
序章 本書の利用法

1 本書の全体構成

本書は 20 章から構成され，認知心理学分野における「感覚・知覚」「記

憶・イメージ」「言語・思考・判断」「日常記憶」の 4つの領域の基本的な

知識を実験を通して学習する。

第 1 章から第 5 章では，主に感覚・知覚を取り上げる。第 1 章「線画命

名」では物体を見てその名前を言う際に，物体の色が命名にどう影響する

かを反応時間を指標に検討する。第 2 章「マガーク効果」では他者の発話

を聞いて「何と言っているか」を知覚するとき，口の動き（視覚情報）が聞

こえに影響するマガーク効果について検討する。第 3 章「顔と声による感

情認知」では，他者がどのような感情を表しているかを表情と音声を頼り

に判断するとき，表情と音声の認知は不可分な関係にあるかどうかを検証

する。第 4 章「ストループ効果」では，実験心理学における古典的な現象

に焦点を当てる。ストループ効果はもともとは色名単語とその印刷色との

関係についてのものだが，本章の実験は線画とその名称の関係についての

ものとなる。第 5 章「グラフの読み取り」では，統計グラフ（円グラフ）に

おける装飾的要素の影響を検討する。特に透視図法的な 3次元効果がグラ

フの読み取りに与える影響に焦点を当てる。

第 6 章から第 11 章では，記憶とイメージを取り上げる。第 6 章「ワー

キングメモリ」では，記憶の能動的特性を強調するワーキングメモリ（作

業記憶）の概念を実験的に検証する。第 7 章「メロディの記憶」では，想起

意識を伴う顕在記憶と伴わない潜在記憶の性質を，メロディの音色を操作

することで聴覚の観点から明らかにする。第 8 章「心的回転」では，外界

の対象を心的に再構成する際の表象の性質について，内観法ではなく，反

応時間を指標に使って明らかにする。第 9 章「イメージと記憶」では，心

的イメージを活用した記憶術について扱う。イメージ活用がどのように記
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憶に寄与するか，二重符号化理論と体制化に基づく説明を比較検討する。

第 10 章「命名と記憶」では，意味的に深く処理（解釈）された対象の記憶

は，より強く，より精緻で，長く持続し検索も容易であることを検証する。

第 11 章「フォールスメモリ」では，記憶が写真のようなコピーではなく，

想起のたびに作り上げられる構成的性質をもつことを確認する。

第 12 章から第 16 章は，知識表象と言語を扱っている。第 12 章「概念

構造」では，「魚」や「乗り物」といった自然的カテゴリーに属する概念・

事例の成員性について，カテゴリーと事例の結びつきの強さに注目して実

験する。第 13 章「音読と黙読による文理解」では，「声を出して読む」こ

とが文理解においてどのような役割を果たすかを検討する。特に構文形式

によって，音読あるいは黙読の効果が変わるかに焦点を当てる。第 14 章

「文章理解」では，ブランスフォードとジョンソン（Bransford & Johnson,

1972）の実験を基に，文章理解において先行知識が文脈の形成に寄与する

かを検討する。第 15 章「演繹的推論」では，論理的推論で生じるバイアス

の中から定言三段論法における格効果をとりあげ，命題に登場する概念の

順序が結論にどのように影響するかを検討する。第 16 章「潜在的態度の

測定（IAT）」では，IAT（潜在的連想テスト）という実験手法を使い，私た

ちがリスクを潜在的にどのように評価しているかについて実験する。

第 17 章から第 20 章では日常的な記憶現象を扱う。第 17 章「感情と表

情」では，感情の認知において文脈情報はどのような影響をおよぼすか，

両者が一致する場合と不一致の場合を検証する。第 18 章「目撃者の証言」

では，目撃情報が事後に与えられる情報によってどのように変わるか，色

の記憶を対象に検討する。第 19 章「メタ記憶」では，既知感（FOK）が記

憶成績や反応時間，解答の確信度とどのように関連しているか調べる。第

20 章「展望的記憶」では，展望的記憶（将来行うべき予定に関する記憶）に，

遂行のタイミングを示す手がかりがどのように影響するかを検証する。

2 各章の構成と使い方

本書は認知心理学の実験演習マニュアルとして，心理学概論と基礎実験
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演習を履修した心理学専門課程の 2年生以上の履修者を想定している。は

じめて認知心理学を学ぶ者でも各テーマが何を主眼としているかを理解で

きるよう，導入部分は分かりやすく書くことを心がけた。

各章の第 1 節「はじめに」で，テーマについての研究史・目的・仮説を

平易に解説した。第 2 節「方法」では要因計画・刺激・手続きを具体的に

述べた。基本的には，第 2節で示された方法に従って実験を行うことがで

きる。特に，実験材料についてはほぼすべての章で付録に収めた。第 3 節

「結果の整理と考察のポイント」は 3つに分かれている。「結果の整理」「考

察のポイント」では仮説検証の視点からデータ分析と考察のポイントを示

した。統計的分析については履修者の学習レベルに合わせて演習担当教員

が適宜判断して欲しい。「発展的課題」ではテーマに関連する研究動向を示

し，実験結果に興味をもった履修者がさらに専門的な実験に進むための手

がかりを呈示した。

引用文献は必要最小限にとどめ，邦訳書がある場合は必ず紹介した。最

後に読書案内として関連書籍を紹介し，章のテーマとその周辺の知識を得

ることができるようにした。紹介は和書に限定し，それぞれに簡単な解説

を付した。

本書は実験演習マニュアルであるが，講義のサブテキストとしても利用

できる。重要な実験であっても多くの場合，概論書では簡単な説明におわっ

ている。そうしたとき，本書によって当該研究の具体的なイメージをつか

むことができる。実験演習マニュアルとして利用する場合の留意点を以下

に述べる。

第 1に，演習時間は多めに見積もる。刺激材料の作成や実験，データ分

析には予想以上に時間が掛かるので，5名程度の少人数グループで実験を

行う。準備作業や基本的なデータ処理を分担することで，作業能率が大幅

に向上する。第 2 に，それぞれのテーマの理論的背景に関しては，演習担

当教員が丁寧に解説しなければならない。実験計画やデータ処理について

は相当具体的に記述したが，実際にはいろいろと疑問や質問が出る。担当

教員やアシスタントによる助言は不可欠である。第 3 に，卒業論文やそれ
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以上の専門論文を書くための訓練として，レポートは学会誌論文の形式に

したがって個人ごとに作成することを勧める。

3 実験機器・ソフトウェアの登録商標について

本書の実験には特定の会社の機器やソフトウェアを使用しているものが

ある。下記のシステム名，製品名は一般に各社の登録商標または商標であ

り，本文および図表中では，「™」「®」は明記せず使用している。各章の初

出時は製品名の後にカッコで会社名を記し，以後は簡略化のため慣例表記

とした。

・Microsoft PowerPointはMicrosoft 社の製品名

・SuperLabは Cedrus 社の製品名

・E-Primeは Psychology Software Tools 社の製品名

・InquisitはMillisecond Software 社の製品名

4 資料の提供について

全 20 章のうち一部の演習については，刺激や実験プログラムを以下の

サイトで公開している。

http:／／www.sit.ac.jp／user／masaru／coglab／

そのほかの資料請求を含めて本書に関する問い合わせは，㈱弘文堂編集部

もしくは直接，編集委員に連絡を頂きたい（連絡先：p. 261執筆者一覧参照）。

読書案内

■ナイサー，U.（古崎 敬・村瀬 旻訳）（1978）．認知の構図 サイエンス社

原著の発行は 1976 年。認知心理学の基本文献の 1つ。

■ナイサー，U.（大羽 蓁訳）（1981）．認知心理学 誠信書房

原著の発行は 1967 年。認知心理学の基本的考えを呈示した書として名高い。

■アンダーソン，J. R.（富田達彦・増井 透・川﨑惠里子訳）（1982）．認知心理学概論 誠信書房

原著の初版発行は 1980 年。認知心理学の全領域を網羅した定評ある教科書。

■リンゼイ，P. H.・ノーマン，D. A.（中溝幸夫ほか訳）（1983-1985）．情報処理心理学入門Ⅰ・Ⅱ・

Ⅲ サイエンス社

原著の発行は 1977 年。認知心理学の全体像を理解するのに適したテキストとして，現在でも高

い評価を得ている。

■ガードナー，H.（佐伯 胖・海保博之監訳）（1987）．認知革命：知の科学の誕生と展開 産業
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図書

認知科学が，心理学を含むさまざまな研究領域から成り立っていることを解説している。

■御領 謙・菊地 正・江草浩幸（1993）．最新認知心理学への招待 サイエンス社

認知心理学の研究成果やモデルを理論と関係づけながら解説している。神経回路網モデルにつ

いての説明も分かりやすい。

■伊藤正男ほか（編）（1994-1995）．岩波講座 認知科学（全 9巻） 岩波書店

認知心理学にとどまらず，神経科学，言語学，情報科学など脳と心に関係する諸分野を解説し

ている。

■森 敏昭・井上 毅・松井孝雄（1995）．グラフィック認知心理学 サイエンス社

認知心理学の 12 領域を取り上げ，代表的理論や実験，重要概念を分かりやすく図解している。

■乾 敏郎ほか（編）（1995-1996）．認知心理学（全 5巻） 東京大学出版会

認知心理学の全体を，「知覚と運動」「記憶」「言語」「思考」「学習と発達」の 5つの領域に分け

て体系的に紹介した書。

■海保博之・加藤 隆（編著）（1999）．認知研究の技法 福村出版

認知研究で卒論や修士論文を書こうとする読者を対象に，代表的な研究技法を精選して，その

適用例を紹介しながら体系的に解説している。

■ミンスキー，M.（安西祐一郎訳）（2000）．心の社会 産業図書

心の機能が微細なモジュールをもつこと，そこからどのようにして心の機能が生まれるかを，

きわめて具体的かつ平易に解説している。

■西本武彦・林 静夫（2000）．認知心理学ワークショップ 早稲田大学出版部

心理学概論と基礎演習を履修した心理学専門課程の学生を対象にした，認知心理学の実験演習

マニュアル。テーマと実験計画の解説をもとに，各人が工夫して実験を組み立てることが出来

る。

■井上 毅・佐藤浩一（編著）（2002）．日常認知の心理学 北大路書房

認知心理学における日常認知の研究を体系的に紹介している。

■森 敏昭・中條和光（編）（2005）．認知心理学キーワード 有斐閣

認知心理学の重要概念が分かりやすく解説されている。

■日本認知心理学会（監修）（2010-2011）．現代の認知心理学（全 7巻） 北大路書房

基礎・理論から展開・実践まで，現在の認知心理学研究の全体像を紹介している。
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第2章 マガーク効果
人間は目でも音を聴く

重要用語

▶マガーク効果 ▶読話 ▶視聴覚統合

1 はじめに

映画では，スパイが読唇術を使って相手の口の動きから何を言っている

のかを読み取っている場面を見かけることがある。映画はフィクションか

もしれないが，現実の場面でも，野球の試合でキャッチャーがピッチャー

と話をするとき，口元から発話を読みとられないようにグラブで口元を隠

しているのを見かけることがある。また，高齢者から「今日はめがねを忘

れちゃったから，なんだか聞き取りにくいよ」というエピソードを聞くこ

ともある。これらのエピソードは，人間が日常的に相手の声だけでなく，

口の動きも利用して話し言葉を理解していることを表している。

読唇「術」というと特殊な能力を想像してしまうが，口の動きのみから

読み取るのではなく，補聴器や人工内耳を装用した人が話し声の聴覚情報

と口の動きの視覚情報を併用することや，正常な聴力の人が騒がしい場所

などで口の動きの視覚情報を併用することなども含めて，知覚心理学の研

究の世界では，読話（lipreading）と呼んでおり，赤ちゃんから高齢者まで

だれもがもつ能力だと考えられている。このような視覚と聴覚を併用した

音声知覚は，大きく分けて 2種類の実験状況で研究が進められてきた（積

山，2011）。1つは，通常の音声と口の動きが一致した状況での検討，もう 1

つは人工的に音声と口の動きを矛盾させた状況での検討である。

イギリスの心理学者であるマガークとマクドナルド（McGurk & Mac-

Donald, 1976）は，口の動きが音声と矛盾するとき，音声の聞こえが変容す

ること（マガーク効果，McGurk effect）を発見した。彼らは「ガ」と発話し
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ている場面を収録したビデオの音声トラックを「バ」と発話している音声

と入れ替えたビデオを作成した。このビデオを視聴した実験参加者は，視

覚情報は「ガ」，聴覚情報は「バ」という矛盾する情報を与えられることに

なる。実験の結果，実験参加者が知覚した音節は「ガ」でも「バ」でもな

く，「ダ」という回答が多かった。つまり，矛盾する視覚情報の存在によっ

て，聴覚情報の聞こえに変化がもたらされてしまうのである。このような

知覚は視聴覚統合（audiovisual integration）と呼ばれ，視覚と聴覚という異

なった感覚器官からの情報が脳内で統合した結果として生じると考えられ

ている。

本演習では日本語を母語とする日本人の実験参加者を対象として，マ

ガーク効果を再現できるかどうか検討することを目的とする。

2 方法

2.1 実験参加者

日本語を母語とする大学生 10 名程度とする。視力（矯正可）や聴力に問

題がないことを事前に確認しておく。

2.2 要因計画

呈示条件（聴覚／視聴覚一致／視聴覚不一致）を独立変数とする 1要因 3水

準の実験計画とする（被験者内要因）。従属変数は各条件での音声回答率（本

章 3.1参照）である。

2.3 材料

「パ」「タ」「カ」の 3種類の音節を発話している話者の動画をもとに，以

下の通り全 4条件分の動画を用意する。視聴覚一致条件では映像も音声も

同じ音節を発話している動画（つまり，収録した「パ」「タ」「カ」の 3種類の

動画そのもの）を用いる。視聴覚不一致条件では映像と音声が異なった音節

を発話している動画，具体的には映像の口の動きは「カ」で，音声は「パ」

であるような組み合わせ（1種類のみ）を用いる。聴覚条件では映像をブラ
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ンク（画面が真っ黒になった状態）にして，音声のみ呈示される動画を用い

る（計 3種類）。以上 3条件に加えて，視覚条件も設けて，無音の動画を用

いる（計 3種類）。なお，話者による口の動きや音声の個人性を相殺するた

めに，複数の話者による発話を収録する。演習用の刺激は，本演習用の

Web サイト（序章の 4節を参照）からダウンロードして利用してもよいし，

自作してもよいだろう。

自分たちで刺激を作成する場合，騒音がなく静かな場所で，十分な照明

を確保したうえで収録する。「パ」「タ」「カ」の 3種類の発話をビデオ収録

し，その後に動画を編集して実験用の刺激を作成する。映像はデジタルビ

デオカメラで撮影する。音声はビデオカメラに内蔵のマイクロホンを用い

てもよいが，より高品質の音声を収録するために，もし可能ならビデオカ

メラに外部マイクロホンを接続して録音するとよい。収録後，動画編集ソ

フトウェアを用いて，発話音声の切り出しを行う。各発話者の「パ」「タ」

「カ」の 3種類の発話それぞれについて，発話開始直前に口が動き出すフ

レームから，発話終了後に口が静止するフレームまでを切り出すことで，

視聴覚一致条件の実験刺激が完成する。その後，各発話者の「カ」の発話

動画の音声トラックを同じ話者の「パ」の発話音声に置き換えることで，

視聴覚不一致刺激を作成する。音声を置き換える際，「パ」の音の開始時点

が，元の「カ」の音の開始時点と同じタイミングになるように細心の注意

を払う。視覚条件で用いる無音の動画や，聴覚条件で用いるブランク映像

の動画の作成も含め，Windowsコンピューターに付属しているWindows

Movie Maker を用いれば，これらの動画編集を比較的手軽に行うことがで

きる。

2.4 装置

PowerPoint（Microsoft社）を使い，動画刺激の映像をコンピューター画

面上に呈示し，音声をスピーカーから呈示する。回答用紙として A4 サイ

ズの白紙を用意する。観察される顔の大きさによってマガーク効果の起き

やすさが変化するため，17 インチモニターを 1024×768ピクセルの解像度
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に設定して 640×480 ピクセルの動画を呈示する場合，実験参加者の目の

位置から画面までの距離は 60 cm程度とする。

PowerPoint と回答用紙を用いる代わりに，実験制御ソフトウェアない

し自作の実験制御プログラムを用いてもよい。この場合，反応の記録を自

動化できるし，回答後に次の試行が始まるまでの待ち時間を節約できる。

2.5 一般的手続き

各試行ではまず注視点を画面中央に 500ミリ秒呈示し，ビープ音をス

ピーカーから呈示する。注視点消失の 500ミリ秒後に動画呈示を開始する。

動画呈示の終了後，実験参加者は発話者が何と言っていたかを判断し，回

答用紙の「パ」「タ」「カ」のいずれかに○を付ける。刺激の呈示と回答の

記入を合わせて，1試行あたりの時間は 8 秒程度とする。例えば，発話者が

3名で，音節が 3種類，実験条件が計 4条件の場合，1セッションの試行数

は 3×3×4＝36 試行となり，約 5分で終了する。実験結果を安定させるた

め，なるべく 2〜3セッション繰り返し実施するとよいだろう。

2.6 教示

「実験ではさまざまな人物が『パ』『タ』『カ』のいずれかを発話した映像

と音声のどちらか，ないしは両方が呈示されます。注視点が呈示されたら，

その後呈示される映像と音声によく注意を向けて，人物が何と言っている

のかを判断して，回答用紙の『パ』『タ』『カ』のいずれかに○を付けてく

ださい。1試行あたりの時間は 8 秒程度で，1セッションの時間は 5分程度

です｣

3 結果の整理と考察のポイント

3.1 結果の整理

実験参加者ごとに，各条件での音声回答率（回答が音声の発話内容に基づ

いている割合）を算出する。聴覚条件，視聴覚一致条件，視聴覚不一致条件

では，映像が何であったかにかかわらず，動画の音声の発話内容（「パ」「タ」
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「カ」のいずれか）と，実験参加者の回答が一致していた割合が，音声回答率

に相当する。視覚条件では音声は呈示されないため，分析から除外する。

続いて，各条件での全参加者の平均音声回答率を求め，結果をグラフ化

するとともに，分散分析を行う。

3.2 考察のポイント

1 ) マガーク効果は生じたか？

視聴覚一致条件と視聴覚不一致条件の音声回答率に差があれば，マガー

ク効果が生じたといえるだろう。

2 ) 読話による促進効果・妨害効果は生じたか？

聴覚条件と視聴覚一致条件の音声回答率を比較することで，音声と一致

した口の動きを観察すること（読話）によってどの程度音声の聞き取りが

促進されるのかを検討できる。同様に，聴覚条件と視聴覚不一致条件の音

声回答率を比較すれば，音声と不一致の口の動きを観察することによる干

渉効果を算出することができる。促進効果と干渉効果では，どちらが大き

いだろうか。

4 発展的課題

本実験では発話音声そのものは加工せずに使用することとしたが，音声

聴取に対する視覚情報の影響は，音声が聞き取りにくい状況ではより強ま

ることが知られている（Sumby & Pollack, 1954）。音声にノイズを加えるな

どして音声を聞き取りにくい状況を人工的に作り出せば，マガーク効果が

より強力なものになるだろう。とりわけ，音声と一致した口の動きを呈示

することによる促進効果に着目したい場合，音声が聞き取りやすいと聴覚

条件での音声回答率がほぼ 100％となり天井効果が生じてしまうため，こ

のような工夫をすることが望ましい。

マガーク効果の生じやすさには文化差がある。日本人（日本語母語話者）

ではマガーク効果が生じにくいとの報告がある（Sekiyama & Tohkura,

1991）。また最近，サーラスティほか（Saalasti et al., 2011）は，実験参加者の
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自閉症傾向とマガーク効果の間に関連性を見出している。複数の言語的背

景をもつ参加者の協力が得られたり，性格傾向を測定する質問紙を利用で

きたりするならば，文化差や性格差について検討することも興味深いだろ

う。

【引用文献 】

McGurk, H., & MacDonald, J.（1976). Hearing lips and seeing voices. Nature, 264, 746-748.

Saalasti, S., Tiippana, K., Kätsyri, J., & Sams, M.（2011). The effect of visual spatial attention on audiovisual

speech perception in adults with Asperger syndrome. Experimental Brain Research, 213, 283-290.

積山 薫（2011）．視覚と聴覚による音声知覚：言語／文化による差とその発達．認知科学，18，387-401．

Sekiyama, K., & Tohkura, Y.（1991). McGurk effect in non-English listeners：Few visual effects for Japanese

subjects hearing Japanese syllables of high auditory intelligibility. Journal of the Acoustical Society of

America, 90, 1797-1805.

Sumby, W. H., & Pollack, I.（1954). Visual contribution to speech intelligibility in noise. Journal of the

Acoustical Society of America, 26, 212-215.

読書案内

■北岡明佳（編著）（2011）．知覚心理学：心の入り口を科学する いちばんはじめに読む心理学

の本 5 ミネルヴァ書房

「心の入り口」である知覚について，運動視や立体視といった伝統的なトピックから，顔の知覚

や美の知覚といった最新のトピックまで網羅して，初学者にもわかりやすく解説している書籍。

第 11 章では視聴覚統合を含めたさまざまな多感覚相互作用のトピックを扱っており，併せて

読むことで本演習の内容への理解を深めることができるだろう。

■重野 純（2003）．音の世界の心理学 ナカニシヤ出版

音声や音楽など，聴覚による認知全般について，感覚・知覚の基礎から，日常的な認知に至るま

で広範な内容を紹介した書籍。第 6章では視聴覚統合のトピックを扱っており，本演習の内容

と密接に関連した知識を得ることができる。
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