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第2会議室

ワークショップ

自主企画ワークショップ1[W1]
企画者:齊藤 俊樹(東北大学)
13:15 〜 14:45  第2会議室 (西館3階)

日々の行動・社会の常識に挑む応用認知心理学

*齊藤 俊樹1、金城 光2、野内 類1、石井 国雄3、大沼 卓也
4、元木 康介5 （1. 東北大学、2. 明治学院大学、3. 清泉女

学院大学、4. 近畿大学、5. 宮城大学）

   13:15 〜    14:45

[W1-01]
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視聴覚研修室

口頭発表

口頭発表1：知覚・感性 (1)[O1]
座長:小野 史典(山口大学)、竹島 康博(同志社大学心理学部)
10:30 〜 12:00  視聴覚研修室 (東館2階)

因果関係の知覚が時間知覚に与える影響

*小野 史典1 （1. 山口大学）

   10:30 〜    10:45

[O1-01]

自由選択課題におけるポストディクション現象の認

知モデル

*武藤 拓之1,2、水原 啓太3、入戸野 宏3 （1. 立命館大学O

IC総合研究機構、2. 日本学術振興会、3. 大阪大学大学院

人間科学研究科）

   10:45 〜    11:00

[O1-02]

仮想空間内の手の光点提示に対する身体意識

*中山 友瑛1、片山 正純1 （1. 福井大学大学院工学研究科知

能システム工学専攻）

   11:00 〜    11:15

[O1-03]

VR空間における擬似触覚経験と自閉症スペクトラム

指数との関連

*鈴木 健斗1、福井 隆雄1 （1. 首都大学東京）

   11:15 〜    11:30

[O1-04]

オブジェクト操作の主体感に基づく視覚処理変容の

時系列変化

*中島 亮一1 （1. 東京大学）

   11:30 〜    11:45

[O1-05]

視覚刺激のもつ感情価が分裂錯覚の生起過程に与え

る影響

*竹島 康博1 （1. 同志社大学心理学部）

   11:45 〜    12:00

[O1-06]

口頭発表

口頭発表3：思考・言語[O3]
座長:山 祐嗣(大阪市立大学大学院　文学研究科)、原田 悦子(筑波大

学)
13:15 〜 14:45  視聴覚研修室 (東館2階)

直観的バイアス反応に対する認知的内省性検査

(CRT) の予測力の普遍性について

*眞嶋 良全1、中村 紘子2 （1. 北星学園大学、2. 愛知淑徳

大学）

   13:15 〜    13:30

[O3-01]

Semantic Processing during Morphological

Priming in the Sino-Korean Prefix Derivational

Word

*Jinwon Kang1, Kichun Nam1 （1. Korea University）

[O3-02]

   13:30 〜    13:45

「見込みがある」と「幸せ」になる

*顧 元琪1、本田 秀仁2、植田 一博1 （1. 東京大学、2. 安田

女子大学）

   13:45 〜    14:00

[O3-03]

多様な記憶が導く正確な集団意思決定

*本田 秀仁1、藤崎 樹2、松香 敏彦3、植田 一博2 （1. 安田

女子大学、2. 東京大学、3. 千葉大学）

   14:00 〜    14:15

[O3-04]

Perceptual hindsight bias after knowing flash

floods

*Hiroshi Yama1 （1. Osaka City University）

   14:15 〜    14:30

[O3-05]

カテゴリー学習と認知的加齢

*原田 悦子1、王 紫嫣1 （1. 筑波大学）

   14:30 〜    14:45

[O3-06]

口頭発表

口頭発表4：記憶[O4]
座長:楠見 孝(京都大学教育学研究科)、上田 祥行(京都大学)
15:30 〜 17:00  視聴覚研修室 (東館2階)

メタ記憶における内的表象抑制の影響

*高城 雅裕1、杉森 絵里子2 （1. 航空自衛隊航空安全管理

隊、2. 早稲田大学人間科学学術院）

   15:30 〜    15:45

[O4-01]

日常生活におけるデジャビュとジャメビュ

*楠見 孝1 （1. 京都大学大学院教育学研究科）

   15:45 〜    16:00

[O4-02]

抑うつ者における意図的想起と無意図的想起の気分

改善効果の違い

*橋本 淳也1、小林 亮太1、柏原 志保1、平本 亮介1,5、原口

優輔1、石田 紀香2、岡崎 彩香2、岸本 和美2、中野 歩菜見
2、堀之内 滉2、本多 樹1、朱 建宏1、孫 玥澤1、山本 一希
2、中尾 敬1、金山 範明3,4、宮谷 真人1 （1. 広島大学大学

院教育学研究科、2. 広島大学教育学部、3. 産業技術総合

研究所人間情報研究部門、4. 広島大学社会産学連携室、5.

日本学術振興会）

   16:00 〜    16:15

[O4-03]

規則性の学習メカニズムにおける領域一般性の検討

*上田 祥行1、黃 從仁2、申 子欣2、坂田 千文1、葉 素玲
2、齊藤 智1 （1. 京都大学、2. 国立台湾大学）

   16:15 〜    16:30

[O4-04]

物語法記憶術における擬人化優位性効果

*林 美都子1 （1. 北海道教育大学）

   16:45 〜    17:00

[O4-06]
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口頭発表

口頭発表2：社会的認知[O2]
座長:福井 隆雄(首都大学東京)、菊地 史倫(公益財団法人鉄道総合技

術研究所)
10:30 〜 12:00  第2会議室 (西館3階)

手の視覚的認知特性と自閉傾向及びボディイメージ

との関連

*黒木 麻由美1、福井 隆雄1 （1. 首都大学東京大学院）

   10:30 〜    10:45

[O2-01]

データ駆動処理による顔魅力印象の規定要因の検討

*中村 航洋1,2,3、渡邊 克巳1 （1. 早稲田大学、2. 日本学術

振興会、3. 慶應義塾大学先導研究センター）

   10:45 〜    11:00

[O2-02]

相手との親密性に応じた顔の自他認知過程

*方 文筱1、福井 隆雄1 （1. 首都大学東京大学院）

   11:00 〜    11:15

[O2-03]

人は他者の意見をどう活用しているか

*藤崎 樹1、本田 秀仁2、植田 一博1 （1. 東京大学、2. 安田

女子大学）

   11:15 〜    11:30

[O2-04]

車掌の案内放送に対するお褒めと実際の案内放送の

特徴の関連性

*菊地 史倫1、山内 香奈1 （1. 公益財団法人鉄道総合技術研

究所）

   11:45 〜    12:00

[O2-06]

口頭発表

口頭発表5：感情・動機づけ[O5]
座長:北神 慎司(名古屋大学大学院情報学研究科)、松田 憲(北九州市

立大学大学院マネジメント研究科)
15:30 〜 17:00  第2会議室 (西館3階)

アイオワ・ギャンブル課題における認知の切り替え

に内受容感覚が与える影響

*前川 亮1、片渕 一徳1、乾 敏郎1 （1. 追手門学院大学）

   15:30 〜    15:45

[O5-01]

くっきり画質で気持ちくっきり：画像解像度の感情

価への影響

*今井 俊輔1、中山 真孝2、前浦 菜央2、内田 由紀子2、大野

優美子1、有本 聡1、是永 継博1 （1. パナソニック株式会

社、2. 京都大学）

   15:45 〜    16:00

[O5-02]

刺激への新奇性付加が単純接触効果に及ぼす影響

*松田 憲1、橋口 綾乃1、藤野 実由1、楠見 孝2 （1. 北九州

市立大学、2. 京都大学）

   16:00 〜    16:15

[O5-03]

内発的動機づけの過小評価に及ぼす事前警告の効果

*北神 慎司1、村山 航2、坂口 結香1、武野 全恵1,3、井関

紗代1,3 （1. 名古屋大学、2. レディング大学、3. 日本学術

振興会）

   16:15 〜    16:30

[O5-04]

カスタマイズ商品に高額を支払うのはどんな人？

*井関 紗代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）

   16:30 〜    16:45

[O5-05]

Why do people enjoy others’ suffering: the

factors those trigger schadenfreude

*Shirong Sun1, Takashi Kusumi1 （1. Division of

Cognitive Psychology in Education, Graduate School of

Education, Kyoto University）

   16:45 〜    17:00

[O5-06]
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セミナー室

ポスター発表

ポスター発表1：記憶[P1]
10:00 〜 12:00  セミナー室 (東館2階)

顔と個人情報の連合記憶における笑顔優位性効果の

検討（発表取り消し）

[P1-01]

ライフイベント年表による自伝的記憶の無意図的想

起

*神谷 俊次1 （1. 名城大学）

[P1-02]

テスト効果はワーキングメモリ容量とは関係なく現

れる

*田中 紗枝子1、岩木 信喜2、櫻庭 裕晃2、石川 高揮2、柿沼

岬2、山本 奨2 （1. 徳島文理大学、2. 岩手大学）

[P1-03]

リベレーション効果は何度も誰にでも生起するのか

*三浦 大志1 （1. 杏林大学）

[P1-04]

心拍変動を通して目標無視の機序を探る

*柳岡 開地1,5、河村 悠太2,5、平岡 大樹3,5、石黒 翔3,5、西

山 慧3,5、阿閉 誠4、奥野 圭祐4、齊藤 智3 （1. 東京大学大

学院教育学研究科、2. 神戸大学大学院人文学研究科、3.

京都大学大学院教育学研究科、4. パナソニック セミコン

ダクターソリューションズ株式会社、5. 日本学術振興会）

[P1-05]

肯定的なメタ記憶に基づく語り直しは幸福感と希望

感に寄与する

*池田 和浩1、佐藤 拓2、川﨑 弥生3 （1. 尚絅学院大学、2.

明星大学、3. 日本学術振興会・専修大学）

[P1-06]

意図記憶に及ぼす表記色彩の適合性効果

*豊田 弘司1 （1. 奈良教育大学）

[P1-07]

「助ける」想像と「助けない」想像が援助行動意図

に与える影響

*小林 正法1、小國 龍治2、大竹 恵子2,3 （1. 山形大学、2.

関西学院大学、3. 応用心理科学研究センター）

[P1-08]

情動喚起画像刺激の属性と記憶成績の関係 I

*加藤 みずき1、藤田 哲也2 （1. 多摩大学、2. 法政大学）

[P1-09]

情動喚起画像刺激の属性と記憶成績の関係 II

*藤田 哲也1、加藤 みずき2 （1. 法政大学、2. 多摩大学）

[P1-10]

検索誘導性忘却効果と自伝的記憶想起内容の感情価

の関連

*蘇 心寧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）

[P1-11]

異なるタイプの漢字四文字表記語の認知処理過程に

関する研究

*李 岩1 （1. 中央大学文学研究科）

[P1-12]

健常高齢者の日常記憶の縦断的研究（１）

*川﨑 采香1、佐久間 尚子2、大神 優子3、鈴木 宏幸2、藤原

[P1-13]

佳典2 （1. お茶の水女子大学大学院、2. 東京都健康長寿医

療センター研究所、3. 和洋女子大学）

健常高齢者の日常記憶の縦断的研究（２）

*佐久間 尚子1、川﨑 采香2、大神 優子3、鈴木 宏幸1、藤原

佳典1 （1. 東京都健康長寿医療センター研究所、2. お茶の

水女子大学大学院、3. 和洋女子大学）

[P1-14]

自人種顔と他人種顔に対する視覚性短期記憶の符号

化速度

*西村 友佳1、小川 洋和2 （1. 関西学院大学大学院文学研究

科総合心理科学専攻、2. 関西学院大学文学部総合心理科学

専攻）

[P1-15]

日常場面における意図存在判断の規定因

*森田 泰介1 （1. 東京理科大学）

[P1-16]

あれここなんだっけ？

*向居 暁1 （1. 県立広島大学）

[P1-17]

想起時の閉眼とマインドフルネス傾向は虚記憶を低

減するか？

*丹藤 克也1 （1. 愛知淑徳大学）

[P1-18]

音声の記憶の長期持続性〜低頻度語を用いた検討〜

*西山 めぐみ1 （1. 人間環境大学）

[P1-19]

空間－系列順序の連合に学習時点での明示的な基準

点は必要なのか

*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）

[P1-20]

The Difference of Multi-Voice and Multi-Sound

Feedback Effects on Learning

*Ryu Jaechun1、Kim Yongwoo1、Nam Kichun1 （1.

Korea University）

[P1-21]

抑うつ傾向が低いとポジティブ想起を過大評価する

*高橋 佳史1 （1. 法政大学大学院）

[P1-22]

二次元空間における記憶項目の位置及び内容に関す

る孤立効果

*加藤 優季1、永井 聖剛1 （1. 立命館大学）

[P1-23]

自伝的記憶の機能とバランスのとれた時間的展望と

の関連

*槙 洋一1、川﨑 弥生2 （1. 北海道大学、2. 専修大学）

[P1-24]

既有知識に反する誤りの学習と誤りへの注意

*関口 貴裕1、赤井 響香2 （1. 東京学芸大学大学院 連合学

校教育学研究科、2. 東京学芸大学大学院 教育学研究科）

[P1-25]

歴史的ノスタルジアを喚起する風景画像

*小川 喬史1、北神 慎司1、川口 潤1 （1. 名古屋大学大学院

情報学研究科）

[P1-26]

自発脳波とリアリティモニタリングエラー経験の関

連

*柏原 志保1、橋本 淳也1、小林 亮太1、平本 亮介1,3、原口

優輔1、本多 樹1、石田 紀香2、岸本 和美2、岡崎 彩香2、中

[P1-27]
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野 歩菜見2、堀之内 滉2、朱 建宏1、孫 玥澤1、山本 一希
2、中尾 敬1 （1. 広島大学大学院教育学研究科、2. 広島大

学教育学部、3. 日本学術振興会特別研究員）

印象深い出来事に対する自伝的推論

*堤 聖月1 （1. 神戸学院大学大学院人間文化学研究科）

[P1-28]

マンガの読みにおける「文字」と「画」の情報処理

－“系列位置”および“二重符号化”の可能性の検

討－

*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）

[P1-29]

課題内容の親和性が階層構造理解に及ぼす影響：高

齢-若年者比較

*石井 奏有1、原田 悦子2 （1. 筑波大学大学院人間総合科学

研究科、2. 筑波大学人間系）

[P1-30]

画像刺激から生成される虚記憶（発表取り消し）[P1-31]

日常場面での認知的失敗の自己評価と検査室場面に

おける記憶成績の予測

*清水 寛之1 （1. 神戸学院大学心理学部）

[P1-32]

日常場面における現実と想像の混乱及びメタ記憶

*中田 英利子1 （1. 神戸女学院大学）

[P1-33]

嘘による認知的負荷が刺激の記憶に及ぼす影響

*後藤 理咲子1,2、箱田 裕司1 （1. 京都女子大学、2. 名古屋

大学大学院情報学研究科）

[P1-34]

虚回想の生起条件とそのメカニズム

*島根 大輔1、伊東 裕司1 （1. 慶應義塾大学）

[P1-35]

画像の虚偽記憶の個人特性－視覚イメージ生成の観

点から－

*井上 拓哉1 （1. 筑波大学大学院博士前期課程人間総合科

学研究科）

[P1-36]

ポスター発表

ポスター発表2：知覚・注意[P2]
14:00 〜 16:00  セミナー室 (東館2階)

嗅覚的手がかりによる無意図的想起におけるポジ

ティビティ効果の検討

*山本 晃輔1 （1. 大阪産業大学）

[P2-01]

化粧品塗布時の感触変化を捉える時系列官能評価手

法の検討

*中野 詩織1、能勢 柚1、谷田貝 友洋1、梶野 しほり2、引間

理恵1 （1. 花王株式会社感覚科学研究所、2. 花王株式会社

スキンケア研究所）

[P2-02]

照度が360度の注意特性に及ぼす影響: VR実験心理

学研究

*原田 佑規1、大山 潤爾1 （1. 国立研究開発法人産業技術総

合研究所）

[P2-03]

聴覚刺激と嗅覚刺激が懐かしさに与える影響[P2-04]

*大寺 輝1、田中 章浩1 （1. 東京女子大学）

折り紙イメージの機能的側面

*藤木 晶子1 （1. 北星学園大学短期大学部）

[P2-05]

反響音手掛かりによる標的距離推定に及ぼす内的バ

イアスの影響

*前澤 知輝1、河原 純一郎1 （1. 北海道大学文学研究科）

[P2-06]

怒った赤ちゃんと笑顔の大人には気づきやすい

*井関 龍太1 （1. 大正大学）

[P2-07]

丸い物体の好ましさ判断に及ぼす呈示時間および評

価法の影響

*反田 智之1、前澤 知輝2、河原 純一郎1 （1. 北海道大学大

学院文学院、2. 北海道大学大学院文学研究科）

[P2-08]

パッケージデザインにおける余白の美学

*間瀬 友惠1、井関 紗代1,2、北神 慎司1 （1. 名古屋大学、2.

日本学術振興会）

[P2-09]

視線手がかりと矢印により増加する好意度の比較

*満田 隆1、杉本 沙耶奈1 （1. 立命館大学）

[P2-10]

The effect of positivity and negativity of present

and future on temporal distance judgment

Son Yeson1、Kim Bia1、*Lee GoEun1 （1. Pusan

National University, South Korea）

[P2-11]

グローバル・ローカル課題の実施が人物判断に及ぼ

す影響

*横山 愛1、箱田 裕司1 （1. 京都女子大学）

[P2-12]

視野制限事態における後方空間に対する注意配分

*木村 貴彦1、長岡 裕子2、篠原 一光3、北村 昭彦3、紀ノ定

保礼4 （1. 関西福祉科学大学健康福祉学部、2. 大阪大学人

間科学部、3. 大阪大学大学院人間科学研究科、4. 静岡理工

科大学情報学部）

[P2-13]

見えない，でも不快―円形集合体への無意識的感情

処理―

*佐々木 恭志郎1,2,3、渡邊 克巳1、山田 祐樹2 （1. 早稲田大

学、2. 九州大学、3. 日本学術振興会特別研究員）

[P2-14]

メロディーの認知と自閉症傾向

*小山 由佳1、箱田 裕司1 （1. 京都女子大学）

[P2-15]

Behavior evidence for rapid and robust size

illusion

*Su Hyun Lee1, Sung Jun Joo1 （1. Pusan National

University）

[P2-16]

Stereoscopic Vision in Alzheimer's Disease

*JUHUN KIM1, Nam-Gyoon Kim1 （1. Keimyung

university, Korea）

[P2-17]

自動車の幅知覚におけるランプ（ Daytime Running

Lamps）形状の錯視効果

*富田 瑛智1、田中 義朗2、小万 修二2、森川 和則1 （1.

大阪大学大学院人間科学研究科、2. 株式会社本田技術研究

[P2-18]
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所　オートモービルセンター）

没入型ディスプレイによる暑熱・寒冷映像提示が指

尖皮膚温に及ぼす影響

市川 和樹1、石島 美乃梨1、杉山 祐1、柴田 優介1、山西

涼介1、*実吉 綾子1 （1. 帝京大学）

[P2-19]

なぜ同じ破裂音が日本語・韓国語話者で違って聴こ

えるのか

*成 儒彬1、田村 俊介2、光藤 宏行1 （1. 九州大学大学院人

間環境学府、2. 九州大学大学院システム情報科学府）

[P2-20]

拍手動作が注意の瞬きに与える影響

*木村 琢人1 （1. 筑波大学大学院　人間総合科学研究科　

感性認知脳科学専攻　博士前期課程）

[P2-21]

空間周波数がグループの平均方位知覚に与える影響

*竹林 ひかり1、齋木 潤1 （1. 京都大学）

[P2-23]

意識的知覚経験と知覚反応の関係

*森本 優洸聖1、牧岡 省吾1 （1. 大阪府立大学　人間社会シ

ステム学研究科）

[P2-24]

境界拡張と股のぞき

*吉村 直人1、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）

[P2-25]

有能さプライミングは四角形に対する視認性を高め

る

*岡村 靖人1、浦 光博2 （1. 追手門学院大学大学院心理学研

究科/日本学術振興会、2. 追手門学院大学心理学部）

[P2-26]

ラジオ聴取経験と話者への親近性が音声からの感情

知覚に与える影響

*田中 章浩1、澤田 佳子1、長島 太郎2、小池 貴久2 （1.

東京女子大学、2. 株式会社文化放送）

[P2-27]

Full Body Illusion生起および測定指標間の関連の検

証

*山本 一希1、中尾 敬2、平本 亮介2 （1. 広島大学教育学部

第5類心理学系コース認知心理学研究室、2. 広島大学大学

院教育学研究科）

[P2-28]

グラフ化されたデータの視覚的な正規性判断―日独

豪の非専門家を対象とした検討―

*山田 祐樹1、Marmolejo-Ramos Fernando2、Pfister

Roland3、Barrera-Causil Carlos4 （1. 九州大学、2. The

University of Adelaide、3. Julius-Maximilians-Universität

Würzburg、4. Instituto Tecnológico Metropolitano）

[P2-29]
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テルサホール

シンポジウム

大会準備委員会企画シンポジウム1[S1]
企画者:箱田 裕司(京都女子大学)
10:00 〜 12:00  テルサホール (西館1階)

レジェンドから見た認知心理学の過去とこれからの

展望

*箱田 裕司1、太田 信夫2、御領 謙3、八田 武志4、広瀬 雄彦
1 （1. 京都女子大学、2. 筑波大学名誉教授、3. 千葉大学名

誉教授、4. 関西福祉科学大学学長）

   10:00 〜    12:00

[S1-01]

シンポジウム

大会準備委員会企画シンポジウム2[S3]
企画者:齊藤 智(京都大学大学院教育学研究科)
16:45 〜 18:45  テルサホール (西館1階)

Cognitive Control in Context

*齊藤 智1、坪見 博之2、佐伯 恵里奈3、森口 佑介1、Valérie

Camos4、Pierre N. Barrouillet5 （1. 京都大学、2. 富山大

学、3. 神戸山手大学、4. University of Fribourg,

Switerland、5. University of Geneva, Switerland）

   16:45 〜    18:45

[S3-01]

シンポジウム

国際委員会企画シンポジウム[S2]
企画者:米田 英嗣(青山学院大学)
14:30 〜 16:30  テルサホール (西館1階)

Narrative Experience: Cognitive and Emotional

Influences on Text Comprehension

*米田 英嗣1、福田 由紀2、森田 愛子3、David N. Rapp4、K

ichun Nam5、森島 泰則6 （1. 青山学院大学、2. 法政大

学、3. 広島大学、4. Northwestern University、5. Korea

University、6. 国際基督教大学）

   14:30 〜    16:30

[S2-01]
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2019年5月26日(日)

第2会議室

ワークショップ

自主企画ワークショップ2[W2]
企画者:研究法研究部会（井関龍太・望月正哉・山根嵩史）
14:30 〜 16:00  第2会議室 (西館3階)

シグナルかノイズか，それが問題だ――信号検出理

論の深化とモデリング――

*井上 和哉1、三好 清文2、3、山根 嵩史4、難波 修史5 （1.

首都東京大学、2. 香港大学、3. 名古屋大学、4. 川崎医療

福祉大学、5. 広島大学）

   14:30 〜    16:00

[W2-01]
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視聴覚研修室

口頭発表

口頭発表6：知覚・感性 (2)[O6]
座長:作田 由衣子(実践女子大学)、尾田 政臣(立命館大学)
10:30 〜 12:00  視聴覚研修室 (東館2階)

顔からの印象判断の文化差

*作田 由衣子1 （1. 実践女子大学）

   10:30 〜    10:45

[O6-01]

観察距離の違いによる手の幅の見積もりについて

*多田 美香里1 （1. 関西福祉科学大学）

   10:45 〜    11:00

[O6-02]

楽曲のテンポの良さに関する一検討

*尾田 政臣1、佐藤 敬子2 （1. 立命館大学、2. 香川大学）

   11:00 〜    11:15

[O6-03]

The effect of bungee jump experience on time

estimation in VR

*Kazuma Shimokawa1、Eriko Sugimori2 （1. Graduate

school of human science, Waseda University Sensibility,

Cognition, Information system research area、2. Faculty

of Human Sciences, Waseda University

）

   11:15 〜    11:30

[O6-04]

ウェットティッシュ製品における取り出しやすさの

誤帰属効果

*宮崎 由樹1、神山 龍一2、三宅 大輔2、河原 純一郎3 （1.

福山大学 心理学科、2. ユニ・チャーム株式会社 グ

ローバル開発本部、3. 北海道大学 大学院文学研究科）

   11:30 〜    11:45

[O6-05]

左右視覚場での東アジア文字処理

*安 珠喜1 （1. 高麗大学）

   11:45 〜    12:00

[O6-06]

口頭発表

口頭発表7：注意[07]
座長:有賀 敦紀(広島大学大学院総合科学研究科)、石松 一真(滋慶医

療科学大学院大学)
14:30 〜 16:00  視聴覚研修室 (東館2階)

蒸気化したカフェインと GABAが成人男女の認知機

能に及ぼす影響

*下村 智斉1、横山 寛1、箆伊 智充1 （1. 株式会社センタ

ン）

   14:30 〜    14:45

[07-01]

自己観の変化が視覚的注意のスポットライトの大き

さを調節する

*小林 穂波1、小川 洋和1 （1. 関西学院大学）

[07-02]

   14:45 〜    15:00

Sound-free SMARC effect

*有賀 敦紀1、齋藤 詩織1 （1. 広島大学）

   15:00 〜    15:15

[07-03]

メタ注意に関する記憶の正確さ：看護師を対象とし

た検討

*石松 一真1、根師 由佳里1 （1. 滋慶医療科学大学院大学）

   15:30 〜    15:45

[07-05]

グローバル/ローカル処理が Semantic Coherence

Taskに及ぼす影響

*堀井 まりこ1、箱田 裕司1 （1. 京都女子大学大学院発達教

育学研究科心理学専攻）

   15:45 〜    16:00

[07-06]

口頭発表

口頭発表8：応用認知[O8]
座長:中山 真孝(京都大学)、西崎 友規子(京都工芸繊維大学)
16:45 〜 18:15  視聴覚研修室 (東館2階)

自己の運転習慣に関する知識と実運転との不一致に

かかわる要因

*山岸 未沙子1、青木 宏文2 （1. 愛知淑徳大学、2. 名古屋

大学）

   16:45 〜    17:00

[O8-01]

高気圧曝露は心的空間操作に影響を及ぼさないの

か？

*景山 望1 （1. 海上自衛隊潜水医学実験隊）

   17:00 〜    17:15

[O8-02]

ソーシャルネットワーキングサービスを活用した心

理相談の分析

*中山 真孝1、畑中 千紘1、河合 俊雄1、杉原 保史1、宮田

智基2、吉川 左紀子1、田中 康裕1、梅村 高太郎1、粉川

尚枝1、文山 知紗1 （1. 京都大学、2. 関西カウンセリング

センター）

   17:15 〜    17:30

[O8-03]

他者受容性の個人差が準自動運転時のテイク

オーバーに及ぼす影響

*西崎 友規子1、久保 克弘1 （1. 京都工芸繊維大学）

   17:30 〜    17:45

[O8-04]

Automaticity in the reading circuitry

*Sung Jun Joo1 （1. Pusan National University）

   17:45 〜    18:00

[O8-05]

Context effects on recognition of an erroneous

Kanji character

*Yoko OKita1 （1. Juntendo University, International

Center）

   18:00 〜    18:15

[O8-06]
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セミナー室

ポスター発表

ポスター発表3：感情・動機づけ・社会的認

知・言語・思考

[P3]

10:00 〜 12:00  セミナー室 (東館2階)

日本語複合語処理への意味的透明性と漢字の処理順

序の影響 (1)

*水野 りか1、松井 孝雄1 （1. 中部大学）

[P3-01]

Googleサービスを用いた半自動実験参加者募集シス

テム

*西山 慧1,2、石黒 翔1,2 （1. 京都大学、2. 日本学術振興

会）

[P3-02]

顔の親近性がβ律動に与える影響

*秋元 頼孝1 （1. 長岡技術科学大学）

[P3-03]

保育実践が保育者の自己評価に及ぼす影響

*伊藤 美加1 （1. 京都光華女子大学こども教育学部）

[P3-04]

日本語動詞のもつ身体関連性の評価(1)

*太田 直斗1、望月 正哉2 （1. 日本大学大学院文学研究

科、2. 日本大学文理学部）

[P3-05]

日本語動詞のもつ身体関連性の評価(2)

*望月 正哉1、太田 直斗2 （1. 日本大学文理学部、2. 日本大

学大学院文学研究科）

[P3-06]

継続動作における行為主体感の予期的・遡及的変調

*大石 博之1、田中 観自1、渡邊 克巳1 （1. 早稲田大学）

[P3-07]

LINEグループにおいて返信ができないことで生じる

ネガティブ感情

*宇宿 公紀1、加藤 尚吾2、加藤 由樹3、千田 国広4 （1.

東京都立瑞穂農芸高等学校、2. 東京女子大学、3. 相模女子

大学、4. 東映アニメーション株式会社）

[P3-08]

医療用ユニフォームの色と場所が活動性に関する印

象に与える影響

*富髙 智成1、相本 夏海1、冨田 典志1、長友 彬1、松本 唯1

（1. 京都医療科学大学）

[P3-09]

動的視覚イメージの身体的要素と運動シ

ミュレーションの関係

*今井 史1、小川 健二1 （1. 北海道大学）

[P3-10]

高齢者を対象とした植物を用いた表現療法

*橋本 実佳1、三雲 真理子1 （1. 梅花女子大学）

[P3-11]

自発脳波における自己相関の持続性と内受容感覚と

の関連

*小林 亮太1、橋本 淳也1、柏原 志保1、平本 亮介1,2、原口

優輔1、堀之内 滉1、岡崎 彩香1、本多 樹1、難波 修史
1,2、朱 建宏1、山本 一希1、中尾 敬1 （1. 広島大学 、2.

日本学術振興会特別研究員）

[P3-12]

日本人クラウドワーカーと学生の web上での認知課

題成績の比較

*中村 紘子1、眞嶋 良全2 （1. 愛知淑徳大学、2. 北星学園大

学）

[P3-13]

The Influence of Self-Oriented Perfectionism and

Neuroticism on Error Processing: an ERP study

*Yaeeun Yang1, Taejin Park1 （1. Chonnam National

University）

[P3-14]

時間制限による文脈効果への影響

*菊地 学1、千葉 元気2 （1. 目白大学人間学部、2. 心理芸術

人文学研究所）

[P3-15]

対象についての他者の評価が選好判断に及ぼす影響

*布井 雅人1、吉川 左紀子2 （1. 聖泉大学、2. 京都大学）

[P3-16]

“ You changed your action!”: Adults’ moral

evaluation and preference of inconsistent actors

Yo Myong Cha1, *Chae Rin Park1, Hyun-joo Song1 （1.

Yonsei University）

[P3-17]

微表情の情報を反映した表情の認識

*茶谷 研吾1 （1. 九州大学大学院人間環境学府）

[P3-18]

Age Differences in Eye Movements during Reading

*HYEREE CHOO1, Sungryong Koh1 （1. SEOUL

NATIONAL UNIVERSITY）

[P3-19]

平時と災害時における、大学生の SNS使用の傾向と

流言に対する認識の調査

*太田 良真1、林　美都子1 （1. 北海道教育大学）

[P3-20]

選好課題への計算論モデルの適用

*朱 建宏1、橋本 淳也1、片平 健太郎2、平川 真1、中尾 敬1

（1. 広島大学、2. 名古屋大学）

[P3-21]

語彙についての既知-未知判断課題は多肢選択課題を

どの程度予測するか

*猪原 敬介1、松尾 千佳3、古屋 美樹3、沓澤 糸4、上田

紋佳2 （1. くらしき作陽大学、2. 岡山大学、3.

(株)ベネッセコーポレーション、4. 教育アナリスト）

[P3-22]

動機づけが e-learningにおける学習成績および学習

行動に及ぼす影響

*上田 紋佳1、鈴木 渉2、佐久間 康之3、西山 めぐみ4、寺澤

孝文1 （1. 岡山大学、2. 宮城教育大学、3. 福島大学、4.

人間環境大学）

[P3-23]

住宅の居間空間に対する若年者と中高年者の安心感

評価

*伊師 華江1 （1. 仙台高等専門学校）

[P3-24]

Effects of cognitive load by text comprehension in

a second language on inferences - evidence from

brain activity measurements

*Yasunori Morishima1, Nozomi Naoi1, Noriko Ito1 （1.

International Christian University）

[P3-25]
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交差状況学習おける階層的ラベルと対称性

*河原 哲雄1 （1. 埼玉工業大学）

[P3-26]

性的視覚刺激による透明性の錯覚の強化

*米満 文哉1、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）

[P3-27]

テンキータイピングの習熟度の違いがメール産出に

与える影響

*佐山 公一1 （1. 小樽商科大学）

[P3-28]

電子機器操作のメンタルモデル構築度合とマニュア

ル参照の関係性

*猪股 健太郎1、長田 典子1 （1. 関西学院大学）

[P3-29]

幼児による写真表現の特徴に関する探索的研究

（2）

*多田 幸子1 （1. 山梨県立大学人間福祉学部）

[P3-30]

顔面表情認知におけるしぐさの影響

*渡邊 伸行1、河崎 翔太1 （1. 金沢工業大学）

[P3-31]

学習を権威づける教示はテスト効果を促進するか？

*鍋田 智広1 （1. 九州女子大学）

[P3-32]

大学生における異性の友人／恋人関係の相違

*宮代 こずゑ1、及川 富裕伽 （1. 宇都宮大学）

[P3-33]

人型・非人型ロボットの掛け合いによる観察者が抱

く印象変化

*上野 安澄1、水内 郁夫1、林 宏太郎2 （1. 東京農工大学機

械システム工学専攻水内研究室、2. 豊橋科学技術大学）

[P3-34]



[W1]

[W1-01]

©日本認知心理学会 

 日本認知心理学会第17回大会 

ワークショップ

自主企画ワークショップ1
企画者:齊藤 俊樹(東北大学)
2019年5月25日(土) 13:15 〜 14:45  第2会議室 (西館3階)
 

 
日々の行動・社会の常識に挑む応用認知心理学 
*齊藤 俊樹1、金城 光2、野内 類1、石井 国雄3、大沼 卓也4、元木 康介5 （1. 東北大学、2. 明治学院大

学、3. 清泉女学院大学、4. 近畿大学、5. 宮城大学） 

   13:15 〜    14:45   
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13:15 〜 14:45  (2019年5月25日(土) 13:15 〜 14:45  第2会議室)

日々の行動・社会の常識に挑む応用認知心理学
*齊藤 俊樹1、金城 光2、野内 類1、石井 国雄3、大沼 卓也4、元木 康介5 （1. 東北大学、2. 明治学院大学、3. 清泉

女学院大学、4. 近畿大学、5. 宮城大学）

キーワード：食行動、購買行動、社会行動

私たちは、生活において様々な活動（食事やショッピング、他者との交流など）を行っている。近年、基礎研究

の発展により、私たちの心理プロセスは明らかになりつつある。しかしながら、それらの知見が実験室を飛び越

え、日常生活におけるこころの働きを説明できるかについてはあまり明らかになっていない。そこで、より日常

的な場面におけるこころの在り方を調べる研究も必要とされる。私たちの日常の活動に影響する要因を調べるこ

とは、実験室の外の豊かなこころの働きの理解に繋がると考えられる。 

 

　本ワークショップでは、日常のなかの個人の心の働き（食行動や購買行動）や、社会的な文脈における心の働

き（自己認知や対人印象）が、様々な要因によって影響を受けていることについて報告する。これらの話題提供

をもとに私たちの日常に根差した認知心理学の必要性や、応用の方向性について議論する。
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口頭発表

口頭発表1：知覚・感性 (1)
座長:小野 史典(山口大学)、竹島 康博(同志社大学心理学部)
2019年5月25日(土) 10:30 〜 12:00  視聴覚研修室 (東館2階)
 

 
因果関係の知覚が時間知覚に与える影響 
*小野 史典1 （1. 山口大学） 

   10:30 〜    10:45   

自由選択課題におけるポストディクション現象の認知モデル 
*武藤 拓之1,2、水原 啓太3、入戸野 宏3 （1. 立命館大学OIC総合研究機構、2. 日本学術振興会、3. 大阪

大学大学院人間科学研究科） 

   10:45 〜    11:00   

仮想空間内の手の光点提示に対する身体意識 
*中山 友瑛1、片山 正純1 （1. 福井大学大学院工学研究科知能システム工学専攻） 

   11:00 〜    11:15   

VR空間における擬似触覚経験と自閉症スペクトラム指数との関連 
*鈴木 健斗1、福井 隆雄1 （1. 首都大学東京） 

   11:15 〜    11:30   

オブジェクト操作の主体感に基づく視覚処理変容の時系列変化 
*中島 亮一1 （1. 東京大学） 

   11:30 〜    11:45   

視覚刺激のもつ感情価が分裂錯覚の生起過程に与える影響 
*竹島 康博1 （1. 同志社大学心理学部） 

   11:45 〜    12:00   
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10:30 〜 10:45  (2019年5月25日(土) 10:30 〜 12:00  視聴覚研修室)

因果関係の知覚が時間知覚に与える影響
*小野 史典1 （1. 山口大学）

キーワード：時間知覚、因果関係、仮現運動

我々は2つの物体の衝突を観察した際，物体の動きだけでなく，どの物体が他の物体を動かしたか等の因果関係も

知覚する。本研究では，こうした因果関係の知覚が時間知覚に与える影響を調べた。実験では，2つの標的刺激を

短い時間間隔で異なる位置に瞬間呈示することで，見かけの運動が知覚されるようにした。さらに，標的刺激呈

示の直前(もしくは直後)に，標的刺激に衝突する(もしくは標的刺激が衝突する)ように知覚される手がかり刺激を

呈示した。その際，手がかり刺激の移動距離を変化させることで，知覚される衝突の激しさを操作した。その結

果，物理的には同じ時間間隔であるにもかかわらず，手がかり刺激の移動距離が長い方が，短い時よりも標的刺

激の時間間隔を短く知覚していた。この結果は，知覚された衝突の激しさによって，見かけの運動の知覚された

時間が影響を受けることを示している。

 
 

10:45 〜 11:00  (2019年5月25日(土) 10:30 〜 12:00  視聴覚研修室)

自由選択課題におけるポストディクション現象の認知モデル
ベイズ統計モデリングによる検証

*武藤 拓之1,2、水原 啓太3、入戸野 宏3 （1. 立命館大学OIC総合研究機構、2. 日本学術振興会、3. 大阪大学大学院

人間科学研究科）

キーワード：ポストディクション、自由選択、統計モデリング

複数の選択肢の中から1つを素早く自由に選択する課題において，自分がどれを選択したかについての意識体験が

後付け的に決定されるという現象が知られている。このポストディクション現象は，視覚情報が無意識的に処理

されてから意識に上るまでの時間差に起因すると考えられてきた。しかし，従来のモデルは現象の言語的な記述

に留まっており，数理的妥当性の検証は不十分であった。そこで本研究は，先行研究の理論的考察を踏まえた仮

定から，自由選択の認知過程を表現するシンプルな確率モデルを導出し，このモデルでポストディクション現象

が説明できるか否かを検証した。水原・武藤・入戸野 (2019) の2つの実験課題から得られたデータにモデルを適

用した結果，全てのデータをこのモデルでよく説明できることが確認された。また，無意識的な処理が意識に上

るまでの時間差や選択に要する時間の分布といった有意味な情報を推定できることも示された。

 
 

11:00 〜 11:15  (2019年5月25日(土) 10:30 〜 12:00  視聴覚研修室)

仮想空間内の手の光点提示に対する身体意識
*中山 友瑛1、片山 正純1 （1. 福井大学大学院工学研究科知能システム工学専攻）

キーワード：仮想手、運動主体感、身体所有感

身体意識の成立には，意図した運動，運動指令の遠心性コピーから予測した運動，感覚情報のそれぞれの比較が

重要である．この観点から，身体所有感の成立に必要となる最小限の身体の視覚情報を明らかにするために，仮

想空間内に手の指先・関節位置に点を表示する光点提示および骨格提示に対する身体意識（運動主体感と身体所

有感）を調査した．各提示条件において手指の運動課題を３セット繰り返し，セット毎に身体意識のアンケート

調査を行った．この結果，運動主体感は両条件における全てのセットで高い評定値となった．一方，身体所有感

を評定値の高いグループと低いグループに分けて評価した結果，高いグループにおいて骨格条件では全ての

セットで高い評定値となった．しかし，光点条件ではセット毎に評定値が徐々に高くなり，第３セット後には骨

格条件と同程度に高くなった．以上より，手の光点提示に対しても身体所有感が成立することを明らかにした．
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11:15 〜 11:30  (2019年5月25日(土) 10:30 〜 12:00  視聴覚研修室)

VR空間における擬似触覚経験と自閉症スペクトラム指数との関連
*鈴木 健斗1、福井 隆雄1 （1. 首都大学東京）

キーワード：VR、擬似触覚、自閉症スペクトラム指数

本研究では、「物理的な刺激がないにも関わらず触覚を経験する」現象である擬似触覚（pseudo-haptics）に着

目し、VR空間上でも生成可能か検討し、擬似触覚の主観的評価値と個人特性（この場合、自閉症スペクトラム指

数）との関連についても調べた。実験では、ヘッドマウントディスプレイを装着し、右手を台の上に置き、VR空

間内に提示されるモデルの手腕に自分の手腕を重ねる姿勢をとり、モデルの手腕が触れている白いチューブ上を

左から右へと手腕に向かって流れてくる灰色の円筒がモデルの手腕に触れる瞬間に、当初の速度（5.7deg/秒）か

ら0.1~0.9倍に減速する、あるいは速度変化がない条件を設定した。その結果、減速の割合が大きいほど、実験参

加者は強い擬似触覚を経験した。さらに、自閉傾向が高いほど擬似触覚を経験する可能性が示唆された。

 
 

11:30 〜 11:45  (2019年5月25日(土) 10:30 〜 12:00  視聴覚研修室)

オブジェクト操作の主体感に基づく視覚処理変容の時系列変化
*中島 亮一1 （1. 東京大学）

キーワード：主体感、視覚的注意、時系列変化

オブジェクトを思い通りに操作していると、それの動く方向に注意がひきつけられる。Nakashima (in

press)は、実験参加者に画面内の円刺激をキー押しにより一方向に動かすよう教示したが、実際には円が90%（高

主体感）、50%（低主体感）の確率で操作方向へ動くブロックを設けた。また、ブロック中、円が動かず、画面

内にTとLの文字が呈示され、Tの向き判断を行う視覚課題試行を混ぜた。実験の結果、高主体感条件でのみ、円を

動かそうとした位置での視覚課題成績が高かった。本研究では、主体感が生じにくい場合、視覚処理の偏りが全

くないのかを検討するため、この実験データをブロックの前・後半に分けて分析した。その結果、低主体感条件

であっても、ブロック前半では高主体感条件と同様の視覚処理の偏りが見られた。つまり、思い通りに動かない

オブジェクトの操作時には、最初は動かそうと意図した位置への注意の移動が起こるが、徐々にそれが消失して

いくと考えられる。

 
 

11:45 〜 12:00  (2019年5月25日(土) 10:30 〜 12:00  視聴覚研修室)

視覚刺激のもつ感情価が分裂錯覚の生起過程に与える影響
*竹島 康博1 （1. 同志社大学心理学部）

キーワード：視聴覚統合、感情価、信号検出理論

1回の視覚刺激の提示に2回の聴覚刺激を付随させることで，視覚刺激の提示回数も2回に知覚される場合があ

る。このような現象は分裂錯覚と呼ばれ，視覚刺激のもつ特性によって生起頻度が変化することが報告されてい

る。本研究では，視覚刺激のもつ感情価が分裂錯覚の生起過程に与える影響について，信号検出理論による弁別

感度と判断基準を指標として検討を行った。実験1では表情刺激を用いて検討を行ったところ，分裂錯覚が生じる

事態において感情価をもつ怒り顔および幸福顔は中性顔よりも判断基準にバイアスがかかることが示された。実

験2では幾何学図形を用いて検討を行ったところ，感情価をもつ逆三角形および円形では中性刺激である三角形よ

りも弁別感度が低下し，分裂錯覚が生起しやすくなることが示された。2つの実験より，視覚刺激の感情価は刺激

によって分裂錯覚の生起過程の異なる処理段階に影響を与えることが示唆された。
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口頭発表

口頭発表3：思考・言語
座長:山 祐嗣(大阪市立大学大学院　文学研究科)、原田 悦子(筑波大学)
2019年5月25日(土) 13:15 〜 14:45  視聴覚研修室 (東館2階)
 

 
直観的バイアス反応に対する認知的内省性検査 (CRT) の予測力の普遍性につい
て 
*眞嶋 良全1、中村 紘子2 （1. 北星学園大学、2. 愛知淑徳大学） 

   13:15 〜    13:30   

Semantic Processing during Morphological Priming in the Sino-Korean
Prefix Derivational Word 
*Jinwon Kang1, Kichun Nam1 （1. Korea University） 

   13:30 〜    13:45   

「見込みがある」と「幸せ」になる 
*顧 元琪1、本田 秀仁2、植田 一博1 （1. 東京大学、2. 安田女子大学） 

   13:45 〜    14:00   

多様な記憶が導く正確な集団意思決定 
*本田 秀仁1、藤崎 樹2、松香 敏彦3、植田 一博2 （1. 安田女子大学、2. 東京大学、3. 千葉大学） 

   14:00 〜    14:15   

Perceptual hindsight bias after knowing flash floods 
*Hiroshi Yama1 （1. Osaka City University） 

   14:15 〜    14:30   

カテゴリー学習と認知的加齢 
*原田 悦子1、王 紫嫣1 （1. 筑波大学） 

   14:30 〜    14:45   
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13:15 〜 13:30  (2019年5月25日(土) 13:15 〜 14:45  視聴覚研修室)

直観的バイアス反応に対する認知的内省性検査 (CRT) の予測力の

普遍性について
*眞嶋 良全1、中村 紘子2 （1. 北星学園大学、2. 愛知淑徳大学）

キーワード：認知的内省性検査、直観的反応、ベイズ階層モデル

認知的内省性検査 (CRT) によって測定される内省的思考は，直観-分析的思考の成績を予測することが知られてい

る。しかし，近年の研究 (Gervais ら, 2018) によると，その一例である宗教的（非）信念との関係性は，宗教心の

強い文化圏では見られるが弱い文化圏では見られないこと，内省的思考が文化によって規定される規範への懐疑

性と関連する可能性が指摘されている。本研究では，規範が文化によって異なると想定される課題と，規範が文

化を越えて共有されている課題への回答と CRT との関連を検討した。ベイズ階層モデル分析の結果，全般的に

CRT と直観反応の間には負の関連があり，また文化普遍的な規範が想定される三段論法課題では関連性について

の文化差がないことが示された。一方で，同様に規範の普遍性を仮定した分母無視バイアスでは CRTの効果に文

化差が見られ，規範の文化固有性が想定された超常信奉では CRT の効果に差が無いなど，予測に反する結果も得

られた。

 
 

13:30 〜 13:45  (2019年5月25日(土) 13:15 〜 14:45  視聴覚研修室)

Semantic Processing during Morphological Priming in the Sino-

Korean Prefix Derivational Word
*Jinwon Kang1, Kichun Nam1 （1. Korea University）

キーワード：morphological priming, ERP(Event-related potentials), Sino-Korean Prefix Derivational Word

The purpose of this study was to investigate the time-course of morphological processing using event-related

potentials(ERPs) in Sino- Korean prefix derivational word. We conducted a lexical priming decision task

comparing time-course of a morphological, a semantic, and an orthographic condition. The behavioral data

showed significant positivity priming effect in a morphological and semantic priming condition. The ERP data

revealed only significant morphological and semantic priming at N250(200-300ms). Also, a reduction of the

N400(300-500ms) in the semantic condition. Also, increase of negativity amplitude of semantic priming in

P600(550-750ms) observed. This result shows that the morpheme is mainly influenced by the semantic

factor but not the orthographic factor from the onset to offset of the recognition of Sino-Korean prefix

derivational word.

 
 

13:45 〜 14:00  (2019年5月25日(土) 13:15 〜 14:45  視聴覚研修室)

「見込みがある」と「幸せ」になる
IATを用いた言語確率と感情価の検討

*顧 元琪1、本田 秀仁2、植田 一博1 （1. 東京大学、2. 安田女子大学）

キーワード：言語確率、態度、IAT

言語確率（言葉を用いた確率表現）の「方向性」は、確率の主観的な数値解釈とは関係なしに意思決定に影響す

ることが明らかにされてきた。一方で、言語確率は、人の認知や意思決定に大きな影響を及ぼす感情、特に直感

的なものに訴える可能性がある。しかし、言語確率と感情の関係に関する知見は少なく、言語確率が意思決定に

与える影響のメカニズムを感情の面から検討した研究はほとんどない。そこで本研究は、言語確率と感情の関係

を明らかにすることを目指し、Implicit Associated Test（IAT）を用いて潜在レベルにおける言語確率（ポジ

ティブ語、ネガティブ語）と感情価（良い、悪い）の連合の強さを調べた。その結果、ポジティブ語の方がネガ
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ティブ語よりも良い感情価との結びつきが強いことがわかった。これより、言語確率の方向性による影響は感情

価を介している可能性が考えられる。

 
 

14:00 〜 14:15  (2019年5月25日(土) 13:15 〜 14:45  視聴覚研修室)

多様な記憶が導く正確な集団意思決定
行動実験と計算機シミュレーションに基づく検証

*本田 秀仁1、藤崎 樹2、松香 敏彦3、植田 一博2 （1. 安田女子大学、2. 東京大学、3. 千葉大学）

キーワード：ヒューリスティック、集団意思決定、記憶の多様性

私たちは記憶の主観的な経験に基づく単純なヒューリスティック（e.g., recognition heuristic, familiarity

heuristic, fluency heuristic）によってかなり正確な推論ができることを先行研究は示している．本研究では，単

純なヒューリスティックの適応的な性質について，集団意思決定の文脈で検証を行なった．具体的には，「集団

メンバーの記憶が多様であれば，集団意思決定はより正確になる」という仮説を，行動実験とそのデータを用い

た計算機シミュレーションを実施して，理論的な視点から検証を行なった．行動実験と計算機シミュレーション

の結果はこの予測を支持するものであった．このことから，集団のグループメンバーが持つ記憶の多様性は，集

団意思決定の正確性に影響を与え，パフォーマンスの向上につながる可能性が示された．

 
 

14:15 〜 14:30  (2019年5月25日(土) 13:15 〜 14:45  視聴覚研修室)

Perceptual hindsight bias after knowing flash floods
Causal relationship information between muddiness and flush flood

*Hiroshi Yama1 （1. Osaka City University）

キーワード：hindsight bias, legal judgment, causality

Yama et al. (2017) reported hindsight bias in perceptions of the muddiness and the predictability of a flash

flood in a river, as part of the author’s expert testimony in a court trial. The defendants had taken children

to the river to play when a flash flood occurred that led to the drowning of one child. The core question was if

the defendants could have predicted the flood using a visible cue: the muddiness of the river. Participants

who knew the outcome of flash flood estimated the river muddier. The instruction on causality between the

muddiness and the flush flood was manipulated in this current study. Participants were grouped into two

conditions: the control condition and the outcome condition. The hindsight bias was confirmed and

participants judged the river as muddier when the causality was instructed. These data give practical

indications for legal judgments in a court.

 
 

14:30 〜 14:45  (2019年5月25日(土) 13:15 〜 14:45  視聴覚研修室)

カテゴリー学習と認知的加齢
言語化の効果と過程分析

*原田 悦子1、王 紫嫣1 （1. 筑波大学）

キーワード：カテゴリー学習、認知的加齢、抑制機能

人の生活の中で，カテゴリーは認知的糊の役割を担い，新奇事態への対応を正しくかつ効率的に実施する大きな

支援となる．しかしカテゴリーの獲得においては加齢による成績低下が観察され，その原因や補償方法は明らか

ではない．本実験ではRabi(2016)のカテゴリー学習前の刺激言語化するカテゴリー学習促進を検討し，併せて判

断過程を検討するためのマウス軌跡分析を行った．大学生と健康な高齢者にShepard, Hovland, &Jenkins’
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(1961)の1，2，4型のカテゴリー学習を行った処，1)特に2型の学習において高齢者の学習が困難であるこ

と，2)言語化は両年齢群において負の効果を示し，大学生では2型の学習を特異的に抑制すること，3)マウス軌跡

分析から2型においてもっとも抑制的な過程が発生すること，を示した．カテゴリー学習における2型の特異

性，ならびにそこでの加齢現象について考察する
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口頭発表

口頭発表4：記憶
座長:楠見 孝(京都大学教育学研究科)、上田 祥行(京都大学)
2019年5月25日(土) 15:30 〜 17:00  視聴覚研修室 (東館2階)
 

 
メタ記憶における内的表象抑制の影響 
*高城 雅裕1、杉森 絵里子2 （1. 航空自衛隊航空安全管理隊、2. 早稲田大学人間科学学術院） 

   15:30 〜    15:45   

日常生活におけるデジャビュとジャメビュ 
*楠見 孝1 （1. 京都大学大学院教育学研究科） 

   15:45 〜    16:00   

抑うつ者における意図的想起と無意図的想起の気分改善効果の違い 
*橋本 淳也1、小林 亮太1、柏原 志保1、平本 亮介1,5、原口 優輔1、石田 紀香2、岡崎 彩香2、岸本 和美2

、中野 歩菜見2、堀之内 滉2、本多 樹1、朱 建宏1、孫 玥澤1、山本 一希2、中尾 敬1、金山 範明3,4、宮

谷 真人1 （1. 広島大学大学院教育学研究科、2. 広島大学教育学部、3. 産業技術総合研究所人間情報研

究部門、4. 広島大学社会産学連携室、5. 日本学術振興会） 

   16:00 〜    16:15   

規則性の学習メカニズムにおける領域一般性の検討 
*上田 祥行1、黃 從仁2、申 子欣2、坂田 千文1、葉 素玲2、齊藤 智1 （1. 京都大学、2. 国立台湾大学） 

   16:15 〜    16:30   

物語法記憶術における擬人化優位性効果 
*林 美都子1 （1. 北海道教育大学） 

   16:45 〜    17:00   
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15:30 〜 15:45  (2019年5月25日(土) 15:30 〜 17:00  視聴覚研修室)

メタ記憶における内的表象抑制の影響
*高城 雅裕1、杉森 絵里子2 （1. 航空自衛隊航空安全管理隊、2. 早稲田大学人間科学学術院）

キーワード：抑制、アウトプットモニタリング、メタ記憶

自分の実行したことと実行していないことの区別をする認知過程を，アウトプットモニタリングという（Koriat

&Ben-Zur, 1988）。本研究では，意図の抑制とアウトプットモニタリングの関連を検討した。実験1では，単語

記憶課題を実施し，単語再生中に課題を「中断」もしくは「完了」した。その後アウトプットモニタリングを

行った。その結果，時間が経過すると反復エラー数が減少し，メモなし学習条件では脱落エラー数が多く

なった。実験2では，「中断」と「完了」を被験者内要因とし再検討した。その結果，「完了」することで反復エ

ラー数が多くなり，意図の抑制がアウトプットモニタリングに影響を与えることが示唆された。一方，「中

断」・メモなし学習・1週間後テストの条件下において，脱落エラー数が最も多くなり，「記憶痕跡が強い」とい

うメタ記憶がエラーの原因であることが示唆された。個人特性との関連も併せて検討した。

 
 

15:45 〜 16:00  (2019年5月25日(土) 15:30 〜 17:00  視聴覚研修室)

日常生活におけるデジャビュとジャメビュ
類似性に基づく経験想起との関連性

*楠見 孝1 （1. 京都大学大学院教育学研究科）

キーワード：デジャビュ、ジャメビュ、類似性

日常生活におけるデジャビュ（既視感）とジャメビュ（未視感）経験の出現頻度に及ぼす、過去の類似事象の想

起、類似性への敏感性の影響を明らかにするために、全国の16-88歳の1001人の市民を対象としたイン

ターネット調査をおこなった。その結果、デジャビュはジャメビュよりも経験頻度が高く、その頻度は過去の類

似事象の想起、類似性への敏感性の影響を受けていた。また、両経験とも類似性への敏感さとの相関は高い。一

方、いずれも神経症傾向を含むビックVの性格特性との相関はなかった。

 
 

16:00 〜 16:15  (2019年5月25日(土) 15:30 〜 17:00  視聴覚研修室)

抑うつ者における意図的想起と無意図的想起の気分改善効果の違い
*橋本 淳也1、小林 亮太1、柏原 志保1、平本 亮介1,5、原口 優輔1、石田 紀香2、岡崎 彩香2、岸本 和美2、中野 歩菜

見2、堀之内 滉2、本多 樹1、朱 建宏1、孫 玥澤1、山本 一希2、中尾 敬1、金山 範明3,4、宮谷 真人1 （1. 広島大学大

学院教育学研究科、2. 広島大学教育学部、3. 産業技術総合研究所人間情報研究部門、4. 広島大学社会産学連携

室、5. 日本学術振興会）

キーワード：無意図的想起、気分改善効果、抑うつ

ポジティブな自伝的記憶を自ら意図的に想起することは不快な気分の改善をもたらすが，抑うつ者においては気

分の改善が生じず，むしろ気分の悪化にすらつながることが知られている。記憶の想起には，意図的な想起だけ

でなく，思い出そうという意図なく記憶の想起が生じる無意図的想起と呼ばれる想起形態もある。この無意図的

想起に関しては，ポジティブ画像を無意図的に想起した場合には抑うつ者は気分の改善が生じることが示唆され

ている。しかし，ポジティブな自伝的記憶の無意図的想起が抑うつ者の気分改善につながるかは明らかとなって

いない。そこで本研究では，抑うつ傾向者において，ポジティブな自伝的記憶を意図的または無意図的に想起し

た場合に，気分改善への影響が異なることを実験的に明らかにすることを目的とした。実験の結果，抑うつ傾向

者は無意図的想起によってのみ気分の改善につながることが明らかとなった。
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16:15 〜 16:30  (2019年5月25日(土) 15:30 〜 17:00  視聴覚研修室)

規則性の学習メカニズムにおける領域一般性の検討
*上田 祥行1、黃 從仁2、申 子欣2、坂田 千文1、葉 素玲2、齊藤 智1 （1. 京都大学、2. 国立台湾大学）

キーワード：ヘッブ反復学習、統計学習、継時処理

同じ情報に繰り返し接することによって、そこにある規則性が獲得され、効率的な情報処理が可能となる。こう

した学習は、言語の直後系列再生課題においてはHebb反復効果によって確認されており、そこでは、どのような

項目がともに出現するかという規則性と、どの位置にどのアイテムが出現するかという規則性の少なくとも2つが

同時に学習されていることが知られている。Hebb反復効果自体は、視覚領域と聴覚・言語領域の両方で見られる

が、そこに領域一般的な1つのメカニズムが存在しているのか、あるいは似たアルゴリズムを持つ複数のメカニズ

ムが共存しているのかについては明らかではない。本研究の結果、視覚領域と聴覚・言語領域では2つの規則性に

異なる重み付けをしていること、また、反復学習効果が生じるためには、項目は継時処理されなければならない

ことが示された。これらは規則性の学習メカニズムにおける重要な要素であることが示唆される。

 
 

16:45 〜 17:00  (2019年5月25日(土) 15:30 〜 17:00  視聴覚研修室)

物語法記憶術における擬人化優位性効果
*林 美都子1 （1. 北海道教育大学）

キーワード：記憶方略、擬人化効果、物語法

近年、艦隊や刀、細胞などさまざまなモノが擬人化され人気を博しているが、記銘語を擬人化することによ

り、記憶は改善されるのであろうか。大学生30名を対象に、漢字2文字の36単語を用いて実験を行った。記銘語

の読み方を説明する「読み方説明文」条件、記銘語を本来の意味で用いて短い物語を作成する「物語作文」条

件、記銘語を擬人化して短い物語を作成する「擬人化作文」条件を設け、それぞれに12単語ずつ割り振った。練

習試行の後、1単語20秒で作文を求め、ディストラクター課題を実施した後、約5分間の自由再生テストを実施し

た。その結果、擬人化作文の再生数が最も多く、次いで物語作文であり、読み方説明文条件は最も少なかった

(F(2,58)=45.41, p<.05; Mse=2.55, p<.05)。記憶の精緻化方略の一種として記銘語を用いて物語を作成する物語

法により記憶成績が改善することはよく知られているが、本研究の結果、擬人化方略はこの物語法を上回る効果

をもたらすことが示された。
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口頭発表

口頭発表2：社会的認知
座長:福井 隆雄(首都大学東京)、菊地 史倫(公益財団法人鉄道総合技術研究所)
2019年5月25日(土) 10:30 〜 12:00  第2会議室 (西館3階)
 

 
手の視覚的認知特性と自閉傾向及びボディイメージとの関連 
*黒木 麻由美1、福井 隆雄1 （1. 首都大学東京大学院） 

   10:30 〜    10:45   

データ駆動処理による顔魅力印象の規定要因の検討 
*中村 航洋1,2,3、渡邊 克巳1 （1. 早稲田大学、2. 日本学術振興会、3. 慶應義塾大学先導研究センター） 

   10:45 〜    11:00   

相手との親密性に応じた顔の自他認知過程 
*方 文筱1、福井 隆雄1 （1. 首都大学東京大学院） 

   11:00 〜    11:15   

人は他者の意見をどう活用しているか 
*藤崎 樹1、本田 秀仁2、植田 一博1 （1. 東京大学、2. 安田女子大学） 

   11:15 〜    11:30   

車掌の案内放送に対するお褒めと実際の案内放送の特徴の関連性 
*菊地 史倫1、山内 香奈1 （1. 公益財団法人鉄道総合技術研究所） 

   11:45 〜    12:00   
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10:30 〜 10:45  (2019年5月25日(土) 10:30 〜 12:00  第2会議室)

手の視覚的認知特性と自閉傾向及びボディイメージとの関連
*黒木 麻由美1、福井 隆雄1 （1. 首都大学東京大学院）

キーワード：手の視覚的認知、自他同定、ラテラリティ判断

本研究では、手画像の自他同定において顕在的な場合（提示画像が自己の手か、他者の手かを判断する課題）と

潜在的な場合（提示画像が左手か右手か判断する課題）で違いが認められるか、また、各課題のパフォーマンス

と自閉傾向（AQスコア）及びポジティブボディイメージ(BAS-2スコア)との関連を検討した。その結果、自他判断

課題においてのみ、他人手画像への反応時間が自己手画像に比べて長い参加者ほど、AQの下位尺度である「注意

の切り替え」スコアが高いことが示され、さらに、自己身体にポジティブな印象を持つ（BAS-2スコアが高い）参

加者ほど課題の反応時間が早くなる傾向が認められた。

 
 

10:45 〜 11:00  (2019年5月25日(土) 10:30 〜 12:00  第2会議室)

データ駆動処理による顔魅力印象の規定要因の検討
美しい顔とは女性的な顔なのか？

*中村 航洋1,2,3、渡邊 克巳1 （1. 早稲田大学、2. 日本学術振興会、3. 慶應義塾大学先導研究センター）

キーワード：顔魅力、性的二型性、データ駆動処理

顔の魅力は多様な顔特徴を手がかりとして知覚されるが，特に男性と女性の顔特徴の違い (性的二型性)が魅力印象

に影響することが知られている。日本人を対象とした先行研究では，男性顔・女性顔ともに女性的な顔特徴を強

調したフェミニンな顔が魅力的と評価されやすいことが報告されている。本研究では，データ駆動処理により顔

魅力印象と性的二型性の相互関係を明らかにすることを目的とした。実験では，データ駆動処理により魅力印象

を定量的に操作した顔画像，性的二型性を統制した上で魅力印象を操作した顔画像を生成し，それらの顔に対し

て魅力評価を求める課題を実施した。その結果，顔性別に関わらず，性的二型性が統制された顔画像に対しても

魅力印象が大きく変化することが明らかになり，顔魅力印象は単に性的二型性によって規定されるのではな

く，それ以外の顔特徴が魅力の手がかりとして大きく寄与している可能性が示唆された。

 
 

11:00 〜 11:15  (2019年5月25日(土) 10:30 〜 12:00  第2会議室)

相手との親密性に応じた顔の自他認知過程
*方 文筱1、福井 隆雄1 （1. 首都大学東京大学院）

キーワード：自他区分、顔認知、親密性

本研究では、顔認知過程において親密性が及ぼす影響を日本人女性・中国人女性を対象に検討した。親しい友人

ペア2人組で実験に参加してもらい、実験前に写真撮影を行った。実験では、参加者自身と親友の画像（親友条

件）及び参加者自身と未知女性の画像（未知女性条件）を15段階の割合を設けてモーフィングした画像を用いて

自他判断課題を行った。その結果、未知女性条件の場合は、親友条件に比べて自己が含まれる割合がより高くな

いと自己と回答しなかった。この結果から、自他の顔認知は相手との関係性に応じて調節されていることが示唆

された。

 
 

11:15 〜 11:30  (2019年5月25日(土) 10:30 〜 12:00  第2会議室)

人は他者の意見をどう活用しているか
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問題に着目した検討

*藤崎 樹1、本田 秀仁2、植田 一博1 （1. 東京大学、2. 安田女子大学）

キーワード：意思決定、消費行動、レビューサイト

情報技術の台頭により，私たちは他人の意見を手軽に参照できるようになった．先行研究 (藤崎・本田・植田,

2018)ではレイティングサイトを題材に，商品の購入対象（自分／他人）によって，この他人の意見の捉え方が変

化することを明らかにした．実験は，商品選択の対象を教示した上で，２つの評価分布（平均値は近いが一方は

高分散，もう一方は低分散）を呈示し，購入したい方を選択させるものである．この研究では，複数の問題をま

とめて分析していた．そこで本研究では，この行動データを用いて，問題が評価分布の選択に与える影響につい

て分析した．結果，問題の効果が観察されるケースがあった．具体的には，参加者は高分散の平均値に応じて選

択傾向を変えた．これは，低分散に対し，高分散の方が問題間の分布の形の変化を視覚的に認識しやすかったた

めであると推測される．最後に，本研究が現実のレビューサイトにもたらす影響について議論する．

 
 

11:45 〜 12:00  (2019年5月25日(土) 10:30 〜 12:00  第2会議室)

車掌の案内放送に対するお褒めと実際の案内放送の特徴の関連性
*菊地 史倫1、山内 香奈1 （1. 公益財団法人鉄道総合技術研究所）

キーワード：鉄道、フィールドワーク、教育法開発

鉄道事業者には旅客から鉄道従事員の良い業務実践に対してお褒めの言葉を寄せられることがあり、該当者は表

彰を受けることで業務に対する動機づけの向上などが期待されている。また、鉄道事業者は良い業務実践を他の

従事員にも展開することで全体の業務水準を向上させたいと考えている。ただし、鉄道従事員は旅客からお褒め

の言葉を寄せられた行動以外にも多くの業務を実践しており、その行動が業務全体の中でどのように位置づけら

るかを考慮しないと、他の従事員に対する良い業務実践の展開がうまくいかないことがある。そこで、本研究で

は車掌の案内放送に対する旅客からのお褒めの言葉に着目し、旅客の顕在的なお褒めと、車掌が営業線で実際に

行っている案内放送の特徴を検討した。その結果、鉄道旅客からお褒めの言葉を多く得る車掌の案内放送は聞き

取りやすく、通常の案内放送よりも丁寧であり、実施するタイミングが適切であることが示唆された。
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口頭発表

口頭発表5：感情・動機づけ
座長:北神 慎司(名古屋大学大学院情報学研究科)、松田 憲(北九州市立大学大学院マネジメント研究科)
2019年5月25日(土) 15:30 〜 17:00  第2会議室 (西館3階)
 

 
アイオワ・ギャンブル課題における認知の切り替えに内受容感覚が与える影響 
*前川 亮1、片渕 一徳1、乾 敏郎1 （1. 追手門学院大学） 

   15:30 〜    15:45   

くっきり画質で気持ちくっきり：画像解像度の感情価への影響 
*今井 俊輔1、中山 真孝2、前浦 菜央2、内田 由紀子2、大野 優美子1、有本 聡1、是永 継博1 （1. パナソ

ニック株式会社、2. 京都大学） 

   15:45 〜    16:00   

刺激への新奇性付加が単純接触効果に及ぼす影響 
*松田 憲1、橋口 綾乃1、藤野 実由1、楠見 孝2 （1. 北九州市立大学、2. 京都大学） 

   16:00 〜    16:15   

内発的動機づけの過小評価に及ぼす事前警告の効果 
*北神 慎司1、村山 航2、坂口 結香1、武野 全恵1,3、井関 紗代1,3 （1. 名古屋大学、2. レディング大

学、3. 日本学術振興会） 

   16:15 〜    16:30   

カスタマイズ商品に高額を支払うのはどんな人？ 
*井関 紗代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） 

   16:30 〜    16:45   

Why do people enjoy others’ suffering: the factors those trigger
schadenfreude 
*Shirong Sun1, Takashi Kusumi1 （1. Division of Cognitive Psychology in Education, Graduate

School of Education, Kyoto University） 

   16:45 〜    17:00   
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15:30 〜 15:45  (2019年5月25日(土) 15:30 〜 17:00  第2会議室)

アイオワ・ギャンブル課題における認知の切り替えに内受容感覚が

与える影響
*前川 亮1、片渕 一徳1、乾 敏郎1 （1. 追手門学院大学）

キーワード：内受容感覚、意思決定、認知の切り替え

意思決定課題の1つとして知られるアイオワ・ギャンブル課題において，内受容感覚の個人差が課題成績に影響を

与えることが報告されている。本研究では，改変したアイオワ・ギャンブル課題を用いて内受容感覚と意思決定

の関係を調べた。通常のアイオワ・ギャンブル課題では，参加者は4つの山の期待値を学習し，最も期待利益の大

きい山を選択することで獲得金額が最大化される。本研究では，課題途中で山の内容を切り替えることで，参加

者が山の変化に気づいて再学習を行うことができるかどうかを調べた。結果，山の切り替え直後の成績と内受容

精度の間に正の相関がみられ，また，山の切り替えに気づくまでの試行数と内受容精度の間にも正の相関がみら

れた。これらの結果は，内受容感覚が直観的な意思決定を補佐していることを示唆する。

 
 

15:45 〜 16:00  (2019年5月25日(土) 15:30 〜 17:00  第2会議室)

くっきり画質で気持ちくっきり：画像解像度の感情価への影響
*今井 俊輔1、中山 真孝2、前浦 菜央2、内田 由紀子2、大野 優美子1、有本 聡1、是永 継博1 （1. パナソニック株式

会社、2. 京都大学）

キーワード：画像解像度、感情、混合感情

科学技術の進展により、人間の認知システムが対象とする環境世界が変わりつつある。その一つの変化とし

て、高精細ディスプレイ技術により直接体験していない物事を超高解像度で視ることが可能となった。画像解像

度の向上は認知にどのような影響を与えるのだろうか？本研究では、視覚的解像度の向上で感情の解像度も向上

し、混合感情が生じにくくなるという仮説を検討した。２つの実験で呈示動画の解像度を操作し、動画中の感情

について複数の正負感情項目への評定を求めた。正感情項目と負感情項目の個人内相関を混合感情の指標とし

た。結果として、高解像度条件では、正負感情の相関がより負の方向に変化し、視覚的解像度向上で混合感情が

経験されにくくなることが示された。本研究が例証したように、認知心理学の理論と方法論は、科学技術で環境

世界が変化するとき、どのように認知が変わりうるのか、明らかにするのに有用であろう。

 
 

16:00 〜 16:15  (2019年5月25日(土) 15:30 〜 17:00  第2会議室)

刺激への新奇性付加が単純接触効果に及ぼす影響
*松田 憲1、橋口 綾乃1、藤野 実由1、楠見 孝2 （1. 北九州市立大学、2. 京都大学）

キーワード：新奇性、親近性、倦怠効果

単純接触効果における倦怠効果とは，刺激への過度の接触によって飽きが生じ，好意度が低下する現象をさ

す。我々の先行研究では，刺激呈示ごとに背景を変化させることによる新奇性付加によって，刺激への反復接触

による飽きの生起が抑制されることが示されている。そこで本研究では，呈示する刺激そのものの一部分を変化

させて新奇性を付加することで，単純接触効果が向上するのかを検討した。具体的には，女性アバター顔の化粧

を変化させることで，新奇性の操作を行った。実験の結果，女性参加者の場合のみで，元々好意度の高いアバ

ターの化粧を変化させることにより単純接触効果が生起した。一方で，男性参加者にはそのような効果は見られ

なかった。女性は普段から身近である化粧の変化に対して敏感に反応し，好感度評定値を上昇させたと考えられ

る。
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16:15 〜 16:30  (2019年5月25日(土) 15:30 〜 17:00  第2会議室)

内発的動機づけの過小評価に及ぼす事前警告の効果
*北神 慎司1、村山 航2、坂口 結香1、武野 全恵1,3、井関 紗代1,3 （1. 名古屋大学、2. レディング大学、3. 日本学術

振興会）

キーワード：内発的動機づけ、過小評価、事前警告

メタ動機づけに関する先行研究において，金銭的報酬などの外発的動機づけを伴わない課題を行った後の内発的

動機づけの自己評価に比べて，課題を行う前の予測的な自己評価が一貫して低いことがさまざまな実験によって

示されている。すなわち，内発的動機づけは過小評価される傾向があることが明らかとなっており，これはメタ

認知が概して不正確である知見と一致するものである。本研究では，課題前の内発的動機づけの予測的な自己評

価を行う前に，「内発的動機づけが過小評価されやすい」ことを事前警告として教示することによって，過小評

価が修正されうるかどうかを検討することを目的として実験を行った。その結果，事前警告の効果は現れず，課

題に対する自己評価だけでなく課題成績においても内発的動機づけは過小評価されることが示された。つま

り，先行研究の知見とあわせると，このような現象は極めて頑健であると考えられる。

 
 

16:30 〜 16:45  (2019年5月25日(土) 15:30 〜 17:00  第2会議室)

カスタマイズ商品に高額を支払うのはどんな人？
コントロール欲求が支払意思額に及ぼす影響の検討

*井関 紗代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：カスタマイズ、コントロール欲求、支払意思額

私たちは，周囲の環境と相互作用しながら，コントロールしたいという欲求を持っており，その欲求を満たそう

と生得的に動機づけられている。そして，このコントロール欲求の強さには個人差がある。本研究では，「コン

トロール欲求がもともと高い人は，カスタマイズ商品に対して支払意思額が高くなるのか」という点について検

討することを目的とした。結果として，コントロール欲求の高い人は，低い人に比べ，カスタマイズ商品に対し

て，支払意思額が高くなることが明らかになった。このように，コントロール欲求の個人差により，カスタマイ

ズ商品への支払意思額が異なることを明らかにした本研究は，カスタマイズ商品市場のセグメンテーションにお

いて，十分な示唆を与えると考えられる。すなわち，マーケターに対し，カスタマイズ商品は，コントロール欲

求の高い人に訴求することが効果的である，という提案をすることが可能となるだろう。

 
 

16:45 〜 17:00  (2019年5月25日(土) 15:30 〜 17:00  第2会議室)

Why do people enjoy others’ suffering: the factors those

trigger schadenfreude
*Shirong Sun1, Takashi Kusumi1 （1. Division of Cognitive Psychology in Education, Graduate School of

Education, Kyoto University）

キーワード：pleasure-in-others’-misfortune, schadenfreude, friendship

There is one emotion called “pleasure-in-others’-misfortune”, which is known as schadenfreude. Previous

studies showed connections between schadenfreude and negative emotions, and especially they focused on

the schadenfreude that was triggered by their enemies, but little was mentioned about the schadenfreude

that was triggered by their friends. The purpose of this study is to explore the factors those would trigger

schadenfreude both in friendship and hostile relationship. Four scenarios were prepared for two hundred

and two participants (118 females, 84 males) asking about their feeling of schadenfreude and sympathy

towards a close friend, an acquaintance, and an enemy. The importance of the scenarios and their

personality as self-esteem, narcissism, and inferiority complex were also being questioned. Results showed
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that males tended to feel more schadenfreude than females especially with friends, and the importance of

the misfortune was negatively correlated with people’s schadenfreude in friendship.



[P1]

[P1-01]
[P1-02]

[P1-03]

[P1-04]

[P1-05]

[P1-06]

[P1-07]

[P1-08]

[P1-09]

[P1-10]

[P1-11]

[P1-12]

[P1-13]

[P1-14]

[P1-15]

[P1-16]

[P1-17]

©日本認知心理学会 

 日本認知心理学会第17回大会 

ポスター発表

ポスター発表1：記憶
2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室 (東館2階)
 

 
顔と個人情報の連合記憶における笑顔優位性効果の検討（発表取り消し） 
ライフイベント年表による自伝的記憶の無意図的想起 
*神谷 俊次1 （1. 名城大学） 

テスト効果はワーキングメモリ容量とは関係なく現れる 
*田中 紗枝子1、岩木 信喜2、櫻庭 裕晃2、石川 高揮2、柿沼 岬2、山本 奨2 （1. 徳島文理大学、2. 岩手大

学） 

リベレーション効果は何度も誰にでも生起するのか 
*三浦 大志1 （1. 杏林大学） 

心拍変動を通して目標無視の機序を探る 
*柳岡 開地1,5、河村 悠太2,5、平岡 大樹3,5、石黒 翔3,5、西山 慧3,5、阿閉 誠4、奥野 圭祐4、齊藤 智3 （1.

東京大学大学院教育学研究科、2. 神戸大学大学院人文学研究科、3. 京都大学大学院教育学研究科、4.

パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社、5. 日本学術振興会） 

肯定的なメタ記憶に基づく語り直しは幸福感と希望感に寄与する 
*池田 和浩1、佐藤 拓2、川﨑 弥生3 （1. 尚絅学院大学、2. 明星大学、3. 日本学術振興会・専修大学） 

意図記憶に及ぼす表記色彩の適合性効果 
*豊田 弘司1 （1. 奈良教育大学） 

「助ける」想像と「助けない」想像が援助行動意図に与える影響 
*小林 正法1、小國 龍治2、大竹 恵子2,3 （1. 山形大学、2. 関西学院大学、3. 応用心理科学研究セン

ター） 

情動喚起画像刺激の属性と記憶成績の関係 I 
*加藤 みずき1、藤田 哲也2 （1. 多摩大学、2. 法政大学） 

情動喚起画像刺激の属性と記憶成績の関係 II 
*藤田 哲也1、加藤 みずき2 （1. 法政大学、2. 多摩大学） 

検索誘導性忘却効果と自伝的記憶想起内容の感情価の関連 
*蘇 心寧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） 

異なるタイプの漢字四文字表記語の認知処理過程に関する研究 
*李 岩1 （1. 中央大学文学研究科） 

健常高齢者の日常記憶の縦断的研究（１） 
*川﨑 采香1、佐久間 尚子2、大神 優子3、鈴木 宏幸2、藤原 佳典2 （1. お茶の水女子大学大学院、2. 東

京都健康長寿医療センター研究所、3. 和洋女子大学） 

健常高齢者の日常記憶の縦断的研究（２） 
*佐久間 尚子1、川﨑 采香2、大神 優子3、鈴木 宏幸1、藤原 佳典1 （1. 東京都健康長寿医療センター研

究所、2. お茶の水女子大学大学院、3. 和洋女子大学） 

自人種顔と他人種顔に対する視覚性短期記憶の符号化速度 
*西村 友佳1、小川 洋和2 （1. 関西学院大学大学院文学研究科総合心理科学専攻、2. 関西学院大学文学

部総合心理科学専攻） 

日常場面における意図存在判断の規定因 
*森田 泰介1 （1. 東京理科大学） 

あれここなんだっけ？ 
*向居 暁1 （1. 県立広島大学） 
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想起時の閉眼とマインドフルネス傾向は虚記憶を低減するか？ 
*丹藤 克也1 （1. 愛知淑徳大学） 

音声の記憶の長期持続性〜低頻度語を用いた検討〜 
*西山 めぐみ1 （1. 人間環境大学） 

空間－系列順序の連合に学習時点での明示的な基準点は必要なのか 
*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） 

The Difference of Multi-Voice and Multi-Sound Feedback Effects on
Learning 
*Ryu Jaechun1、Kim Yongwoo1、Nam Kichun1 （1. Korea University） 

抑うつ傾向が低いとポジティブ想起を過大評価する 
*高橋 佳史1 （1. 法政大学大学院） 

二次元空間における記憶項目の位置及び内容に関する孤立効果 
*加藤 優季1、永井 聖剛1 （1. 立命館大学） 

自伝的記憶の機能とバランスのとれた時間的展望との関連 
*槙 洋一1、川﨑 弥生2 （1. 北海道大学、2. 専修大学） 

既有知識に反する誤りの学習と誤りへの注意 
*関口 貴裕1、赤井 響香2 （1. 東京学芸大学大学院 連合学校教育学研究科、2. 東京学芸大学大学院 教育

学研究科） 

歴史的ノスタルジアを喚起する風景画像 
*小川 喬史1、北神 慎司1、川口 潤1 （1. 名古屋大学大学院情報学研究科） 

自発脳波とリアリティモニタリングエラー経験の関連 
*柏原 志保1、橋本 淳也1、小林 亮太1、平本 亮介1,3、原口 優輔1、本多 樹1、石田 紀香2、岸本 和美2

、岡崎 彩香2、中野 歩菜見2、堀之内 滉2、朱 建宏1、孫 玥澤1、山本 一希2、中尾 敬1 （1. 広島大学大

学院教育学研究科、2. 広島大学教育学部、3. 日本学術振興会特別研究員） 

印象深い出来事に対する自伝的推論 
*堤 聖月1 （1. 神戸学院大学大学院人間文化学研究科） 

マンガの読みにおける「文字」と「画」の情報処理－“系列位置”および“二
重符号化”の可能性の検討－ 
*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） 

課題内容の親和性が階層構造理解に及ぼす影響：高齢-若年者比較 
*石井 奏有1、原田 悦子2 （1. 筑波大学大学院人間総合科学研究科、2. 筑波大学人間系） 

画像刺激から生成される虚記憶（発表取り消し） 
日常場面での認知的失敗の自己評価と検査室場面における記憶成績の予測 
*清水 寛之1 （1. 神戸学院大学心理学部） 

日常場面における現実と想像の混乱及びメタ記憶 
*中田 英利子1 （1. 神戸女学院大学） 

嘘による認知的負荷が刺激の記憶に及ぼす影響 
*後藤 理咲子1,2、箱田 裕司1 （1. 京都女子大学、2. 名古屋大学大学院情報学研究科） 

虚回想の生起条件とそのメカニズム 
*島根 大輔1、伊東 裕司1 （1. 慶應義塾大学） 

画像の虚偽記憶の個人特性－視覚イメージ生成の観点から－ 
*井上 拓哉1 （1. 筑波大学大学院博士前期課程人間総合科学研究科） 
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(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

顔と個人情報の連合記憶における笑顔優位性効果の検討（発表取り

消し）

 

 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

ライフイベント年表による自伝的記憶の無意図的想起
*神谷 俊次1 （1. 名城大学）

キーワード：意図的想起、無意図的想起、不随意記憶

本研究では，自伝的記憶の意図的想起と無意図的想起事態で類似した自伝的記憶の収集方法を用いることで，記

憶を想起しようとする検索意図が想起されるエピソードの特定性（出来事がいつどこで生起したかといった時空

間的情報が，ある一時点に限定されるのか否か）に差異をもたらすかどうかを検討した。手がかり語とライフイ

ベント年表を用いて，言語刺激を手がかりとして，意図的想起データと無意図的想起データを収集した。想起さ

れたエピソードの特定性を２種類の想起事態で比較した結果，無意図的想起事態のエピソードのほうが特定エピ

ソードの割合が高かった。この結果から，無意図的想起事態では，情報の生成過程がなく，階層構造をした自伝

的記憶知識ベース内から，個別・具体的なエピソードが直接検索されると考えられた。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

テスト効果はワーキングメモリ容量とは関係なく現れる
*田中 紗枝子1、岩木 信喜2、櫻庭 裕晃2、石川 高揮2、柿沼 岬2、山本 奨2 （1. 徳島文理大学、2. 岩手大学）

キーワード：テスト効果、ワーキングメモリ容量、検索による学習

学習内容をテストした場合、想起された情報がのちに想起されやすくなる現象はテストの直接効果であり、想起

後の再学習が促進されることは間接効果である。これらの合成効果はワーキングメモリ容量の影響を受けな

い。本研究では、直接効果単独の効果とワーキングメモリ容量との関連を調べた。参加者（n = 120）ははじめに

40対の無関連な単語対を1度学習した。その後、読み条件の20対は見て学習し、テスト条件の20対は手がかりの

単語からターゲット語を想起することを2回繰り返した。一週間後に手がかり再生テストを実施し、テスト条件と

読み条件の正答率の差をテスト効果得点とした。ワーキングメモリ容量として、カウンティングスパン、オペ

レーションスパン、リーディングスパンそれぞれの課題の標準得点の平均値を算出した。分析の結果、テスト効

果はワーキングメモリ容量によらず発現することが分かった（r = 0.09）。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

リベレーション効果は何度も誰にでも生起するのか
*三浦 大志1 （1. 杏林大学）

キーワード：再認判断、個人差、リベレーション効果

リベレーション効果は、計算問題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。本効果が同一の実験参加者に複数回生起するのか、また本効果の生起

不生起に個人差が存在するのかは明らかでない。そこで本研究では、20代から50代の参加者12名ずつ、計48名

を対象にリベレーション効果を検討する再認課題を3セット施行した。その結果、1, 2, 3セット目すべてにおいて
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一貫してリベレーション効果が見られた。また、リベレーション効果は40代・50代でも生起するが、若年者の方

が効果が大きいことが示された。これらの結果は、本効果が幅広い年齢に複数回生起する頑健な現象であること

を示唆している。年齢の分析は個人差の存在も示唆するが、セット間の相関分析を行ったところ個人差を示すよ

うな相関が見られなかったため、個人差に関しては今後の研究が期待される。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

心拍変動を通して目標無視の機序を探る
*柳岡 開地1,5、河村 悠太2,5、平岡 大樹3,5、石黒 翔3,5、西山 慧3,5、阿閉 誠4、奥野 圭祐4、齊藤 智3 （1. 東京大学

大学院教育学研究科、2. 神戸大学大学院人文学研究科、3. 京都大学大学院教育学研究科、4. パナソニック セミコ

ンダクターソリューションズ株式会社、5. 日本学術振興会）

キーワード：目標無視、心拍変動、ストループ課題

目標無視とは, 課題目標を理解しているものの, 適切なタイミングでその遂行に失敗してしまう現象を指す。目標

無視は作業中の不注意や自動車事故などと関連しており, 目標無視が起こる心理・生理機序を解明することの社会

的意義は大きい。 

 

Kane &Engle (2003)は, ストループ課題中に色と文字の情報が一致する試行の割合を操作することで, 目標無視の

心理機序を検討してきた。一方, 目標無視の生理機序はほとんど検討されていなかった。そこで, 本研究では, 認知

制御に深く関わる生理指標である心拍変動(RMSSD, LF/HF) に着目し, Kane &Engle (2003) の知見を追試しつつ,

目標無視の生理機序を検討することを目的とした。 

 

大学生・大学院生26名を対象とした実験の結果, 一致試行を多く含む条件では目標無視がより確認され, 先行研究

を追試することができた。心拍変動と目標無視との関連は見られなかったものの, 条件や試行に関わらず課題中の

心拍変動が小さいと反応時間も短くなることが示された。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

肯定的なメタ記憶に基づく語り直しは幸福感と希望感に寄与する
*池田 和浩1、佐藤 拓2、川﨑 弥生3 （1. 尚絅学院大学、2. 明星大学、3. 日本学術振興会・専修大学）

キーワード：転換的語り直し、メタ記憶、幸福感と希望感

本研究は、(1)メタ記憶の特性が記憶の語り直し方略に与える影響を検証し、(2)記憶の認知的特性が現在の満足感

と将来への希望感に与える影響を検証した。270名の参加者は、Re-TALE尺度(ネガティブ感情制御 (α = .86), ポ

ジティブ感情拡張 (α = .75), 認知転換 (α = .83))、一般的メタ記憶尺度(記憶に対する自信(α = .79), 既課題特性

の認知(α = .72), 想起の失敗経験(α = .66))、PRMQ、日本語版Herth希望尺度 (希望的計画(α = .83)，前向き思

考 (α = .79)，見通しの暗さ (α = .78))、人生満足感尺度 (α = .76)に回答した。その結果，ネガティブ感情制御

の語り直し方略を用いることは，メタ記憶への否定的な信念に関与し，将来への希望を減衰させることが確認さ

れた。一方，認知転換を目的とした語り直しを行うことは，メタ記憶への肯定的信念に関連し，現在の満足感と

将来の希望感を高めることが確認された。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

意図記憶に及ぼす表記色彩の適合性効果
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*豊田 弘司1 （1. 奈良教育大学）

キーワード：表記色彩、適合性、ストループ効果

本研究は，単語の指示物と単語の色彩の適合性が意図記憶における有効な検索手がかりになる可能性を検討する

ために行われた。28名の専門学校の女子学生を対象にして，意図記憶手続きを用いた集団実験を行った。参加者

は各単語の色彩に一致する色を4つの色選択肢から選び，その単語を覚えるように求められ，その後，自由再生テ

ストが与えられた。単語の色彩と単語の指示物の色彩が一致している場合が，一致していない場合よりも再生率

が高かった。この結果は，単語の色彩が単語を検索するための有効な手がかりとなりうることを示すものとして

解釈され，意図記憶におけるある種のストループ効果の可能性を示唆した。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

「助ける」想像と「助けない」想像が援助行動意図に与える影響
*小林 正法1、小國 龍治2、大竹 恵子2,3 （1. 山形大学、2. 関西学院大学、3. 応用心理科学研究センター）

キーワード：エピソード的未来思考、援助行動、再現

援助が必要な人物を「助ける」というエピソードシミュレーション（想像）は援助行動意図を高める（e.g.,

Gaesser et al., 2014)。その一方で，他者に不利益な行動の想像はその行動意図を高めることも示されている

（Morris et al., 2018）。現実場面では，援助行動を行うか行わないかという2つの選択肢を選ぶ際にそれぞれの

事態の想像を行う可能性があるが，「援助行動を行わない」という他者への不利益な行動の想像が援助行動の意

図を低下させるかは不明である。そこで本研究はオンライン実験によってこの点を検討した。[小國　龍治1] 実験

の結果，援助が必要な人物を描写した文章に対して，その人物を「助ける」想像をした群は，「助けない」想像

をした群や統制群に比べて，援助行動意図得点が高かった。この結果は，援助行動においては，行動の種類に

よって想像による行動意図が高まるかどうかが異なることを示唆している。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

情動喚起画像刺激の属性と記憶成績の関係 I
覚醒度・感情価・自己関連度・明るさと再生可能性の相関

*加藤 みずき1、藤田 哲也2 （1. 多摩大学、2. 法政大学）

キーワード：覚醒度、感情価、再生

藤田と加藤(藤田・加藤，2015, 2016, 2017; 加藤・藤田，2015, 2016, 2017)の一連の研究において，情動喚起

画像刺激に対して，喚起覚醒度，内包覚醒度，喚起感情価，内包感情価，自己関連度，明るさを評定すること

が，後の再生成績に異なる影響を及ぼすことが示されてきた。本研究は，それらの研究における再生データを情

動喚起画像刺激ごとに集計し，それぞれの再生可能性の指標とした。さらに，各情動喚起画像刺激に対する上記

の6種類の評定値を平均することで，それぞれの刺激の6属性の値と見なした。この6属性の値と再生可能性の間の

相関係数を算出したところ，喚起覚醒度，喚起感情価の強さ，内包感情価の強さとの間に有意な中程度の正の相

関，自己関連度との間に有意な弱い負の相関が認められた。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

情動喚起画像刺激の属性と記憶成績の関係 II
ポジ・ネガによる諸属性から再生可能性への影響の違い

*藤田 哲也1、加藤 みずき2 （1. 法政大学、2. 多摩大学）
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キーワード：覚醒度、感情価、再生

加藤・藤田(2019; 前件発表)で作成した再生可能性および喚起覚醒度，内包覚醒度，喚起感情価，内包感情価，自

己関連度，明るさの属性値を用いて，どの属性が情動喚起画像刺激の再生成績に影響を及ぼすのかを，重回帰分

析により検討した。その結果，情動喚起画像刺激がポジティブな感情価を持っている場合には喚起感情価・内包

覚醒度・内包感情価・自己関連度が有意な影響を及ぼす一方で喚起覚醒度は有意な影響を及ぼさなかった。それ

に対し，ネガティブな感情価を持っている場合には，喚起覚醒度・喚起感情価のみが有意な影響を及ぼすことが

示された。以上から，情動喚起画像刺激の属性と再生可能性の間の関係は，感情価がポジティブかネガティブか

により異なることが示唆された。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

検索誘導性忘却効果と自伝的記憶想起内容の感情価の関連
*蘇 心寧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：自伝的記憶、検索誘導性忘却、感情価

近年Stormら(2012)の研究は、抑制が自伝的記憶のポジティブ優位性効果を維持し促進することに重要な役割を分

担する可能性があることを提起した。しかしながら、抑制に基づく検索誘導性忘却の生起状況と想起された自伝

的記憶内容の感情価の間には関連性があるか否かが明らかにされない。一方、この先行研究では、参加者に指定

された感情価の自伝的記憶を想起させ、この適度的な感情価の自伝的記憶の想起割合を分析した。そこで、本研

究は検索誘導性忘却のパラダイムと自伝的記憶の自由想起課題を用いて、忘却状況が異なる個体の想起された自

伝的記憶の出来事の感情価がどのように異なるのかを調査した。研究結果では、検索誘導性忘却が生起しやすい

参加者はよりポジティブな自伝的記憶の内容を想起しやすいことと明らかにされた。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

異なるタイプの漢字四文字表記語の認知処理過程に関する研究
漢字四文字表記語を構成する前半部分とその全体の関連について

*李 岩1 （1. 中央大学文学研究科）

キーワード：漢字四文字表記語、プライミンク効果、独立語と結合語

本研究では,二つのタイプの漢字四文字表記語（四字成語と四字慣用語）を認識する際の区別,また, 四字熟語を構

成する前半部分と漢字四文字表記語全体の関連を,プライミング法を用いた語彙判断課題を使用し,異なる前半部分

タイプ「独立語（四字成語）,独立語(四字慣用語),結合語（四字成語）,統制語」ごとに検討した。その結果,前半部

分タイプの効果が有意になり,有意な促進効果が確認された。二つのタイプの四字熟語の認識過程が違うこと,ま

た,四字成語と比べて,四字慣用語を構成する二つ部分の間のつながりがより弱く,熟語全体より部分的の方に意識す

ることが分かった。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

健常高齢者の日常記憶の縦断的研究（１）
RBMT「物語」の再生内容における10年目の変化

*川﨑 采香1、佐久間 尚子2、大神 優子3、鈴木 宏幸2、藤原 佳典2 （1. お茶の水女子大学大学院、2. 東京都健康長

寿医療センター研究所、3. 和洋女子大学）

キーワード：認知的加齢、物語再生、内容分析



[P1-14]

[P1-15]

©日本認知心理学会 

 日本認知心理学会第17回大会 

日常記憶の加齢変化を調べるため、ボランティア研究に参加した高齢者を対象に日本版リバーミード行動記憶検

査(RBMT)の「物語」再生による10年間の縦断的変化を検討した。初回(BL)の年齢分布に基づき、3群(age1:55名

(56〜64歳)、age2:56名(65〜69歳)、age3:46名(70〜81歳))に分けた。BLと10年目(F10)の再生内容を25項目別

に1点(正再生)・0.5点(類似再生)・0点(誤再生/言及なし)に採点し、3群別の25項目別正答率を求めた。この正答

率を従属変数とする3群×2検査回の反復分散分析の結果、群の主効果(p<.01)、群×検査回の交互作用(p<.001)が

有意であり、F10でage3の正答率が減少した。また、25項目別の正答率を10％ランク別に区切り、BLとF10のラ

ンク変化を見たところ、age1では上昇9項目／下降2項目に対し、age3では上昇2項目／下降6項目であった

が、age3の下降は正答率80%以上で2項目、50％未満で3項目だった。以上より、日常記憶の加齢変化は緩やかに

生じ、記憶容量が減少することが示唆された。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

健常高齢者の日常記憶の縦断的研究（２）
物語の再生成績と記憶の自己評価との関係

*佐久間 尚子1、川﨑 采香2、大神 優子3、鈴木 宏幸1、藤原 佳典1 （1. 東京都健康長寿医療センター研究所、2. お

茶の水女子大学大学院、3. 和洋女子大学）

キーワード：認知加齢、物語の再生、記憶の自己評価

高齢者の日常記憶の加齢変化を調べるため，ボランティア研究に10年参加した157名を対象に，日本版RBMTの

「物語」の再生得点と記憶の自己評価との関連を分析した．記憶の自己評価は①記憶力変化（現在と過去6時

点；半年，1，5，10，20年前，18歳頃との7段階評価；1. 悪くなった〜4. 同じ〜7.良くなった）と②生活健忘頻

度（日本版RBMTの生活健忘13項目の4段階評価；0. 全くない〜3. 常にある）を調べた．初回BLの年齢を3群

（age1:56-64歳55名，age2:65-69歳56名，age3:70-81歳46名）に分け，10年間の得点差が0点以上（維

持）／未満（減少）の2群に分けて，2要因多変量検定を行った．年齢群の差はF10得点と記憶力変化（半年前と

1年前）に，得点差2群の差はBL得点とF10得点と生活健忘頻度に見られた．以上より，日常記憶の加齢変化は緩

やかに生じ，本研究では80歳頃からここ1年の変化として自覚される一方，実際の得点減少が生活健忘頻度の自覚

と対応し，記憶の加齢変化の個人差が示された．

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

自人種顔と他人種顔に対する視覚性短期記憶の符号化速度
*西村 友佳1、小川 洋和2 （1. 関西学院大学大学院文学研究科総合心理科学専攻、2. 関西学院大学文学部総合心理

科学専攻）

キーワード：視覚性短期記憶、人種効果、符号化速度

人種効果とは、他人種顔と比較して自人種顔の認識が優れている現象のことである。短期記憶では、刺激の呈示

時間に関わらず自人種は他人種顔よりも多くの顔を記憶することができることから、自人種顔は他人種顔よりも

効率的に符号化されると考えられている。そこで本研究は、記憶成績の時系列変化を統計モデリングによって分

析することで、短期記憶における人種効果と符号化プロセスの時間的特性との関係を検討した。日本人大学生と

東アジア出身の留学生を参加者とし、日本人顔と白人顔の写真を用いて視覚的短期記憶課題を行わせた。記銘項

目の呈示時間に対する記憶成績の関数から、最終的な記憶の上限を記憶容量、そこに到る速度を符号化速度とし

て推定した。分析の結果、自人種顔と他人種顔の間で記憶量にも符号化速度にも違いが見られなかった。人種効

果の生起要因について、今後さらに検討する必要がある。
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(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

日常場面における意図存在判断の規定因
*森田 泰介1 （1. 東京理科大学）

キーワード：予定、意図、展望的記憶

再来週の日曜日に何か予定が入っているかどうかを判断する場合のように，ある日時に予定が設定されているか

どうかを判断することを意図存在判断と呼ぶ。本研究では計153名の大学生に日常場面での意図存在判断の成

功・失敗の事例を報告するよう求めるとともに，意図存在判断がなされた予定の属性について尋ねた。その結

果，想起手がかりや他者からの援助の多さと，意図存在判断の成功・失敗とが関係していることが示された。ま

た，実際には存在しない予定であったにもかかわらず，予定が存在すると誤って判断された場合の，意図存在判

断に対する確信度の高さは，予定し忘れ時の損害度と相関することが示された。これらの結果から，何かしなけ

ればならないことがある感じの生起を支えるメカニズムについて考察した。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

あれここなんだっけ？
*向居 暁1 （1. 県立広島大学）

キーワード：場所の記憶、手がかり再生、線画イラスト

何度も目にしているはずの建物がなくなり，更地になっていたり別の店舗になっていたりするときに，以前どの

ような建物や店舗がそこにあったのか思い出せないのはなぜだろうか。本研究は，街並みにおける建物の変化に

気付いたり，以前の建物を想起したりすることに影響する要因について実験的に検討することを目的とした。そ

の結果，変化箇所には気付いたものの，変化以前の建物情報がわからない状態は，「異業種，建替え，空き地＞

同業種（異業種＞空き地）」となった。異業種間の変化は，以前と同じ建物に異なる業種の店があるという違和

感が検出率を高めたのだろう。また，変化以前の建物情報の完全な想起は，「同業種＞異業種≒空き地≒建替

え」となった。同業種間の変化は，変化自体には気付きにくいが，一度変化箇所に気付いてしまえば，変化以前

と同じ建物と業種が建物情報を想起するうえでの強力な手がかりとなることが示唆された。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

想起時の閉眼とマインドフルネス傾向は虚記憶を低減するか？
*丹藤 克也1 （1. 愛知淑徳大学）

キーワード：虚記憶、閉眼効果、マインドフルネス

想起時に目を閉じることで，開眼時よりも正再生が促進される現象を閉眼効果（eye-closure effect）という。正

再生の促進効果だけでなく，想起時の閉眼は簡易な瞑想と組み合わせることで，誤情報の影響を低減する効果が

あるとの報告もある。しかし，閉眼を単独で用いた場合に記憶の歪みを低減できるのかについては，十分な検討

が行われていない。そこで，本研究では，想起時の閉眼と特性的なマインドフルネス傾向が虚記憶に及ぼす影響

について，DRMパラダイムを用いて検討した。実験の結果，想起時の閉眼の主効果およびマインドフルネスと閉

眼の交互作用は認められなかった。しかし，相関分析の結果から，マインドフルネス傾向が高いほど，虚再生率

が低いことが示された。このことから，マインドフルネス傾向が高いほどソースモニタリングが向上し，これが

虚再生率の低下をもたらした可能性について議論した。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)
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音声の記憶の長期持続性〜低頻度語を用いた検討〜
*西山 めぐみ1 （1. 人間環境大学）

キーワード：聴覚的記憶、長期記憶、音声

近年の研究により，視覚的長期記憶については詳細な情報が非常に長期にわたって保持されることが明らかに

なってきている (e.g., Brady, Alvarez, &Oliva, 2010, Nishiyama, 2018) 。しかし，聴覚的長期記憶については十

分に研究が進んでいるとは言い難く，視覚的長期記憶に比べてやや劣るという可能性を示す知見が得られている

一方で (e.g., Cohen, Horowitz &Wolf, 2009) 。聴覚的長期記憶の頑健性を示す研究結果も報告されており (e.g.,

上田・寺澤, 2008, 2010) ，さらなる研究が必要であると考えられる。そこで本研究は，日本語音声（低頻度

語）を刺激として用い，聴覚的記憶の長期持続性について検討を行った。その結果，偶発学習事態において

たった2回呈示されただけの音声の記憶が3週間後も保持されていることが明らかになった。さらに長期のイン

ターバルを挿入するなど，聴覚的長期記憶の性質についてさらに精査する必要があると考えられる。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

空間－系列順序の連合に学習時点での明示的な基準点は必要なのか
*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：系列順序、空間、心的時間線

系列順序を我々はどのようにして捉えているのか。先行研究では，6枚の画像刺激を学習させた後にそれらの呈示

順序比較を求めた。その結果，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，系列順序は左から右へ向かう心的時間線上に配置されて捉

えられていることが示唆された。しかし，先行研究では学習課題を行う前にすでに順序比較を行うことと順序比

較の際の基準点が明示されており，実験参加者はその基準点をもとにした記銘方略をとっていた可能性が考えら

れる。本研究では，一連の刺激の系列順序の学習後に順序比較課題を実施することを伝えた上で左右空間と系列

順序の関連について検討を行った。その結果，本研究においても先行研究と同様の連合が生じた。このことか

ら，この連合は学習時の方略による結果というよりも順序比較の時点で生じるものであると考えられる。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

The Difference of Multi-Voice and Multi-Sound Feedback Effects

on Learning
*Ryu Jaechun1、Kim Yongwoo1、Nam Kichun1 （1. Korea University）

キーワード：Learning、Feedback、Reward

The support of many spectators in sporting events makes the players run harder. The effect of this cheering is

even greater in home games where there are many people cheering than a relatively small number of away

games. This suggests that the reaction of more people may have a greater impact on the behavior of a

person. 

In this experiment, we tried to find out whether the difference in the number of respondents influences

human learning or decision making by recreating the situations with many respondents and few situations in

the laboratory through the behavioral experiment paradigm.
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(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

抑うつ傾向が低いとポジティブ想起を過大評価する
*高橋 佳史1 （1. 法政大学大学院）

キーワード：既学習判断、抑うつ傾向、感情価

Takahashi (2018) は，抑うつ傾向者のネガティブ項目に対するメタ記憶判断は後の想起可能性を過大評価すると

報告した。しかしながら，この結果はネガティブ項目特有で起こる現象か，感情価の有無によって生じるかは明

らかではない。本実験では，Takahashi (2018)と同様に，個人差要因として現在の抑うつ状態に焦点を当て，抑

うつ傾向者はネガティブ項目と同様に，ポジティブ項目でも想起を過大評価するかどうかを検討した。参加者は

ポジティブ語とニュートラル語に対して，その単語を後でどれほど思い出すことができるかの既学習判断を行

い，その後自由再生を行った。結果として，抑うつ傾向者のポジティブ項目の対する想起の過大評価はみられな

かった。一方，統制群は，ポジティブ語に対する既学習判断が再生成績よりも上回った。ここからネガティブ項

目に対する想起の過大評価は抑うつ傾向特有の現象であり，ポジティブな事象の想起の過大評価が精神的健康を

保つ可能性が示唆された。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

二次元空間における記憶項目の位置及び内容に関する孤立効果
*加藤 優季1、永井 聖剛1 （1. 立命館大学）

キーワード：孤立効果、空間記憶、同時提示

孤立効果(isolation effect)とは同じ特徴を持つ項目で構成されるリストにおいてある特徴次元を操作し項目を孤立

させるとその項目の記憶が促進されること(Wallace, 1965)であり, 古くはRestorff(1933)で確認されている。例え

ば, Bone &Goulet(1968)は黒字で綴られた無意味綴りのリストにおいて, その中の一つの項目を赤字にする色次元

の操作を行うと, 孤立効果が生じることを報告している。しかし多くの先行研究では言語刺激のある特徴次元を操

作し, 系列提示する実験事態のみを用いており, 空間刺激や同時提示においては検討していない。そこで複数の刺

激をマス上に同時提示し, その刺激の位置や内容の記憶に対して, 孤立効果がどのように影響するかを検討し

た。実験では色次元を操作することで孤立項目を定義し, 実験1では項目の位置, 実験2では項目の位置に加えてそ

の内容を再生させた。得られたデータをもとに孤立効果の有無について議論する。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

自伝的記憶の機能とバランスのとれた時間的展望との関連
*槙 洋一1、川﨑 弥生2 （1. 北海道大学、2. 専修大学）

キーワード：自伝的記憶、機能、時間的展望

自伝的記憶は日常的に使用され，自己を維持する働き，他者と関わる働き，自分を目標に対して方向づける働き

という３つの機能がある。また，自伝的記憶の想起をすることは，時間的展望を作り出す。時間的展望とは，現

在，過去，未来という各時間に対する個人の見方である。近年の時間的展望に関する先行研究で，バランスのと

れた時間的展望がとれているほうが，精神的健康が高いことが指摘されている。しかし，どのような要因がバラ

ンスのとれた時間的展望を生み出しているのかは明確ではない。そこで，本研究では，自伝的記憶の機能と時間

的展望との関連を検討した。バランスのとれた時間的展望に関する指標をもとめ，それに基づきタイプ分け

し，自伝的記憶の機能を比較した。その結果，バランスのとれた時間的展望からのずれが大きい人の方が，自伝

的記憶の自己機能をよく使用していることが示された。
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(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

既有知識に反する誤りの学習と誤りへの注意
*関口 貴裕1、赤井 響香2 （1. 東京学芸大学大学院 連合学校教育学研究科、2. 東京学芸大学大学院 教育学研究科）

キーワード：意味記憶、モーゼ錯覚、知識の無視

意味記憶に関する近年の研究では，事実と異なる誤情報に触れることで，誤りだと知っているにも関わらず，そ

れを正しい情報として想起しやすくなることが報告されている（Bottoms et al, 2010）。これを踏まえ本研究で

は，こうした既有知識に反する誤りの学習が，学力テスト等の正誤判断問題に相当する刺激・課題

（例：ニュートンはピサの斜塔で落体の実験を行った→×）を用いた場合でも生じるかを検討した。またその

際，誤りを含む文の正誤判断をする条件と，単にそれを読む条件とを設けて，文中の誤りに注意を向けることが

誤りの学習に与える影響も検討した。実験の結果，誤りを含む文の正誤判断により，既有知識に反する誤りの学

習が生起することが確認され，この現象が一般性の高いものであることが示された。また，誤りの学習は読み条

件でも正誤判断条件と同程度に見られ，誤りに対する注意は誤りの学習に影響しないことが示唆された。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

歴史的ノスタルジアを喚起する風景画像
Web 調査による分析

*小川 喬史1、北神 慎司1、川口 潤1 （1. 名古屋大学大学院情報学研究科）

キーワード：なつかしさ、歴史的ノスタルジア、自伝的記憶

私たちは，過去への感傷的な慕情である「なつかしさ（ノスタルジア）」を感じることがある。消費者行動研究

の領域ではなつかしさの様々な分類が試みられており，一般の分類によると，過去の自分自身の経験に基づいて

喚起される「個人的ノスタルジア」と，実体験ではなく社会的・文化的な知識に基づいて喚起される「歴史的ノ

スタルジア」の二つに分けられる(Stern, 1992a, 1992b)。心理学においてもなつかしさ研究は近年盛んになって

きているが，個人的ノスタルジアを扱った研究がほとんどであり，歴史的ノスタルジアについて明らかになって

いることは少ない。そこで本研究では，歴史的ノスタルジアを喚起しやすく，一方個人的体験の想起は喚起しに

くい刺激を作成することを目的とした。Web 調査参加者に画像を呈示し，なつかしさ強度の評定および個人的体

験の想起の有無の反応を求めた。その結果，ある程度なつかしさを感じるが個人的体験は想起しない画像刺激を

選ぶことができた。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

自発脳波とリアリティモニタリングエラー経験の関連
*柏原 志保1、橋本 淳也1、小林 亮太1、平本 亮介1,3、原口 優輔1、本多 樹1、石田 紀香2、岸本 和美2、岡崎 彩香2

、中野 歩菜見2、堀之内 滉2、朱 建宏1、孫 玥澤1、山本 一希2、中尾 敬1 （1. 広島大学大学院教育学研究科、2. 広

島大学教育学部、3. 日本学術振興会特別研究員）

キーワード：リアリティモニタリング、安静時脳活動、自己相関の持続性

現実に知覚したり体験したりした出来事の記憶と，想像するなど内的に生成した記憶とを区別する認知過程

を，リアリティモニタリングという。本研究では，質問紙によって測定された主観的なリアリティモニタリング

のエラー経験の個人差と，安静時脳活動との関連について検討した。大学生および大学院生68名を対象に，安静

状態の脳波を記録し，自発脳波の自己相関の持続性 (long-range temporal correlation: LRTC) を指標としてリア

リティモニタリングエラー経験の得点との関連を検討した。その結果，前頭部におけるβ帯域のLRTCとリアリ

ティモニタリングエラー経験の得点の間に有意な正の相関がみられた。この結果は，日常生活場面におけるリア

リティモニタリングエラーの経験しやすさが，内因性の脳活動の時間的構造と関連していることを示唆してい

る。
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(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

印象深い出来事に対する自伝的推論
*堤 聖月1 （1. 神戸学院大学大学院人間文化学研究科）

キーワード：自伝的記憶、自伝的推論、印象深い出来事

強い感情を伴う記憶は、強い自伝的推論を引き起こすとされている。そこで本研究は、強い感情を伴う記憶とし

て印象深い出来事に対する自伝的推論の内容と過程を検討することを目的とする。大学生188名に、これまでの人

生でもっとも印象に残っている出来事を一つ想起させ、自伝的推論尺度(佐藤, 2015)と記憶特性を評価する項目

(MCQの項目の一部)への評定を求めた。分析の結果、ポジティブな印象深い出来事は、ネガティブな印象深い出

来事よりも、自分に変化をもたらしたものとして、重要な意味をもつと評価されていた。記憶特性としては、ポ

ジティブな印象深い出来事は、ネガティブな印象深い出来事よりも、現在も強い感情を伴い鮮明に想起すると評

価されていた。また、出来事について考える頻度は、ポジティブな出来事とネガティブな出来事で差がみられな

かったが、他者に話す頻度はポジティブな出来事のほうが高かった。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

マンガの読みにおける「文字」と「画」の情報処理－“系列位

置”および“二重符号化”の可能性の検討－
*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：マンガ、文字情報、画情報

マンガの文字情報と画情報が，二重符号化と系列位置のどちらの影響を強く受けているのか，あるいはどちらの

影響とも関係なく記憶されているのかを調べるために，それぞれの記憶成績をページごとに調べた．マンガを一

読させた後に，台詞内の単語を再生させる文字問題と，コマ自体の再認，登場人物の服の色や柄の再認，台詞を

話した人物の再認，および登場人物を再認させる画問題を回答させ，その記憶成績の正答率の推移を比較し

た．その結果，どちらの情報においてもページ順序による記憶成績の違いは見られなかった．この結果から，文

字情報と画情報が混在しているマンガにおいては，二重符号化の処理と系列位置効果のどちらの影響も見られな

いという可能性が示された．これは，マンガを読む際には二重符号化の処理と系列位置効果が同程度に生じたた

めに結果に反映されなかったか，あるいはどちらの処理も生じなかったと考えられる．今後は，文字情報と画情

報が“コマ”として情報処理されているのかを検討することで，マンガの読み方として二重符号化と系列位置効

果が生じるのかをさらに詳細に調べることができるであろう．

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

課題内容の親和性が階層構造理解に及ぼす影響：高齢-若年者比較
*石井 奏有1、原田 悦子2 （1. 筑波大学大学院人間総合科学研究科、2. 筑波大学人間系）

キーワード：階層構造、メニュー選択システム、ICT機器

現在，日常生活の中で用いられる人工物の多くもICT基盤となり，そのインタフェースには階層的メニュー構造が

多く用いられている。しかし，その理解や操作は，高齢者を初めとする機器操作を苦手とするユーザにとっては

困難であることがしばしば指摘されている。本研究では，階層的メニュー構造を持つ情報機器操作の課題達成に

影響を与える要因として，年齢群と課題内容の親和性をとりあげ，実験的に検討を行った．２種の情報機器画面

（親和性高／低）を用いて，目的情報を探索する情報探索課題他を２つの年齢群（高齢者／若年者）で実施した

結果，両年齢群において親和性低機器のパフォーマンスが低く，また内容親和性の効果は高齢者で顕著で
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あった。すなわち，階層的メニュー構造の利用は，特にユーザにとって課題内容の親和性が低い場合に困難であ

ること，しかし若年成人は親和性が低い場合にも一定程度，円滑な情報探索が可能であることが示された。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

画像刺激から生成される虚記憶（発表取り消し）

 

 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

日常場面での認知的失敗の自己評価と検査室場面における記憶成績

の予測
*清水 寛之1 （1. 神戸学院大学心理学部）

キーワード：メタ記憶、記憶場面状況、記憶モニタリング

本研究は、さまざまな記憶場面状況における記憶のモニタリングとコントロールの機能を認知心理学的に評価し

ようとする総合的研究の一環として行われた。大学生92名を対象に個別的に、メタ記憶質問紙の一種である認知

的失敗質問紙（Cognitive Failures Questionnaire, CFQ）を用いて日常生活場面での認知的失敗に関する自己評価

と、検査室場面でのリバーミード行動記憶検査（Rivermead Behavioral Memory Test; RBMT）における成績予測

の正確さとの関係を検討した。その結果、CFQを構成する因子のなかで、「空間的失敗」、「うっかり、ぼんや

りの失敗」、および「検索失敗」において、リバーミード行動記憶検査の特定の下位検査の成績予測の正確さと

の間で有意な正の相関があることが示された。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

日常場面における現実と想像の混乱及びメタ記憶
リアリティ・モニタリング・エラー経験質問紙（ RMEEQ），成人メタ記憶尺度（ MIA），記憶能力質問紙（

MAQ）を用いて

*中田 英利子1 （1. 神戸女学院大学）

キーワード：日常記憶、リアリティ・モニタリング、メタ記憶質問紙

本研究の目的は，リアリティ・モニタリング・エラー経験質問紙（RMEEQ），成人メタ記憶質問紙（MIA）,及

び，記憶能力質問紙（MAQ）の計3種類の記憶質問紙を用いて，日常場面におけるリアリティ・モニタリング・エ

ラー（RMエラー）の自己評価と，メタ記憶との関連性について検討することである。大学生計213名を対象

に，RMEEQ（1因子32項目），MIA（6因子44項目），MAQ（4因子31項目）の計3種類の記憶質問紙を実施し

た。その結果，RMEEQは，MIAの3因子及びMAQの3因子との間に有意な正の相関あるいは負の相関が認められ

た。この結果は，日常場面におけるRMエラー経験の頻度について，自己の記憶効力感や記憶行動との関連性から

考察された。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)
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嘘による認知的負荷が刺激の記憶に及ぼす影響
*後藤 理咲子1,2、箱田 裕司1 （1. 京都女子大学、2. 名古屋大学大学院情報学研究科）

キーワード：嘘、認知的負荷、処理資源

欺瞞の手掛かりを誘発する戦略の一つに，認知的負荷アプローチがある。これまでは，二重課題によって負荷を

高め，欺瞞の手掛かりを表出させる方法が主として用いられてきた。しかし本研究では注意資源に着目し，嘘を

つくときと真実を話すときに消費される注意資源量の差を利用して，嘘による認知的負荷が刺激の記憶に影響を

及ぼすかについて検討した。参加者には，呈示された単語を声に出して読み上げさせ，後に自由再生を求める単

語の記憶課題を行った。ただし，指定の単語では異なる単語を発言させ，さらに隠蔽群には異なる単語の発言を

隠すよう求めた。その結果，隠蔽群は非隠蔽群よりも単語をより少なく再生した。さらに，参加者の負の感情生

起と嘘のつきやすさが単語の再生率に影響を及ぼすことが示された。本研究は，嘘の隠蔽による認知的負荷を注

意資源の観点から記憶実験によって測定したものであり，嘘による認知的負荷と注意の新たな関係性を示す。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

虚回想の生起条件とそのメカニズム
*島根 大輔1、伊東 裕司1 （1. 慶應義塾大学）

キーワード：虚回想、知覚的類似性、概念的流暢性

記憶の回想には詳細な知覚的情報が含まれるが，これが無意図的に変容し，不正確な回想として生起するメカニ

ズムは明らかではない。Doss, Bluestone &Gallo (2016)は，画像の記憶課題とテストの間に，記憶項目と知覚的

に類似した画像もしくはその単語のリストを事後情報として提示し，テスト時の虚回想の生起確率に違いがある

かどうかを検討した。その結果，単語よりも画像を提示した方が虚回想が多く生起したことを示し，虚回想の形

成には項目の知覚的な類似性が重要な要因であることを主張した。しかし，この虚回想の生起確率の違いが画像

の類似性によって生じたか画像を提示されることで生じたかは不明である。そこで本研究では，彼らの方法に知

覚的に類似しない画像の条件を加えて検討した。その結果，画像の記憶項目が知覚的に類似しない場合にも類似

した場合と同程度に虚回想が生起した。この結果は，知覚的な情報の入力自体が虚回想の生起を促進させること

を示唆する。

 
 

(2019年5月25日(土) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

画像の虚偽記憶の個人特性－視覚イメージ生成の観点から－
*井上 拓哉1 （1. 筑波大学大学院博士前期課程人間総合科学研究科）

キーワード：虚偽記憶、DRMパラダイ、視覚イメージ

文字よりも画像の虚偽記憶は生じにくいことがDRMパラダイムでは報告されている。また，視覚イメージ鮮明度

(VVIQ)の高い個人が，ソース・モニタリング関連の虚偽記憶を生じやすいという報告がある。本研究は，画像の

DRMパラダイムと，VVIQ，視覚的イメージスタイル質問紙(VISQ)，見慣れている視覚対象の記憶(再生課題)との

関連を検討した。Lure項目の虚再認率は，New項目の虚再認率より有意に高く，画像のDRMパラダイムにおいて

も虚偽記憶が確認できた。Lure項目の虚再認率は，VVIQとやや弱い相関(r = -.41)関係が見られたが，VISQ(r
<±.20)，再生課題成績(r = -.26)とは関連が見られなかった。VVIQの高い個人は，内的に活性化したLure項目の視

覚イメージがより鮮明なために，記憶の混同を起こし，虚再認率が高くなるとする仮説は支持しなかった。しか

し，視覚イメージがOld項目の記憶の定着を促し(正再認率との相関 r = .48)，学習したものと未学習のものを判別

することに寄与したと考えられた。
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ポスター発表

ポスター発表2：知覚・注意
2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室 (東館2階)
 

 
嗅覚的手がかりによる無意図的想起におけるポジティビティ効果の検討 
*山本 晃輔1 （1. 大阪産業大学） 

化粧品塗布時の感触変化を捉える時系列官能評価手法の検討 
*中野 詩織1、能勢 柚1、谷田貝 友洋1、梶野 しほり2、引間 理恵1 （1. 花王株式会社感覚科学研究所、2.

花王株式会社スキンケア研究所） 

照度が360度の注意特性に及ぼす影響: VR実験心理学研究 
*原田 佑規1、大山 潤爾1 （1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所） 

聴覚刺激と嗅覚刺激が懐かしさに与える影響 
*大寺 輝1、田中 章浩1 （1. 東京女子大学） 

折り紙イメージの機能的側面 
*藤木 晶子1 （1. 北星学園大学短期大学部） 

反響音手掛かりによる標的距離推定に及ぼす内的バイアスの影響 
*前澤 知輝1、河原 純一郎1 （1. 北海道大学文学研究科） 

怒った赤ちゃんと笑顔の大人には気づきやすい 
*井関 龍太1 （1. 大正大学） 

丸い物体の好ましさ判断に及ぼす呈示時間および評価法の影響 
*反田 智之1、前澤 知輝2、河原 純一郎1 （1. 北海道大学大学院文学院、2. 北海道大学大学院文学研究

科） 

パッケージデザインにおける余白の美学 
*間瀬 友惠1、井関 紗代1,2、北神 慎司1 （1. 名古屋大学、2. 日本学術振興会） 

視線手がかりと矢印により増加する好意度の比較 
*満田 隆1、杉本 沙耶奈1 （1. 立命館大学） 

The effect of positivity and negativity of present and future on temporal
distance judgment 
Son Yeson1、Kim Bia1、*Lee GoEun1 （1. Pusan National University, South Korea） 

グローバル・ローカル課題の実施が人物判断に及ぼす影響 
*横山 愛1、箱田 裕司1 （1. 京都女子大学） 

視野制限事態における後方空間に対する注意配分 
*木村 貴彦1、長岡 裕子2、篠原 一光3、北村 昭彦3、紀ノ定 保礼4 （1. 関西福祉科学大学健康福祉学

部、2. 大阪大学人間科学部、3. 大阪大学大学院人間科学研究科、4. 静岡理工科大学情報学部） 

見えない，でも不快―円形集合体への無意識的感情処理― 
*佐々木 恭志郎1,2,3、渡邊 克巳1、山田 祐樹2 （1. 早稲田大学、2. 九州大学、3. 日本学術振興会特別研

究員） 

メロディーの認知と自閉症傾向 
*小山 由佳1、箱田 裕司1 （1. 京都女子大学） 

Behavior evidence for rapid and robust size illusion 
*Su Hyun Lee1, Sung Jun Joo1 （1. Pusan National University） 

Stereoscopic Vision in Alzheimer's Disease 
*JUHUN KIM1, Nam-Gyoon Kim1 （1. Keimyung university, Korea） 

自動車の幅知覚におけるランプ（ Daytime Running Lamps）形状の錯視効果 
*富田 瑛智1、田中 義朗2、小万 修二2、森川 和則1 （1. 大阪大学大学院人間科学研究科、2. 株式会社本
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田技術研究所　オートモービルセンター） 

没入型ディスプレイによる暑熱・寒冷映像提示が指尖皮膚温に及ぼす影響 
市川 和樹1、石島 美乃梨1、杉山 祐1、柴田 優介1、山西 涼介1、*実吉 綾子1 （1. 帝京大学） 

なぜ同じ破裂音が日本語・韓国語話者で違って聴こえるのか 
*成 儒彬1、田村 俊介2、光藤 宏行1 （1. 九州大学大学院人間環境学府、2. 九州大学大学院システム情報

科学府） 

拍手動作が注意の瞬きに与える影響 
*木村 琢人1 （1. 筑波大学大学院　人間総合科学研究科　感性認知脳科学専攻　博士前期課程） 

空間周波数がグループの平均方位知覚に与える影響 
*竹林 ひかり1、齋木 潤1 （1. 京都大学） 

意識的知覚経験と知覚反応の関係 
*森本 優洸聖1、牧岡 省吾1 （1. 大阪府立大学　人間社会システム学研究科） 

境界拡張と股のぞき 
*吉村 直人1、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） 

有能さプライミングは四角形に対する視認性を高める 
*岡村 靖人1、浦 光博2 （1. 追手門学院大学大学院心理学研究科/日本学術振興会、2. 追手門学院大学心

理学部） 

ラジオ聴取経験と話者への親近性が音声からの感情知覚に与える影響 
*田中 章浩1、澤田 佳子1、長島 太郎2、小池 貴久2 （1. 東京女子大学、2. 株式会社文化放送） 

Full Body Illusion生起および測定指標間の関連の検証 
*山本 一希1、中尾 敬2、平本 亮介2 （1. 広島大学教育学部第5類心理学系コース認知心理学研究室、2.

広島大学大学院教育学研究科） 

グラフ化されたデータの視覚的な正規性判断―日独豪の非専門家を対象とした
検討― 
*山田 祐樹1、Marmolejo-Ramos Fernando2、Pfister Roland3、Barrera-Causil Carlos4 （1. 九州大

学、2. The University of Adelaide、3. Julius-Maximilians-Universität Würzburg、4. Instituto

Tecnológico Metropolitano） 
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(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

嗅覚的手がかりによる無意図的想起におけるポジティビティ効果の

検討
*山本 晃輔1 （1. 大阪産業大学）

キーワード：嗅覚的手がかり、無意図的想起、ポジティビティ効果

高齢者では若年者と比較してポジティブな内容の記憶が多く想起される現象は，ポジティビティ効果と呼ば

れ，注目されている。本研究では，嗅覚的手がかりによる無意図的想起に焦点をあて，自伝的記憶のポジティビ

ティ効果について検討した。若年者と高齢者それぞれ200名に日誌法を依頼し，日常生活の中で嗅覚的手がかりに

よって無意図的に自伝的記憶が想起された場合に，その内容の記述や記憶の感情度評定等を求めた。その結

果，若年者，高齢者ともにポジティブな自伝的記憶がネガティブやニュートラルな記憶よりも優位に想起さ

れ，また，高齢者の方が若年者よりもその傾向が顕著であった。すなわち，嗅覚刺激による無意図的想起事態に

おいてもポジティビティ効果が確認された。

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

化粧品塗布時の感触変化を捉える時系列官能評価手法の検討
*中野 詩織1、能勢 柚1、谷田貝 友洋1、梶野 しほり2、引間 理恵1 （1. 花王株式会社感覚科学研究所、2. 花王株式

会社スキンケア研究所）

キーワード：官能評価、経時的変化、化粧品感触

化粧品の価値は、その機能性だけでなく、肌へ塗布しているときの使い心地といった感性的価値に対して重視さ

れる傾向が高まっているが、化粧品使用時の感触変化をリアルタイムで取得する官能評価手法は定まっていな

い。本研究では、手元にスキンケア品を塗布しているときに生じる触覚的印象の変化を時系列で捉えるため

に、Temporal Dominance of Sensations法(Pineau et al., 2009)を用いた評価法を検討した。我々の手法で

は、評価者の塗布行動や触知覚を阻害しないために、評価者が感触特性項目を視線により選択する回答手法を採

用した。本手法により取得された2種のスキンケア品における塗布中の感触動態特徴および、評価者の化粧意識の

違いによる感触動態評価の比較を行った結果について報告する。

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

照度が360度の注意特性に及ぼす影響: VR実験心理学研究
*原田 佑規1、大山 潤爾1 （1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所）

キーワード：360度の注意、バーチャルリアリティ、VR実験心理学

本研究では，周囲の空間の照度が360度方向の注意に及ぼす影響を検討した。参加者はヘッドマウントディスプレ

イをかぶり，両手にコントローラを握って実験を受けた。参加者がボタンを押すと，凝視点の次に，ターゲット

が仮想空間のどこかに呈示された。課題は，360度の仮想空間の中でターゲットを探索し，その種類に対応するボ

タンを可能な限り正確にかつ素早く押すことであった。空間の照度は4段階で操作された。その結果，周囲の空間

が暗くなると，右後ろ方向，足元方向，そして真上方向などの背面のターゲットの検出速度が素早くなることが

明らかとなった。その一方で，正面方向のターゲットの検出速度は，照度の影響がみられなかった。これらの結

果をまとめると，空間の照度は緯度・経度の離れた情報に対する注意に影響することが示唆された。
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(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

聴覚刺激と嗅覚刺激が懐かしさに与える影響
*大寺 輝1、田中 章浩1 （1. 東京女子大学）

キーワード：懐かしさ、自伝的記憶、におい

感覚刺激から思い出される出来事に関して、聴覚刺激よりも嗅覚刺激の方が出来事当時に戻った感覚を強く生じ

させ、より昔の出来事を思い出させることが知られている。そこで自伝的記憶と関連があると考えられる懐かし

さについて、聴覚刺激と嗅覚刺激の間で差がみられるのかを検討した。刺激として音楽、音（環境音等）、にお

いの３種類を用い、刺激に対してどれくらい懐かしさを感じるかを7件法で回答させた。その結果、音楽の方がに

おいよりも懐かしさ評価が有意に高く、音の方がにおいよりも懐かしさ評価が高い傾向 がみられた。また、懐か

しさ評価について思い出す出来事があった場合となかった場合で比較を行うと、音やにおいによる懐かしさ評価

は思い出す出来事がなかった場合に低くなったが、音楽による懐かしさ評価では両者で差がみられないという特

徴的な結果が得られた。この結果は、これらが異なる種類の懐かしさであることを示唆している。

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

折り紙イメージの機能的側面
非剛体変換能力との関連性から

*藤木 晶子1 （1. 北星学園大学短期大学部）

キーワード：折り紙、心的操作、非剛体変換

折り紙を折る行為を心の中でシミュレートする際に，非剛体変換能力が深く関わることは藤木

（2016,2017,2018）にて明らかにされてきた。その一方で，折り紙イメージには，手の感覚，形，色，操作の

統御性といった様々なイメージが関与していることが分かっている（藤木，2017）。しかし，折り紙イメージの

うち，どのイメージ機能が非剛体変換能力を支えているのかという点については，具体的に言及してこな

かった。そこで，本研究では，非剛体変換能力として，平面的に折りたたむ形状変換能力を測定するテスト

（Paper Folding Test）と立体に折り曲げる形状変換能力（Surface Developmet Test）を取り上げ，その能力と

４つの折り紙イメージとの関連性を検討する。これにより，折り紙イメージがどのように非剛体的な操作を

行っているのかという機能的側面について考察する。

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

反響音手掛かりによる標的距離推定に及ぼす内的バイアスの影響
*前澤 知輝1、河原 純一郎1 （1. 北海道大学文学研究科）

キーワード：エコロケーション、距離推定、視覚阻害

自発音の反響から周辺環境を知覚する手段をエコロケーションとよび，晴眼者でも視覚情報を用いずに障害物ま

での距離の推定に貢献する。一方で，音の手掛かりから推測される標的までの距離は内的なバイアスの影響を受

け，実際の距離に対して過大または過小推定される可能性がある。本研究では，被験者から標的までの距離を操

作し，反射音手掛かりから推定される標的距離と実際距離との関係を検討した。また，日にち(1, 2日目)及び回答

までの時間遅延(5, 10, 15 s)が推定の正確度に及ぼす影響を検討した。その結果，標的距離推定に影響する内的バ

イアスは実際距離の心理物理的関数で表され，実際距離に依存して標的距離の過大および過小推定がみられ

た。距離推定の正答率は2日間で向上したが，時間遅延による影響は認められなかった。本研究の結果は，反響音

手掛かりによる標的距離の推定が内的なバイアスの影響を受け，過大または過小推定が生じる可能性を示唆し

た。
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(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

怒った赤ちゃんと笑顔の大人には気づきやすい
視覚探索課題における怒り顔と幸福顔の探索効率

*井関 龍太1 （1. 大正大学）

キーワード：怒り優位効果、視覚探索、探索効率

表情画像を用いた視覚探索課題では，怒り顔は他の表情よりもすばやく検出されるという怒り優位効果と幸福顔

がすばやく検出される幸福優位効果の両方の結果が混在して報告されている。潜在的な脅威を検出することへの

適応という観点からすれば，脅威を及ぼす可能性の高い刺激ほど検出が速くなると予想される。しかし，赤

ちゃんの顔画像を刺激として視覚探索を行ったところ，成人の顔画像の場合よりもむしろ明確な怒り優位効果が

得られた（井関, 2017, 認知心大会）。このことを探索効率の観点から検討するため，本研究ではセットサイズを

操作した実験を行った。その結果，探索効率は刺激画像が赤ちゃんか成人か，妨害刺激が情動顔か中立顔かの組

み合わせによって異なることが明らかになった。赤ちゃん顔では中立顔の中に怒り顔があるとき，成人では中立

顔の中に幸福顔があるときに最も探索効率が高くなることがわかった。

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

丸い物体の好ましさ判断に及ぼす呈示時間および評価法の影響
*反田 智之1、前澤 知輝2、河原 純一郎1 （1. 北海道大学大学院文学院、2. 北海道大学大学院文学研究科）

キーワード：物体の好ましさ、形状、呈示時間

人は角のある物体に比べて丸い物体に好ましさを感じる傾向にあり(Bar &Neta, 2006)，この効果は物体の種類に

関係なく生じるといわれている。一方で，効果の大きさには一貫性がないという知見もあり，この差異は呈示時

間や評価法の違いに起因する可能性がある。本研究では，二種類(角・丸)の実物及び無意味図形を90 msで呈示

し，好ましさについて好き/嫌いの二択による測定を行った(実験1)。その結果，丸い実物が好ましいと判断された

が，無意味図形ではこの効果が認められなかった。また，被験者が判断するまで刺激を呈示した条件(実験2)およ

び，判断を0から100のスケールとした条件(実験3)においても，二種類(角・丸)の好ましさに差は認められな

かった。本研究の結果は，丸い物体を好ましく思う効果は呈示時間と評価法に依存することがわかった。すなわ

ち，丸い物体の好ましさの効果は知覚的な段階ではなく，意味が関わる価値判断で生じることを反映する。

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

パッケージデザインにおける余白の美学
余白とロゴタイプの違いが購買者の評価に及ぼす影響

*間瀬 友惠1、井関 紗代1,2、北神 慎司1 （1. 名古屋大学、2. 日本学術振興会）

キーワード：余白、パッケージデザイン、感性評価

パッケージデザインは，商品を購入する際，その商品に対する印象を決定づける重要な手がかりのひとつであ

る。一方，広告に関する研究においては，広告の中の余白の大小が，美しさやラグジュアリー感をはじめ，購買

者が持つブランドイメージに対して影響を及ぼすことが明らかとなっている。そこで，本研究では，余白の大き

さ，および，ロゴタイプの異なるパッケージデザインが購買者によるデザインの評価に対してどのような影響を

及ぼすのか検討することを目的とした。その結果，パッケージデザインの美しさに関する評価項目をはじめとし

て，余白の大きさやロゴタイプの違いがデザインの評価にさまざまな形で影響を及ぼすことが示された。そし

て，これらの結果がパッケージのみならず，その他のデザインに対してどの程度の汎用性を持ちうるか，美しさ

に関する理論を援用しながら議論を行った。
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(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

視線手がかりと矢印により増加する好意度の比較
*満田 隆1、杉本 沙耶奈1 （1. 立命館大学）

キーワード：視線手がかり効果、選好、注意

他者の視線は、視線の先に注意を誘導すると同時に、その場所にある物体の好意度を増加させる。一方、矢印刺

激は注意を誘導するが好意度には影響しない。しかし、近年の研究は、他者の視線が好意度を統計的に有意に増

加させなかったと報告した(Tipples&Pecchinenda, 2018)。一方、矢印刺激が好意度を上昇させたとの報告もある

(満田&大谷, 認知心大会2018)。そこで、本研究では、他者視線と矢印刺激による好意度増加効果の比較を

行った。実験の結果、両者ともに好意度を増加させたがその影響は小さく、他者視線と矢印刺激による好意度の

増加量に違いはなかった。両刺激から受ける影響には個人差が大きく、システム化指数および共感化指数との関

連も一部で見られた。

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

The effect of positivity and negativity of present and future on

temporal distance judgment
Son Yeson1、Kim Bia1、*Lee GoEun1 （1. Pusan National University, South Korea）

キーワード：temporal distance judgment、present and future、emotion

This study examines the effect of present and future situation on the temporal distance estimation to the

future. The effect of present and future situation on time expression was verified. In Experiment, an

experiment was conducted to investigate the effects of positivity/negativity situation of the present and the

future on the judgment of subjective the distance to a certain future time. The results are as follows. When

the present is positive and the future is negative, the future looks closer than the objective temporal distance

and comes faster, when the present is negative and the future is positive, the future looks farther and comes

slower. On the other hand, when the present and the future are both negative, the future looks coming

slower. And when the present and the future are both positive, the future is expected to come faster.

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

グローバル・ローカル課題の実施が人物判断に及ぼす影響
*横山 愛1、箱田 裕司1 （1. 京都女子大学）

キーワード：人物判断、大域・局所処理、複合数字

顔の認知は他の対象の認知とは異なるメカニズムに基づいていることは多くの研究で指摘されている。ここでは

グローバル/ローカル処理と顔認知の関係について調べた研究を報告する。顔の認知課題に先立ってグローバル処

理訓練（複合数字の大きい数字に反応する）を行うとローカル処理訓練（複合数字の小さい数字に反応する）を

行う場合よりもその後の顔認識（人物判断）の成績が向上することが明らかになった。このことは顔の認知に

とって適切な処理モードがグローバル処理モードであることを示している。

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

視野制限事態における後方空間に対する注意配分



[P2-14]

[P2-15]

©日本認知心理学会 

 日本認知心理学会第17回大会 

*木村 貴彦1、長岡 裕子2、篠原 一光3、北村 昭彦3、紀ノ定 保礼4 （1. 関西福祉科学大学健康福祉学部、2. 大阪大

学人間科学部、3. 大阪大学大学院人間科学研究科、4. 静岡理工科大学情報学部）

キーワード：注意、視野制限、鏡

我々はこれまでに前方の現実空間と鏡を介した後方空間に対する注意配分特性を検討してきた．本研究で

は，ゴーグルを着用した視野制限事態で前方と後方の空間に対する注意配分に違いがみられるのかどうかについ

て検討を行った．標的刺激が固視点の手前か奥のいずれに提示されるかについて標的刺激に先行した空間手がか

りが提示された．標的刺激は固視点の手前と奥の異なる奥行き位置に2箇所ずつ，合計4箇所に配置された．課題

は空間手がかりに従って注意を配分し，標的刺激を検出したらできるだけ速く正確にテンキーの指定されたボタ

ンを押すことであった．結果，空間手がかりの妥当性について，手がかりが正しい条件よりも誤っている条件の

反応時間が遅延することが示されたが，現実空間と鏡空間に違いはみられなかった．これらのことから奥行き手

がかりの利用が制限された事態での前方空間と鏡を介した後方空間では同様に注意が制御されることが示唆され

た．

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

見えない，でも不快―円形集合体への無意識的感情処理―
*佐々木 恭志郎1,2,3、渡邊 克巳1、山田 祐樹2 （1. 早稲田大学、2. 九州大学、3. 日本学術振興会特別研究員）

キーワード：トライポフォビア、情動、意識

円形物体の集合は名状しがたい不快感を喚起する (トライポフォビア)。トライポフォビアには，対象の中域の空間

周波数情報だけではなく，低域の空間周波数情報も寄与していると言われている。低域の空間周波数情報は即時

に扁桃体へ送られることを考慮すると，円形集合体が閾下呈示された場合でもトライポフォビアは生じるのでは

ないかと予測された。本研究では逆向マスキングを用いてこの可能性を検討した。実験では，円形集合体あるい

は中性対象が10, 40, 80ミリ秒間出現した後にマスクが呈示された。参加者は，対象が不快あるいは中性であった

かを判断した。その結果，いずれの呈示時間でも円形集合体は不快と判断された。一方で，感情判断を求めず

に，単純検出課題を行った場合，円形集合体の検出感度は低いことが判明した。これらの知見は，トライポ

フォビアは無意識的に生じるが，この無意識的感情処理が円形集合体の検出に寄与しないことを示唆する。

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

メロディーの認知と自閉症傾向
*小山 由佳1、箱田 裕司1 （1. 京都女子大学）

キーワード：統合的一貫性虚弱、プロトタイプ、メロディーの再認

ASDの認知特性として、詳細に焦点を当てた処理スタイルすなわち統合的一貫性虚弱 (WCC)を示すことや、情報

を統合し、以前に学んだ概念を新しい状況に一般化することが困難であることが挙げられる。 

 

　Flanks &Bransford (1971)は、視覚図形を用いて、プロトタイプの抽出が行われることを示した。さらに

Welker(1982)は彼らと基本的には同じ手続きで実験を行った。その結果、彼らと同様にプロトタイプと変換規則

の抽出が行われたことを示す結果を得た。 

 

　本研究ではこれらを踏まえ、自閉症傾向を測定し、その結果に基づき、実験参加者を高中低群間に分け、メロ

ディーのプロトタイプと変換規則の抽出に群間で違いがあるかを検討したところ、自閉症傾向低群の方が中

群、高群より確信度が高く、プロトタイプと変換規則の抽出が促進されることが明らかになった。
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(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

Behavior evidence for rapid and robust size illusion
*Su Hyun Lee1, Sung Jun Joo1 （1. Pusan National University）

キーワード：Hallway illusion, V1, Visual masking

Size illusion such as hallway illusion is that although retinal sizes of two objects in the 

hallway are identical, the perceived size changes based on the location of the objects in the 

hallway. Recent evidence suggests that neural activity in V1, the first site of visual 

processing in the cortex, seem to be modulated by the perceived size, not by the retinal 

size. Furthermore, the receptive field of V1 neurons may change its spatial characteristics 

due to the illusion. These findings suggest that the hallway illusion can occur as rapid as the 

processing speed of a visual stimulus reaches V1. We tested this hypothesis using a 

behavioral paradigm, in which we varied the stimulus duration and used visual masking. The 

results show that hallway illusion does not depend on the stimulus duration nor whether or 

not the visual masking was used, which is consistent with the previous findings.

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

Stereoscopic Vision in Alzheimer's Disease
*JUHUN KIM1, Nam-Gyoon Kim1 （1. Keimyung university, Korea）

キーワード：Alzheimer's, vision, stereoscopic

The present study investigated the effects of Alzheimer’s disease (AD) on stereoscopic vision. Sixty

participants (20 AD patients, 20 mild cognitive impairment patients, and 20 healthy elderly controls)

participated in the study. Two cubes appeared at varying distances from the observer with their relative

distances controlled in two disparity conditions (i.e., absolute vs relative disparity) combined with two

disparity directions (i.e., crossed vs uncrossed disparity). Results demonstrated comparable performance

with all three groups performing accurately.

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

自動車の幅知覚におけるランプ（ Daytime Running Lamps）形状

の錯視効果
*富田 瑛智1、田中 義朗2、小万 修二2、森川 和則1 （1. 大阪大学大学院人間科学研究科、2. 株式会社本田技術研究

所　オートモービルセンター）

キーワード：錯視、ランプ、幅知覚

乗用車の被視認性の問題や安全要求が年々高まっている。被視認性へのランプの効果は明るさや照射角度の観点

から検討されている。しかし、ランプ形状が乗用車の幅知覚（被視認性）に与える影響は明らかでない。本研究

ではDRL（Daytime Running Lamps）を例に、DRLの形状の変化が横幅知覚に与える影響を検討した。検討には

サーストンの一対比較法を用いた。刺激は、実際のDRLの形状を参考に作成した17種の白い線画（黒背景）で

あった。すべての刺激は左右対称の2つのパーツからなり、最大横幅は同じであった。参加者は対になって提示さ

れた2種類の刺激のうち、幅が広く見える刺激を選んだ。結果では、特徴部分（屈曲、角など）がDRLの内側に存

在する刺激ほど相対的に幅が狭く知覚され、DRLの外側に特徴部分が存在する刺激ほど幅が広く知覚されてい

た。車体幅知覚に影響する３要因として、屈曲・角の存在、重心の位置、ミュラー・リヤー錯視が示唆された。
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(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

没入型ディスプレイによる暑熱・寒冷映像提示が指尖皮膚温に及ぼ

す影響
市川 和樹1、石島 美乃梨1、杉山 祐1、柴田 優介1、山西 涼介1、*実吉 綾子1 （1. 帝京大学）

キーワード：バーチャルリアリティ、視覚情報、体温調節

本研究では視覚情報のみで体温調節機能が働くかどうかを検討した。没入型ヘッドマウントディスプレイで暑

熱・寒冷映像を観察させ、指尖皮膚温をサーモグラフィーを用いて計測した。ベースラインとして室内の映像を

5分間観察させた。次に暑熱映像として火事、燃える惑星、砂漠の映像を合計5分間、寒冷映像として氷山、吹

雪、雪原の映像を合計5分間観察させた。寒冷と暑熱映像の視聴順序は参加者ごとにカウンターバランスがとられ

た。各映像観察時の左手の人差指先端の皮膚温を測定した。指尖皮膚温の1分間ずつの平均値を算出しベースライ

ンからの変化率を求めた。実験の結果、観察開始から1―3分間は映像による指尖皮膚温に差は認められなかった

が、4分以降は暑熱映像よりも寒冷映像を観察していた時の方が指尖皮膚温が高かった。したがって没入型ヘッド

マウントディスプレイによるバーチャルリアリティ体験が体温調節系にも作用することが示された。

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

なぜ同じ破裂音が日本語・韓国語話者で違って聴こえるのか
合成音声刺激による検討

*成 儒彬1、田村 俊介2、光藤 宏行1 （1. 九州大学大学院人間環境学府、2. 九州大学大学院システム情報科学府）

キーワード：音声知覚、音響的手がかり、文化差

韓国語破裂音の平音を日本語の有声または無声破裂音に聴覚的に対応づける課題を行うとき，日本語話者は平音

を無声破裂音に対応づける一方，韓国語話者は平音を有声破裂音に対応づけることが先行研究により示されてい

る。本研究では，このような対応づけの違いは両話者の音響的手がかりの利用方法の違いに起因するものかを検

討した。刺激は，韓国語話者に平音として聴こえる合成音声とその音声のVOT (voice onset time) またはf0

(fundamental frequency) を変化させた合成音声であった。課題は，連続して流れる二つの刺激が音響的に同じか

否かを判断する音弁別課題と，同じ文字として表せるか否かを判断する文字対応づけ課題の二つであった。その

結果から本研究では，両話者のVOTとf0の利用方法の違いを考察し，破裂音の非言語・言語的聴覚処理を明らかに

する。

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

拍手動作が注意の瞬きに与える影響
*木村 琢人1 （1. 筑波大学大学院　人間総合科学研究科　感性認知脳科学専攻　博士前期課程）

キーワード：注意、注意の瞬き、拍手

マジジシャンは観客に拍手を促し，注意が緩んだところでトリックを仕掛けることがあり，拍手が注意に影響を

与えている可能性がある。そこで本研究では拍手動作が注意の瞬きに与える影響について検討することを目的と

した。実験1では拍手ありと拍手なし条件のRSVPにおけるT2検出の成績を比較した。実験2では視覚マスキングの

手法を用いて実験1よりもT2検出の難易度を上げ，認知的負荷を高めた状態での拍手動作の影響を検討した。本研

究の結果から拍手ありと拍手なし条件のT2検出の成績に有意な差は確認されず，拍手動作が注意に影響を与える

ことは示されなかった。今回の実験においては両条件でRSVP提示中に環境音として拍手音を再生しており，聴覚

刺激が注意の瞬きに影響を与えて拍手の効果が観測できなかった可能性がある。また，拍手動作が注意に与える

影響について，今後はマジックの状況により近い空間的注意においても検討する必要がある。
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(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

空間周波数がグループの平均方位知覚に与える影響
*竹林 ひかり1、齋木 潤1 （1. 京都大学）

キーワード：アンサンブル知覚、空間周波数、平均方位

物体群の平均的特徴を瞬時に把握する現象はアンサンブル知覚と呼ばれ、平均の方位，大きさ，色合い，人間の

平均表情までもが、高い精度で知覚できることが報告されている。しかし、アンサンブル表象の生成機序につい

ては充分に検討されていない。物体個々の特徴量を抽出、統合し、直接的に表象されるのか、または低空間周波

数成分のような大域的な情報と、物体群の推定個数情報から間接的に表象されるのかは明らかでない。本研究で

は、円形配置した８個のガボールパッチの平均方位を答える際、それらの空間周波数を操作し、報告される平均

方位の精度を確かめた。８個全てが低空間周波数(0.8cpd)または高空間周波数(3cpd)である条件と、高低二種類

のものを４個ずつ混ぜた混合条件を被験者内要因としてテストした結果、８個全てが低空間周波数から成る条件

で有意に精度が高かった。これより、アンサンブル知覚は大域的な情報を用いて間接的に表象されることが示唆

された。

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

意識的知覚経験と知覚反応の関係
可視度の応答プライミング課題への影響

*森本 優洸聖1、牧岡 省吾1 （1. 大阪府立大学　人間社会システム学研究科）

キーワード：反応時間、可視性、プライミング

本研究は応答プライミング(Neumann &Klotz,1994)にPAS (Ramsøy &Overgaard, 2004)と呼ばれる主観的な知覚

経験の尺度を組み合わせて知覚意識の程度がその後の反応に影響を与えるか検証したものである。応答プライミ

ングとは類似のプライム刺激(P刺激)とターゲットマスク刺激(TM刺激)があった場合、P刺激の特徴がTM刺激の特

徴と一致する場合と不一致である場合を比べた時に一致する場合の方がTM刺激に対する反応時間が短いという現

象である。この現象において一致と不一致の反応時間の差(priming effect)はP刺激が不可視でも発生することが確

認されており、priming effectは可視性と独立した視覚運動反応の結果として予想されている。 

 

　しかし、主観的なP刺激の可視性がResponse primingと独立であることを明確に示す論文はみられないため今

回、PASをP刺激の可視度として導入し意識経験の視覚運動反応への影響を検証したところ、可視度が高いほど

priming effectが大きいという結果が得られ、可視性と視覚運動反応は独立でないことが示唆された。

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

境界拡張と股のぞき
*吉村 直人1、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）

キーワード：境界拡張、股のぞき、記憶

我々が情景を眺め，それを思い出そうとする時，実際には眺めていなかった景色の範囲までも眺めていたかのよ

うに想起されることがある。この現象は「境界拡張」と呼ばれ，空間的連続性を有する外界に適応するための一

種の記憶エラーとされている。この境界拡張が生じる要因の一つとして情景の奥行き感の想起が重要であると言

われている。また境界拡張は情景の記銘の時点で生じている可能性が報告されている。これらの報告から，記名

時の奥行き感覚が境界拡張に影響を及ぼす可能性が考えられる。そこで本研究では観察者の奥行き感覚が境界拡

張にどのような影響を及ぼすのかを検討する。上体を逆転させて股の間から観察すると奥行き感が不明瞭になる

と言われている。そこで，本研究は，正立状態あるいは股のぞき状態で記名を行い，その後の境界拡張の程度を

比較する。上体の逆転によって奥行き感が損なわれた場合，境界拡張は弱まることが予測される。



[P2-26]

[P2-27]

[P2-28]

©日本認知心理学会 

 日本認知心理学会第17回大会 

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

有能さプライミングは四角形に対する視認性を高める
*岡村 靖人1、浦 光博2 （1. 追手門学院大学大学院心理学研究科/日本学術振興会、2. 追手門学院大学心理学部）

キーワード：メタファ、形、温かさと有能さ

形のプライミングは社会的判断に影響を与える。具体的には，丸は温かさ認知を促進し，四角は有能さ認知を促

進することが示されてきた。これは具体概念から抽象概念への写像を基盤とする概念メタファの観点から説明で

きる。本研究では，先行研究とは逆の方向性の効果，つまり温かさ，有能さ認知が形の視認性を高める可能性を

検討した。参加者は温かさ，もしくは有能さ認知を喚起する広告画像の評定をした後，丸から四角，もしくは四

角から丸へと段階的に移り変わる動画を見て，丸が四角に変化したと思う時点，もしくは四角が丸に変化したと

思う時点の図形番号を回答した。プライミング刺激となる広告画像の内容と，図形の変化の方向性を独立変数と

した2要因の分散分析を行った結果，各要因の主効果，および交互作用が有意であり，有能さプライミングを受

け，かつ丸から四角へ図形が変化する際に，四角への判断が有意に素早くなることが明らかとなった。

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

ラジオ聴取経験と話者への親近性が音声からの感情知覚に与える影

響
*田中 章浩1、澤田 佳子1、長島 太郎2、小池 貴久2 （1. 東京女子大学、2. 株式会社文化放送）

キーワード：音声、感情、知覚

人は他者の感情を電話やラジオなどの声の情報のみからでも知覚できる。過去の研究から、声の高さ・大き

さ・時間構造などのパラ言語情報が手がかりとなることがわかっている。それでは、日常的なラジオ聴取や話者

への親近性は音声からの感情の知覚に影響するのだろうか。本研究ではラジオ局のアナウンサーの音声を刺激に

用いて実験を行った。話者になじみのあるラジオリスナー、話者になじみのないラジオリスナー、ふだんラジオ

聴取をしない非ラジオリスナーを対象に、音声からの基本感情と高次感情の知覚に違いがあるか検討した。その

結果、基本感情の知覚には群間で差がなかったが、高次感情の一部においてラジオリスナーは非ラジオリス

ナーよりも感情知覚の正答率が高かった。また、加齢とともに全体的に正答率は低下するが、一部の感情におい

ては、なじみのある話者からの感情知覚は加齢によって低下しないことが示された。

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

Full Body Illusion生起および測定指標間の関連の検証
*山本 一希1、中尾 敬2、平本 亮介2 （1. 広島大学教育学部第5類心理学系コース認知心理学研究室、2. 広島大学大

学院教育学研究科）

キーワード：Full Body Illusion、自己所有感、自己

人には自分の身体を触る時その身体は自分だという感覚 (自己所有感) がある。この自己所有感の変容を引き起こ

す現象にFull Body Illusion (以下FBI) がある。FBIとは，自己身体以外の対象に対して，自己身体であるかのよう

に誤認してしまう現象のことである。このFBIに関する研究は近年多くあり，錯覚強度を測定するために様々な指

標が用いられてきた。しかしこれらの指標を一度に用いたものはなく，同一の自己感の側面を扱うとされてきた

指標間の関連は知られていない。そこで本研究は，VR環境で目の前にアバターを呈示し，FBIを生起させた際測定

する指標を一度に用いることで指標間の実際の関連を検討することを目的とした。結果，錯覚強度質問紙におい

て錯覚生起の程度を扱う項目において有意な結果が現れた。しかし各指標間の関連については有効な知見が得ら
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れる結果は得られなかった。

 
 

(2019年5月25日(土) 14:00 〜 16:00  セミナー室)

グラフ化されたデータの視覚的な正規性判断―日独豪の非専門家を

対象とした検討―
*山田 祐樹1、Marmolejo-Ramos Fernando2、Pfister Roland3、Barrera-Causil Carlos4 （1. 九州大学、2. The

University of Adelaide、3. Julius-Maximilians-Universität Würzburg、4. Instituto Tecnológico Metropolitano）

キーワード：正規分布、文化差、ランダムネス知覚

科学コミュニケーションにおける障害の一つが実験結果の理解の共有である。データを視覚化・抽象化するため

に様々なグラフが用いられるが，受け手にとっては難解であったり誤解が生じたりするため，適切な理解共有の

ためには適切なグラフ選択が必要であろう。そこで本研究では，グラフ化の仕方が受け手のデータ分布の理解に

与える影響を検討した。日独豪3カ国の非専門家を対象としデータの正規性の判断を求めた。正規性は，公衆が普

段接することの無い一方で，認知心理学にて頻繁に使用されるパラメトリック分析の根幹をなす。ここでは，同

一のデータセットから作成された箱ひげ図，ヒストグラム，密度プロット，QQプロットの4種類のグラフを用い

た。結果として，グラフの種類ならびに参加者の国籍や統計学習熟度によって正答率は大きく異なった。した

がって，提示したい情報と受け手の属性に応じた柔軟なグラフ選択が科学コミュニケーションには重要である。
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シンポジウム

大会準備委員会企画シンポジウム1
企画者:箱田 裕司(京都女子大学)
2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  テルサホール (西館1階)
 

 
レジェンドから見た認知心理学の過去とこれからの展望 
*箱田 裕司1、太田 信夫2、御領 謙3、八田 武志4、広瀬 雄彦1 （1. 京都女子大学、2. 筑波大学名誉教

授、3. 千葉大学名誉教授、4. 関西福祉科学大学学長） 

   10:00 〜    12:00   



[S1-01]

©日本認知心理学会 

 日本認知心理学会第17回大会 

10:00 〜 12:00  (2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  テルサホール)

レジェンドから見た認知心理学の過去とこれからの展望
*箱田 裕司1、太田 信夫2、御領 謙3、八田 武志4、広瀬 雄彦1 （1. 京都女子大学、2. 筑波大学名誉教授、3. 千葉大

学名誉教授、4. 関西福祉科学大学学長）

キーワード：記憶、読み、脳

認知心理学が誕生として、50年余の年月が流れました。さて、現在は次の新たな心理学が登場する革命前夜なの

か、それともこれから認知心理学はますます発展していくのでしょうか？認知心理学の勃興期に、輝かしい活動

をなさってこられた、心理学のレジェンド達に、これまでの認知心理学に関わる問題とこれからの展望と期待に

ついて思う存分話していただきます。最初に、本認知心理学会の最初の会長・理事長でありました太田信夫先生

に、記憶研究を中心にお話して頂き、次にマスキングなどの視覚認知や「読み」に関する優れた研究を残された

御領謙先生にお話しいただき、最後に、これから医療現場で密接に関わっていくと思われる神経心理学の領域で

先駆的研究をなさった八田武志先生にお話を頂きます。認知心理学に関わっている研究者への先生たちの叱咤激

励を、次の飛躍の糧としたいと存じます。 

 

企画者：箱田裕司（京都女子大学） 

話題提供：太田信夫（筑波大学名誉教授）　御領　謙（千葉大学名誉教授）　八田武志（関西福祉科学大学学

長） 

指定討論：広瀬雄彦（京都女子大学）
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シンポジウム

大会準備委員会企画シンポジウム2
企画者:齊藤 智(京都大学大学院教育学研究科)
2019年5月26日(日) 16:45 〜 18:45  テルサホール (西館1階)
 

 
Cognitive Control in Context 
*齊藤 智1、坪見 博之2、佐伯 恵里奈3、森口 佑介1、Valérie Camos4、Pierre N. Barrouillet5 （1. 京都

大学、2. 富山大学、3. 神戸山手大学、4. University of Fribourg, Switerland、5. University of Geneva,

Switerland） 

   16:45 〜    18:45   
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16:45 〜 18:45  (2019年5月26日(日) 16:45 〜 18:45  テルサホール)

Cognitive Control in Context
*齊藤 智1、坪見 博之2、佐伯 恵里奈3、森口 佑介1、Valérie Camos4、Pierre N. Barrouillet5 （1. 京都大学、2. 富

山大学、3. 神戸山手大学、4. University of Fribourg, Switerland、5. University of Geneva, Switerland）

キーワード：認知コントロール、ワーキングメモリ、実行機能

認知コントロール (Cognitive Control)とは、文字通り、認知過程の制御を担う心的機能である。記憶、思考、推

論、言語、コミュニケーションなど、様々な領域において重要な役割を担っているため、認知コントロール

は、認知心理学における活発な研究分野の１つであり、多様なアプローチによる多角的な検討が現在も進行して

いる。本シンポジウムでは、いくつかの領域における認知コントロール研究をその主導的研究者によって紹介し

ていただくことにより、それぞれの領域における重要課題を共有するとともに、認知コントロール研究の中心と

なる問題を洗い出し、今後の研究方向を定めていくことを目的とする。なお、本シンポジウムの話題提供および

指定討論は英語で行われる。 

 

企画者：齊藤　智（京都大学） 

話題提供：坪見　博之（富山大学）　佐伯恵里奈（神戸山手大学）　森口佑介（京都大学）　Valérie Camos

(University of Fribourg, Switerland) 

指定討論：Pierre N. Barrouillet (University of Geneva, Switerland)
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シンポジウム

国際委員会企画シンポジウム
企画者:米田 英嗣(青山学院大学)
2019年5月26日(日) 14:30 〜 16:30  テルサホール (西館1階)
 

 
Narrative Experience: Cognitive and Emotional Influences on Text
Comprehension 
*米田 英嗣1、福田 由紀2、森田 愛子3、David N. Rapp4、Kichun Nam5、森島 泰則6 （1. 青山学院大

学、2. 法政大学、3. 広島大学、4. Northwestern University、5. Korea University、6. 国際基督教大

学） 

   14:30 〜    16:30   
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14:30 〜 16:30  (2019年5月26日(日) 14:30 〜 16:30  テルサホール)

Narrative Experience: Cognitive and Emotional Influences on

Text Comprehension
*米田 英嗣1、福田 由紀2、森田 愛子3、David N. Rapp4、Kichun Nam5、森島 泰則6 （1. 青山学院大学、2. 法政大

学、3. 広島大学、4. Northwestern University、5. Korea University、6. 国際基督教大学）

キーワード：テキスト理解、バイリンガル、読解反応

従来のテキスト理解の研究では、読者は、テキストに書かれたことの心的表象をいかに構築するかについて検討

されてきた。近年は、テキストおよび読者の多様性ついて検討が進められるようになってきた。たとえば、モノ

リンガルだけでなくバイリンガルなど多様な読者による読解方法や、読者の感情など多様な読解反応に関心が向

けられている。本企画では、読解過程における読者の感情、テキスト理解における内声化、テキスト内に含まれ

た不正確な情報が読解にどのような影響を及ぼすのかといった研究を発表し、物語の理解が現実の体験とどれだ

け関連しているのか、今後はどのような研究が必要になるのかについて議論をする。なお、本シンポジウムの話

題提供および指定討論は英語で行われる。 

 

代表者：米田英嗣（青山学院大学） 

話題提供：福田由紀（法政大学）　森田愛子（広島大学）　David N. Rapp (Northwestern University)　Kichun

Nam (Korea University) 

指定討論：森島泰則（国際基督教大学）
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ワークショップ

自主企画ワークショップ2
企画者:研究法研究部会（井関龍太・望月正哉・山根嵩史）
2019年5月26日(日) 14:30 〜 16:00  第2会議室 (西館3階)
 

 
シグナルかノイズか，それが問題だ――信号検出理論の深化とモデリング―― 
*井上 和哉1、三好 清文2、3、山根 嵩史4、難波 修史5 （1. 首都東京大学、2. 香港大学、3. 名古屋大

学、4. 川崎医療福祉大学、5. 広島大学） 

   14:30 〜    16:00   
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14:30 〜 16:00  (2019年5月26日(日) 14:30 〜 16:00  第2会議室)

シグナルかノイズか，それが問題だ――信号検出理論の深化とモ

デリング――
*井上 和哉1、三好 清文2、3、山根 嵩史4、難波 修史5 （1. 首都東京大学、2. 香港大学、3. 名古屋大学、4. 川崎医

療福祉大学、5. 広島大学）

キーワード：信号検出理論、ベイズモデリング、一般線形モデル

信号検出理論は，古典的には，頻度論的なパラメトリック統計学の枠組みを用いた，信号とノイズの弁別過程の

モデリングと捉えることができる。その後，等分散でない場合，二択反応以外の場合などへの拡張が漸次的にな

されてきたが，これらの展開やその利用可能性についてわが国では十分に知られているとはいえない。また，近

年の統計モデリングの広がりは，古典的な信号検出理論によっては扱うことの難しかった問題にも新たな道を開

くものである。これらの状況を受けて，本ワークショップでは，（１）初学者向けの信号検出理論の教え方を考

えるという形で基礎をふり返り，（２）ベイズモデリングによる拡張の可能性，（３）一般化線形モデルとして

捉えることから得られる拡張の可能性について論じる。
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口頭発表

口頭発表6：知覚・感性 (2)
座長:作田 由衣子(実践女子大学)、尾田 政臣(立命館大学)
2019年5月26日(日) 10:30 〜 12:00  視聴覚研修室 (東館2階)
 

 
顔からの印象判断の文化差 
*作田 由衣子1 （1. 実践女子大学） 

   10:30 〜    10:45   

観察距離の違いによる手の幅の見積もりについて 
*多田 美香里1 （1. 関西福祉科学大学） 

   10:45 〜    11:00   

楽曲のテンポの良さに関する一検討 
*尾田 政臣1、佐藤 敬子2 （1. 立命館大学、2. 香川大学） 

   11:00 〜    11:15   

The effect of bungee jump experience on time estimation in VR  
*Kazuma Shimokawa1、Eriko Sugimori2 （1. Graduate school of human science, Waseda

University Sensibility, Cognition, Information system research area、2. Faculty of Human Sciences,

Waseda University 

） 

   11:15 〜    11:30   

ウェットティッシュ製品における取り出しやすさの誤帰属効果 
*宮崎 由樹1、神山 龍一2、三宅 大輔2、河原 純一郎3 （1. 福山大学 心理学科、2. ユニ・チャーム株式

会社 グローバル開発本部、3. 北海道大学 大学院文学研究科） 

   11:30 〜    11:45   

左右視覚場での東アジア文字処理 
*安 珠喜1 （1. 高麗大学） 

   11:45 〜    12:00   
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10:30 〜 10:45  (2019年5月26日(日) 10:30 〜 12:00  視聴覚研修室)

顔からの印象判断の文化差
発達的観点からの検討

*作田 由衣子1 （1. 実践女子大学）

キーワード：印象知覚、顔、文化差

人は顔を見ると自動的かつ瞬時に「いい人そう」「知的」など、様々な印象を知覚する。社会の中で生きる上

で、目の前の人物が自分にとって敵か味方かを即座に検出する能力は重要であり、現在盛んに研究が行われてい

るが、こうした印象知覚の発達についてはあまり研究が進んでいない。本研究では、印象知覚の普遍性及び文化

差について発達的観点から検証するため、日本人幼児と成人を対象とし、CGの顔画像に対する印象判断について

アメリカ人のデータとの比較を行った。その結果、幼児では、信頼感と支配性は年齢が上がるにつれて判断が安

定しアメリカ人の判断に近づくが、成人では支配性はアメリカ人の判断と一致するが信頼感は一致しないという

結果であった。このように、顔からの印象判断には文化や年齢を問わず普遍的である部分もあるが、印象の種類

によっては文化差がみられることが示唆された。

 
 

10:45 〜 11:00  (2019年5月26日(日) 10:30 〜 12:00  視聴覚研修室)

観察距離の違いによる手の幅の見積もりについて
*多田 美香里1 （1. 関西福祉科学大学）

キーワード：空間、身体感覚、観察距離

手が届く範囲の近い空間と手が届かない範囲の狭い空間とでは異なる認識がなされると考えられる。本研究で

は、観察距離を変化させた場合、手の大きさの見積もりがどのように変化するかを検討した。実験では、観察距

離を手の届く距離、手を伸ばすと届く距離、手を伸ばしても届かない距離と変化させ、変化のたびに、自分の手

を狭い隙間に通すことが可能かどうかを判断させた。その結果、観察距離が遠い場合には、通過可能な空間は過

大視されることが示された。

 
 

11:00 〜 11:15  (2019年5月26日(日) 10:30 〜 12:00  視聴覚研修室)

楽曲のテンポの良さに関する一検討
*尾田 政臣1、佐藤 敬子2 （1. 立命館大学、2. 香川大学）

キーワード：音楽、テンポの評価、スピード

音楽のテンポの選好に関するこれまでの検討では、曲の既知性との関係、心拍数との関係、テンポそのものの速

さの影響などが調べられている。しかし、曲の内容との関係についての検討は少ない。本報告では、楽譜上のテ

ンポの指定が異なる3種の曲に対して、各々オリジナルテンポに対して85,90,95,100,105,110,115%に変化させ

た刺激曲を用意し、楽曲に対するテンポの良さを評定させた。その結果、遅い曲(Lento ma non troppo)に対して

は、テンポの増減の影響はなく、中程度の曲(Allegretto)に対しては5%程度の増加が最大値となり、速い曲

(presto)に対してはオリジナル曲の速度以上が好まれ、それ以下は評価が低いステップ上の評価結果になった。こ

れ等の結果から、曲の内容によってテンポの良さの評価に及ぼす影響が異なることが明らかになった。

 
 

11:15 〜 11:30  (2019年5月26日(日) 10:30 〜 12:00  視聴覚研修室)

The effect of bungee jump experience on time estimation in VR 
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*Kazuma Shimokawa1、Eriko Sugimori2 （1. Graduate school of human science, Waseda University

Sensibility, Cognition, Information system research area、2. Faculty of Human Sciences, Waseda University 

）

キーワード：time estimation, subjective time , Virtual relaity

Previous studies have suggested that experiences in VR can replace the experiences in real life. However, it is

possible that the experience in real may affect the "presence" of experience in VR. Previous studies have

shown that time evaluation does not differ between VR and reality. The purpose of this study was to examine

whether there was a difference in the time evaluation when experiencing bungee jump in VR depending on

whether bungee jump was experienced. 

Participants were asked to put on a Head-Mounted Display to enjoy the bungee jump in VR and to measure

the time until they rebound in bungee jump in VR. 

As a result, it has been found that those who have ever experienced bungee jump evaluate time longer in

bungee jump in VR than those who have not. We further discuss the result from the viewpoint of time

estimation.

 
 

11:30 〜 11:45  (2019年5月26日(日) 10:30 〜 12:00  視聴覚研修室)

ウェットティッシュ製品における取り出しやすさの誤帰属効果
*宮崎 由樹1、神山 龍一2、三宅 大輔2、河原 純一郎3 （1. 福山大学 心理学科、2. ユニ・チャーム株式会社 グ

ローバル開発本部、3. 北海道大学 大学院文学研究科）

キーワード：ウェットティッシュ、知覚的流暢性、触運動知覚

本研究の目的は，ウェットティッシュの取り出しやすさが，当該製品の印象に及ぼす影響を調べることで

あった。実験の参加者は，ウェットティッシュの取り出し性の高い製品と低い製品による清掃課題を行った。清

掃後，各製品の取り出しやすさ，拭き取りやすさ，使用の楽しさ等について評価した。実験の結果，取り出し性

の低い製品に比べ，高い製品の方が，取り出し性が高く評価されるだけではなく， 使用の楽しさも高

く評価されることが示された。なお，興味深いことに，中身のシート素材は両製品で同一であったにも関わら

ず，取り出し性の低い製品に比べ，取り出し性の高い製品の方が，取り出しやすいと感じた参加者ほと

゙，取り出し性の高い製品の拭き取りやすさを高く評価することも分かった。これらの結果は，ウェット

ティッシュの取り出し性の上昇という触運動的な知覚的流暢性の高まりを，製品評価に帰属させたことに由来す

ると考えられる。

 
 

11:45 〜 12:00  (2019年5月26日(日) 10:30 〜 12:00  視聴覚研修室)

左右視覚場での東アジア文字処理
*安 珠喜1 （1. 高麗大学）

キーワード：文字処理、表意文字、表音文字

文字の視覚的認知過程を調べるため東アジア（日本、韓国、中国）で使われている文字（漢字、仮名、ハング

ル）を用いて、左右視覚場のどちらかに提示された時の反応を比較する実験を行った。そしてそれぞれの視覚場

で単語提示角度を0.5度〜1.5度ずらして提示して単語を判断する時の差があるかどうか検討した。タスクは画面

に提示される単語か存在する単語か、存在しない非単語かをなるべく早く判断するタスクであった。被験者は日

本人、韓国人、中国人でそれぞれの母語でのタスクを実行した。その結果、全てのグルップで右視覚場での判断

が早くて正確であることと、各視覚場内で角度をずらした条件では有意味な差はなっかったこと、そいて日本語

ひらがなの判断が漢字とハングルに比べて遅いことが判明された。これらの結果を通じて、東アジアの文字判断

も右視覚場での判断がするれている英語の研究と同じであうることと、漢字と仮名を混用する日本人にはひらが

なだけで書いてある単語を判断するためには時間がかかることがわっかった。今後、もっと現実の文字生活に近
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い実験材料を使って実験する必要があると思われた。
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口頭発表

口頭発表7：注意
座長:有賀 敦紀(広島大学大学院総合科学研究科)、石松 一真(滋慶医療科学大学院大学)
2019年5月26日(日) 14:30 〜 16:00  視聴覚研修室 (東館2階)
 

 
蒸気化したカフェインと GABAが成人男女の認知機能に及ぼす影響 
*下村 智斉1、横山 寛1、箆伊 智充1 （1. 株式会社センタン） 

   14:30 〜    14:45   

自己観の変化が視覚的注意のスポットライトの大きさを調節する 
*小林 穂波1、小川 洋和1 （1. 関西学院大学） 

   14:45 〜    15:00   

Sound-free SMARC effect 
*有賀 敦紀1、齋藤 詩織1 （1. 広島大学） 

   15:00 〜    15:15   

メタ注意に関する記憶の正確さ：看護師を対象とした検討 
*石松 一真1、根師 由佳里1 （1. 滋慶医療科学大学院大学） 

   15:30 〜    15:45   

グローバル/ローカル処理が Semantic Coherence Taskに及ぼす影響 
*堀井 まりこ1、箱田 裕司1 （1. 京都女子大学大学院発達教育学研究科心理学専攻） 

   15:45 〜    16:00   



[07-01]

[07-02]

[07-03]

©日本認知心理学会 

 日本認知心理学会第17回大会 

14:30 〜 14:45  (2019年5月26日(日) 14:30 〜 16:00  視聴覚研修室)

蒸気化したカフェインと GABAが成人男女の認知機能に及ぼす影響
*下村 智斉1、横山 寛1、箆伊 智充1 （1. 株式会社センタン）

キーワード：注意の瞬き、カフェイン、GABA

本研究では，カフェインとGABAを蒸気化して吸引することによる認知機能の影響を検証した。実験では，主成分

がそれら2種類である実験条件に加えて，主成分を水とするプラセボ統制条件を設定した。24名の被験者はいずれ

かの条件に二重盲検法の手続きに従って参加した。成分は液体を加熱し蒸気化させて口腔鼻腔より吸引され

た。一つのセッションは3つの課題と気分尺度（POMS2)から構成され，カード整列課題，文章の誤字検出課

題，時間的注意課題でそれぞれ，4分，3分，6.5分（45試行），POMS2で2.5分の16分とした。吸引前にベース

ラインのセッションを実施した後，吸引後に2回のセッションを実施した。その結果，カード整列課題，誤字検出

課題，POMS2に条件間での違いは認められなかったが，その一方で時間的注意課題においては，カフェインと

GABAで異なる時間的注意課題の成績の向上が認められた。

 
 

14:45 〜 15:00  (2019年5月26日(日) 14:30 〜 16:00  視聴覚研修室)

自己観の変化が視覚的注意のスポットライトの大きさを調節する
*小林 穂波1、小川 洋和1 （1. 関西学院大学）

キーワード：視覚的注意、自己観、プライミング

視覚的注意が低次の要因だけではなく、高次の要因によっても影響を受けることはよく知られている。近年、社

会的な役割や関係性についての考え方の変化が視覚的注意の空間特性に影響を及ぼす可能性が徐々に明らかにさ

れてきた。本研究の目的は、他者との関係性に基づく自己観の変化が、視覚的注意の焦点の範囲を変化させるか

を明らかにすることであった。自己観を操作する課題の前後にフランカー課題を実施し、課題非関連刺激からの

認知的干渉の変化を測定した。さらに課題標的と課題非関連刺激との空間的距離を操作して、自己観の操作に

よって視覚的注意の焦点の大きさがどのように変化するかを検討した。その結果、相互協調的自己観を活性化さ

れた参加者は、相互独立的自己観を活性化された参加者に比べて標的に近接する課題非関連刺激からの認知的干

渉が大きくなった。この結果は、自己観の変化によって視覚的注意の焦点の大きさが調節されることを示唆して

いる。

 
 

15:00 〜 15:15  (2019年5月26日(日) 14:30 〜 16:00  視聴覚研修室)

Sound-free SMARC effect
聴覚刺激から独立した音と空間の対応

*有賀 敦紀1、齋藤 詩織1 （1. 広島大学）

キーワード：SMARC効果、音と空間の対応、刺激反応適合性

ピッチの高い音に対して空間的に高い位置にあるキーで反応すると，低いキーで反応する時よりも反応が速

い。この現象はSpatial-Musical Association of Response Codes (SMARC)効果と呼ばれ，音の表象は空間的であ

ることを示していると考えられてきた。しかし，人間はピッチの高い音に対して空間的に高い位置にその音源を

自動的に定位する傾向(音源定位の錯覚)があるため，SMARC効果が(a)音源定位の錯覚と反応の対応によって生じ

ているのか，あるいは(b)音の空間的表象と反応の対応によって生じているのか，を切り分けることができな

かった。そこで本研究は，聴覚刺激の代わりに音の高さを表す単語(ド，レ，ミなど)を視覚的に呈示し

て，SMARC効果が生じるのかを調べた。実験の結果，聴覚入力がなくてもSMARC効果は生じることがわ

かった。この結果は，SMARC効果が音源定位の錯覚ではなく，音の空間的表象に基づいていることを示してい

る。つまり，音は空間的に符号化されていると考えられる。
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15:30 〜 15:45  (2019年5月26日(日) 14:30 〜 16:00  視聴覚研修室)

メタ注意に関する記憶の正確さ：看護師を対象とした検討
*石松 一真1、根師 由佳里1 （1. 滋慶医療科学大学院大学）

キーワード：メタ認知、注意、医療安全

2年目看護師37名を対象に、注意範囲のメタ認知（メタ注意）とメタ注意に関する記憶の正確さを検討した。参加

者は、医療4場面、交通2場面について自分が同時に注意を配ることができると思う範囲（メタ注意領

域）を、「現在自分がその場にいた場合」、「新人の頃の自分を想像して」、「看護師として3年の経験をつんだ

自分を想像して」の3条件で描出した。結果、医療場面では、新人の頃、現在、3年の経験を積んだと仮定した条

件の順に、メタ注意領域が広くなった（ps <.05）。また参加者が新人の頃を想像して描出したメタ注意領域と入

職時に描出したメタ注意領域との間に有意差はみられなかった。一方、交通場面では、入職時に比べ、新人の頃

を想像して描出したメタ注意領域が広かった。以上より、参加者は、患者を含む医療場面については新人の頃に

描出したメタ注意領域を1年後もある程度正確に再現できることが明らかとなった。

 
 

15:45 〜 16:00  (2019年5月26日(日) 14:30 〜 16:00  視聴覚研修室)

グローバル/ローカル処理が Semantic Coherence Taskに及ぼす影

響
*堀井 まりこ1、箱田 裕司1 （1. 京都女子大学大学院発達教育学研究科心理学専攻）

キーワード：グローバル・ローカル処理、意味結束性課題、気分

Bolte , Goschke, &Kuhil (2003)は気分(ポジティブ・ネガティブ)の喚起がSemantic Coherence Task(以

下、SCT)の判断に影響を及ぼしたことを明らかにした。気分の喚起が認知的処理モードを変化させ、その結果

SCTの判断が変わったと述べている。気分の喚起が認知的処理モードを変化しうることはGasper

&Colre(2002)が、Level-of-Focus仮説で明らかにしている。そこで、本研究は気分の喚起ではなく、直接、認知

的処理モードの操作によってSCTの判断が変化しうるのではないかと考え検討することにした。本研究の認知的処

理モードの操作は、Navon課題を用いたグローバル処理・ローカル処理を用いて行った。実験の結果、グローバ

ル処理促進群はローカル処理促進群よりSCTの判断成績が有意に高かったことが示された。グローバル・ローカル

の認知的処理が顔再認のような知覚的処理に影響を及ぼす(Macrae &Lewis, 2002)ことは明らかになっている

が、本研究においてSCTのような文脈を発見する課題にも影響を及ぼすことが明らかになった。
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口頭発表

口頭発表8：応用認知
座長:中山 真孝(京都大学)、西崎 友規子(京都工芸繊維大学)
2019年5月26日(日) 16:45 〜 18:15  視聴覚研修室 (東館2階)
 

 
自己の運転習慣に関する知識と実運転との不一致にかかわる要因 
*山岸 未沙子1、青木 宏文2 （1. 愛知淑徳大学、2. 名古屋大学） 

   16:45 〜    17:00   

高気圧曝露は心的空間操作に影響を及ぼさないのか？ 
*景山 望1 （1. 海上自衛隊潜水医学実験隊） 

   17:00 〜    17:15   

ソーシャルネットワーキングサービスを活用した心理相談の分析 
*中山 真孝1、畑中 千紘1、河合 俊雄1、杉原 保史1、宮田 智基2、吉川 左紀子1、田中 康裕1、梅村 高太

郎1、粉川 尚枝1、文山 知紗1 （1. 京都大学、2. 関西カウンセリングセンター） 

   17:15 〜    17:30   

他者受容性の個人差が準自動運転時のテイクオーバーに及ぼす影響 
*西崎 友規子1、久保 克弘1 （1. 京都工芸繊維大学） 

   17:30 〜    17:45   

Automaticity in the reading circuitry 
*Sung Jun Joo1 （1. Pusan National University） 

   17:45 〜    18:00   

Context effects on recognition of an erroneous Kanji character 
*Yoko OKita1 （1. Juntendo University, International Center） 

   18:00 〜    18:15   
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16:45 〜 17:00  (2019年5月26日(日) 16:45 〜 18:15  視聴覚研修室)

自己の運転習慣に関する知識と実運転との不一致にかかわる要因
*山岸 未沙子1、青木 宏文2 （1. 愛知淑徳大学、2. 名古屋大学）

キーワード：高齢ドライバ、運転習慣、自己報告と観察

自己の運転習慣に関する知識は自己報告によって調査されてきたが，実際の運転記録とは必ずしも一致しな

い．活動量や運転習慣に関する研究は，活動や運転の頻度，性格が過大評価に繋がることを示したが，運転につ

いての態度を扱った研究は少ない．本研究の50–83歳のドライバ66名の運転距離と頻度 (日／週) における自己報

告と実運転の一致度は距離0.07，日数0.03であった．この一致・不一致に関わる要因を検討するために，頻度や

態度を説明変数として二項ロジスティック解析を行った結果，性別と運転スタイル (運転スキルへの自信有無，運

転に対する消極性，ステイタスシンボルとしての車) のオッズ比が上位であった．自己報告の過小視，過大視に因

子ごとの特徴的な傾向は示されなかったため，実運転との矛盾の方向性には，ここで扱った変数とは異なる内的

過程が関与する，または運転への態度によるモニタリングの経験が関与する可能性が考えられる．

 
 

17:00 〜 17:15  (2019年5月26日(日) 16:45 〜 18:15  視聴覚研修室)

高気圧曝露は心的空間操作に影響を及ぼさないのか？
Mental body rotation tasks と重心動揺検査による検討

*景山 望1 （1. 海上自衛隊潜水医学実験隊）

キーワード：心的空間操作、高気圧曝露、重心動揺検査

前庭機能の疾患によって生じる心的空間操作能力の低下は，近年前庭機能が低下する高気圧環境では生じないこ

とが報告されている．しかし，ターゲット以外の手がかり（例．ディスプレイの外枠）がある場合，心的空間操

作能力は姿勢や環境（例．無重力空間）によって変化しないことから，先行研究では外部手がかり等によって高

気圧曝露の影響が減衰した可能性がある．よって，本実験では高気圧曝露が心的空間操作に及ぼす影響につい

て，平面ディスプレイによるMental body rotation tasks (MBRT) の成績と重心動揺検査の前庭機能評価に用いる

ロンベルグ率によって検討した．各課題を大気圧（1気圧）と21気圧で実施した結果，ロンベルグ率は高気圧曝露

によって増加したものの，MBRTは大気圧と変わらなかった．これは，ディスプレイ等の外部手がかりに

よって，高気圧曝露による心的空間操作への影響が減衰したことを示唆する．

 
 

17:15 〜 17:30  (2019年5月26日(日) 16:45 〜 18:15  視聴覚研修室)

ソーシャルネットワーキングサービスを活用した心理相談の分析
カウンセラーによる相談内容推定に対するトピックモデルによる評価

*中山 真孝1、畑中 千紘1、河合 俊雄1、杉原 保史1、宮田 智基2、吉川 左紀子1、田中 康裕1、梅村 高太郎1、粉川

尚枝1、文山 知紗1 （1. 京都大学、2. 関西カウンセリングセンター）

キーワード：ソーシャルネットワーキングサービス、臨床心理学、トピックモデル

近年のソーシャルネットワーキングサービス（SNS）の普及によりSNSによる心理相談の可能性と必要性が高

まっている。一方で、文字情報にのみ依って相談を行うという難しさもあり、必要とされる技能の理解・訓練が

課題となっている。本研究ではSNS心理相談の記録を用いて、相談事例の臨床心理学的評価と担当カウンセラーの

言語認知スキルの関係を分析した。まず、1083事例について言語理解のモデルとしても用いられるトピックモデ

ルを用いて各事例のトピックを推定した。さらにそれらからlasso回帰により担当カウンセラーが事例ごとに記録

した相談内容カテゴリを予測した。結果として、臨床的評価が低い事例ほどモデル予測と実際の記録のズレが大

きく、低評価事例のカウンセラーは担当事例の相談内容を適切に捉えられていないことが示唆された。本研究が

例証するように、心理相談といった専門技能の分析評価に認知心理学の理論や方法論は貢献しうる。
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17:30 〜 17:45  (2019年5月26日(日) 16:45 〜 18:15  視聴覚研修室)

他者受容性の個人差が準自動運転時のテイクオーバーに及ぼす影響
*西崎 友規子1、久保 克弘1 （1. 京都工芸繊維大学）

キーワード：運転行動、他者受容性、個人差

完全自律走行の自動運転車が普及する前段階として，当面の間，ドライバと自動運転システムとの協同作業に

よって走行する車が主流になると考えられる。その際，自動運転システムからドライバへの主導権交代（テイク

オーバー）の方法が重要な課題となる。久保・西崎（2018）では，他者受容性の個人差が，テイクオーバー時の

反応時間やステアリングの安定性に影響を及ぼすことを示した。特に音声呈示によってテイクオーバーの指示を

行う条件では，他者受容性の高いドライバは低いドライバに比べ，反応時間が長くなり，車線変更時にステアリ

ングのふらつきが大きくなることが示された。そこで本研究では，他者受容性の個人差とテイクオーバーの指示

を与えるタイミングとの関係を検討し，ドライバに応じて最適なテイクオーバーの方法を明らかにすることを目

指した。

 
 

17:45 〜 18:00  (2019年5月26日(日) 16:45 〜 18:15  視聴覚研修室)

Automaticity in the reading circuitry
*Sung Jun Joo1 （1. Pusan National University）

キーワード：Reading, MEG, Superior temporal gyrus

Skilled reading requires years of practice with learning to associate visual symbols with speech sounds. Over

the course of the learning process, this association becomes automatic. We hypothesize that automatic

activation of the reading circuit in response to visually presented words is a hallmark of successfully learning

to read. We used magnetoencephalography to measure cortical responses to printed words while children

engaged in an attention-demanding task for which the words were irrelevant. We found strong activation in

the language processing regions, the superior temporal gyrus, irrespective of whether children were actively

reading the words. This automatic response in this region was indicative of good reading skill: visual stimulus-

driven STG responses were only present in fluent readers but not in children with dyslexia, confirming our

hypothesis.

 
 

18:00 〜 18:15  (2019年5月26日(日) 16:45 〜 18:15  視聴覚研修室)

Context effects on recognition of an erroneous Kanji character
Comparison between Japanese and L2 learners of Japanese

*Yoko OKita1 （1. Juntendo University, International Center）

キーワード：Japanese as a second language, recognition of Kanji character, context effect

For successful　reading, differentiating very minor graphic features of a Kanji character is crucial. It is an

obstacle for L2 learners from non-Chinese character areas to learn complex and similar Kanji orthography.

On the other hand, context effects are well known in sentence recognition. This study examined context

effects on recognition of an erroneous Kanji character. An erroneous Kanji which was not either 未 nor 末was

used as a stimuli. We compared correct rates of recognizing the erroneous Kanji when it was presented solely

and presented in a sentence. Participants were 19 Japanese and 44 JSL (Japanese as a second language)

learners, 12 Chinese, 9 Korean and 23 JSL-NC (JSL learners from non-Chinese character areas). Fisher’s



©日本認知心理学会 

 日本認知心理学会第17回大会 

exact tests showed that context effects were found only in Japanese. Chinese participants were advanced

learners. This result might suggest that it is very difficult for L2 learners to utilize context.



[P3]

[P3-01]

[P3-02]

[P3-03]

[P3-04]

[P3-05]

[P3-06]

[P3-07]

[P3-08]

[P3-09]

[P3-10]

[P3-11]

[P3-12]

[P3-13]

[P3-14]

[P3-15]

[P3-16]

[P3-17]

[P3-18]

©日本認知心理学会 

 日本認知心理学会第17回大会 

ポスター発表

ポスター発表3：感情・動機づけ・社会的認知・言語・思考
2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室 (東館2階)
 

 
日本語複合語処理への意味的透明性と漢字の処理順序の影響 (1) 
*水野 りか1、松井 孝雄1 （1. 中部大学） 

Googleサービスを用いた半自動実験参加者募集システム 
*西山 慧1,2、石黒 翔1,2 （1. 京都大学、2. 日本学術振興会） 

顔の親近性がβ律動に与える影響 
*秋元 頼孝1 （1. 長岡技術科学大学） 

保育実践が保育者の自己評価に及ぼす影響 
*伊藤 美加1 （1. 京都光華女子大学こども教育学部） 

日本語動詞のもつ身体関連性の評価(1) 
*太田 直斗1、望月 正哉2 （1. 日本大学大学院文学研究科、2. 日本大学文理学部） 

日本語動詞のもつ身体関連性の評価(2) 
*望月 正哉1、太田 直斗2 （1. 日本大学文理学部、2. 日本大学大学院文学研究科） 

継続動作における行為主体感の予期的・遡及的変調 
*大石 博之1、田中 観自1、渡邊 克巳1 （1. 早稲田大学） 

LINEグループにおいて返信ができないことで生じるネガティブ感情 
*宇宿 公紀1、加藤 尚吾2、加藤 由樹3、千田 国広4 （1. 東京都立瑞穂農芸高等学校、2. 東京女子大

学、3. 相模女子大学、4. 東映アニメーション株式会社） 

医療用ユニフォームの色と場所が活動性に関する印象に与える影響 
*富髙 智成1、相本 夏海1、冨田 典志1、長友 彬1、松本 唯1 （1. 京都医療科学大学） 

動的視覚イメージの身体的要素と運動シミュレーションの関係 
*今井 史1、小川 健二1 （1. 北海道大学） 

高齢者を対象とした植物を用いた表現療法 
*橋本 実佳1、三雲 真理子1 （1. 梅花女子大学） 

自発脳波における自己相関の持続性と内受容感覚との関連 
*小林 亮太1、橋本 淳也1、柏原 志保1、平本 亮介1,2、原口 優輔1、堀之内 滉1、岡崎 彩香1、本多 樹1

、難波 修史1,2、朱 建宏1、山本 一希1、中尾 敬1 （1. 広島大学 、2. 日本学術振興会特別研究員） 

日本人クラウドワーカーと学生の web上での認知課題成績の比較 
*中村 紘子1、眞嶋 良全2 （1. 愛知淑徳大学、2. 北星学園大学） 

The Influence of Self-Oriented Perfectionism and Neuroticism on Error
Processing: an ERP study 
*Yaeeun Yang1, Taejin Park1 （1. Chonnam National University） 

時間制限による文脈効果への影響 
*菊地 学1、千葉 元気2 （1. 目白大学人間学部、2. 心理芸術人文学研究所） 

対象についての他者の評価が選好判断に及ぼす影響 
*布井 雅人1、吉川 左紀子2 （1. 聖泉大学、2. 京都大学） 

“ You changed your action!”: Adults’ moral evaluation and preference of
inconsistent actors 
Yo Myong Cha1, *Chae Rin Park1, Hyun-joo Song1 （1. Yonsei University） 

微表情の情報を反映した表情の認識 
*茶谷 研吾1 （1. 九州大学大学院人間環境学府） 



[P3-19]

[P3-20]

[P3-21]

[P3-22]

[P3-23]

[P3-24]

[P3-25]

[P3-26]

[P3-27]

[P3-28]

[P3-29]

[P3-30]

[P3-31]

[P3-32]

[P3-33]

[P3-34]

©日本認知心理学会 

 日本認知心理学会第17回大会 

Age Differences in Eye Movements during Reading 
*HYEREE CHOO1, Sungryong Koh1 （1. SEOUL NATIONAL UNIVERSITY） 

平時と災害時における、大学生の SNS使用の傾向と流言に対する認識の調査 
*太田 良真1、林　美都子1 （1. 北海道教育大学） 

選好課題への計算論モデルの適用 
*朱 建宏1、橋本 淳也1、片平 健太郎2、平川 真1、中尾 敬1 （1. 広島大学、2. 名古屋大学） 

語彙についての既知-未知判断課題は多肢選択課題をどの程度予測するか 
*猪原 敬介1、松尾 千佳3、古屋 美樹3、沓澤 糸4、上田 紋佳2 （1. くらしき作陽大学、2. 岡山大学、3.

(株)ベネッセコーポレーション、4. 教育アナリスト） 

動機づけが e-learningにおける学習成績および学習行動に及ぼす影響 
*上田 紋佳1、鈴木 渉2、佐久間 康之3、西山 めぐみ4、寺澤 孝文1 （1. 岡山大学、2. 宮城教育大学、3.

福島大学、4. 人間環境大学） 

住宅の居間空間に対する若年者と中高年者の安心感評価 
*伊師 華江1 （1. 仙台高等専門学校） 

Effects of cognitive load by text comprehension in a second language on
inferences - evidence from brain activity measurements 
*Yasunori Morishima1, Nozomi Naoi1, Noriko Ito1 （1. International Christian University） 

交差状況学習おける階層的ラベルと対称性 
*河原 哲雄1 （1. 埼玉工業大学） 

性的視覚刺激による透明性の錯覚の強化 
*米満 文哉1、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） 

テンキータイピングの習熟度の違いがメール産出に与える影響 
*佐山 公一1 （1. 小樽商科大学） 

電子機器操作のメンタルモデル構築度合とマニュアル参照の関係性 
*猪股 健太郎1、長田 典子1 （1. 関西学院大学） 

幼児による写真表現の特徴に関する探索的研究（2） 
*多田 幸子1 （1. 山梨県立大学人間福祉学部） 

顔面表情認知におけるしぐさの影響 
*渡邊 伸行1、河崎 翔太1 （1. 金沢工業大学） 

学習を権威づける教示はテスト効果を促進するか？ 
*鍋田 智広1 （1. 九州女子大学） 

大学生における異性の友人／恋人関係の相違 
*宮代 こずゑ1、及川 富裕伽 （1. 宇都宮大学） 

人型・非人型ロボットの掛け合いによる観察者が抱く印象変化 
*上野 安澄1、水内 郁夫1、林 宏太郎2 （1. 東京農工大学機械システム工学専攻水内研究室、2. 豊橋科学

技術大学） 
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(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

日本語複合語処理への意味的透明性と漢字の処理順序の影響 (1)
*水野 りか1、松井 孝雄1 （1. 中部大学）

キーワード：日本語複合語、意味的透明性、処理順序

水野・松井 (2018) は2文字の漢字表記語が人間を指す人間語か一般語かを判断する意味分類課題で，第2文字が人

間字だと人間語には促進的影響はないが一般語には抑制的影響があることを見出した。そしてこの結果は，単語

とほぼ同時に処理が完了する第2文字と分類が一致する人間語への促進的影響は顕在化せず，分類が拮抗する一般

語への抑制的影響のみ顕在化したことを示唆すると考察した。しかしこの研究で促進的影響が見出されなかった

のは，第2文字が人間字と一般字の人間語の意味的透明性，すなわち形態素と単語との意味的関連性に差がなかっ

たためである可能性が懸念された。そこで本研究では，水野・松井 (2018) の刺激語の意味的透明性を調査し，人

間字を含む人間語の意味的透明性は含まない人間語よりも有意に高いことを確認してその懸念を払拭し，水

野・松井 (印刷中) の知見と併せて上の考察の妥当性を示した。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

Googleサービスを用いた半自動実験参加者募集システム
*西山 慧1,2、石黒 翔1,2 （1. 京都大学、2. 日本学術振興会）

キーワード：心理学実験、参加者募集、自動化

多くの認知心理学研究では，人間を対象とした実験が実施される。 そのために実験者は，参加者を募集し，応募

があれば予定を調整し，実施日を通知し，カレンダーに登録し，実験前日にはリマインダーを送る。 場合に

よっては参加者リストを作成する必要があるだろう。 数十人の参加者一人ひとりに対してこの一連の手続きを手

作業でミスなく行うことはかなりの注意が必要で極めて煩わしい。 一方でこのような手続きが自動で実行される

サービスも存在するが，有料である。 そこで，我々はGoogleが提供するサービスを組み合わせて，実験日の確定

からリマインダーまでをほぼ自動かつ無料で実行できるシステムを実装した。 システムの根幹はGoogle Apps

Scriptというプログラミング言語で動作しているが，プログラミングに不慣れな方々にも利用しやすいように，ス

プレッドシート上で基本的な設定を編集できるようにした。 発表では本システムの機能を体験するためのデモン

ストレーションも行う。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

顔の親近性がβ律動に与える影響
－簡易脳波計による計測－

*秋元 頼孝1 （1. 長岡技術科学大学）

キーワード：簡易脳波計、顔、親近性

Emotiv EPOC+は約20万円程度と安価な簡易脳波計であり、トリガ信号のための物理ポートを持たないためトリ

ガ時刻の正確性に問題を抱えるが、一部の電極をトリガ用に改造するなどの対処により研究グレードの脳波計と

同様のERPが計測可能であることが報告されている。本研究では、無改造のEmotiv EPOC+で記録されたトリガを

そのまま用いて、顔の親近性の違いによる効果を認められるか検討した。ERP解析の結果、条件間の違いは認めな

かったものの、N170成分およびN250成分の波形自体は認められており、トリガ時刻の補正なしでもEmotiv

EPOC+でERP計測が可能なことが示された。また、主に前頭葉の電極において、親近性が低い条件でより大きな

8〜30HzのERD（事象関連脱同期）を認めた。これは、実験参加者が親近性の低い顔に対してより多くの視覚的

注意を向けたことを反映している可能性がある。以上の結果は、無改造のEmotiv EPOC+でもある程度の信頼性で

脳波計測・解析が行えることを示唆する。
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(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

保育実践が保育者の自己評価に及ぼす影響
経年比較から

*伊藤 美加1 （1. 京都光華女子大学こども教育学部）

キーワード：実習前後の変化、コミュニケーション・スキル、保育者としての資質や能力

京都光華女子大学こども教育学部こども教育学科の2年次の学生に対して，初めての実習である「幼稚園教育実習

Ⅰ（観察実習）」へ行く前後で，保育者としての自己評価がどのように変化したのかを，質問紙調査により検討

した。その結果，コミュニケーション・スキルに関わる尺度では，実習前後で評定値が向上したものが多く，実

習によって自己評価が高くなることが示された。それに対して，保育者の資質や能力に関わる尺度では，実習前

よりも実習後で評定値が高くなったものと，逆に実習前よりも実習後で評定値が低くなったものが見られ，実習

によって必ずしも保育者としての自己評価が一律に高くなるわけではないことが示された。この結果は単年度の

みの傾向ではなく，年次の異なる3年間の分析結果から共通して示された。保育者養成における保育者の自己評価

を高める指導や支援の在り方について示唆される。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

日本語動詞のもつ身体関連性の評価(1)
評定調査

*太田 直斗1、望月 正哉2 （1. 日本大学大学院文学研究科、2. 日本大学文理学部）

キーワード：視覚的単語処理、身体性、動詞

英単語を対象としたこれまでの研究では，動詞の意味に身体的動作がどの程度関わっているかという指標である

身体関係性が動詞の意味処理に影響するということが言われている。しかし，日本語動詞を対象に身体関係性を

調査した研究は存在しない。そこで本研究では日本語動詞を対象に身体関係性の調査を行い，既存の単語特性と

の関連を調べた。その結果，身体関係性は関連が予測される指標との相関が確認された一方で，クラスター分析

などの結果から，既存の指標とは弁別可能な指標であることが示唆された。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

日本語動詞のもつ身体関連性の評価(2)
実験的検討

*望月 正哉1、太田 直斗2 （1. 日本大学文理学部、2. 日本大学大学院文学研究科）

キーワード：視覚単語処理、身体性、動詞

これまでの研究では，動詞の意味にどの程度，身体運動が関わっているのかという指標である身体関連性が英語

の動詞処理に影響することが示されている。本研究では収集した日本語の身体関連性の指標を用いて，命名課

題，語彙判断課題，カテゴリ判断課題という3つの異なる単語処理課題で身体関連性が単語処理に与える影響を検

討した。その結果，カテゴリ判断課題において反応時間に，語彙判断課題において反応の正誤で身体関連性の影

響がみられた。これらの結果から，身体関連度は意味レベルの単語処理で影響することが示唆される。
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(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

継続動作における行為主体感の予期的・遡及的変調
*大石 博之1、田中 観自1、渡邊 克巳1 （1. 早稲田大学）

キーワード：行為主体感、予期的変調、遡及的変調

本研究では, 課題遂行している試行で生じる行為主体感が，直前の試行結果に影響を受けるのかどうか検討し

た。実験参加者は, 白球制御課題と呼ばれる，PC上に呈示される白球をキー押しによって制御し，任意のタイミン

グで成功または失敗が判定されるターゲットまで運ぶ課題を行った。その後，実験参加者はフィードバック

（FB）を受け取る前または後に, どのくらい白球を制御できたように感じたか回答した。結果として, 現在の試行

のFBを得る前に行為主体感を回答する条件では，直前の試行が成功のときは失敗の時に比べ, 現試行中の行為主体

感が高いことが分かった(予期的変調)。しかし現在の試行のFBを得た後に行為主体感を回答する条件では，予期的

変調が見られなかった。これは, 直前の試行により予期的な影響を受けた行為主体感が, 現在の試行のFBによって

遡及的に書き換えられたことを示唆している。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

LINEグループにおいて返信ができないことで生じるネガティブ感情
ネガティブ感情が生じるまでの時間と性格特性及び LINEメール依存度との関係

*宇宿 公紀1、加藤 尚吾2、加藤 由樹3、千田 国広4 （1. 東京都立瑞穂農芸高等学校、2. 東京女子大学、3. 相模女子

大学、4. 東映アニメーション株式会社）

キーワード：LINEグループトーク、 性格特性、依存度

本稿では，返信を待たせることで本人にネガティブ感情が生じるまでの時間と，本人のパーソナリティ及び

LINEメール依存度との相関関係について調べた。女子大学生183名に，彼女らが複数の種類のLINEグループに参

加していると想定してもらった。そして，各グループ内の他のメンバーが休日の正午に，全メンバーに返信を求

めるメッセージを送信したときに，調査対象者が返信をできずに未読あるいは既読状態を続けていること

で，「不安」と「罪悪感」が生じる時間（27段階）を回答してもらった。更にLINE依存尺度及び日本語版Ten

Item Personality Inventory (TIPI-J)への回答を求めた。相関分析の結果，友だちやグループの数とTIPI-Jとの関係

では，神経症傾向以外ほとんどで正の相関が見られた。また，主に恋愛Ｇや友人Ｇで不安及び罪悪感が生じる時

間と協調性との間に負の相関が見られ，主にゼミＧで不安が生じる時間と神経症傾向との間に負の相関が見られ

た。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

医療用ユニフォームの色と場所が活動性に関する印象に与える影響
*富髙 智成1、相本 夏海1、冨田 典志1、長友 彬1、松本 唯1 （1. 京都医療科学大学）

キーワード：色、知覚、診療放射線技師

本研究では質問紙を用いて、近年診療放射線技師に必要とされつつある活動性という観点からふさわしい医療用

ユニフォーム（スクラブ）の色（赤、青、黄、紫、橙、緑、白、黒）と活動場所（無背景、検査室、手術室、廊

下）を検討した。その結果、全体的に活動性を高く評価される色は暖色系であったが、廊下や手術室では緑色も

高く評価された。今回用いた場所のなかで廊下や手術室は相対的に活動性を求められる場所である。また、放射

線技師のユニフォームとして暖色系はあまり用いられることがなく、活動性以外の観点から考えると暖色系は違

和感を持たれる恐れもある。これらのことから、活動性を求められるような医療現場では、緑色が望ましいと考

えられた。
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(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

動的視覚イメージの身体的要素と運動シミュレーションの関係
*今井 史1、小川 健二1 （1. 北海道大学）

キーワード：動的視覚イメージ、鮮明性、運動シミュレーション

物の動きを描く動的視覚イメージには，身体運動の結果を心的に予測するための運動シミュレーションが関わる

といわれている。しかし，たとえば機械を操作するとボールが飛ぶという身体的要素の少ない内容や，ボールが

空の彼方まで飛ぶという身体運動では実現できない内容のイメージにも運動シミュレーションが関わるかは，定

かではない。そこで本研究では，運動シミュレーションの妨害課題の有無を参加者間要因，イメージ内容の身体

的要素の多寡，身体運動による実現可能性の二つを参加者内要因として参加者に飛翔するボールをイメージさ

せ，その鮮明性を調べた。実験の結果，運動シミュレーションの妨害との交互作用は身体的要素の多寡について

のみ検出され，妨害のない群では身体的要素の多い内容のイメージがより鮮明化したが，妨害のある群ではその

効果はなかった。これは動的視覚イメージの身体的要素に運動シミュレーションが関わっていることを示唆す

る。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

高齢者を対象とした植物を用いた表現療法
心理的並びに生理的指標の観点から

*橋本 実佳1、三雲 真理子1 （1. 梅花女子大学）

キーワード：植物、表現療法、高齢者

本研究は、デイサービスに通う高齢者女性15名を対象に、植物と触れ合うことで園芸療法と同様の効果が得られ

るか検証するため、植物を用いた創作活動を週１回４週間継続して行なったものである。対象者を創作活動を行

う対象群と、創作活動を行わない統制群の２群に分け、１週目と４週目に抑うつ性自己評価尺度（CES-D）を実

施した。また、表現療法的側面から療法的効果を検証するために、対象群には、芸術療法体験尺度（SEAT-

R）、植物との心理的関わり尺度への回答を求め、血圧・心拍数の測定も行なった。その結果、創作活動を行

なった高齢者の孤独感は軽減され、植物と触れ合うことで心の安寧や幸福感を得ていたことが示された。ま

た、活動後には、高い満足感と達成感を実感していたことが示され、更に自身の能力が衰えていくことを実感す

る中で、多少複雑な作業を必要とする創作活動をやり遂げることが、高齢者の自己効力感を高める働きに作用す

ることが示唆された。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

自発脳波における自己相関の持続性と内受容感覚との関連
*小林 亮太1、橋本 淳也1、柏原 志保1、平本 亮介1,2、原口 優輔1、堀之内 滉1、岡崎 彩香1、本多 樹1、難波 修史1,2

、朱 建宏1、山本 一希1、中尾 敬1 （1. 広島大学 、2. 日本学術振興会特別研究員）

キーワード：内受容感覚、Long-range temporal correlation、安静時脳活動

近年では，身体内部の感覚である内受容感覚を自己や意識の基盤とする理論が提唱されている。この自己や意識

に関しては近年，安静時に記録される自発的脳活動のlong-range temporal correlation (LRTC) との関連も報告さ

れている。LRTCとは脳活動の自己相関の持続性のことであり，神経活動における数秒間の記憶の程度を反映して

いる。自己や意識の基盤となる内受容感覚，そしてその変化の気づきには，時系列的な内受容感覚に関連する処

理 (i.e., LRTC) が必要であると考えられる。もしそうであれば，内受容感覚の気づきとLRTCの間には正の相関が

認められると推察される。そこで，本研究では，安静時の脳波を測定し，LRTCと内受容感覚の関連について検討

を行った。大学生92名を対象とした解析の結果，前頭部におけるLRTCと内受容感覚の気づきの間に正の相関 (r =
.27, p <.01)が認められた。こうした結果は，脳活動の自己相関の持続性が内受容感覚の気づきをもたらし，自己
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や意識に繋がるという可能性を示唆している。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

日本人クラウドワーカーと学生の web上での認知課題成績の比較
*中村 紘子1、眞嶋 良全2 （1. 愛知淑徳大学、2. 北星学園大学）

キーワード：クラウドワーカー、web実験、再現

クラウドワーカー (Crowd-worker, CW)を参加者とし，webを介した認知実験においても，従来の実験室実験と同

様，課題固有の効果が再現されることが，西洋の参加者による研究で示されている (Crump et al., 2013)。一

方，日本人参加者による研究では，CWは学生よりもRTが長いが正答率がより高いことが示されている (Majima,

2017)。本研究では，日本人CWと学生の認知課題成績を比較し，Majima (2017) で示された速さと正確さのト

レードオフが生じるか，また，記憶課題や気分誘導課題でも課題の効果が見られるかを検討した。フランカー課

題，心的回転課題，処理水準課題，気分誘導課題の結果，全ての課題において，CW・学生ともに課題固有の効果

が再現できることが示され，また，速さと正確さのトレードオフは見られなかった。日本人CWによるweb実験

も，実験室実験と同様，認知研究の有効な方法であることが示唆された。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

The Influence of Self-Oriented Perfectionism and Neuroticism on

Error Processing: an ERP study
*Yaeeun Yang1, Taejin Park1 （1. Chonnam National University）

キーワード：Self-oriented Perfectionism, Neuroticism, Error processing

The Error-Related Negativity(ERN) is a maximum negative deflection at 50–150ms postresponse and Error

Positivity(Pe) is a slow positive-going deflection that reaches its maximum amplitude at 150-500ms

postresponse. This study examined the influence of Self-Oriented Perfectionism(SOP) and Neuroticism(N) on

error processing. Participants were pre-screened to be either high or low scorers on SOP and N. Participants

performed an Eriksen flanker task. ERP components measured at Cz were analyzed. High SOP scorers

showed more negative ERN than low SOP scorers irrespective of the level of N, whereas low N scorers

showed more positive Pe than high N scorers within low SOP scorers. In summary, SOP affects ERN, whereas

N affects Pe. These findings suggest that personality trait of SOP modulate error processing. In contrast, SOP

and N might influence the later error processing.

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

時間制限による文脈効果への影響
*菊地 学1、千葉 元気2 （1. 目白大学人間学部、2. 心理芸術人文学研究所）

キーワード：文脈効果、時間制限、意思決定

2属性3選択肢意思決定において，第3選択肢が2属性両方において第1選択肢よりもやや劣るならば，第1選択肢の

選好比率が増加する魅力効果や，第1選択肢が第2選択肢と第3選択肢の中間にある場合，第1選択肢の選好比率が

増加する効果などが文脈効果の一つである。この文脈効果は，制限時間を設けることで減少することが示され

た。本研究では，意思決定中の情報探索に対し時間的な操作（時間制限）を段階的に行い，情報探索・処理の段

階と選好形成の関係を体系的に理解することを目的とした。段階的に時間制限を行った結果，魅力効果では制限

時間4秒で魅力効果が示された（F（2，90）=17.02,p<.001,多重比較p=.011）が，妥協効果では制限時間8秒で
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妥協効果が示された（F（2，90）=17.02,p<.001,多重比較p=.048）。このことから，魅力効果と妥協効果とで

は情報探索に違いがある可能性が示された。情報探索に関しては眼球運動を測定している。発表では探索の違い

について報告する。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

対象についての他者の評価が選好判断に及ぼす影響
*布井 雅人1、吉川 左紀子2 （1. 聖泉大学、2. 京都大学）

キーワード：選好、他者評価、同調

対象の評価時に、他者が行った評価の平均値を呈示すると、その平均値に近づく形で、参加者の評価は変化する

(Klucharev et al., 2009)。さらに、他者の評価と自身の評価のずれの大きさが、評価の変化の程度を予測すること

も知られている (Huang et al., 2014)。本研究では、他者の評価と自身の評価のずれを正確に認識することができ

ない状態においても、他者の評価方向に自身の選好判断が変化するかどうかを検討した。実験では、各刺激の好

意度評定がまず行われた（ベースライン評定）。次に、80人分の好意度評定の平均値（他者評価）が各刺激と対

呈示された状態での好意度評定が、別ブロックで行われた。その結果、他者評価とベースライン評定のずれの程

度によって、好意度評定の変化の方向とその大きさが有意に予測された。この結果は、自身の事前評価を明確に

認識できない状況においても、他者の評価の影響を受け、その方向に自身の好みが変化することを示すものであ

る。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

“ You changed your action!”: Adults’ moral evaluation and

preference of inconsistent actors
Yo Myong Cha1, *Chae Rin Park1, Hyun-joo Song1 （1. Yonsei University）

キーワード：moral judgement, inconsistency, social behavior

Infants prefer an agent who shows consistently prosocial actions over an agent who shows consistently

antisocial actions. However, when there is an inconsistency in an agent’s behavior, infants show no

preference toward the agent. The present research tested adults to examine the developmental trajectory of

abilities to evaluate inconsistent agents. Participants evaluated the morality of an agent who acts either

predominantly antisocially or predominantly prosocially. They were also asked to indicate their preference

for an agent. The results showed that participants significantly evaluated predominantly prosocial agent as

more moral and preferred the predominantly prosocial agent. Unlike the infants, adults use probabilistic

information (1) to evaluate an agent’s morality and (2) to form their own preference toward a particular

agent.

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

微表情の情報を反映した表情の認識
*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、表情の統合、表情認知

微表情は嘘を見破る手がかりになると考えられ検出の成否を左右する要因が検討されてきたが (Ekman, 2003;

Hurley, 2012)，その認識についてはほとんど検討されていない。本研究では微表情が後続の表情でマスクされる

時，これらの表情全体がどのように認識されるのか検討した。実験では真顔から基本表情へと11段階で変化する
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モーフィング画像を作成し，50msずつ連続呈示した。微表情条件として，刺激の呈示から200msが経過した時点

でそれまでとは別の表情を呈示する条件を設けた。その後基本表情間で変化するモーフィング画像1枚を呈示

し，そのターゲットの表情が連続呈示した画像の途中で現れたか否かを参加者に判断させた。参加者の反応につ

いて後続表情とターゲットの組み合わせ毎に一般化線形混合モデルによる分析を行った結果，一部の微表情条件

の係数が有意だった。このことは，微表情とそれをマスクする後続の表情の間で情報の統合がなされている可能

性を示している。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

Age Differences in Eye Movements during Reading
*HYEREE CHOO1, Sungryong Koh1 （1. SEOUL NATIONAL UNIVERSITY）

キーワード： eye tracking, reading, age differences

The aim of this study is not only to analyze word properties effects on eye on eye fixation duration in Korean

reading but also to show how these phenomena differ between adolescents, young adults and older adults. 

Through eye movement tracking experiments controlled word frequency, three experiments show that the

fovea information processing in reading. In Experiment 1, 20 adolescents(13-14yrs) participated, who were

native speakers of Korean and had normal or corrected-to-normal vision. Eye movements were recorded via

an Eyelink II eye tracker. 150 pairs of two syllable Korean words were chosen for the experiment. In the same

conditions and methods as in Experiment1, Experiments 2 was conducted for 20 undergraduate students of

SNU(20-24yrs) and Experiment3 was conducted for 20 older adults who graduated in SNU(71-75yrs).

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

平時と災害時における、大学生の SNS使用の傾向と流言に対する認

識の調査
*太田 良真1、林　美都子1 （1. 北海道教育大学）

キーワード：北海道胆振東部地震、SNS、うわさ

本調査では，災害時の学生のSNS利用状況の実態，意識調査と，災害時に発生する流言に対する学生の意識，流言

遭遇による情報リテラシーの変化について調査することを目的とし，北海道胆振東部地震で大規模停電の被害に

あった函館市の大学生を対象に調査を行った。調査の結果，ほとんどの学生が知り合い同士のクローズドなコ

ミュニティにおいてLINEやTwitterを活用していたが，一部の学生は災害を通じて知り合い以外のオンライン上の

情報を利用するようになった他，より信憑性のある情報を意識して収集しようとするようになる傾向も示され

た。また，災害時に流言を経験した学生はより流言の存在を強く意識するようになり，情報リテラシー向上のた

めに実際に流言の事例を知ることの重要性を示したと言える。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

選好課題への計算論モデルの適用
選ばれたものと選ばれなかったものの両方の価値が変化するのか？

*朱 建宏1、橋本 淳也1、片平 健太郎2、平川 真1、中尾 敬1 （1. 広島大学、2. 名古屋大学）

キーワード：意思決定、選択による選好、計算論モデリング

好みといった自己の内的な基準での意思決定を行う事態では，選択されたものの価値が上昇し，選択されな

かったものの価値が低下するとされている。 しかし，先行研究においては選択されたもの，もしくは選択されな
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かったもののいずれかの価値の変化のみが観察されることも多い。またこの現象については，食品などの実験開

始時に好みが存在する刺激が数多く用いられることから，計算論モデル解析の適用が困難であった。そこで本研

究では，無意味図形を用いた選好課題を実施し，選択による選好の変化の計算論モデル解析を行った。選択され

たものの価値のみが変化するモデル，選択されなかったものの価値のみが変化するモデル，その両方が変化する

モデル，初期値のみが異なり価値の変化が生起しない統制モデルによる解析を実施した結果，選択されたものと

選択されなかったものの両方の価値が変化するモデルが最もデータへのあてはまりが良いことが示された。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

語彙についての既知-未知判断課題は多肢選択課題をどの程度予測

するか
―高校生から60歳代までを対象とした大規模調査による検討―

*猪原 敬介1、松尾 千佳3、古屋 美樹3、沓澤 糸4、上田 紋佳2 （1. くらしき作陽大学、2. 岡山大学、3. (株)ベ

ネッセコーポレーション、4. 教育アナリスト）

キーワード：語彙、語彙テスト、語彙数

語彙の測定には多肢選択問題が用いられることが多いが，ある単語リストに対してそれぞれの単語を知っている

かどうかを判断する既知-未知判断課題も，語彙数の推定に用いられることがある。前者に対して後者は，理論

面，および，問題作成にかかる労力の面で利点がある。 

 

　猪原・古屋・松尾・沓澤 (2017) は，日本語母語話者における語彙について，高校生から60歳代までを対象に

3000人規模の大規模な調査を行い，多肢選択課題における正答率と既知-未知判断課題の既知率の関係について検

討を行った。本研究では，猪原ら (2017) とは別の語彙項目について，同様の検討を行った。 

 

　結果として，両課題のテスト成績は相関係数にして.60であり，猪原ら (2017) の.69と近い値となった。その他

の分析においても近い結果が得られており，猪原ら (2017) の結果が再現された。両課題の関係およびそれぞれの

課題が捉えるものの違いについて考察した。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

動機づけが e-learningにおける学習成績および学習行動に及ぼす影

響
*上田 紋佳1、鈴木 渉2、佐久間 康之3、西山 めぐみ4、寺澤 孝文1 （1. 岡山大学、2. 宮城教育大学、3. 福島大

学、4. 人間環境大学）

キーワード：e-learning、動機づけ、自己決定理論

本研究では，学習者の動機づけに着目して語彙指導の有効性について検討した。大学生を対象としたe-learningに

よる継続的な英単語学習において，学習開始時の動機づけが学習成績や学習行動にどのように影響を及ぼすのか

について検討することを本研究の目的とした。e-learningはマイクロステップ法（寺澤，2016）によりスケ

ジューリングされ，オンラインでの英単語の学習が求められた。英単語学習に対する動機づけを測定するた

め，自己決定理論（Deci &Ryan,1985）において概念化されている「外的」「取り入れ」「同一化」「内発」の

4つの動機づけを測定する質問紙である大学生用学習動機づけ尺度（岡田・中谷，2006）の教示を一部改変して

用いた。数か月のe-learning学習の結果から，学習者の動機づけスタイルによって，自己評定値の上昇の程度や学

習量は異ならないことが示された。それに対して，動機づけと学習行動の関連については，「外的」の動機づけ

と最大学習サイクル数と負の関係がみられた。
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(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

住宅の居間空間に対する若年者と中高年者の安心感評価
*伊師 華江1 （1. 仙台高等専門学校）

キーワード：住宅居間、安心感、CG画像

住宅の居間は居住空間の中心的な場所であり、居住者に安心感を与える空間づくりが重要である。本研究で

は、様々な加工を施した居間空間のCG画像に対する若年者と中高年者の安心感評価を比較し、安心感を与える居

間空間の要件を定性的に考察した。まず、事前に実施したインタビュー調査で居間空間の安心感評価に関わる要

素を把握し、それらを加工した室内3Dモデルのレンダリング画像を制作した。次に、制作したCG画像を用い

て、10代〜20代前半の若年層38名および40代〜70代の中高齢層38名を対象に居間空間の安心感に関する評価実

験を実施した。分析の結果、両年代に共通して高い天井高、明るい室内、和風内装、植物の多い空間が高評価で

あった。一方、中高齢層は、広い空間、少ない物の量に対する安心感評価が若年層に比べてより高かった。以上

の結果を踏まえて各年代に好まれる居間空間イメージを制作し、居住者の年代を考慮した空間づくりについて論

じた。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

Effects of cognitive load by text comprehension in a second

language on inferences - evidence from brain activity

measurements
*Yasunori Morishima1, Nozomi Naoi1, Noriko Ito1 （1. International Christian University）

キーワード：Second language processing, Cognitive resource allocation, Neural basis of language processing

When using a second language (L2), a greater amount of cognitive resources are consumed than when using

a first language (L1). As a consequence, a smaller amount of resources can only be allocated to thinking

processes, which often results in a decline of performance in thinking tasks. To examine this effect, we

measured the activities of the frontal cortex while performing an inference task using functional near-infrared

spectroscopy (fNIRS). L1 English users and L2 English learners (upper intermediate level) read an English text

and then answered low- and high-difficulty inference questions about the text. In the high-difficulty

condition, the L1 group showed a higher level of activity in the right front area than the L2 group. Given that

inferences have been reported to show right hemisphere superiority, it could be suggested that the inference

processing was not as high in the L2 learners as in the L1 speakers.

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

交差状況学習おける階層的ラベルと対称性
*河原 哲雄1 （1. 埼玉工業大学）

キーワード：交差状況学習、単語学習、対称性

あいまいな対応関係を含む複数回の経験を総合することで単語と参照対象の対応関係を学習する交差状況学習

(cross-situational learning)によって，個物とカテゴリという複数の階層のラベルが同時に学習可能であることを

示したChen,Zhang&Yu(2018)の実験結果について，日本語話者による追試を試みた。また，交差状況学習を通じ

て単語と参照対象の間の対称性が学習されるかどうかを新たに検証した。ひらがな3文字の新奇語を単語刺激（音



[P3-27]

[P3-28]

[P3-29]

©日本認知心理学会 

 日本認知心理学会第17回大会 

声呈示と視覚呈示），カップなどの日常的概念（4カテゴリ×4個物）の画像を参照対象とし，1回の経験で3つず

つ単語と画像を呈示する設定で実験を実施したところ，複数階層ラベルの学習，対称性の学習とも実験参加者全

体では確認されなかった。日本語使用による課題負荷の高さや，異なる学習方略を用いる実験参加者の混在など

の可能性を検討することが今後の課題である。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

性的視覚刺激による透明性の錯覚の強化
*米満 文哉1、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）

キーワード：係留と調整のヒューリスティック、感情価、覚醒度

心の中を他人に見透かされていると感じる現象を透明性の錯覚と呼ぶ。この現象は，係留と調整のヒューリス

ティックを用いる際の調整が不十分になることで生起する。この一因に覚醒度の上昇があげられるが，先行研究

では不快かつ高覚醒を喚起する操作をしており，感情価と覚醒度のどちらが透明性の錯覚を上昇させるのか不明

である。そこで，本研究は高覚醒で快感情を喚起する性的な画像を用いて検討した。参加者は画像内容が他者に

分からないよう無表情で性的・中性画像を観察した後，参加者が見た画像の内容を当てると思われる人数と自身

の表情表出強度を推定させたところ，中性より性的画像の観察時の方が透明性の錯覚が強く生じた。本研究によ

り覚醒度の高い快感情によっても透明性の錯覚が強化されることが示唆されたが，錯覚生起における覚醒度の具

体的な役割についてはさらなる検討を必要とする。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

テンキータイピングの習熟度の違いがメール産出に与える影響
カラゲー使用者とスマホ使用者の比較

*佐山 公一1 （1. 小樽商科大学）

キーワード：言語産出、熟達度、テンキー

本研究の目的は，文章の産出を入力負荷の大きなテンキーで行う際，入力負荷の違いが文章産出に与える影響を

実験的に検討することである。2011年にテンキー入力熟達者（カラゲー使用者）の大学生20名が，2018年に未

熟達者（スマホ使用者）33名が，テンキーを使って文章を産出する実験を行った。実験そのものは同じで

あった。熟達度（高，低）を参加者間要因，タイプするメールの文章のタイプ（予定の連絡，聞き手の状況説

明）を参加者内要因とし，1文字を打つのに必要な時間を分析した。その結果，熟達度の主効果が有意，熟達度×

文章のタイプの交互作用に有意な傾向が認められた。熟達者に文章のタイプの違いはないが，未熟達者では，予

定の連絡の方が状況説明よりも時間がかかる傾向があった。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

電子機器操作のメンタルモデル構築度合とマニュアル参照の関係性
*猪股 健太郎1、長田 典子1 （1. 関西学院大学）

キーワード：メンタルモデル、機器操作、マニュアル

本研究では，電子機器のメンタルモデル構築度合と，マニュアル参照の個人差との間にどのような関係性がある

か検討を行った。調査では，900名の参加者に対し，電子機器の操作に関するメンタルモデルの構築度合を測定す

る尺度への回答と，日常生活における電子機器の紙や動画媒体のマニュアルを参照する程度ついて，評定を行う

ことが求められた。メンタルモデルの構築度合と，マニュアル参照の関係性を分析したところ，両者には正の相

関が観察され，メンタルモデルが構築されていない参加者ほど，各種マニュアルを参照しない傾向が見出され
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た。このことから，メンタルモデルの構築が充分でない参加者は，前提知識や経験の不足からマニュアルに対す

る苦手意識を有している可能性が考えられ，このような個人にも使用説明が理解しやすいマニュアルを作成する

必要性が示唆された。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

幼児による写真表現の特徴に関する探索的研究（2）
自然体験活動においてレンズ付きフィルムで撮影された対象に焦点を当てて

*多田 幸子1 （1. 山梨県立大学人間福祉学部）

キーワード：幼児教育、レンズ付きフィルム、写真表現

本研究では、自然体験活動中に幼児がレンズ付きフィルムで撮影した写真を収集・分類整理し、表現上の特徴を

探ることを試みた。研究にあたって、16名の5-6歳児が、一人一台に与えられたレンズ付きフィルム（上限

39枚）で撮影した444枚の写真を収集した。写っている物や場所の判別が困難でなかったものは、425枚

（96％）であり、一人あたりの平均該当数は26.56枚であった。そのうち、人が写された写真は224枚

（96％）で、一人あたりの平均該当数は14枚であった。なじみのある保育施設内でのデジタルカメラの使用を検

討した多田（2018）に対して，特定の対象の連写は本研究でも認められたが、順序性のある複数枚の画像で「運

動」や「時間経過」を表現する試みは見出し難かった。以上から、表現主体である幼児が、撮影環境や機材の種

類にどの程度慣れているかが重要な要因となることが示唆された。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

顔面表情認知におけるしぐさの影響
*渡邊 伸行1、河崎 翔太1 （1. 金沢工業大学）

キーワード：表情認知、しぐさ、感情的評価

本研究では、顔面表情の感情的評価にしぐさが及ぼす影響について検討することを目的とした。モデル2名に表情

4種類 (喜び、驚き、怒り、無表情)、しぐさ9種類 (手で口を覆う、後ろ髪を触る、腕を組む、など) を組み合わせ

た演技をしてもらった静止画像、計72枚を刺激として用いた。実験では、刺激をランダムに呈示し、実験参加者

はセマンティック・ディファレンシャル (SD) 法 (Osgood et al., 1957) に基づいて、12項目の形容詞対を用いて

7件法で評価してもらった。実験で得られた評定値の平均値を用いて、因子分析を実施した結果、従来の表情認知

研究 (Russell, 1997; Takehara et al., 2002など) で繰り返し見出されてきた、評価性 (快―不快)、活動性の2因子

が抽出された。因子空間における刺激の布置を確認したところ、しぐさが表情に対する感情的評価に何らかの影

響を及ぼすことが示され、例えば腕組みの動作では表情が示す感情をより強調する効果があることが示唆され

た。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

学習を権威づける教示はテスト効果を促進するか？
*鍋田 智広1 （1. 九州女子大学）

キーワード：テスト効果、権威づけ、教育

テスト効果とは，材料の学習後に再学習をするよりも想起をする方が，記憶成績が良い効果である。本研究で

は，材料の学習後に，テスト効果を権威づける教示を与えることで記憶成績が促進されるかを検討した。心理学

の講義の受講生を参加者とした集団事態で実験を行った。すべての参加者は心理学のテキストを読んで学習し

た。続けて，参加者はテスト効果について権威づける教示を与えられる，あるいは与えられないで想起を行う条
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件，及び再学習を行う条件に分かれ，想起または再学習を行った。その後，遅延期間後に記憶テストを実施し

た。その結果，権威づけ教示あり条件となし条件とで記憶成績に有意な差は認められなかった。その一方で，再

学習条件との比較においては，権威づけ教示あり条件は有意に成績が良く，権威づけ教示なし条件には有意な差

は認められなかった。本研究は，学習を権威づける教示によってテスト効果が促進されることを示唆する。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

大学生における異性の友人／恋人関係の相違
友人関係場面における目標志向性と恋愛行動の関連から

*宮代 こずゑ1、及川 富裕伽 （1. 宇都宮大学）

キーワード：友人関係、恋愛行動、青年期

同一の課題に取り組んでいるにも関わらず, 努力量や行動は人によって異なるということがしばしば起きる。この

ような個人差が生じるのは, 課題を遂行する際に, 目標とするものが個人によって異なること, すなわち目標志向性

(goal orientation)の違いであるとされる。この目標志向性は，学業場面ではなく社会的な場面にも応用可能であ

るとされ，友人関係の構築と目標志向性の関連についても検討されている。本研究では，この友人関係場面にお

ける目標志向性が，大学生の恋愛行動経験と関連するかどうかを調査し，友人関係と恋人関係の異同について検

討した。その結果，両者に関連性は見られなかった。また親しい異性への愛情得点を相手との関係性によって比

較した結果から，恋人関係とは，相手に対する情熱を持ち，相手と繋がっているという親密性や感じられ, 何らか

の約束によって関係性を維持しようとするような人間関係であることが明らかとなった。

 
 

(2019年5月26日(日) 10:00 〜 12:00  セミナー室)

人型・非人型ロボットの掛け合いによる観察者が抱く印象変化
*上野 安澄1、水内 郁夫1、林 宏太郎2 （1. 東京農工大学機械システム工学専攻水内研究室、2. 豊橋科学技術大

学）

キーワード：人とロボットの関わり、非言語コミュニケーション、ロボット印象評価

映画「STAR WARS」で登場するR2-D2というロボットは自然言語を話さず、身振り手振りが行える人型のロ

ボットでもないが、意思を持ち人らしさを強く感じるキャラクタである。これは自然言語を用いる人型ロボット

C-3POとの掛け合いによる効果が大きいと考え、彼らと同様に、自然言語を話さない非人型ロボットに対して自

然言語を用いる人型ロボットが掛け合いをすることが非人型ロボットにもたらす印象変化を調査した。二体が掛

け合いをする条件としない条件において非人型ロボットから感じる擬人性、生物性、親近性、知性に関して2×2の

4条件に対する被験者内主観評価実験を実施した。半数の被験者グループ(11名)は掛け合いなし→掛け合いあ

り、もう半数(11名)は逆の順番で印象評価をした。掛け合いがない場合と比べ、掛け合いがある場合の方が全項目

は有意に高く、擬人性に関しては評価順序と掛け合いの有無に交互作用が見られた。


