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部分遮蔽刺激を用いたアモーダル補完時の単純接触効果の検討 1）
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�e mere exposure e�ect on amodal completion for partly occluded stimuli

Akitoshi TOMITA, Soyogu MATSUSHITA and Kazunori MORIKAWA （Osaka University）

�e mere exposure e�ect （MEE） refers to the phenomenon where repeated exposure to a stimulus re-
sults in an increased liking for that stimulus. When a shape is partly occluded, observers usually perceive the 
contours to be continuous （i.e., amodally completed） behind the occluders. �is study investigates whether 
the MEE would occur primarily for amodally completed shapes （i.e., perceived shapes） or for physically in-
put shapes. We used novel contour shapes as the stimuli, which were overlaid with square-wave grating oc-
cluders （i.e., stripes） of various widths. During the exposure phase of the experiments, 50％-occluded shapes 
were repeatedly presented to the observers. During the rating phase, the observers rated the likeability of the 
same 50％-occluded stimuli, non-occluded stimuli, and stimuli 50％-occluded by gratings that were half-cy-
cle shi�ed. �e results of three experiments showed a signi�cant MEE only for the 50％-occluded stimuli that 
were presented exactly the same at both the exposure and the rating phases. Another experiment con�rmed 
that these stimuli were indeed perceived as amodally completed. �ese �ndings indicate that the MEE for 
partly occluded stimuli occurs primarily to physically input shapes, not to perceived shapes.

Key words:  mere exposure e�ect, amodal completion, perceptual completion, liking, preference

単純接触効果とは，繰り返し刺激に接触することでその刺激の評定値がポジティブに変化することであ
る．先行研究では，高次認知処理過程の介入を想定したとき，単純接触効果は脳内で生成されたイメージの
形状と一致する刺激に対しても生じることが示されつつある（Craver-Lemley & Bornstein, 2006; Yagi et al., 
2009）．しかし，高次認知機能の介入を想定しないとき，接触時に視覚的に入力された刺激の形状と脳内で
生成されたイメージの形状のどちらに単純接触効果が強く現れるのか明らかではない．本研究では，アモー
ダル補完事態において，刺激の視覚的に入力された際の刺激形状と脳内で生成されたイメージ形状のどちら
に強く単純接触効果が生じるのか検討した．アモーダル補完事態では視覚入力時の形状は断片的であるのに
対して，脳内で生成されたイメージの形状は補完されて完全な形になる．実験では部分的に遮蔽された刺激
と接触したあと，接触刺激と同一形状の刺激（アモーダル補完前の形状）と，アモーダル補完された後の刺
激（アモーダル補完後の形状）のどちらに単純接触効果が強く現れるのか検討した．実験の結果，単純接触
効果は接触した刺激と同一形状の刺激（アモーダル補完前の形状）に強く現れた．そのため，アモーダル補
完事態では，脳内で生成されたイメージの形状よりも接触時に視覚的に入力された形状と一致する刺激に単
純接触効果が強く現れることが示された．
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何度も同じ対象に繰り返し接触することで，その対象
への評価がポジティブに変化する現象は単純接触効果
（mere exposure e�ect）と呼ばれる（Zajonc, 1968）．実
験場面では，単純接触効果はある刺激を単純に繰り返し
提示したあと，好意度などの感性的な評定を行うことで
測定される．
これまでの多くの先行研究では，刺激に対して文字ど

おり単に接触する（強化を伴わず接触する）実験手続き
で検討が行われてきた．それゆえ単純接触効果は，無意
識的で，自動的な処理で生じると考えられている
（Bornstein, 1989; Zajonc, 1968）．先行研究では単純接
触効果の特性を明らかにするための検討が行われてき
た．例えば，効果を生じさせやすい刺激の提示時間や提
示方法，繰り返しの回数，刺激の種類，刺激の属性，評
定尺度，参加者の属性，持続時間などが検討されてきた
（レビューとして，Bornstein, 1989; 生駒，2005; 宮本，

2008）．単純接触効果の生起メカニズムのモデルには，
知覚的流暢性誤帰属モデル（Bornstein & D’Agostino, 
1992）やヘドニック流暢性モデル（Topolinski & Strack, 
2009; Winkielman & Cacioppo, 2001）が知られている．
これらのモデルでは，刺激に反復接触することで接触刺
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激の処理が流暢になることを仮定する．そして，その流
暢性がもとになり接触刺激の感性評価がポジティブに変
化 す る と し て い る（Bornstein & D’Agostino, 1992; 
Topolinski & Strack, 2009; Winkielman & Cacioppo, 
2001）．
近年は，実際には接触していない刺激であっても，そ
の刺激に関連するイメージが脳内で生成され保持されて
いれば単純接触効果が生じることが示されつつある． 
例えば，Seamon, Ganor-Stern, Crowley, Wilson, Weber, 
O’Rourke, & Mahoney （1997）の研究では，反復提示さ
れた刺激そのものと，接触刺激の鏡像刺激，拡大（縮
小）刺激に対しても単純接触効果が観測された．また，
Monahan, Murphy, & Zajonc （2000）の研究では接触刺
激と類似した刺激にも好意度評定値の上昇が見られ，類
似刺激にも単純接触効果が観測された．そのほかには，
顔を刺激として用いた研究でも検討がなされている．例
えば，接触した顔の平均顔に単純接触効果が生じる
（Rhodes, Halberstad, & Brajkovich, 2001; 富田・森川，
2010; ただし，Rhodes, Halberstad, Je�ery, & Palermo, 
2005），接触時と角度が異なる顔刺激に単純接触効果が
生じる（Kramer & Parkinson, 2005; 川上・吉田，2011），
複数の表情の顔と接触したほうが，単一表情の顔と接触
した場合よりも単純接触効果が強く現れる（川上・吉
田 , 2011）といった現象が知られている．顔を用いた研
究は，それ以外の研究と同列に扱うのに慎重になるべき
とも言えるが 2），顔を用いた研究やSeamon et al. 
（1997），Monahan et al. （2000）の研究は，接触刺激と
異なる刺激に対しても単純接触効果が生じることを示
す．つまり，単純接触効果が脳内で生成され保持されて
いるイメージの形状に生じることを示す．
では，接触時に入力された刺激の形状と脳内で何らか
の処理が行われたあとの刺激のイメージ形状のどちらに
強く単純接触効果が生じるのだろうか．いくつかの研究
では，高次認知機能の介入により，接触時に入力された
刺激の形状と保持されている刺激イメージの形状が異な
る事態を設定し検討が行われている．例えば，Yagi, 
Ikoma, & Kikuchi （2009）は選択的に注意を向けた刺激
に単純接触効果が生じることを示した．Yagi et al. （2009）
の結果は，接触時に入力された形状そのものよりも，脳
内で処理し保持している刺激形状に一致する刺激に対し
て強く単純接触効果が生じることを示す．また，Craver-

Lemley & Bornstein （2006）は，多義図形と接触する際
に片方の図形解釈に方向づける教示を行うことで教示と
一致する方向に歪めた図形に単純接触効果が大きく生じ
ることを示した．これらの研究は，高次認知機能の介入
が行われたとき，接触時に入力されたままの刺激形状よ
りも脳内で生成され保持されているイメージの形状に優
先的に単純接触効果が生じることを示す（そのほかに，
布井・吉川（2008），松田（2008），八木・菊地（2009）
などがある）．
しかし，高次認知機能の介入を想定した研究は，介入
を想定しない研究と容易に比較してよいのか不明であ
る．Yagi et al. （2009）やCraver-Lemley & Bornstein （2005）
の研究結果は，脳内で生成され保持されているイメージ
形状への単純接触効果の優位性を示している．しかし，
これらの結果は，顕在的な高次認知機能の介入による結
果なのか，高次認知機能の介入がない場合でも生じうる
結果なのか明らかでない．そのため，高次認知機能の介
入を想定しない，単に接触する状況（閾下提示など）で
行われた古典的な単純接触効果研究（例えば，Born-
stein & D’Agostino, 1992; Kunst-Wilson & Zajonc, 
1980; Zajonc, 1968）と容易に比較してよいのか疑問で
ある．この問題を取り除くために，顕在的な高次認知機
能の介入を必要としない接触事態で検討を行うべきと言
える．
顕在的な高次認知機能の介入がなく，接触時に入力さ
れる刺激形状と保持される刺激のイメージの形状が異な
る事態として，アモーダル補完（amodal completion）
がある（またはアモーダル知覚，amodal perception）．
アモーダル補完は部分的に遮蔽された刺激に対して，網
膜イメージが存在しないにもかかわらず遮蔽部分に対応
するイメージが存在しているかのように知覚される現象
である（Michott, �inés, & Crabbé, 1991; 高島・藤井・
椎名，2010）．アモーダル補完が生じるとき，接触時に
入力される刺激形状は遮蔽されているが，脳内では遮蔽
部分が補完される．そのため，同一の刺激から形状の異
なる2種類の刺激イメージを設定できる．アモーダル補
完にかかわる反応は視覚野のV1領域で認められている
ため（Sugita, 1999），アモーダル補完は，初期の視覚情
報処理段階で自動的に生じていると考えられる．この現
象の生起に特別な教示は必要ないため，顕在的な高次認
知機能の介入なしに，入力時の刺激形状と脳内で保持さ
れる刺激イメージの形状とが異なる事態を設定できる．
本研究では，アモーダル補完の生じる事態を利用し，
補完前の刺激形状と補完後の刺激形状のどちらに強く単
純接触効果が生じるのか検討した．そうすることで，顕
在的な高次認知機能の介入が行われない場合，視覚的に
入力された際の刺激形状と脳内で生成された刺激のイ
メージ形状のどちらに強く単純接触効果が生じるのか検

2） 顔はほかの物体と異なる脳部位で処理されている可能
性が高いとされる（Kanwisher, McDremott, & Chun, 
1997）．加えて，顔は検出速度が非常に速く（Hershler 
& Hochstein, 2005），顔でない物体も顔と認識しまうこ
とがあるとされている（Hadjikhani, Kveraga, Naik, & 
Ahlfors, 2009）．また，顔の情動的な処理は別経路でな
されている可能性も指摘されている（Johnson, 
2005; Palmero & Rhodes, 2006）．
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討できる．
実験において，実験参加者はまず部分的に遮蔽された
刺激と接触し，その後，刺激がアモーダル補完される前
の形状と補完されたあとの形状に対して好ましさ評定を
行った．単純接触効果が脳内で生成されたイメージの形
状に強く生じるのであれば，アモーダル補完後の形状の
好ましさ評定値が上昇すると予測される．対して，単純
接触効果が視覚入力時の刺激形状に強く生じるのであれ
ば，アモーダル補完前の形状の好ましさ評定値が上昇す
ると予測される．

実　験　1

アモーダル補完が生じる刺激と接触した場合，アモー
ダル補完後の形状とアモーダル補完前の形状のどちらに
単純接触効果が強く生じるのか検討した．実験では，単
純接触効果の測定に4種類の刺激を用いた．刺激は，図
形を部分的に遮蔽した刺激（遮蔽あり刺激 ; Figure 1a），
遮蔽していない図形刺激（遮蔽なし刺激 ; Figure 1b），
遮蔽あり刺激の遮蔽位置を変更した刺激（遮蔽位置変更
刺激 ; Figure 1c），遮蔽あり刺激の遮蔽されている部分
を想定外の異なる形で補完した刺激（遮蔽部形状変更刺
激 ; Figure 1d）であった．
脳内で生成されたイメージの形状に単純接触効果が強
く生じるのであれば，単純接触効果はアモーダル補完後
の形状に生じるため，遮蔽あり刺激よりも遮蔽なし刺激
に強く生じると予測される．それに対して，接触時に入
力された刺激の形状に強く単純接触効果が生じるのであ
れば，単純接触効果はアモーダル補完前の形状に強く生
じるため，遮蔽なし刺激よりも遮蔽あり刺激に単純接触
効果が生じると予測される．また，脳内で生成されたイ
メージと一致する部分があると単純接触効果が生じるの
であれば，遮蔽あり刺激，遮蔽なし刺激，遮蔽位置変更
刺激，遮蔽部形状変更刺激のすべてに単純接触効果が生
じると予測される．入力時の刺激形状と一致する部分が
あると単純接触効果が生じるのであれば，遮蔽あり刺
激，遮蔽なし刺激，遮蔽部形状変更刺激に単純接触効果
が生じると予測される．
方法
参加者　実験参加者は大学生および大学院生31名で
あった（男性4名，女性27名）．参加者の平均年齢は
21.10歳，標準偏差は1.20歳であった．
装置　実験装置はUNIV製デスクトップコンピュー

タSoloと IO DATA製19インチ液晶ディスプレイLCD-
AD195VB（解像度1,280×1,024，リフレッシュレート
75 Hz）であった．
刺激　実験刺激は遠藤・齋木・中尾・齋藤（2003）
の無意味輪郭図形をもとにして作成された．刺激の質を
均一にするために予備調査 3）が行われ，好ましさがなる

べく等しく，遮蔽された際の補完形状が等しい図形64
枚が使用された．本研究で使用された図形の評定値は7
段階の好ましさ評定（1：非常に好ましくない～7：非
常に好ましい）で平均評定値が3.88，標準偏差0.31で
あった（最大4.6，最小3.4）．図形の大きさは平均
73.14 pixel×72.92 pixel，標準偏差5.75 pixel×6.73 pixel
であった（最大85 pixel×84 pixel，最小55 pixel×52 pixel）．
図形64枚すべてに対して遮蔽あり刺激，遮蔽なし刺激，
遮蔽位置変更刺激，遮蔽部形状変更刺激が作成された．
遮蔽あり刺激は図形が幅5 pixel高さ100 pixelの5本の

Figure 1. Examples of stimuli presented in Experi-
ment 1 （a–d）, Experiment 2 （a and e）, 
Experiment 3 （f–m）, and Experiment 4 
（a and c）. �e examples in the top two 
rows are （a） partly occluded stimulus, 
（b） non occluded stimulus, （c） stimulus 

with changed occluded position, （d） un-
usually completed stimulus, and （e） 
stimulus in front of occluding bars. �e 
examples in the third row are （f） stimu-
lus occluded by 2 pixel-wide bars, （g） 
stimulus occluded by 4 pixel-wide bars, 
（h） stimulus occluded by 6 pixel-wide 

bars, and stimulus occluded by 8 pixel-
wide bars. �e examples in the bottom 
row are the same as those in the third 
row except that the position of bars is 
shifted so that the visible parts in  
（f）–（i） are occluded in （j）–（m） and the 

occluded parts in （f）–（i） are visible in 
（j）–（m）.
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バーにより等間隔に遮蔽されたものであった（Fig-
ure 1a）．遮蔽なし刺激は，図形そのものを刺激とした
ものであった（Figure 1b）．遮蔽位置変更刺激は遮蔽あ
り刺激の遮蔽バーの位置を半サイクルずらし，遮蔽位置
を変更した刺激であった（Figure 1c）．遮蔽部形状変更
刺激は遮蔽あり刺激の遮蔽されていた部分が，ゲシュタ
ルトの法則を乱すように補完されたものであった 4）

（Figure 1d）．加えて，予備調査で作成し実験刺激とし
て用いなかった図形から遮蔽あり刺激10枚を作成し
フィラー刺激として用いた．すべての刺激は100 pixel
×100 pixel（視覚にして3.8×3.8度）の正方形内に描画
された．
なお実験に用いた図形は，（遮蔽などの操作を行わな

い）元の図形を繰り返し提示することで単純接触効果が
生じることが予備実験で確認されていた（Appendix 
A）．
手続き　実験はすべてコンピュータ上で行われた．観

察距離は装置で固定されず，約60 cmであった．実験は
接触段階と評定段階から構成された．
接触段階では，図形64枚のうち48枚がすべて遮蔽あ
り刺激として提示された（残りの図形16枚は評定段階
でのみ提示された）．遮蔽あり刺激48枚のうち16枚が1
回，16枚が6回，16枚が12回提示された．刺激提示系
列の最初と最後に5枚ずつフィラー刺激が提示された．
したがって，刺激は合計で314回提示された．フィラー

刺激以外の遮蔽あり刺激はランダム順に提示されたが，
同じ刺激が連続で提示されないよう調節した．接触段階
が始まると，注視点が2,000 ms表示され，その後ディス
プレイの中心に刺激が順に提示された．各刺激は500 ms提
示され 5），刺激提示間隔は500 msであった．接触段階
では実験参加者に刺激をよく見て，見逃さないよう教示
した．接触段階のあと，評定段階の教示を4分間行い評
定段階に移った．
評定段階では，接触段階で提示された図形48枚と接
触段階で提示されなかった図形16枚が提示された．そ
のため，接触段階では合計64枚の図形が提示された．
図形64枚のうち16枚は遮蔽あり刺激として提示され
た．16枚の遮蔽あり刺激は，接触段階で1回提示された
図形4枚，6回提示された図形4枚，12回提示された図
形4枚，接触段階で提示されなかった図形4枚から構成
された．遮蔽あり刺激として提示された図形と異なる図
形が，遮蔽なし刺激，遮蔽位置変更刺激，遮蔽部形状変
更刺激に16枚ずつ割り振られて提示された．遮蔽なし
刺激16枚，遮蔽位置変更刺激16枚，遮蔽部形状変更刺
激16枚も，遮蔽あり刺激と同様に接触段階で1回提示
された図形4枚，6回提示された図形4枚，12回提示さ
れた図形4枚，接触段階で提示されなかった図形4枚か
ら構成された．各条件に割り振られる図形はランダムに
選ばれた．刺激は1,000 msずつ提示された．参加者は
刺激が消えたあと，提示された刺激の好ましさを評定し
た．評定は7段階であった（1：非常に好ましくない～
7：非常に好ましい）．評定はキー押しで行われた．
実験計画　独立変数は刺激の提示回数4水準（0, 1, 6, 

12回）と評定時の刺激の種類4水準（遮蔽あり，遮蔽な
し，遮蔽位置変更，遮蔽部形状変更）の2要因であり，
両要因とも参加者内要因であった．従属変数は好ましさ
評定値であった．
結果と考察
好ましさ評定値の差を調べるために，刺激の提示回数
と評定時の刺激の種類を要因とした参加者内2要因分散
分析を行った （Figure 2）．その結果，提示回数と評定時
の刺激の種類に主効果が見られた（F（3, 90）＝7.23,  
η p

2＝.19, p＜.001; F（2.55, 76.40）＝91.28, η p
2＝.75,  

p＜.001）6）．また，提示回数×評定時の刺激の種類に交
互作用が見られたため（F（5.35, 160.55）＝2.51, η p

2＝.08, 
p＝.009）6），評定時の刺激の種類ごとに単純主効果の検
定を行った．評定時の刺激の種類が，遮蔽あり刺激と遮
蔽位置変更刺激のとき，提示回数の単純主効果が見られ
た（F（3, 28）＝4.58, η p

2＝.33, p＝.010; F（3, 28）＝3.45,  

3） 予備調査は24名（女性9名，男性15名）の参加者によ
り行われた．平均年齢は22.4歳，標準偏差は1.50歳で
あった。参加者は三つの課題を行った．調査は用紙で
行った．一つ目の課題は無意味輪郭図形（遠藤ら，
2003）の好ましさ評定であった（7段階：全く好ましく
ない1～とても好ましい7）．二つ目の課題は，部分的に
遮蔽された無意味輪郭図形（Figure 1a）の好ましさ評
定であった（7段階）．三つ目の課題は，部分的に遮蔽
された図形の遮蔽部分を描く課題であった．予備調査
に用いた刺激は無意味輪郭図形100枚とそれらの図形を
遮蔽した刺激100枚であった．100枚の図形は50枚ずつ
のA群，B群に分けられた．参加者の半数はA群と部分
的に遮蔽されたB群に対して好ましさ評定を行い，部
分的に遮蔽されたB群の遮蔽部分を描いた．参加者の
残りの半数は，B群と部分的に遮蔽されたA群の好まし
さ評定を行い，部分的に遮蔽されたA群の遮蔽部分を
描いた．その結果，参加者全員が描いた遮蔽部分の形
状が同じであった図形64枚を実験刺激とした．元の図
形と参加者の描いた形状が異なった場合，参加者の描
いた形状をもとに図形の形状を変更した．実験刺激と
して採用された刺激の遮蔽前の評定値と遮蔽後の評定
値の差は平均で0.1であった．

4） 補完部分にアモーダル補完と異なる形状で補完を行っ
た場合も，単純接触効果が生じるのか検討するために
設けた．一般にアモーダル補完はゲシュタルトの法則
（良い連続や良い形の要因）に基づき行われるとされて
いる（高島他，2010; Wouterland & Boseline, 1992）．

5） アモーダル補完は提示時間200 ms以上で生じるとされ
ている（Sekuler & Palmer, 1992）．

6） Mauchlyの球面性検定が棄却されたためGreenhouse-
Geisserのεにより自由度を調節した．
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η p
2＝.27, p＝.030）．遮蔽あり刺激条件では好ましさ評 
定値は0回提示より6回提示（t（30）＝－2.84, r＝.46,  
p＝.048），0回提示より12回提示（t（30）＝－3.71, r＝.56, 
p＝.005）のほうが高かった．提示回数の増加に伴い好
ましさ評定値が上昇したことから遮蔽あり刺激に単純接
触効果が生じることが明らかになった．遮蔽あり刺激は
アモーダル補完が生じる前の刺激形状であった．すなわ
ち，単純接触効果はアモーダル補完前の刺激形状に生じ
た．
遮蔽位置変更刺激は，6回提示より12回提示のほうが
好ましく判断された（t（30）＝－3.10, r＝.49, p＝.025）．
しかし，6回提示および12回提示は0回提示および1回
提示との間に差が示されなかった（すべてp＞.1）．遮蔽
なし刺激と遮蔽部形状変更刺激の好ましさ評定値には，
提示回数による有意な差は見られなかった（F（3, 28）＝
1.67, η p

2＝.15, n.s.; F（3, 28）＝0.50, η p
2＝.05, n.s.）．

遮蔽位置変更刺激の6回提示と12回提示の間の差が
単純接触効果によるものと呼べるのか調べるために，低
提示回数（0, 1回提示）の平均値と高提示回数（6, 12回
提示）の平均値を比較した．単純接触効果は提示回数の
増加に伴い効果が強くなっていくとされ，効果が最大を
示すのは20～29回程度とされている（Bornstein, 
1989）．そのため，単純接触効果が生じていたならば，
遮蔽位置変更刺激の6, 12回提示の平均評定値は，0, 1回
提示の平均評定値よりも高くなるはずである．また，先
行研究では低提示回数と高提示回数を比較し単純接触効
果を検討する場合もある（Monahan et al., 2000）．この
ことから，本研究でも低提示回数（0, 1回提示）の平均

値と高提示回数（6, 12回提示）の平均値を比較した．
その結果，提示回数と評定時の刺激の種類に主効果が見
られ，提示回数×評定時の刺激の種類に交互作用が見ら
れた（F（1, 30）＝9.66, η p

2＝.24, p＜.001; F（1.89, 56.78）＝91.28, 
η p

2＝.75, p＜.001; F（3, 90）＝3.01, η p
2＝.09, p＝.034）6）．

評定時の刺激の種類ごとに単純主効果の検定を行うと，
遮蔽あり刺激で提示回数の効果が見られた（F（1, 30）＝
10.12, η p

2＝.25, p＝.003）．遮蔽位置変更刺激および，遮
蔽なし刺激，遮蔽部形状変更刺激では提示回数の効果が
見られなかった （F（1, 30）＝0.10, η p

2＝.00, n.s.; F（1, 30）
＝0.00, η p

2＜.01, n.s.; F（1, 30）＝2.66, η p
2＝.08, n.s.）． 単

純接触効果は遮蔽あり刺激に観測され，遮蔽なし刺激お
よび遮蔽位置変更刺激，遮蔽部形状変更刺激には観測さ
れなかった．
故に，単純接触効果はアモーダル補完前の形状に観測
され，アモーダル補完後の形状には観測されなかった．
そのため，単純接触効果は脳内で形成されたイメージの
形状よりも視覚入力時の刺激形状に強く生じることが認
められた．
本実験では単純接触効果は，アモーダル補完時には脳
内で生成されたイメージの形状よりも入力時の刺激形状
に強く生じることが示された．先行研究では高次認知機
能による介入がある場合，入力時の刺激形状よりも，脳
内で生成されたイメージの形状に強く単純接触効果が 
生じるとされている（Craver-Lemley & Bornstine, 2006;  
Yagi et al., 2009）．それに対して，高次認知機能による
介入の必要がないアモーダル補完が生じるような事態で
は，脳内で生成されたイメージの形状よりも入力時の刺
激形状に単純接触効果が強く現れることが示された．

実　験　2

実験1では，アモーダル補完前の刺激形状に単純接触
効果が強く生じた．つまり，アモーダル補完後の形状と
一致する刺激よりも，視覚入力時の刺激形状と一致する
刺激（アモーダル補完前の形状）に単純接触効果が強く
生じた．
単純接触効果が遮蔽なし刺激に対して起こらなかった
理由として，実験1で用いた遮蔽なし刺激が脳内のイ
メージを再現できていなかった可能性がある．しかしな
がら，補完後の無意味輪郭図形が，われわれが用いた遮
蔽なし刺激と異なる形状になる可能性は低い．遮蔽刺激
を補完した場合に遮蔽なし刺激の図形になることは前述
の予備調査で確認されているためである．したがって，
無意味輪郭図形の形状以外の点で異なっていたと考えら
れる．
脳内で保持されているアモーダル補完後のイメージに
遮蔽バーが含まれていたのであれば，実験1の遮蔽なし
刺激はアモーダル補完後のイメージの形状と一致しない

Figure 2. Liking rating for stimuli presented in 
Experiment 1. Error bars represent the 
standard error.
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と言える．実験1では遮蔽あり刺激（Figure 1a）の補完
後の形状として，無意味輪郭図形のみが描かれた刺激
（遮蔽なし刺激 ; Figure 1b）を採用していたが，補完後
の形状は遮蔽バーを含んでいた（Figure 1e）可能性も
ある．脳内で保持されているイメージが遮蔽バーを含ん
でいた場合（Figure 1eであった場合），実験1の遮蔽な
し刺激（Figure 1b）は保持されているイメージの形状
と異なるため単純接触効果が生じなかった可能性があ
る．したがって，遮蔽バーの上に補完形状が描かれたよ
うな図形をアモーダル補完後の形状として検討する必要
がある．実験2では実験1の遮蔽なし刺激の代わりに，
灰色の遮蔽バーの上に図形が描かれた刺激（Figure 1e）
を遮蔽部透視刺激として用い検討した．実験2では，遮
蔽あり刺激をアモーダル補完前の形状とし，遮蔽部透視
刺激をアモーダル補完後の形状とした．実験参加者は遮
蔽あり刺激と接触したあと，遮蔽あり刺激と遮蔽部透視
刺激に対して好ましさ評定を行った．アモーダル補完前
の形状に単純接触効果が強く生じるのであれば，遮蔽あ
り刺激の好ましさ評定値が上昇すると予測される．ア
モーダル補完後の形状に単純接触効果が強く生じるので
あれば遮蔽部透視刺激の好ましさ評定値が上昇すると予
測される．
方法
参加者　実験参加者は大学生および大学院生28名で
あった（男性11名，女性17名）．平均年齢は20.79歳，
標準偏差1.72歳であった．
装置　すべての装置は実験1と同じであった．
刺激　刺激は，実験1で用いた遮蔽あり刺激64枚お

よびフィラー刺激10枚と遮蔽部透視刺激64枚であっ
た．遮蔽部透視刺激の図形の形状は，実験1の遮蔽なし
刺激と同じであったが，灰色のバーに上書きするように
図形が描写された刺激であった（Figure 1e）．
手続き　実験はすべてコンピュータ上で行われた．観
察距離は装置で固定されず，約60 cmであった．実験は
接触段階と評定段階から構成された．
接触段階で提示された刺激は24枚の遮蔽あり刺激と

10枚のフィラー刺激であった．遮蔽あり刺激24枚のう
ち，8枚が1回，8枚が6回，8枚が12回提示された．遮
蔽あり刺激の提示順はランダムであったが，同じ刺激が
連続で提示されないように調節した．刺激提示系列の最
初と最後に5枚ずつフィラー刺激が提示された．そのた
め，刺激は合計で162回提示された．刺激の提示時間は
500 msであり，刺激提示間隔は500 msであった．
評定段階では，接触段階で提示された図形24枚と接
触段階で提示されなかった図形8枚が提示された．その
ため，評定段階では32枚の図形が提示された．評定段
階で提示された図形のうち16枚は遮蔽あり刺激として
提示された．遮蔽あり刺激16枚は，接触段階で1回提

示された図形4枚，6回提示された図形4枚，12回提示
された図形4枚，接触段階で提示されなかった図形4枚
から構成された．遮蔽あり刺激として提示した図形と別
の図形16枚が遮蔽部透視刺激として提示された．評定
段階では刺激は1,000 ms提示された．実験参加者の課
題は画面から刺激が消えたあと，刺激の好ましさをキー
押しによって評定することであった．評定は7段階で
あった（1：非常に好ましくない～7：非常に好ましい）．
実験計画　独立変数は提示回数4水準（0, 1, 6, 12回）
と評定時の刺激の種類2水準（遮蔽あり，遮蔽部透視）
の2要因であり，両要因とも参加者内要因であった．従
属変数は好ましさ評定値であった．
結果と考察
好ましさ評定値の差を調べるため，提示回数と評定時
の刺激の種類を要因とした参加者内2要因分散分析を
行った（Figure 3）．その結果，評定時の刺激種類に主
効果が見られた（F（1, 27）＝44.32, η p

2＝.62, p＜.001）．
また，提示回数×評定時の刺激の種類に交互作用が見ら
れた（F（3, 81）＝3.00, η p

2＝.10, p＝.036）．そのため，評
定時の刺激の種類ごとに単純主効果の検定を行った．単
純主効果の検定の結果，遮蔽あり刺激に提示回数の効果
が見られ（F（3, 81）＝3.48, η p

2＝.33, p＝.017），好ましさ評 
定値は1回提示より12回提示のほうが高かった（t（27）＝
－3.50, r＝.56, p＝.010）．遮蔽部透視刺激には単純主効
果が見られなかった（F（3, 81）＝0.64, η p

2＝.07, n.s.）．実
験1と同様に低提示回数（0, 1回提示）と高提示回数（6，
12回提示）との比較を行うと，評定時の刺激の種類の
主効果と提示回数×評定時の刺激の種類の交互作用の傾
向が見られた（F（1, 27）＝44.32, η p

2＝.62, p＜.001; F（1, 27）＝ 

Figure 3. Liking rating for stimuli presented in 
Experiment 2. Error bars represent the 
standard error.
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3.85, η p
2＝.13, p＝.060）．単純主効果の検定の結果，遮

蔽あり刺激のみで提示回数の効果が見られた（F（1, 27）＝ 
5.15, η p

2＝.16, p＝.032）．そのため，単純接触効果が観測
されたのは遮蔽あり刺激のみであった．
遮蔽バーの上に図形を描いた条件（遮蔽部透視刺激）

においても，アモーダル補完後の形状よりもアモーダル
補完前の形状と一致する刺激に単純接触効果が認められ
た．そのため，アモーダル補完時には，脳内で生成され
たイメージよりも，視覚入力時の刺激形状と一致する刺
激に単純接触効果が強く生じることが示された．

実　験　3

実験1, 2において，アモーダル補完事態では，補完に
よって脳内で生成されたイメージの形状よりも，視覚入
力時の形状と一致する刺激に優先的に単純接触効果が生
じることが示された．
しかし，実験1，2では刺激の間の主観的な差異の認
識によって単純接触効果が生じにくかった可能性もあ
る．実験1，2で用いた遮蔽あり刺激（Figure 1a）と遮
蔽位置変更刺激（Figure 1c）（および，遮蔽なし刺激，
遮蔽部透視刺激）は遮蔽部分が補完されることにより同
一の図形として認識される．また同時に，遮蔽バーの位
置（存在）などから意識的に同一な（identical）刺激と
は認識されていないはずである．それに対して，例え
ば，Figure 1fと jは，実験1で用いたFigure 1aとcと同
様に遮蔽位置が異なる2刺激だが，Figure 1fと jは同一
刺激と認識される可能性があるほど差異が小さく見え
る．しかし，Figure 1fと jは遮蔽位置が異なるため物理
的に異なる刺激である．実験1, 2において，脳内で形成
された刺激よりも視覚入力時の形状に単純接触効果が強
く生じたのが，評定時の刺激への主観的な差異の認識に
基づくものでないならば，主観的には同一と思えるほど
差異の小さな刺激であっても物理的に異なる刺激に対し
ては単純接触効果は生じないはずである．
アモーダル補完は物理的に存在しない形状を脳内で補
完することであるため，不確実性が高いと言える．しか
し，アモーダル補完はゲシュタルトの法則（良い連続や
良い形の要因）に基づき行われると考えられているため
（高島他，2010; Wouterland & Boseline, 1992），遮蔽バー
の空間周波数を高め（すなわち遮蔽バーを細かくし），
遮蔽されている図形の連続性が容易に検出されるとき，
不確実性が低減すると考えられる．そのため，遮蔽バー
が細かくなるにつれて，遮蔽位置が異なる刺激同士の主
観的な識別が困難になると言える （Figure 1f–m）．そこ
で，遮蔽刺激の遮蔽バーが細かくなることで，アモーダ
ル補完の不確実性を低減させ，事前に接触した刺激と評
定される刺激の主観的な識別が困難な事態を設定した．
実験3では，主観的には事前に接触した刺激との識別

が困難な刺激であっても，接触刺激と異なる刺激には単
純接触効果は生じないのか検討した．検討のため，刺激
の遮蔽バーの細かさを段階的に変化させることで，ア
モーダル補完による補完の不確実性を操作した．接触し
た刺激と評定される刺激を主観的に区別できることが単
純接触効果の生起を妨げているのであれば，遮蔽バーが
細かい条件ほど単純接触効果は強く生じるはずである．
主観的な判断とは無関係に，接触時と視覚的な入力が同
じ刺激に単純接触効果が強く生じるのであれば，遮蔽位
置の異なる刺激には単純接触効果が生じないはずであ
る．
方法
参加者　実験参加者は大学生および大学院生30名で
あった（男性11，女性19名）平均年齢は21.43歳，標
準偏差3.04歳であった．
装置　すべての装置は実験1と同じであった．
刺激　実験1，2で用いた64図形が2 pixel，4 pixel，

6 pixel，8 pixelの細かさで遮蔽された刺激が作成された
（遮蔽A刺激 : Figure 1f–i）．さらに，それぞれの刺激に
対して遮蔽位置がずらされた刺激も作成された（遮蔽B
刺激 : Figure 1j–m）．すべての刺激は遮蔽の細かさが異
なるが遮蔽率は同じであった．そのため，図形はすべて
約50％遮蔽されていた．
手続き　実験手続きは以下の点を除き実験1と同じで

あった．接触段階では遮蔽A刺激または遮蔽B刺激が
48枚提示された．遮蔽A刺激と遮蔽B刺激のどちらが
提示されるからはランダムであった．提示された48刺
激は，16刺激ずつの3グループに分けられた．3グルー
プはすべて，2 pixel遮蔽刺激4枚，4 pixel遮蔽刺激4枚，
6 pixel遮蔽刺激4枚，8 pixel遮蔽刺激4枚により構成さ
れた．図形のグループへの割り当てはランダムであっ
た．3グループは，1回提示，6回提示，12回提示のい
ずれかに振り分けられた．3グループがどの提示回数に
割り当てられるかはランダムであった．評定段階では，
接触段階で提示された刺激48枚が遮蔽位置が変更され
て提示された（遮蔽A刺激は遮蔽B刺激として提示さ
れ，遮蔽B刺激は遮蔽A刺激として提示された）．それ
に加えて，接触段階で提示されなかった刺激16枚が提
示された．したがって，評定段階では刺激64枚が提示
された．評定段階で初めて提示された刺激16枚は
2 pixel遮蔽刺激4枚，4 pixel遮蔽刺激4枚，6 pixel遮蔽
刺激4枚，8 pixel遮蔽刺激4枚から構成された．評定段
階で初めて提示された刺激は，遮蔽A刺激，遮蔽B刺激
からランダムに選択された．
実験計画　独立変数は刺激の提示回数4水準（0, 1, 6, 

12回）と遮蔽バーの細かさ4水準 （2, 4, 6, 8 pixel） の2要
因であり，両要因とも参加者内要因であった．従属変数
は好ましさ評定値であった．
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結果と考察
好ましさ評定値の差を調べるため，提示回数と遮蔽
バーの細かさを要因とした2要因分散分析を行った．遮
蔽バーの細かさの主効果のみが有意であり，遮蔽バーが
細かいほど好ましさ評定値が高くなった（F（3, 87）＝
13.44, η p

2＝.32, p＜.001） （Figure 4）．提示回数の主効果
および提示回数と遮蔽バーの細かさの交互作用は見られ
なかった（F（3, 87）＝1.85, η p

2＝.01, n.s.; F（9, 261）＝0.53, 
η p

2＝.00, n.s.）．いずれの遮蔽バーの細かさでも提示回数
の増加によって好ましさ評定値に差は見られなかった．
また，遮蔽バーの細かさごとに提示回数の効果を検定し
たが，いずれも非有意であった（2 pixel: F（3, 87）＝1.57, 
η p

2＝.05, n.s.; 4 pixel: F（3, 87）＝0.90, η p
2＝.03, n.s.; 6 pixel: 

F（3, 87）＝0.52, η p
2＝.02, n.s.; 8 pixel: F（3, 87）＝0.52,  

η p
2＝.02, n.s.）．そのため，単純接触効果は認められな
かった．
遮蔽バーの細かさが操作され，事前に提示された刺激
との識別が困難な場合でも，接触段階で提示された刺激
と形状が異なる刺激には単純接触効果は生じなかった．
ゆえに，アモーダル補完事態では，脳内で生成されたイ
メージの形状より接触時に入力された刺激形状に一致す
る刺激に単純接触効果が優先的に生じることが示され
た．また，この結果は，意識的には区別できないような
刺激（2 pixel遮蔽A刺激（Figure 1f）と2 pixel遮蔽B刺
激（Figure 1j））であっても，好ましさ評定時には区別
して判断されている可能性も示す．

実　験　4

実験1, 2, 3では，アモーダル補完を利用して，接触時
に視覚的に入力された刺激形状とアモーダル補完によっ
て脳内で生成されたイメージの形状のどちらに対して単

純接触効果が強く生じるのか検討した．その結果，ア
モーダル補完により脳内で生成されたイメージの形状よ
りも接触時に視覚的に入力された形状（アモーダル補完
前の形状）に単純接触効果が強く生じた．しかし，本実
験で用いた刺激にアモーダル補完が生じていたかは不確
かであった．
実験4では，プライミング現象を利用して，遮蔽あり

刺激にアモーダル補完が生じるか検討した．プライミン
グ現象は先行提示した刺激（プライム刺激）への処理が
後続刺激（テスト刺激）の処理を促進する現象である．
実験では，遮蔽刺激を提示したあと，遮蔽位置変更刺激
を後続提示し同定判断を求めた．先行提示した図形と後
続提示した図形は遮蔽位置が異なり，網膜に投影される
図形部分が異なる．しかし，このとき，遮蔽位置の異な
る刺激の処理が促進したなら，先行提示した図形の遮蔽
部分がアモーダル補完により補われ，図形全体のイメー
ジが生成されていたと言える．
方法
参加者　大学生および大学院生12名であった（男性 

1名，女性11名）．平均年齢は20.9歳，標準偏差は1.24
歳であった．
実験器具　すべての装置は実験1と同じであった．
刺激　刺激は実験1で用いた遮蔽あり刺激64枚と遮
蔽位置変更刺激64枚であった．練習試行には本試行で
用いなかった図形から遮蔽あり刺激10枚と遮蔽位置変
更刺激10枚を作成し練習刺激として用いた．
手続き　実験参加者はディスプレイの約60 cm手前に

座って実験を受けた．実験開始後，画面の中心に注視点
が250 ms提示され，250 msのブランクのあと，画面の
中心にプライム刺激が提示された．プライム刺激はすべ
て遮蔽あり刺激（Figure 1a）であった．提示時間は
500 msであった．プライム刺激が消えた直後，ディス
プレイの中心から視覚左右約5.7°の位置に二つのテスト
刺激が提示された．テスト刺激はすべて遮蔽位置変更刺
激（Figure 1c）であった．テスト刺激は参加者がキー
押しを行うまで提示された．二つのテスト刺激の組み合
わせは3パターンであった．3パターンは，プライム刺
激と同じ図形の遮蔽位置変更刺激が二つ提示されるパ
ターン（Primed Same条件），プライム刺激と異なる図
形の遮蔽位置変更刺激が二つ提示されるパターン（Non 
Primed Same条件），片方はプライム刺激と同じ図形の
遮蔽位置変更刺激だが，もう片方はプライム刺激と異な
る図形の遮蔽位置変更刺激が提示されるパターン（Dif-
ferent条件）であった．実験では，Primed Same条件と
Non Primed Same条件がそれぞれ64試行，Di�erent条
件が128試行行われた．試行順はランダムであった．本
試行開始前に40試行の練習試行が行われた．したがっ
て，合計試行回数は練習試行40試行と本試行256試行

Figure 4. Liking rating for stimuli presented in 
Experiment 3. Error bars represent the 
standard error.
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の296試行であった．参加者の課題は二つのテスト刺激
が同じ図形か異なる図形かをキー押しによって判断する
ことであった．参加者にはできるだけ速く正確に判断す
ることを求めた．

Primed Same条件とNon Primed Same条件は共に，
プライム刺激とテスト刺激とで重複している箇所はな
かった．しかし，Primed Same条件の場合，プライム刺
激のアモーダル補完形状はテスト刺激の部分と一致す
る．それに対してNon Primed Same条件はプライム刺
激がアモーダル補完された形状とテスト刺激が一致しな
い．プライム刺激にアモーダル補完が生じていた場合，
Primed Same条件ではテスト刺激の処理が促進し反応時
間が短くなるが，Non Primed Same条件では処理の促
進が生じず反応時間が短くならない．そのため，
Primed Same条件のほうがNon Primed Same条件より
も反応時間が短くなると予測された．
実験計画　独立変数はテスト刺激の組み合わせ2水準

（Primed Same条件，Non Primed Same条件）の1要因
であり，参加者内要因であった．従属変数はテスト刺激
の同異判断にかかる時間であった．
結果と考察
分析は，正答試行の反応時間のみを使用した．個人内
の平均反応時間から3標準偏差より大きいデータは分析
に用いなかった．
プライミングの効果を調べるため，Primed Same条件
とNon Primed Same条件の平均反応時間を算出し t検定
を行った．その結果，Primed Same条件（平均699 ms）
の方がNon Primed Same条件（平均721 ms）よりも反
応時間が短かった（t（11）＝－3.49, r＝.53, p＝.005）．こ
のプライミング効果はプライム刺激の遮蔽部分にアモー
ダル補完が生じ，アモーダル補完によって補われた部分
がテスト刺激と一致したため生じたと言える．
実験4の刺激提示時間は実験1, 2, 3の接触段階での刺

激提示時間と同じであった．実験4においてアモーダル
補完が生じたことから，実験1, 2, 3においても遮蔽あり
刺激にアモーダル補完が生じていたと言える．
実験1, 2, 3では，接触段階で提示した刺激と物理的に
同じ刺激に単純接触効果が強く生じた．単純接触効果が
接触刺激と物理的に同じ形状の刺激に強く生じるのは，
アモーダル補完が生じていないからではなく，単純接触
効果がアモーダル補完によって脳内で生成されたイメー
ジの形状よりも接触時に視覚的に入力された際の形状と
一致する刺激に強く生じるためと言える．

総 合 考 察

本研究の目的は，アモーダル補完が生じる事態におい
て，補完によって脳内で生成されたイメージ形状と接触
時に視覚的に入力された刺激形状のどちらに単純接触効

果が強く生じるのか検討することであった．実験1, 2で
は接触段階で遮蔽あり刺激を提示し，評定段階では遮蔽
あり刺激（アモーダル補完前の形状）と遮蔽なし刺激
（実験2では遮蔽部透視刺激）（アモーダル補完後のイ
メージ形状）に単純接触効果が生じるのか検討した．そ
の結果，遮蔽あり刺激において単純接触効果が認められ
た．ゆえに，アモーダル補完事態では脳内で生成された
イメージの形状よりも視覚的に入力された際の形状に強
く単純接触効果が生じることが示された．
実験3では遮蔽バーの細かさを操作することで，補完

の不確実性を操作し，接触段階で提示した刺激と評定時
に提示された刺激が主観的に区別が難しいと想定される
状況でも，接触時に視覚的に入力された形状と異なる形
状の刺激には単純接触効果が生じないのか検討した．そ
の結果，接触時と評定時に視覚的な入力形状が異なる刺
激には単純接触効果が生じなかった．この結果は意識レ
ベルで区別できない可能性があるほど類似している刺
激，すなわち2 pixelの遮蔽刺激A群（Figure 1f）とB群
（Figure 1j）であっても，好ましさ評定時にはA群とB
群は区別されていることを示している．好ましさ評定が
前意識のレベルで決定されるとするならば（Bornstein 
& D’Agostino, 1992; 生駒，2005），前意識あるいは潜在
記憶のレベルでは網膜に投影された刺激の詳細な部分ま
で保持されている可能性がある．
実験4では実験1, 2で用いた刺激の遮蔽部分にアモー

ダル補完が生じていたことを，プライミング効果を測定
することで確認した．その結果，遮蔽刺激を提示したあ
とで遮蔽位置を変更した刺激が提示されると，その刺激
にプライミング効果が生じた．そのため，先行提示した

Figure 5. Reaction times for test stimuli in Experi-
ment 4. Error bars represent the stan-
dard error.
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遮蔽刺激にアモーダル補完が生じていたことが示され
た．
以上の結果から，アモーダル補完が生じる事態では，
単純接触効果は脳内で生成されたイメージの形状よりも
接触時に視覚的に入力された形状に強く生じることが示
された．その一方で，アモーダル補完以外の刺激を用い
た単純接触効果の先行研究では，脳内のイメージに単純
接触効果が示された例もある．それらの研究と本研究と
を比較することで，脳内で形成されたイメージへの単純
接触効果がどのような内的処理を必要としているのかを
考察することができる．
まず，Craver-Lemley & Bornstein （2006）やYagi et 

al. （2009）との違いは，接触時に顕在的な高次認知処理
を必要とするか否かである．Yagi et al. （2009）は刺激
として無意味な線画を使用している点で本研究と近い．
しかしながら，彼らの研究では，接触段階で特定の形状
に対して意図的に視覚的な選択的注意が向けられてい
た．一方で，本研究では刺激の特定の形状に対して選択
的な注意を向けるような教示は行わなかった．選択的注
意の向けられなかった刺激は抑制処理が働くとされてい
るが（Tipper, 1985），本研究においては選択的注意など
の高次認知処理からの抑制処理が働いたとは考えにく
い．また，Craver-Lemley & Bornstein （2006）は刺激
への意味的なラベル付けを行っていた．接触時の意味的
なラベル付けは接触刺激をラベル方向に歪めた脳内イ
メージを形成，促進する，または接触時の形状を抑制す
る効果があると考えられている（Carmichael, Hogan, & 
Walter, 1932）．本研究では，接触時にラベル付け教示を
行わなかった．さらに，無意味輪郭図形を用いたため，
参加者が独自に意味的なラベルを連想するという事態も
起こりにくかったと言える．そのため，高次認知処理に
よって脳内で形成された補完後のイメージ形状が促進，
または接触時の形状が抑制された可能性は低い．Crav-
er-Lemley & Bornstein （2006）やYagi et al. （2009）で
は，脳内イメージに単純接触効果が強く現れていたのに
対して，本研究では視覚的に入力された形状に強く現れ
た．脳内で形成されたイメージに単純接触効果が強く生
じるには，このような高次認知処理による抑制（促進）
処理が必要であると推測される．
また，Craver-Lemley & Bornstein （2006）では有意
味な刺激が用いられており，刺激の意味性についても本
研究と異なる．有意味な刺激は既存の意味的表象が脳内
に存在する．対して，本研究で用いた無意味輪郭図形
は，無意味であると同時に新規なため既存の表象が存在
しなかったと言える．想定しているイメージの違い（後
述）から，安易に比較できないが，その他の先行研究に
て有意味な刺激を用いた際に，脳内で形成されたイメー
ジに単純接触効果が生じている（Rhodes et al., 2001; 富

田・森川，2010）．そのため，刺激が有意味であること
は脳内で形成されたイメージに何らかの影響を与え，単
純接触効果の生じ方を変化させる可能性もある．
次に，Rhodes et al. （2001） やSeamo et al. （1997）と

の違いであるが，これらの研究では想定している処理が
異なる可能性があるため，安易に比較することはできな
い．Rhodes et al. （2001）や富田・森川（2010）などの
研究は，単一（または複数）刺激から単一イメージを形
成する事態において，何らかの形で形成された抽象的な
別のイメージに単純接触効果が般化するか否かを検討し
たものである．つまり，彼らの研究は，単純接触効果の
「般化」を検討した研究である（そのほかに，Gordon & 
Holyoak, 1983; Manza & Bornstein, 1995; Ma tsuda, 
Kusumi, 2005; Newell & Bright, 2003）．一方で，本研
究は，接触時に複数の脳内イメージが形成されることを
想定し，単純接触効果がどのイメージに対して優位に生
じるのか（またはすべてに生じるのか）を検討したもの
である（Craver-Lemley & Bornstein, 2006; Yagi et al., 
2009）．つまり本研究は，単純接触効果の「優位性」を
検討した研究である．そのため，般化を検討した研究
は，優位性を検討した研究と想定しているイメージおよ
びイメージの形成過程が異なる．般化を検討した研究で
は，ある刺激（または複数）から一つのイメージが形成
される過程で，結果的に形成された抽象的なイメージへ
の検討だが，優位性を検討した研究は，一つの刺激から
形成された複数の脳内イメージへの検討である．今後は
これらの研究で想定されているイメージの同異部分を明
らかにし，詳細に検討していくことも必要と言える．
これまで，本研究と先行研究との違いを，意図的高次
認知処理，有意味性，想定される脳内イメージといった
観点から比較してきた．これらの知見を総合的に解釈す
ると，単純接触効果は高次認知処理によってイメージが
抑制（促進）されない限り，視覚的に入力された形状に
優先的に生じると言える．しかし，この知見は刺激が無
意味であり，アモーダル補完という状況におけるもので
ある．そのため，今後確認すべきこともある．例えば，
有意味性の効果を検討するために，有意味図形における
アモーダル補完事態での単純接触効果を検討する必要が
あるだろう．アモーダル補完はゲシュタルトの法則に基
づいて生じると言われているが（高島他，2010; Wouterland 
& Boseline, 1992），経験により補完形状が変化すること
や（Takashima, Kanazawa, Yamaguchi, & Shiina, 2011），
異方性も認められている（高島他，2010）．経験による
補完形状の変化は，事前に類似した有意味な形状を経験
することで補完後のイメージが変化する可能性も示す．
このことは，部分的に遮蔽された有意味刺激と接触する
ことで3種類の異なるイメージを想定できる．アモーダ
ル補完前のイメージ形状，事前の接触経験の影響を受け
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ていない補完形状（ゲシュタルトの法則に基づくイメー
ジ形状），接触経験の影響を受けた形状（意味的な概念
に基づくイメージ形状）である．このような状況で，ど
のイメージに対して単純接触効果が強く生じるかを検討
することで，顕在的な高次認知処理を想定しない状況
で，刺激の有意味性が単純接触効果の優位性に与える影
響を検討できると考えられる．
本研究は，アモーダル補完事態において脳内で生成さ
れたイメージ形状よりも，視覚的に入力された刺激形状
に強く単純接触効果が現れることを示した．しかし，本
研究において脳内で生成されたイメージ形状に対して単
純接触効果が認められなかった原因として，以下の可能
性も考えられる．第一に評定段階でのアモーダル補完の
影響である．実験では，接触段階で提示された刺激と完
全に同一の刺激に単純接触効果が強く現れた．この結果
は，評定段階においても接触時と同じアモーダル補完が
行われる場合に単純接触効果が生じるという解釈もでき
る．これは，評定段階においても接触時と同じ補完処理
が行われた刺激にのみ単純接触効果が生じた可能性を示
す．そして，補完過程の異なる刺激には単純接触効果が
生じなかった可能性を示す．第二は，評定時の刺激間の
相対的評価の影響である．実験結果では，遮蔽あり刺激
に提示回数の効果が見られ，それ以外の刺激には提示回
数の効果が見られなかった．しかし，好ましさ評定値の
平均値は評定時の刺激タイプ（遮蔽あり刺激と遮蔽なし
刺激など）間で異なり，刺激間で相対的な評価が行われ
た可能性があった．相対評価が行われたため評定値の分
布が刺激間で異なり，天井効果（床効果）が生じたこと
も示唆される．この場合，実際には好ましさの変化が生
じていたが評定値上に現れなかった可能性もある．その
ため，各刺激の評定値の歪度（評定値の隔たり）を参加
者毎に算出し，歪度が0（評定値の隔たりなし）と有意
に異なるか分析した．しかし，単純接触効果の生起の検
討を行った遮蔽なし刺激（実験1）および遮蔽部透視 
刺激（実験2）において有意な隔たりは見られなかった
（t（29）＝0.26, M＝0.11, r＝.05, n.s.; t（27）＝－1.09, M＝
－0.1, r＝.21, n.s.）．また，実験3でも2 pixel刺激と4 pixel
刺激では分布の隔たりに有意な差は見られなかった 
（t（29）＝0.00, M＝0.00, r＝.00, n.s.; t（29）＝1.28, M＝

0.14, r＝.23, n.s.）．この結果から，遮蔽なし刺激や遮蔽
部透視刺激に単純接触効果が生じなかったのは，天井効
果に基づくものではないと解釈できる．しかし，すべて
の刺激が相対的な評価に基づいて判断されていた可能性
はぬぐいきれないため，今後の研究では評定時の刺激の
種類の条件を被験者間要因とすることで詳細に検討でき
るだろう．
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Appendix A

実験A

遮蔽なし刺激のみを提示し，遮蔽なし刺激の好ましさ
評定値を取得したとき，遮蔽なし刺激に単純接触効果が
生じるのか検討した．
方法
参加者　大学生および大学院生30名（男性8，女性

22）であった．平均年齢は20.40歳，標準偏差は1.73歳
であった．
装置　装置はすべて実験1と同じであった．
刺激　実験1で用いた遮蔽なし刺激64枚であった．
手続き　実験手続きは以下の点を除いて実験1と同じ

であった．実験では，接触段階，評定段階ともに，遮蔽
なし刺激のみが提示された．接触段階で提示された刺激
は24枚の遮蔽なし刺激であった．そのうち8枚が1回，
8枚が6回，8枚が12回提示された．評定段階では接触
段階で提示された刺激24枚と接触段階で提示しされな
かった刺激8枚の32枚が提示された．

実験計画　独立変数は刺激の提示回数4水準（0, 1, 6, 
12回）の1要因であり，参加者内要因であった．従属変
数は好ましさ評定値であった．
結果
好ましさ評定値に刺激の提示回数による差が見られる
か，刺激の提示回数を要因とした参加者内1要因分散分
析を行った（Figure A1）．その結果，好ましさ評定値は
提示回数の増加に伴い上昇し（F（3, 87）＝7.991, ηp

2＝.216, 
p＜.001），0回提示より6回提示（t（29）＝－3.054, r＝.493, 
p＝.005），0回提示より12回提示（t（29）＝－3.984, r＝.595, 
p＜.001），1回提示より12回提示（t（29）＝－3.090, r＝.498, 
p＝.004）のほうが好ましさ評定値が高かった．そのた
め，遮蔽なし刺激を提示し，遮蔽なし刺激に対して好ま
しさ評定を求めることで単純接触効果が生じることが示
された．

Figure A1.　  Liking rating for stimuli presented in 
Experiment A. Error bars represent 
the standard error.


