centrality of Event Scale, (2)主観的自伝的記憶評定, (3)Re-TALE。また、心的

外傷後成長に関する尺度に評定を求めた：(1)ERRI, (2)Core Beliefs Inventory。分析の結果、ネガティブな自伝的

記憶の語り直しには2つのステージが存在し、ネガティブ感情制御方略とポジティブ感情拡張方略に比べ、認知的

転換方略が心的外傷後成長を促す促進因子となる可能性が示唆された。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)
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概括的な記憶の反復検索による具体的な自伝的記憶の検索困難
*松本 昇1,2、望月 聡3 （1. 京都大学大学院人間・環境学研究科、2. 日本学術振興会　特別研究員、3. 筑波大学人

間系）

キーワード：自伝的記憶の具体性の減少、自伝的記憶の概括化、検索誘導性忘却

自伝的記憶の具体性の減少（rAMS）は，特定の日時・場所で起こった具体的な記憶の検索が困難となり，その代

わりに複数の出来事が集約された概括的な記憶を検索しやすくなることを指す。rAMSを説明しうる理論のひとつ

に自伝的記憶の検索誘導性忘却（RIF）がある。これまで，具体的な記憶間におけるRIFが認められてきたが，概

括的な記憶と具体的な記憶との間でRIFが生じるかどうかは定かでない。本研究では，概括的な記憶の反復検索が

具体的な記憶にRIFを生じさせるか検討した。研究１,２の結果から，概括的な記憶は，同一の意味的階層に含まれ

る具体的な記憶の検索を促進するが，異なる意味的階層に属する具体的な記憶にRIFを生じさせることが示唆され

た。これらの結果は，概括的な記憶の日常的な反復検索によってrAMSが生じる可能性を示している。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

友人と校則に関する特定性と出来事の感情価についての研究
*兵藤 宗吉1、山城 大地1 （1. 中央大学文学部）

キーワード：自伝的記憶、感情価、友人

大学生を対象に「友人」、「中学校の友人」、「校則」､「中学校の校則」を手がかり語として与え、5分間で自

伝的記憶の想起を求めた。自伝的記憶の想起は、文形式で書かせた。想起後に､想起した出来事の感情価（1：と

ても不快〜５：とても快）を求めた。結果から、「友人」に関する想起数が「校則」のより有意に多かった。感

情価については、快な出来事は､「友人」の方が「校則」より有意に多かった。不快、中立においては、差がな

かった。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

刺激の時系列順序に関する空間―時間の刺激反応一致性効果の検討
ブロック間で異なる活動画像シーケンスを使用した上での検討

*山城 大地1、兵藤 宗吉2 （1. 中央大学大学院文学研究科、2. 中央大学文学部）

キーワード：時間的順序、心的時間線、刺激反応一致性効果

先行研究では，ストーリーを有する一連の画像刺激を学習させた後にそれらの呈示順序に関する判断を行わせた

際，順序判断の基準点よりも“時間的に前”を左側キー，“時間的に後”を右側キーで判断する条件の方がその

逆のキー押し条件よりも反応が速くなることが示されている（空間－時間の刺激反応一致性効果）。しかし，先

行研究ではキー押しに関する2つの条件で同一の画像刺激を用いていたため，2回目に行う条件では1度見た画像に

対して再度判断を行うという手続き上の問題点があった。本研究では先行研究の問題点を修正した上で日本語話

者における左右空間と時間的順序の関わりを検討した。その結果，空間－時間の刺激反応一致性効果は認められ

なかった。このことは，日本語話者において時間的順序と左右空間を関連付けているとは言えないものであった

が，内観報告より順序判断課題中に注意をどこに向けているかが重要である可能性が示唆された。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

背景色文脈依存再認におよぼす同一背景写真の連続提示の効果
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*漁田 武雄1、山本 葵2、久保田 貴之1、漁田 俊子1 （1. 静岡産業大学、2. 浜松商工会議所）

キーワード：文脈依存再認、背景写真文脈、局所的文脈

本研究は，同じ背景写真を連続して提示した場合，背景写真文脈依存再認が生じるか否かを調べた。中島・漁

田・漁田 (2015) は，ビデオ文脈依存再認を，手がかり負荷 1，6，18 条件について調べた。同一文脈を連続提示

した場合，手がかり負荷6では再認弁別で文脈依存効果が生じたが，手がかり負荷18では生じなかった。手がかり

負荷 18 条件で，学習時間を1/3にしたところ，再認弁別で文脈依存効果が生じた（久保田・中島・漁田・漁

田，2016）。本研究は，中島ら (2015) のビデオの静止画を背景写真として，手がかり負荷 1，6での実験を

行った。その結果，手がかり負荷１では文脈依存再認弁別が生じたが，手がかり負荷6では消失した。そこで，手

がかり負荷6での学習時間を1/3にしたが，文脈依存再認は生じなかった。この結果は，背景写真を連続提示する

と，文脈として機能しなくなることを示唆している。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

自由再生における環境音依存効果におよぼす文脈の提示方法の影響
*久保田 貴之1、小西 昂輔2、漁田 俊子1、漁田 武雄1 （1. 静岡産業大学経営学部、2. 東京コンピューターサービス

株式会社）

キーワード：環境的文脈依存効果、環境音、再生

久保田・張・漁田・漁田（2015）は，手がかり負荷（1と12）を操作し，手がかり負荷が大きい場合にのみ環境

音文脈依存効果が生じることを示した。この結果が生じた理由として，久保田ら（2015）は環境音文脈がグ

ローバル文脈として機能した可能性を指摘したが，その実験手続きには，手がかり負荷が大きい条件のもとで局

所的文脈を実現する条件が含まれておらず，環境音文脈が局所的文脈としても機能するかは明らかにされていな

かった。そこで本研究は，環境音文脈が局所的文脈として機能するか否かを検証することを目的とし，実験を

行った。実験では，環境音文脈の提示順序をランダムとブロックの2条件で操作し，それぞれにおいて環境音文脈

依存再生が生じるかを調べた。実験の結果，いずれの条件においても文脈依存効果が生起した。この結果は，環

境音文脈が局所的文脈としても機能することを示唆している。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

情動喚起刺激に対する評定による符号化の効果 III
喚起された感情価と自己関連付け処理との比較

*藤田 哲也1、加藤 みずき2 （1. 法政大学、2. 法政大学大学院）

キーワード：覚醒度、感情価、自己関連付け処理

本研究では，藤田・加藤（2016，認知心）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。情動喚起

する画像が提示されたとき，刺激によって参加者が喚起された感情価と，その刺激に対する自己関連の程度の評

定を求め，その後の再生成績を比較した。その結果，感情価評定は，全体として自己関連付け処理と同程度の符

号化の効果を持つことが明らかとなった。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

情動喚起刺激に対する評定による符号化の効果 IV
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喚起された感情価と物理的処理との比較

*加藤 みずき1、藤田 哲也2 （1. 法政大学大学院、2. 法政大学）

キーワード：覚醒度、感情価、処理水準

本研究では，藤田・加藤（2017，認知心; 前件発表）で得られた感情価評定の符号化の優位性の程度を確認する

ために，情動喚起する画像の物理的特徴として明るさ(brightness)の評定を求め，その後の再生成績を比較し

た。その結果，感情価評定は，全体として明るさ評定より良い再生成績をもたらすことが示された。ただし，2種

類の評定の実施順によって感情価評定の優位性が異なり，感情価評定が先行する場合には，この優位性が消失し

た。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

パスワード様無意味文字列の生成と記憶
情報セキュリティへの認知心理学からの貢献を目指して

*上田 卓司1、髙橋 優2 （1. 早稲田大学、2. 埼玉工業大学）

キーワード：ランダム文字列の記憶、自己生成、情報セキュリティ

現代社会においては，種々のコンピュータ・ネットワークサービスを利用するためのIDやパスワードが多く必要

とされ，またそれらの適切な管理運用も求められている．管理運用についての規範は多いが，それらは人間の記

憶をはじめとした認知特性とはかけ離れている．本研究ではパスワード様のランダム文字列を複数生成・記憶す

る課題を通じ，パスワードの生成運用方略を検討することを目的とした．実験において参加者は，実験結果開示

用のものを含む架空のサイト／サービス用パスワードを8つ生成し，それらランダム文字列の性質について評定す

ることが求められた．開始前の段階では記憶課題が含まれることは参加者に告げられていなかった．実験の結

果，半数以上の参加者において使い回し等，適切とされるパスワード管理運用規範からの解離が認められた．こ

れらの結果について認知特性及び情報セキュリティの観点から論じられた．

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

生成効果が複数手がかり語の連合に与える影響 I
*押尾 恵吾1 （1. 法政大学大学院人文科学研究科）

キーワード：生成効果、対連合学習、外国語学習

2つの語を同時に学習する対連合学習についての研究は多くみられる（e.g., Reese,1970；Rohwer, 1973）。ま

た，単語を読み上げるより自ら生成したほうが，記憶成績が良いことを示した研究も多くみられる（e.g.,

Slamecka &Graf，1978；Graf，1980）。しかし，上記の2つを統合した，自己生成を踏まえた対連合学習につ

いて検討を行った研究はみられない。そこで本研究では，架空の外国語（手がかり語1，ex. セントヤブ

ル）と，その和訳として実験上で付した和訳語（手がかり語2，ex. シャツ）の学習をする際，和訳語とカテゴリ

的に関連性の高い関連語（ターゲット語，ex. ズボン）を呈示した場合より，学習者に関連語を自己生成させた場

合に，外国語と和訳語の連合が強まるか検討した。テストとして架空語と和訳語のマッチングテストを使用した

結果，呈示条件と生成条件の差はみられなかった。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

形式ジェスチャが記憶に与える影響
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*林 拓弥1、日根 恭子1 （1. 東京電機大学）

キーワード：ジェスチャ、会話、記憶

対象を記憶する際，聴覚情報のみの記銘より，視聴覚のように二つのモダリティを用いて記銘した方が，記憶成

績が良いことが知られている（福田・四日市，1992）しかし視覚情報が表す対象が一意ではない場合，記憶にど

のような影響が生じるかは不明な点が多い．本研究では，表す対象が一意とならない視覚情報として形式ジェス

チャに着目し，　ジェスチャの有無が記憶成績へ影響を与えるか検討した．実験では会話中に，6つの固有名詞が

聴覚提示され，3つの固有名詞は，その形状を表した形式ジェスチャも視覚提示された．その後，固有名詞および

ジェスチャの記憶課題を行った．その結果，ジェスチャを伴った方が伴わなかった場合に比べて，固有名詞の記

憶成績は高かったが，固有名詞の想起の有無によるジェスチャの記憶成績には差は見られなかった．これよ

り，ジェスチャは，それ自体の想起の有無に関わらず，固有名詞の記憶成績を促進する事が示唆された．

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

都道府県の形のイラストを面白くしてもその名称は覚えられない
*向居 暁1 （1. 県立広島大学人間文化学部）

キーワード：奇異性効果、符号化特定性原理、対連合学習

本研究の目的は、県の形と県名の対連合学習において，奇異性・新奇性の高いと考えられる県の形のイラストの

有効性を検討することであった。その結果，県の形と県名の対連合学習において、奇異性・新奇性の高い県の形

のイラストは、県名の学習に効果的であるとはいえないどころか、逆効果であることがわかった。この結果

は，都道府県の形のイラスト化によって県名の記憶の促進効果を見いだせなかった向居（2016，教心発表）と一

致したものであった。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

英単語を用いた音－文字対応においての効果的学習方法
*安 珠喜1、南 基春1 （1. Department of Psychology, Korea University）

キーワード：Spaced Learning、Learning by Testing、Form to Form

効果的学習に関しての研究は、いろいろな分野で数多く行われてきたのである。効果的学習というのは時間と努

力を最小限にし、長期記憶に残らせる学習を意味するのである。この論文では、既存の研究で判明された仮設の

中、テストを通じた学習(Learning by Testing)と時間の間隔を置いて学習する方法(Spaced Learning)を用いて学

習実験を行った。これまではそれぞれの学習方法で実験参加者に学習させ、その結果を比較した研究は多かった

のだが、二つの学習方法を一人の実験参加者に適用した研究は少ないのである。二つの学習方法で情報がより短

時間で長期記憶に残るのではないかというのを見るのが目的である。実験の結果、学習方法ペアによって違いが

あることが判明された。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

ノスタルジアが擬人化に与える影響の検討
*中村 紘子1、川口 潤2 （1. 愛知淑徳大学、2. 名古屋大学）

キーワード：ノスタルジア、擬人化、孤独感

擬人化とは人以外の対象に人特有の性質を知覚することである。孤独感は擬人化の促進要因の一つであり，社会

的つながりの欠如は人とのつながりを希求させ，人らしさを知覚させやすくする (Epley et al., 2007) 。ノスタル

ジックな記憶はこうした孤独感と関連する自伝的記憶であり，社会的つながりに関する内容を含みやすく，孤独
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感を低減させることが示唆されている (Wildshut et al., 2010)。よって，(1)ノスタルジックな記憶の想起は孤独感

を低減させ対象の擬人化を抑制し，一方，(2)ある対象についてのノスタルジックな記憶の想起は対象との社会的

なつながりを知覚させ，その対象の擬人化を促進することが考えられる。実験1ではノスタルジックな記憶の想起

はガジェットに対する擬人化を抑制することを示し，実験2では対象についてのノスタルジックな記憶の想起は対

象の擬人化を促進する傾向があることを示した。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

学習とテストの組み合わせ方の違いが長期的な保持に与える影響
*長 大介1 （1. 法政大学大学院）

キーワード：検索練習、テスト効果、学習/テストスケジュール

記銘した情報を検索（テスト）することは記銘した情報を繰り返し学習することよりも長期的な保持を生み出

す。さらにこの保持への促進効果は学習とテストの組み合わせ方によって異なる（Karpicke &Roediger,

2007）。本研究ではテスト後に行う学習がフィードバックとして機能することを考慮した学学習/テストスケ

ジュールの長期的な保持に対する影響を検討した。実験参加者は割り振られた学習/テストスケジュールにした

がって異なる順番で学習とテストをそれぞれ2回ずつ取り組んだ。その後，保持期間ごとに最終テストとして自由

再生テストを実施した。実験の結果，学習/テストフェイズのテストでは学習/テストスケジュールの違いが見ら

れたが，最終テストではこの違いは見られなかった。この結果は学習中に行うテストが長期的な保持を促進する

か否かは，学習中に行うテストの成績によって決まる可能性が示唆している。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

誤った検索による学習促進
―検索する情報量の影響―

*田中 紗枝子1、宮谷 真人2 （1. 徳島文理大学、2. 広島大学）

キーワード：検索、テスト、学習

ある学習内容について，事前にその内容を検索しようとすると，たとえ検索に失敗しても後の学習が促進される

ことが知られており，failed retrievalと呼ばれる。Failed retrievalの生起メカニズムについては明らかにされてな

いが，事前に検索することで関連した情報が活性化されるためであるとされている。また単語対を用いた場

合，検索した直後に正答フィードバックを行わなければ学習促進が生じず，これは活性化される情報が少ないた

めだといわれている。本研究では学習前に検索する情報の量と正答フィードバックまでの遅延時間を操作し，学

習促進に及ぼす影響を検討した。その結果，情報量を増やしても，従来の手続きに比べて学習は促進されず，ま

た正答フィードバックとの交互作用もなかった。このことから，failed retrievalは検索時に意味的な活性化が生じ

ることが原因ではない可能性が示唆された。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

再認判断基準の個人差とリベレーション効果の関連
*三浦 大志1 （1. 杏林大学）

キーワード：基準シフト、メタ認知的コントロール、リベレーション効果

リベレーション効果は、アナグラムなどの認知的課題を行った直後に再認判断を求めると「old (学習フェイズで

見た)」と判断されやすいという効果である。本効果は再認判断基準のシフトにより生起すると考えられている

が、判断基準の個人差がリベレーション効果の生起に及ぼす影響は明らかにされていない。そこで本研究で



[P4-20]

[P4-21]

[P4-22]

©日本認知心理学会 

 日本認知心理学会第15回大会 

は、リベレーション効果の生起を確認する通常の記憶テストに加え、old項目がnew項目より多く提示され寛大な

判断基準が求められるテストを行った。これにより、判断基準のシフトの個人差を測定した。その結果、判断基

準のシフトが比較的小さかった群ではリベレーション効果が見られなかったが、シフトが大きかった群では効果

が見られた。リベレーション効果の生起不生起には個人差が存在し、その個人差は課題要求に応じて判断基準を

調整するというメタ認知的コントロール機能の有無によって生じている可能性が示された。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

再認判断と好意度評定が境界拡張の生起に及ぼす影響
*西山 めぐみ1 （1. 人間環境大学）

キーワード：境界拡張、再認判断、好意度評定

境界拡張（boundary extension）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である（Intraub &Richardson, 1989）。西山（2013）は学習―テスト間に想

起を伴う課題を行い，保持段階における記憶表象の変容が境界拡張に影響を及ぼす可能性を示した。そこで本研

究は，学習―テスト間に写真の再認判断および好意度評定を求め，これらが境界拡張に及ぼす影響について検討

を行った。その結果，再認による影響はみられなかったが，好意度評定条件において統制条件よりも有意に大き

な境界拡張が生じることが示された。単純接触効果からも示唆されるように，好意度評定には保持されている記

憶が意識的・無意識的に利用されると考えられる。したがって，本研究により保持段階における記憶表象の変容

が境界拡張の一因となっている可能性が示されたといえる。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

嗅覚刺激の再認における言語隠蔽効果
転移不適切処理シフト説の検討

*村島 楓1、箱田 裕司1 （1. 京都女子大学）

キーワード：言語隠蔽効果、嗅覚刺激、転移不適切処理シフト

言語隠蔽効果の原因として有力な説が転移不適切処理シフト説である。実際，Macrae &Lewis,（2002）の顔再認

の実験で言語化の代わりにNavon文字を用いた結果，再認課題に適した形態的（全体的）処理を誘導する

Global処理群はControl群より後の再認成績が向上し,言語化同様に特徴的（分析的）処理を誘導するLocal処理群

はControl群より再認成績が低下すると示されている。嗅覚刺激でも言語隠蔽効果が実証されているため（村

島・箱田・松浦, 2015），これも転移不適切処理シフト説で説明できると期待される。実験はNavon課題の処理

時間を3分・5分・10分と設定し，それぞれでNavon文字の処理モード間に再認成績の差が見られるか検証し

た。その結果，処理時間が3分と5分の場合のみ，処理条件間に有意な差が見られ, Global処理群がLocal処理群と

Control群より成績が向上した。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

画像・単語の DRMリストにおける逆方向連想強度の測定
*島根 大輔1、伊東 裕司1 （1. 慶應義塾大学）

キーワード：逆方向連想強度、画像のDRMリスト、連想活性化

これまで，DRMパラダイムを用いた虚記憶研究では，連想活性化による虚記憶生起の原拠の一つとして，リスト

提示によるルアーの連想確率である逆方向連想強度（BAS）が測定され，生起確率との連関が検討されてきた。し

かし，画像のDRMリストを用いてBASを測定した研究は無く，測定方法も確立されていない。記憶の二重符号化
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理論によれば，言語的情報と非言語的情報は別個のネットワークを形成しているため，連想活性化過程における

ネットワークの相違を検討する必要がある。そこで本研究では，同じ項目からなる単語と画像のDRMリストを用

い，BASを測定，比較することで，各刺激属性におけるネットワークの相違を検証した。画像のBASの測定におい

て，描画による反応を求め，非言語的なネットワークの活性化を促す方法を採用した。検証の結果，単語と画像

のBASが異なることが示され，ネットワーク及びその連想活性化過程の違いを考察した。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

達成目標の操作が虚記憶の生起に及ぼす影響
ー処理資源を統制した実験事態による検討ー

*山根 嵩史1、徳岡 大2、大隅 尚広3、中條 和光1 （1. 広島大学大学院 教育学研究科、2. 高松大学発達科学部、3.

広島修道大学人文学部）

キーワード：達成目標、虚記憶、DRMパラダイム

Murayama &Elliot (2011) は達成目標が学習方略選択に影響を与えるという仮説を提唱し，記憶課題において，遂

行目標では維持リハーサルが，習得目標では関連性処理が促進されることを示した。DRMリストを用いてこれを

追試したTokuoka, Yamane, and Osumi (2016) では，遂行よりも習得目標下で虚記憶が多く生起し，仮説が支持

された。しかし，再度の追試を行った山根・徳岡・中條 (2016) では結果は再現されなかった。両者の手続きは集

団実験と個別実験の違いがあり，個別実験を用いた山根ら(2016)で参加者の心的努力が高まった可能性があ

る。そこで，項目数を半分にした2つのDRMリストを合わせたものを記銘リストとしてCLに集まる処理資源を減

少させたところ，個別実験でも，特性としての達成目標に関してMurayama &Elliot (2011) の仮説を支持すること

が示された。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

他者行為の予測の一致度が観察による行為の虚記憶に及ぼす影響
*柏原 志保1、金山 範明2、西本 美花1、宮城 円1、楊 琬璐1、宮谷 真人1、中尾 敬1 （1. 広島大学大学院 教育学研究

科、2. 広島大学医歯薬保健学研究院）

キーワード：自他の混同、虚記憶、観察

本研究の目的は，他者行為の観察により生じる自身の行為遂行に関する虚記憶 (observation inflation: OI) の生起

に対して，観察時の他者行為の予測しやすさが及ぼす影響を検討することであった。実験は，行為文を実演又は

音読する記銘段階，他者の行為をビデオを通して観察する観察段階，2週間後に記銘段階の項目に関するソース判

断を行う再認段階の3段階で構成した。観察段階で用いる観察ビデオの構成に関して，(1) 行為動画前に行為推測

の手がかりになる静止画を呈示し他者行為の予測を促進する条件，(2) 行為動画前に動画の行為の予測には結びつ

かない静止画を呈示し他者行為の予測を阻害する条件，(3) 行為動画を先に呈示し動画視聴前に行為の予測が生じ

ない条件の3条件を設定した。その結果，他者行為の予測と結果が一致しないとOI自体が生起せず，その生起の程

度は予測のしやすさによらないことが示された。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

忘れたものは後で見えづらくなるのか？
指示忘却の潜在記憶テストへの影響

*多賀 禎1、川口 潤1 （1. 名古屋大学大学院情報学研究科心理学講座）
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キーワード：指示忘却、潜在記憶テスト、顔

指示忘却とは，学習内容の忘却を求めるとその後の記憶成績が低下する現象である。代表的な忘却パラダイムの

think/no-thinkを用いた研究では，忘却が視覚の知覚表象の活性化レベルに影響を与えることが示されている。そ

こで，本研究では他の代表的な忘却パラダイムである指示忘却課題（項目法）を用いて，忘却教示の潜在記憶テ

スト成績への影響を検討した。まず学習段階では，学習画像（顔画像）を単独呈示した直後にそれが学習項目か

忘却項目かを示す教示を与えた。学習教示では直前に呈示した顔画像を覚えること，忘却教示では忘れることを

求めた。干渉課題の後，潜在記憶テストとして顔画像の正立倒立判断課題，顕在記憶テストとして再認課題を

行った。実験の結果，指示忘却効果は顔画像再認ではみられたが，正立倒立判断ではみられなかった。これらの

ことから，指示忘却は視覚の知覚表象の活性化レベルには影響を与えない可能性が示唆された。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

写真撮影が導く感情記憶の忘却
*小林 正法1,2、大竹 恵子1,2 （1. 関西学院大学、2. 応用心理科学研究センター）

キーワード：感情記憶、忘却、Cognitive Offloading

科学技術の発展により様々な情報を外部記憶装置に容易かつ迅速に保存することが可能となった（例. スマート

フォンによる写真撮影）。このような外部記憶装置の利用はヒトの記憶にも影響を与える。Henkel

(2014）は，写真撮影によって長期記憶として保持される必要がなくなった情報は，忘却されることを示した。こ

れは外部記憶装置への保存による認知的負荷の低減を示唆している。これに関連して，本研究では，ニュートラ

ル語に比べて，記憶成績が高いとされる感情語（e.g., Kensinger, 2004）に対し，写真撮影による忘却が生じるか

を検討した。指示忘却手続き（Bjork, 1970）を参考とした実験を実施した結果，写真撮影をした単語の再生成績

が低下し，その程度に感情価の影響は少なかった。本研究により，感情語という記憶されやすい情報に対しても

写真撮影による忘却が適用されることが示唆された。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

記憶場面状況に応じたメタ記憶の機能の分析
実験室場面での再生予測とリバーミード行動記憶検査の成績との関係

*清水 寛之1 （1. 神戸学院大学人文学部）

キーワード：メタ記憶、記憶場面状況、記憶モニタリング

実験室場面と日常記憶場面でのメタ記憶の機能的役割を明らかにするために、大学生92名を対象に、実験室場面

として自由再生課題での再生成績と再生予想のズレの多少をもとに、リバーミード行動記憶検査の成績に反映さ

れる日常場面での記憶能力の個人差を評価した。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

知覚課題と記憶課題における確信度
Type1・ Type2信号検出理論を用いた生理心理学的検討

*佐藤 安里紗1、柴田 みどり2、伊藤 友一2、寺澤 悠理3、辻 幸樹1、田仲 祐登1、梅田 聡3 （1. 慶應義塾大学大学院

社会学研究科、2. 慶應義塾大学先導研究センター　論理と感性のグローバル研究センター、3. 慶應義塾大学文学

部）

キーワード：メタ認知、Type2信号検出理論、事象関連電位
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自身の能力についての知識であるメタ認知に関する研究において、確信度の正確性の観点からType2信号検出理論

が近年注目されている。本研究では脳波を用い、知覚・記憶の二課題に対しType2信号検出理論を用いた検討を

行った。実験では、知覚課題については、2つの刺激のうちより明るく見える方の位置を同定する課題を行い、記

憶課題については、50単語をリストで一挙に提示したのち、再認を行った。それぞれ刺激提示時の事象関連電位

とその刺激に対する確信度の関連性について検討した。結果、両課題で確信度が高いほど400ms以降特徴的な脳

波成分が見られた。また記憶課題において、確信度が正確な人ほど400ms前後に特徴的な陰性成分が見られ

た。従って、刺激提示の段階において知覚判断に対しても記憶判断と同様の時間帯に確信度に関する処理が行な

われていること、その時間帯の処理の深さが正確性に影響していることが示唆された。

 
 

(2017年6月4日(日) 10:00 〜 12:00  ポスター会場2)

Enhancing semantic cognition of Japanese two-Kanji words

using transcranial direct current stimulation
*Ryo Ishibashi1,2,5, Taiji Ueno4, Satoru Saito2, Tatsuya Mima3, Matthew A Lambon Ralph1, Gorana Pobric1 （1.

Neuroscience and Aphasia Research Unit, University of Manchester, 2. Division of Cognitive Psychology in

Education, Graduate School of Education, Kyoto University, 3. Graduate School of Core Ethics and Frontier

Sciences, Ritsumeikan University, 4. Faculty of Human Sciences, Takachiho University, 5. Human Brain

Research Center, Gradiate School of Medicine, Kyoto University）

キーワード：Semantic Memory, transcranial Direct Current Stimulation, Cognitive Facilitation

事物の意味を認知することは人間の持つ高次認知機能のうちでも特に中心的な機能の一つである。本研究では経

頭蓋直流電流刺激(tDCS)を用いて、近年意味認知の中枢と考えられている大脳皮質左前側頭葉(ATL)の活動を促進

したときに日本語単語意味認知能力の向上が見られるかどうかを検討した。結果としてtDCSによる類義語の判断

成績向上が認められ、この効果は事前調査で難易度が高いとされた試行群において得に顕著であった。本知見は

ATL領域と意味認知との関係についてその因果的関係をさらに強力に立証すると同時に、意味認知障害の臨床にお

いてtDCSが意味認知能力の維持・向上の補助手段として用いられる可能性について示唆するものである。



面接やカウンセリング中の緊張、リラ
ックス等、生体情報(心拍、呼吸、皮
膚温、G.S.R.、チェックマーカー)を
５チャンネル同時測定します。データ
はテキファイルに変換できます。

著者 箱田裕司・渡辺めぐみ新ストループ検査Ⅱ

著者 行場次朗・大橋智樹

皮膚温とG.S.R.の変化を光点移動と発信音でフ
ィードバックし、リラックスや集中力の基礎的
能力を高めます。

被暗示性テストは、広く心理学基礎
コースの実験実習に取り入れる事に
適しています。セット内容：色名暗
示テスト／重さの暗示テスト／圧縮
・弛緩テスト／振子テスト／線分の
長さ暗示テスト

透過式液晶調光フィルムを、単眼独立
型(2CH)または両眼型(1CH)無音駆動シ
ャッターとして各種心理実験にご使用
頂けます。シャッタードライバーはON
/OFF時間を制御するタイマー付き。シ
ャッターCLOSE時の接点出力はプロジ
ェクターなどに接続できます。

コンピュータによる視覚刺激瞬間視
を行う汎用刺激呈示装置です。心理
学、臨床研究の視知覚実験に広くご
利用頂けます。

体温& G .S.R.バイオフィードバック装置

生体情報装置

被暗示性テスト

液晶フィルムシャッター刺激呈示装置

鏡映描写法ソフトウェア
鏡映描写２種のソフトです。従来の鏡映描写ソフト（所要時間、成
績、逸脱回数、枠内時間、逸脱時間）に新たに描写遅延時間を設定
できるソフトが加わりました。

日本語版UWIST気分チェックリスト J UM A C L
著者 JUMACL研究会（代表箱田裕司）

複合数字抹消検査 C D C T

姿勢・歩行動作分析ソフト
歩行・立ち上がり・起き上がり・寝返り動作などの身体運動の分
析、評価、訓練にご利用頂けます。【製品構成】簡易姿勢・歩行動
作分析ソフトウェア(２次元)／キャリブレーター／動画取込ソフト

〒810-0014 福岡市中央区平尾３-７-２１圓ビル TEL 092-522-2922 FAX 092-522-2933

株式会社 トーヨーフィジカル http://w w w .toyophysical.co.jp

錯視法ソフトウェア
ミュラー・リヤー錯視、水平垂直錯視ソフトのセットです。

バイオフィードバックオートシステム：メンタ
ルトレーニング指導法に基づき、バイオフィー

ドバック装置を最大8CH接続し、皮膚温とG.S.R.データを解析します。

情動的知能質問紙
ストレス対処法質問紙

ボックスの片側上部からのぞき込
むと、自分の実際の手と鏡に映っ
た手が同時に見え、そのため、両
方の手を同時に見ているような錯
覚を受けます。鏡映像を使って視
覚像と運動感覚のずれを作りだし、
視覚－触覚や視覚－身体の運動感
覚などの異なる感覚モダリティ間
の葛藤状況を体験することができ
ます。ミラー療法による動き改善
のリハビリに。

ミラーボックス

心理学実験教材

表情認知検査

顔に対する表情認知能力を測定します。子ども
は子供の表情写真を見て、大人は大人の表情写
真を見て「喜び・怒り・驚き・悲しみ・真顔」
のどの表情かを回答します。回答は自己採点式。
表情認知能力の個人差、表情認知能力の発達的
変化を測定できます。

著者 小松佐穂子・箱田裕司

顔面固定器
スタンド式：顔の位置調整、あ
ごの位置調整がワンタッチでで
きます。
固定式：テーブルを挟んで固定
するタイプの顎台です。

著者 小松佐穂子・箱田裕司

ストループ効果と逆ストループ効
果を測定できます。特に逆ストル
ープ効果を測定できるので選択的
注意を多面的に測定することがで
きます。注意力の個人差、注意力
の生涯発達的変化、手軽にできる
心理学実験の教材としてご使用頂
けます。※英語版あり

⼼理学関連検査と実験機器 http://w w w .toyophysical.co.jp

心理学研究法教材

画面の教示を見て自己のペースで
進めていく実験プログラムです。
反応時間をcsvファイルで記録でき
ます。【実験教材７種】斜線の食い
違い（ポッゲンドルフ錯視）／心
的回転／一対比較による尺度化／
問題解決（ホビットとオーク）／
色着き文字の色名判定（ストルー
プ効果）／文字の同異判断／顔表
情の分類（概念形成）

【実験教材４種】じゃんけん実験（確率変化視）／線引き実験（正
誤フィードバック）／文字列実験（カテゴリー提示）／印象実験
（二つの尺度）

Win行動科学のBASIC集

4要因表の検定モデル

5要因表の検定モデル
心理学実験や検査におけるデータの統計解析処理、検定用ソフト
ウェア。4要因・5要因のχ２検定(尤度比検定)のプログラム及び解
説が新たに加わりました。

著者 篠原弘章

（９種）

（２０種）
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A/4（W180×H260mm）　　 認知心理学　　　2017年4月14日

指　導： 高野陽太郎・渡邊克巳
 伊東裕司・服部雅史
 田中章浩・岡 隆・藤田和生

総監修：高野陽太郎（東京大学教授）

認
知
心
理
学

「
人
間
ら
し
さ
」を
生
み
出
す
プ
ロ
セ
ス

知
覚
、注
意
、記
憶
、思
考
、言
語
な
ど
認
知
心
理
学
の
主
要
な
研
究
対
象
を
は
じ
め
、

社
会
的
認
知
、動
物
の
認
知
に
つ
い
て
も
、最
新
の
研
究
の
知
見
に
基
づ
い
て
学
ん
で
い
き
ま
す
。

時　間：各巻 約30分
価　格：各巻 本体 60,000円＋税

1 認知心理学 ― そのプロフィール ―
心理学全体を支える基礎をなす認知心理学とは、どのような学問なの
でしょうか。記憶や思考などの認知活動をコンピュータがしているよう
な「情報処理」として研究し、目覚ましい成果を収めてきた認知心理
学のプロフィールを紹介します。

2 知覚 ― 情報の入力 ―
外界の物理的刺激は、感覚器官に受容され、脳で様々な処理過程を
経て主観的体験として知覚されます。しばしば間違いや錯覚が生じる
のは何故でしょう。依存度が大きな視知覚の諸相を中心に紹介し、そ
れを支える神経機構や知覚の適当さと賢さを解説します。

3 注意 ― 情報の選択 ―
環境に適応して生き延びていくためには、入ってくる膨大な量の情報
のなかから、重要な情報を選択しなければなりません。これが注意の
役割です。注意にまつわる現象を体験したり、代表的な実験例を学
び、注意の機能と働きについて理解を深めます。

4 記憶 Ⅰ ― 情報の貯蔵 ―
記憶とは何かについて概観し、認知心理学における代表的な記憶の
モデルについて解説します。人間の適応行動を支える様々な記憶のは
たらきや研究方法、そして、短期記憶と長期記憶、作動記憶を解説し、
記憶の基礎を学んでいきます。

5 記憶 Ⅱ ― 実生活の中で ―
意味記憶やエピソード記憶など、最近研究されるようになった様々な
記憶について見ていきます。後半では、事件や事故の目撃者の記憶
に焦点を当てます。記憶の心理学的研究と人々の日常生活や社会と
の関わりについて、洞察を深めることができます。

6 思考 Ⅰ ― 問題解決と推論 ―
何か問題が発生したとき、どのように解決するのでしょうか。問題解決
や推論は、高次認知機能と呼ばれ、人間の認知の核心をなすもので
す。人間の問題解決の仕方の特徴、推論における知識の影響、そして
最後に、私たち自身の合理性について考えます。

7 思考 Ⅱ ― 判断と意思決定 ―
意思決定の重要な要因である効用に影響を及ぼす心理的要因と確
率判断について考え、意思決定が文脈や感情などにどう左右される
かを見ていきます。よりよい意思決定とは何か、幸福感とは何かについ
て、考えを深めることができます。

8 言語 ― 情報の伝達 ―
ことばの入口ともいえる知覚のメカニズムについて、ボトムアップ処理
とトップダウン処理に分けて概説し、言語の理解について、単語、文、
文章に順次着目し、実例や実験を交えて解説します。また、非言語情
報のコミュニケーションについても解説します。

9 社会的認知 ― 人を認知する ―
他者、社会的集団、社会的事象は私たちを取り巻く環境の中で重要な
要素であり、その知覚、認知の判断は、対人行動や人間関係などに影
響を及ぼします。社会的認知のメカニズムを検討し、陥りやすい社会
的認知のバイアスについて解説します。

10 動物の認知 ― 適応の手段としての認知 ―
動物たちのこころの研究の進歩により、ヒトに見られる様々な機能が、
動物たちにも備わっていることが分かってきました。動物の認知研究
の意義、研究法を学び、動物たちの心の世界を知ることで、人間の認
知の適応的な役割を理解していきます。

全10巻DVD

現代心理学シリーズ

〒150－0043 東京都渋谷区道玄坂1－22－8　朝日屋ビル9F
TEL.03（5428）5675 FAX.03（5428）5674 URL　http://www.sun-edu.co.jp





連絡先

日本認知心理学会第１５回大会準備委員会事務局

〒108-8345 東京都港区三田２丁目１５−４５

慶應義塾大学文学部 心理学研究室内

日本認知心理学会第 15 回大会準備委員会事務局

Tel： ０３（５４２７）１４３１

E-mail：cogpsy15-group@keio.jp
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	02_有斐閣_日本認知心理学会第15回 メモなし
	03_北大路書房_認知心理学会2017
	04a_サン・エデュケーショナル_トンボなし
	05_北樹出版_認知心理学会2017 A4

