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研究の目的 

運動イメージとは，動作を実際に行わずに，心

的にシミュレーションまたリハーサルする認知機

能である(Jeannerod, 1995)。運動イメージを用

いる心的な練習（以下，メンタルプラクティス）

によって，運動スキルの向上 (Guillot, 2008)，

そしてリハビリテーションの治療効果が生じるこ

とが報告されている(Braun et al., 2013)。運動

イメージ能力はメンタルプラクティスの効果に影

響を及ぼすことも知られている (e.g, Isaac, 

1992)。そのため，運動イメージ能力を評価する

ことで，メンタルプラクティスの効果を予想する

ことができるはずである。よって，運動イメージ

能力を事前に評価することがメンタルプラクティ

スを行う上で役立つだろう。 

運動イメージ能力を客観的に評価する方法とし

て ， 心 的 時 間 測 定 法 (mental chronometry 

measures: MCT とする)がよく使用されている

(Malouin, 2008)。MCTとは，指定された動作をイ

メージした場合の所要時間と実行した場合の所要

時間を比較し，両者が近いほどイメージ能力が高

いとみなす方法である。しかし，MCT で算出した

値が，運動イメージ能力を反映するかについて疑

問が残されている。例えば，MCT の成績は運動課

題の難易度や課題の時間制限など様々な要素から

影響されていることが知られている(Rushall and 

Lippman, 1998)。さらに，参加者の個人差が MCT

の数値にどのような影響を与えるのかはまだ明ら

かでない。特に，時計などに頼らず時間を内的に

正確に測る能力（時間感知能力）はイメージと実

行の時間差に影響する可能性が十分にあると考え

られる。そこで，時間感知能力は MCT の成績に影

響を与えるかを明らかにするため，本研究で時間

感知課題と MCT を実施し，この二つ課題の成績の

相関性を調べる。 

また，従来使われている運動イメージ能力を評

価する質問紙法と比べ，MCT の利点は客観的とさ

れている点である（Guillot et al., 2008）。質

問紙法とは，定められた動作についてイメージを

行い，イメージの容易さや鮮明性をリッカート尺

度で自己評価するものである。よく使われている

質 問 紙 は ， MIQ-R (revised motor imagery 

questionnaire; Hall & Martin, 1997) と

vividness of movement imagery questionnaire

（VMIQ; Isaac, 1986）である。この 2つの質問紙

法の妥当性と信頼性は十分に証明されている

(e.g., Williams, 2012; Callow, 2008)。他方，

MCT と質問紙法との関係も研究されているが，そ

の結果には矛盾がある。例えば McAvinue (2007)

や Momma (2014)は両者間に相関を発見した

が，Saimpont(2015)や Williams (2015)は相関を

発見できなかった。 

上述したように MCT には疑問点も残されている

が，客観的に参加者のパフォーマンスを測れるこ

とができ，質問紙法の主観性を補う可能性がある

という点は非常に魅力的である。そこで本研究で

は，MCT の疑問点として残されている，時間感知

能力と MCT の関係および，運動イメージ能力に関

する従来の質問紙法と MCTの関係を調べる。 

 

方法 

実験参加者 健常者 48 名（男性 21，女性 27，順

に平均 23.8歳，24.8歳）が実験に参加した。 

材料 筆者が訳した VMIQ-2（Roberts et al., 

2008）と日本語版の MIQ-R（JMIQ-R; 長谷川,2004）

を用いた。VMIQ-2 は，三人称の視覚的運動イメー

ジ（VMIQ-E），一人称の視覚的運動イメージ

（VMIQ-I），そして筋感覚イメージ（VMIQ-K）の

3 種類の運動イメージについて鮮明性を 5件法（1

がとても鮮明，5 がとても不鮮明）で評価するも

のであった。JMIQ-R は，膝運動，ジャンプ，腕運

動そして腰運動の 4 種類の動作を実行した後，観

察イメージ(JMIQ-V; 運動する自分の姿を三人称

視点から見るように想起するもの)か体験イメー

ジ(JMIQ-K;自分が実際に行っているように筋感覚

を想起するもの)を生成し，イメージ生成の容易

さを 7 件法(1 がとても難しい，7 がとてもやさし

い)で評価するものであった。 

時間感知能力を測る課題として，時間再生課題

（Noulhiane, et al., 2009)とカウンティング課

題（Mioni, 2013）を用いた。時間再生課題は，

参加者がスクリーンに現れる円が表示されている



時間の長さを覚え，再び現れた円を同じ時間で消

えるようにスペースキーを押して消すというもの

であった。カウンティング課題は，指定された秒

数（i.e.，2, 4, 6, 8秒）が経過したと思った瞬

間にキーを押すという課題であった。参加者がキ

ーを押すまでの時間を以降「反応時間」と呼ぶ。 

手続き 運動イメージとは何かについて参加者に

説明した後，VMIQ-2 に回答させた。次に JMIQ-R

を実施し，動作を実行する時間とイメージする時

間を記録して，これらの実行時間とイメージ時間

から MCT のパフォーマンスを算出した。その後，

時間再生課題とカウンティング課題を順に行なっ

た。 

分析方法 参加者ごとのVMIQ-2の平均点数(VMIQ-

E, I, Kを合わせた VMIQスコア)そして JMIQ-Rの

平均点数(JMIQ-V と JMIQ-K を合わせた JMIQ スコ

ア)を算出した。JMIQ スコアは，高いほどスコア

が良いとみなすので，下記の変換を行った。 

 

𝐽𝑀𝐼𝑄 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  7 −  𝑟𝑎𝑤 𝐽𝑀𝐼𝑄 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒  

 JMIQ-R を実施する時のイメージ試行と運動試行

の所要時間差と運動試行所要時間の比を MCT の成

績（MCTスコア)として計算した。 

 

𝑀𝐶𝑇 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑟𝑦 −  𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
 

さらに，時間感知能力を反映する時間再生課題

の成績(再生スコア)として，見本の刺激持続時間

に対して参加者の反応時間の伸び率および，カウ

ンティング課題の成績(カウンティングスコア)と

して，指定された秒数に対する参加者の反応時間

の伸び率を計算した。 

 

結果と考察 

 MCT スコアと 2 種類の質問紙法のスコア，およ

び 2 種類の時間感知課題とのピアソン積率相関係

数をそれぞれ算出した。その結果，MCT スコアと

VMIQスコア(r = .06, p = .684; 図 1A)，ならび

に 2種類の時間感知課題のスコア（再生スコア: r 

= .018, p = .767;カウンティングスコア: r 

= .034, p = .822）との間に有意な相関はいずれ

も認められなかった。運動イメージの鮮明さそし

て正確に時間を知覚できる能力は，MCT でのパフ

ォーマンスとは無関係であると解釈できる。しか

し，MCT スコアと JMIQ スコアの間に有意な正の相

関が認められた(r = .377, p = .008; 図 1B)。運

動イメージを容易にできる人ほど，運動実行に比

べて運動イメージが速いものと考えられる。 

 JMIQ-R では 2 種類のイメージを生成した。観察

イメージと体験イメージでの JMIQスコアと MCTス

コアの相関には違いがあるかどうかを調べるため，

JMIQ-Vと MCT-V（観察ペア）また JMIQ-Kと MCT-K

（体験ペア）それぞれの相関係数を算出した。そ

の結果，いずれも有意な正の相関が見られた(観

察ペア: r = .49, p < .001; 体験ペア: r = .376, 

p = .008; 図 2)。さらに，JMIQ-V と MCT-K(r 

= .196, p = .192)また JMIQ-Kと MCT-V(r = .096, 

p = .526)それぞれの間に有意な相関が見られなか

った。 

 

結論 

 本研究では，運動イメージの鮮明さまたは時間

感知能力は，MCT のパフォーマンスとは無関係と

いうことが示唆された。また，運動実行より運動

イメージを早く行なった人が，そのイメージが容

易だと判断する傾向があることが判明した。 

 

 

 
図 1 (A) MCTスコアと VMIQスコアとの関係を表

す散布図 (B) MCT スコアと JMIQスコアとの関係

を表す散布図 

 

図 2 (A) 観察イメージでの MCT スコアと JMIQス

コアとの関係を表す散布図 (B) 体験イメージでの

MCTスコアと JMIQスコアとの関係を表す散布図 
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【目的】 

今日 VR 技術はさまざまな分野で広く応用されて

いる。臨床の現場においては VR エクスポージャー

が注目されている。質の高い VR 体験のためには、

仮想環境でどのように刺激を呈示すれば臨場感が高

まるかを明らかにすることが必要である。不適切な

呈示技術を使用することによって、臨場感が低下す

る可能性があり(Slater et al., 1994)、刺激の呈示方

法や呈示装置の開発も含め、今後も更なる研究が望

まれている(宮野・板野, 2002)。また、臨場感に影

響する個人の要因も考慮する必要がある。高い臨場

感を感じやすい個人の特性がわかれば、よりよい

VR システムの構築や、臨床場面においてより効

果的な治療の実現につながることが期待できる。

本研究では、イメージ能力や共感性などの個人特性

は、VR 体験における現実感や身体性と関係してい

るのかについて検討を試みた。 

【方法】 

実験参加者：大学生 33 名(男性 9 名、女性 24 名)で

あった。平均年齢は 22 歳(SD=0.97)であった。 

装置：呈示システムであるヘッドマウントディスプ

レイ(HMD)には Oculus Quest を用いた。ディスプ

レイ解像度は 1440×1600 の OLED(有機 EL)、リ

フレッシュルートは 72Hz。前半は HMD 単体で、

後半はパーソナルコンピュータの操作によって動画

を呈示した。後半は参加者の視界が実験者の操作す

るコンピュータのディスプレイに同期されていた。 

仮想環境：Elena et al.(2016)の仮想環境を参考に、

主に Unity を使用して屋内から屋外を歩行によって

前進するシーンを作成した。屋内には、家具と、参

加者がアバター(参加者の分身となるキャラクター)

を認識するための全身鏡を設置した。アバターは人

体生成３DCG ソフト MakeHuman を用い、女性の

アバターを作成した。呈示された環境はすべて無音

であった。 

質問紙：(1)VR の意識体験評価項目:①仮想環境で

経験した臨場感の測定のために Igroup Presence 

Questionnaire: IPQ[臨場感、没入感、現実感] 

(Schubert et al.,2001)より 13 項目、②VR 環境での

身体運動感覚項目[身体所有感等]（Elena et al., 

2006)より 11 項目、③視点項目[見下ろし感、鏡映

感等]（Slater et al.,2010)より 4 項目、(2)多次元共

感性尺度:Mulutidimensional Empathy Scale: MES 

(鈴木・木野,2008)24 項目、(3)運動イメージ鮮明性

Vividness of Movement Imagery Questionnaire-

2:VMIQ-2(Ross et al., 2008)12 項目、物体・視覚イ

メージ Object-Spatial Imagery Questionnaire: 

OSIQ)(Kawahara & Matsuoka, 2012)30 項目、空想

傾性 Creative Experience Questionnaire 日本語

版:CEQ(岡田ら,2004)24 項目。 

手続き：実験についての説明の後、実験参加者は

HMD に慣れるために 2 種類の VR 体験(各 5 分間)

をした。2 種類の体験は、参加者自身が仮想空間内

を自由に動き回るものと、参加者は実験室のある地

点に立った状態で、見えている仮想空間が変化する

ものであった。休憩後、実験者が作成した歩行によ

る前進の VR 体験(1 試行約 3 分 45 秒)を行った。

この VR 体験は 1 人称視点(1PP)と 3 人称視点

(3PP;図 1)を 1 回ずつ、計 2 回行った。IPQ は各

VR 体験が終わるごとの計 4 回、Elena et al., 

(2016)、Slater et al.,(2010)に基づいた質問項目に

ついては後半の VR 体験が 1 回終わるごとの計 2 回

回答を求めた。全 VR 体験終了後、個人特性に関わ

る質問紙(MES, VMIQ-2, OSIQ, CEQ)への回答を

求めた。最後に今回の VR 体験についての感想や、

これまでの VR 体験の有無、乗り物酔いのしやすさ

などについて内省報告を行い、実験は終了となっ

た。 



図 1. 仮想環境(3 人称視点) 

【結果】 

分析は、実験を中断した 2 名のデータを除外した

31 名(男性 8 名、女性 23 名)のデータを使用して行

った。図 1 は、視点で身体所有感がどう変化するか

の結果を示したものである。3 人称視点において、

身体所有感が低くなっていることが読み取れる。 

図２. 視点による主観的な身体所有感の変化：各項目の質問

文は Located「VR 体験中、自分の身体はアバターが立っていた

場所と同じ場所にあるように感じた」、Ownership「VR 体験中、

アバターは自分自身の身体であるように感じた」、OtherBody

「VR 体験中、アバターは誰か他の人の身体のように感じた」。 

IPQ と個人特性に関する質問紙(MES, VMIQ-2, 

OSIQ, CEQ)の結果について相関分析を行い、結果

表 1 に示す。IPQ (3PP,臨場感)と物体イメージ、

IPQ (3PP,没入感)と空間イメージには負の相関が

みられた。また、IPQ(3PP,臨場感)と MES には正

の相関がみられた。 

表 1. IPQ と各個人特性に関する質問紙との相関関係 

MES の各下位尺度の得点と IPQ、MES の合計得

点と IPQ との相関分析の結果を表２に示す。MES

の下位尺度得点・合計得点それぞれの上位 3 分の 1

以上を高群、下位 3 分の 1 以下を低群とし、IPQ

の下位尺度得点との相互関連性について ANOVA4

を用いて対応のある 2 要因分散分析を行った。 

MES の下位尺度得点・合計点の低群・高群と

IPQ の下位尺度得点との相互関連性について交互

作用が見られたのは、被影響性と現実感(F=(1,17) 

=5.34,p<.05)、MES 合計得点と臨場感(F(1,16)= 

5.30,p<.05)の組み合わせであった。単純主効果の

検定結果を図 3 に示す。 

表 2.MES の各下位尺度、合計得点と IPQ 間の相関 

*p<.05、**p<.01 

      図 3. 単純主効果検定の結果:被影響性と現実感(上)、 

     現実感と共感性(下)エラーバーは標準誤差 

【考察】 

 今回の実験データから、１人称視点と３人称視点

では、１人称視点の方が身体所有感や臨場感が高い

ことが示唆された。また、共感性の高さが臨場感と

関係している可能性が高く、共感性が高いと、臨場

感が低下する 3 人称視点の VR 体験でも、一定の臨

場感を維持できる傾向があることがわかった。さら

に、イメージ能力の高さが VR 体験への没入を弱め

ている可能性も示唆された。認知特性と VR 体験を

した際の臨場感の関係に今後も注目していきたい。 
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運動実行と筋感覚運動イメージに共通した 
一次運動野の神経表象 
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 本研究では MRI を用い，一次運動野が運動の実

行とイメージに共通した神経表象を有するかを検

証した。身体を動かしたり，筋活動を生じさせたり

せずに身体運動を心的にシミュレーションするこ

とを運動イメージと呼ぶ（e.g., Grush, 2004）。先

行研究の成果により，運動イメージは脳の高次運動

関連領域を活動させることが認められつつあるが，

一次運動野が運動イメージに関与するか否かはよ

くわかっていなかった（e.g., Hanakawa, 2016）。
しかし，マルチボクセルパタン分析（Kriegeskorte 
et al., 2008）を用いた近年の研究によって，運動イ

メージ中の一次運動野における活動の空間的パ

ターンに基づき，異なる運動イメージ同士の弁別が

できることが報告された（Pilgramm et al., 2016; 
Zabicki et al., 2017）。このことは，一次運動野が運

動イメージの内容の違いを反映するような神経表

象を有することを示唆する。Zabicki et al はさらに，

身体運動を実行した際の一次運動野の活動パター

ンに基づき，同じ運動をイメージした際の一次運動

野の活動パターンを弁別できるか，また，その逆向

きの弁別は可能かという，運動実行とイメージに共

通の神経表象の検討も行った。だが，モダリティを

またいだ弁別は成功せず，神経表象の共通性は示さ

れなかった。 
 ただし，Zabicki et al.（2017）の研究成果から一

次運動野には運動実行と運動イメージに共通の神

経表象が存在しないとみなすのは早計である。彼ら

が課題に用いた運動は，「ターゲットへの指差し」，

「クッションを掴む」，「手を開閉させる」の 3 種で

あり，これらは空間性，ターゲットの有無など様々

な点で異なると指摘されている。さらに，ある脳領

域でどのようなタイプの情報が表象されるかを検

討するためには，それぞれの要素を統制すべきだと

述べられている（Pilgram et al., 2016）。 
 そこで本研究では，実行およびイメージされる運

動を右手の人差し指から小指までのうちいずれか

一つを動かすという単指タッピングに統一し，改め

て一次運動野における運動実行とイメージ間に共

通した神経表象の有無を検討する。今回の課題に用

いられる運動はどの指を動かすかという点だけが

互いに大きく異なり，先行研究に比べて，空間性な

どの運動要素はより類似性が高くなったといえよ

う。もし，運動実行中の一次運動野の活動の空間的

パターンに基づいて同じ運動のイメージを識別し

たり，イメージ中の脳活動パターンに基づいて運動

実行時の脳活動パターンを識別したりできれば，そ

れは運動実行とイメージに共通の神経表象がある

ことを意味し，一次運動野が運動実行と運動イメー

ジで何らかの共通の役割を果たすことを示せる。。 
 

実験 
方法 

実験参加者 右利きの男性 10 名（平均 27.2 歳）が

実験に参加した。 
装置 Philips Healthcare 製の 3T の MRI，Current 
Designs 製の MRI 用 4 ボタンレスポンスパッド 2
つ，BRAIN PRODUCTS 製の筋電図計を用いた。 
手続き 参加者ははじめに，MRI スキャナ内で身

体を動かさず安静にするという Rest 条件の fMRI
撮像を 5 分間受けた。これは後述する実行・イメー

ジ条件の 1 セッション分に等しい長さであった。

この時の筋電活動が計測され，Rest 状態の筋活動

として分析に利用された。その後，参加者は実行条

件を 4 セッション行って指運動の筋感覚に慣れて

から，イメージ条件を 4 セッション行った。どの

セッションも，各試行では右手の人差し指から小指

いずれか一つが視覚刺激により指定され，参加者は

その指で右手のレスポンスパッドのボタンを 1 秒

間隔で 12 回押す（実行条件）か，12 回押す様を筋

感覚的にイメージした（イメージ条件）。各セッショ

ンでは各指はランダムに合計 3 回ずつ指定される

ようになっていた。各試行後は運動実行がうまく

いったか，あるいはイメージが容易だったかを左手

のレスポンスパッドを使って 4 件法で回答する時

間が 5 秒設けられ，その後 7 秒を置いて次の試行

が始まった。以上の 8 セッションでは脳活動およ



び両手の筋電活動が計測され，課題遂行中の脳活動

および筋電活動として分析に利用された。 
 

結果 
脳活動 実行・イメージ条件間で左の一次運動野に

おける脳活動の空間パターンに共通性があるかを

以下の手順で検証した。まず，実行条件の脳活動

データを用い，どの指を動かしたかを弁別できるよ

う識別器を訓練した。次に同識別器によって，イ

メージ条件においてどの指がイメージされたかを

弁別し，その精度を求めた。同様に，イメージ条件

のデータで訓練した識別器を用い，実行条件のデー

タを弁別するという逆向きの精度も求めた。両方向

で得られた精度を平均し，モダリティをまたいだ識

別の総合的な精度を求め，両側 1 サンプル t検定を

行ったところ，識別精度はチャンスレベルの 25%
を有意に上回っていた（32.71%，t（9）= 2.93, p = 
0.0166）。同様の分析を統制領域として選ばれた両

側視覚野（ブロードマン 17 野と 18 野を合わせた

領域）および両側補足運動野の脳活動データを用い

て行なった場合，精度はチャンスレベルを有意に超

えはしなかった（ts（9）> 0.65, ps > 0.5299）（Fig.1）。 
筋電活動 各条件の筋電活動の大きさを比べるた

めに，実行・イメージ条件の課題遂行中および Rest
条件の筋電データを積分した。Rest 条件に関して

は 5 分間のデータの中から，実行・イメージ条件で

課題が行われたのと同じタイミングに当たる部分

のデータを使用した。セッション数の違いを考慮し，

実行・イメージ条件のデータは積分値を 4 で除し

た。得られた値に対して課題条件（実行・イメージ・

Rest）×手（左右）の参加者内 2 要因分散分析を行

うと，交互作用が有意となった（F（2, 18）= 17.759, 
p < 0.001）。交互作用の単純主効果の検定では課題

条件における手の単純主効果と右手における課題

条件の単純主効果が有意となり，右手でのみ実行条

件は他の 2 条件より値が大きいことや，実行条件

でのみ右手は左手より値が大きいことが示された

（F（1, 27）= 50.761, p < 0.001 および F（2, 36）
= 36.180, p < 0.001）（Fig.2）。 

 
考察 

 一次運動野において運動実行と筋感覚的な運動

イメージでモダリティをまたいだ識別精度がチャ

ンスレベルを超えたことは，一次運動野に両モダリ

ティに共通の神経表象が存在することを意味し，同

部位が運動実行と筋感覚運動イメージに共通した

何らかの役割を果たすことを示唆する。イメージ条

件でベースラインを超える筋活動が検出されな

かったことから，イメージ条件で参加者が実際に指

を動かしていた可能性はある程度棄却される。 
 今回の課題で用いられた運動は全て指タッピン

グであり，空間性などの特徴は相互に類似しており，

大きな違いは右手の四指のうちどれが対象になる

かの点にあった。よって今回の実験結果からは，一

次運動野が運動実行と筋感覚運動イメージの双方

で同じように運動の効果器（i.e., どの指か，または

どの筋か）を表象するのではないかと推測される。

他の運動の要素（e.g.，空間性，ターゲットの有無）

に関しても，運動実行とイメージに共通の神経表象

の有無が引き続き検討されるべきである。 

 
Figure 1 各脳領域における四指の識別精度 

（*は p < .05） 

 
Figure 2 筋電活動の積分値における課題条件と

手の交互作用（**は p < .01） 
 

（Fumihito IMAI, Jun SHINOZAKI, Hidekazu 
SAITO, Hiroshi NAGAHAMA, Yuuki SAKURAI, 

Takashi NAGAMINE & Kenji OGAWA） 

* 
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アファンタジア（aphantasia）の心的イメージ欠如 
に関する研究の動向 

 
〇 髙橋 純一 1 行場 次朗 2 

（1 福島大学人間発達文化学類 2 尚絅学院大学心理学類） 
キーワード：アファンタジア，イメージ能力，物体 / 空間イメージ 
 
心的イメージの形成に個人差が存在するのは一般

的な理解であるが，心的イメージが欠如した事例も

ある。これまでも，相貌失認（Grüter et al., 2009）や

視知覚の異常（Farah et al., 1988）に伴う視覚イメー

ジの欠如は報告されてきた。一方で，最近，視知覚

には障害がないものの，視覚イメージの欠如を呈す

る状態もわかっている。「アファンタジア（aphantasia: 

Zeman et al., 2015）」と呼ばれ，複数の事例が知られ

つつある。本報告では，アファンタジアの研究動向

について概説する。 

 

1. アファンタジアとは 

1. 1. Zeman et al.（2010）の事例 

アファンタジアの提唱に先んじて，Zeman et al.

（2010）は冠状動脈形成術を受けた MX（男性，65

歳）の事例を報告した。MX は，実際の視知覚や顔

認知に異常はないものの，視覚イメージが欠如し，

夢からも視覚情報が喪失した状態であった。 

眼科学的，精神医学的な観点では問題はなかった。

構造 MRI（magnetic resonance imaging）では，白質の

高い信号強度と前頭側頭部の境界委縮が認められた。

知的能力（WAIS-Ⅲ: Wechsler, 1997），記憶力（WMS: 

Wechsler, 1945），および実行機能系（ストループ課

題: Stroop, 1935）の各成績では，MX と統制群との間

に大きな違いは見られなかった。しかし，MX の視

覚イメージ鮮明性（VVIQ［Vividness of visual imagery 

questionnaire］: Marks, 1973）は低く，心的回転課題

についても，MX の成績は統制群よりも低かった。 

次に機能的 MRI を用いて，知覚条件（有名人の顔

を見る）とイメージ条件（有名人の氏名が視覚的に

呈示されて顔をイメージする）の脳活動を測定した。

知覚条件では，MX と統制群に差はなかった。イメ

ージ条件では，MX の後頭部の弱い活動（紡錘状回

など）と前頭部の強い活動（下前頭回など）が見ら

れた。下前頭回は意味検索を反映しており（Moss et 

al., 2005），MX が課題を遂行するときに言語的方略

を用いていた可能性が指摘されている。 

 

1. 2. Zeman et al.（2015）の事例 

Zeman et al.（2010）の報告は，一般向けに人気の

あるサイエンスマガジン「Discover」で紹介された

（Zimmer, 2010）。その読者から反響があり，Zeman et 

al.（2015）において，これらの人々の視覚イメージ

の欠如が報告された。特に重要なことは，これらの

事例はZeman et al.（2010）のように後天的ではなく，

先天的にイメージ体験がないことであった。 

対象者は 21 名（男性 19 名，女性 2 名，平均年齢 = 

41.65 歳）であった。VVIQ では，“全くイメージが

浮かばない者”が 12 名（平均評定点 = 16.0，VVIQ ≦ 

16），“最小限のイメージは浮かぶ者”が 9 名（平均

評定点 = 25.1，17 ≦ VVIQ ≦ 30）であった。グル

ープ間の評定点には有意差があり，どちらも統制群

（121 名，中央値 = 59）よりも有意に低かった。 

対象者のエピソードから，自分にイメージ体験が

ないことに気づいたのは 10 ～ 20 歳代であり，多く

の場合は日常生活や読書のなかでそのことを知った

ことがわかる。21 名のうち多くの者が自発的なイメ

ージに困難を示す一方で，非自発的なイメージ（「ひ

らめき」など）は体験できる場合もあることがわか

った（覚醒状態での「ひらめき」を体験したことが

ある者は 10 名，夢を視覚的に見る者は 17 名であっ

た）。また，21 名のうち 5 名は親族にも同様にイメ

ージ形成に困難を示す者が含まれていた。さらに，

21 名のうち 14 名は言語的，数学的あるいは論理的

分野については代償的に得意であることも示されて

いる。したがって，アファンタジアには，いくつか

のサブタイプの存在も想定されている（Zeman et al., 

2015）。 

 

2. アファンタジアの心理・生理特性 

2. 1. 知覚・認知特性 

知覚・認知特性に関する論文は，現在のところ 4

本のみである（両眼視野闘争: Keogh & Pearson, 2018; 

視覚的短期記憶 : Jacobs et al., 2018; 描画課題 : 

Bainbridge et al., 2019; 皮膚電気伝導度: Wicken et al., 

2019）。例えば，Keogh & Pearson（2018）は両眼視



野闘争パラダイムを用いた。両眼視野闘争とは，両

眼に異なる刺激を入力すると，それらが混ざり合っ

て知覚されたり，交互に現れて知覚されたりする現

象である。アファンタジアの実験参加者 15 名のデー

タと統制群 209 名のデータ（Pearson の先行研究で既

に取得されたもの）が比較された。課題では，先行

イメージとして「緑色（垂直方向）のガボール刺激」

あるいは「赤色（水平方向）のガボール刺激」を視

覚的にイメージするように教示された。次に，両眼

にそれぞれの刺激を呈示して両眼視野闘争を生じさ

せた。最後に，見えた刺激について「緑色（垂直方

向）」，「赤色（水平方向）」，あるいは「完全に混ざっ

て見えた」の 3 つから反応を求めた。先行イメージ

で鮮明な視覚イメージが形成できていればそれがプ

ライム刺激となるため，呈示された「緑色（垂直方

向）」または「赤色（水平方向）」の刺激がはっきり

と知覚されると予測できる。結果から，アファンタ

ジアの実験参加者では，先行イメージによるプライ

ミングが生じにくかった。つまり，十分な視覚イメ

ージが形成できていなかった可能性が実験的に示唆

されたと言える。 

2. 2. 視覚イメージ特性：物体イメージの特異性 

物体イメージの特異的な欠如も報告されている

（Dawe et al., 2020）。物体イメージと空間イメージは

機能的に異なる処理である（Levine et al., 1985）。

Dawe et al.（2020）は，質問紙法を用いることで，ア

ファンタジア 267名における物体 / 空間イメージ特

性を検討した（OSIQ：Blajenkova et al., 2006）。結果

から，OSIQ の空間イメージに関する項目では統制群

と評定値に差がないものの，物体イメージ（OSIQ の

物体イメージに関する項目および VVIQ）について

は統制群よりも評定値が有意に低いことを示した。

類似した結果は，Zeman et al.（2020）でも報告され

ている。しかし，これらの研究では主に主観評定を

用いているため，解釈は慎重に行うべきであろう。

今後，物体 / 空間イメージの特性について，実験的

な検討が期待される。 

2. 3. 脳機能特性 

脳機能特性については，ほとんどわかっていない

のが現状である（Dijkstra et al., 2019）。したがって， 

VVIQ 得点によるイメージ能力の個人差を変数とす

ることで，アファンタジアの脳機能特性を考察する

上での参考になる（Fulford et al., 2018）。Fulford et al.

（2018）は大学生（アファンタジアの参加者は含まれ

ていない）を対象として，既述の Zeman et al.（2010）

と同様の課題を用いて，機能的 MRI により脳活動を

測定した。結果から，視覚イメージ鮮明性が高くな

るにつれて後頭部の活動が強くなった。また，視覚

イメージ鮮明性が低くなるにつれて前頭部の活動が

強くなることもわかった。これらの結果は，Zeman et 

al.（2010）と同様であり，視覚イメージ鮮明性が高

い者の場合は視覚野における大きな活動が認められ

る一方で，視覚イメージ鮮明性が低い者の場合は，

イメージ形成に負荷がかかるために実行系の活動が

強くなり，結果的に前頭部の活動が強くなったと解

釈されている。今後，アファンタジアを直接的に実

験対象者とした研究が展開されることで，その脳機

能特性についての解明が期待される。 

 

3. 今後の展開 

アファンタジア研究に関する今後の展開として，

「出現率」，「神経心理学的要因」，「サブタイプの有無」

などを検討する必要がある（Zeman et al., 2015）。 

日本国内では，行場（2019）に一部報告があるも

のの，アファンタジア研究は展開され始めた段階で

あろう（髙橋・行場, 投稿中; Takahashi & Gyoba, 

submitted）。行場（2019）が紹介している当事者のエ

ピソードとして，“仕事で眼前にない物品の配置をイ

メージして議論や会話をしなくてはならない時がと

ても辛い”と訴えている。また，“地図も苦手で，よ

く方向音痴になるので，カーナビや携帯 GPS ができ

て本当に良かった”とも述べている。類似した意見

は，他のアファンタジア当事者たちでも共有されて

いる（実際生活のエピソードとして，Kendle（2017）

“Aphantasia: Experiences, perceptions, and insights”も

参照のこと。髙橋・行場［訳］として準備中である）。

今後，国内でも研究を展開することで，イメージ欠

如が実際生活に及ぼす影響について明らかになり，

社会における理解につなげることができるだろう。

結果的に，当事者の生きづらさの低減が期待できる。 

 

文 献 

行場次朗（2019）可視化を考える際の認知心理学的

制約とその利用. 学術の動向, 2019 年 4 月号, 2-7. 

Zeman, A., Dewar, M., & Della Sala, S. (2015) Lives 

without imagery-congenital aphantasia. Cortex, 73, 

378-380. 

 

本研究は科学研究費補助金（17K17616）の補助を受けた。 

（TAKAHASHI Junichi & GYOBA Jiro） 



覚醒時と夢見で体験される感覚的イメージの生成に関与する
のは背側経路なのか腹側経路なのか 

―日本語版 DVQと VVIQ,QMI,夢想起頻度の関連性の検討― 
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（文教大学人間科学部） 
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目 的 

夢を生成する脳内メカニズムについて最もよく知られ

たモデルにHobson（1988）の活性化―合成化説がある。

この説によればREM睡眠時に脳幹から発したPGO波が視

覚野を刺激し、視覚的イメージが生成され、それを高次

の認知機能が解釈した結果、夢が作り出されるという。

しかし、この説では脳のどの部位がどのように関わるの

かまではあまり明らかにされていない。Solms (1997) は

夢に影響があった脳障害の事例をもとに前頭葉基底核、

下頭頂葉小葉の2か所が夢の生成に深く関わると主張し

た。MRIを用いた研究からは夢想起頻度には内側前頭前野

が関係とするという報告もある (Vallet, 2018)。 

 一方、脳内の情報処理おける背側処理系路と腹側処理

系路の優位性が認知スタイルの個人差に反映される可能

性が示唆されている。その個人差を測定する質問紙(DVQ)

を用いた研究から視覚的イメージの処理は腹側経路の優

位性と関連する可能性が指摘されている (川原, 2015)。 

 夢想起頻度には覚醒時のイメージの鮮明性が関連する

こと(Okada, Matsuoka,& Hatakeyama,2000)、夢見におけ

る感覚別体験頻度は対応する覚醒時の感覚モダリティの

イメージの鮮明性と関連すること(Okada, Matsuoka, & 

Hatakeyama, 2005)を考え合わせると、夢の生成において

も背側処理系路と腹側処理系路の優位性が関連する可能

性が考えられる。しかし、このような観点からの検討は

あまりなされていないようである。そこで、本研究では、

近年翻訳された日本語版DVQを用い、覚醒時の感覚別の

イメージの鮮明性と空想傾性、夢見における感覚別体験

頻度悪夢の頻度と苦痛度等との関連性について検討した

ので報告する。 

方 法 

調査時期と対象者：調査時期は2018,2019,2020年6月,

大学生550人,（男性142人、女性408人）平均年齢19.58

歳（SD 0.77歳, 18-24歳）。 

質問項目：背側・腹側経路の常用傾向には川原（2015）

が作成した日本語版Dorsal-Ventral Questionnaire; 

DVQ)、視覚イメージの鮮明性には日本語版VVIQ(菱谷, 

2005)、感覚別の鮮明性は日本語版QMI(リチャードソン, 

1974)、空想傾性には日本語版CEQ(岡田・松岡・轟、2004)

を使用した。夢に関しては、明晰夢頻度、悪夢頻度、夢

想起頻度、夢の鮮明性、夢見における感覚別体験頻度8

項目の合計12項目(岡田, 2000)、悪夢の苦痛度を測る

NDQ-J(岡田・松田,2013)を使用した。 

手続き 

Google form を用いwebで回答を求めた。対象者には

心理学関連の授業の一環として授業時間中に教材として

実施し、回答後結果について採点方法、平均値、SDを提

示し回答者が採点し、理解できるように配慮した。 

結 果 

 分析により対象者数が異なるのでその都度人数を示す。 

DVQに川原 (2015) と同様に因子分析を行った（n=423; 

主因子法、promax回転）。固有値1以上の基準では6因

子が抽出されたので、2因子解を求めたところ抽出後の平

方和の累積比率は21.24％と低い値となった。因子負荷量

を見ると背側、腹側の項目はそれぞれ1つの因子に纏ま

る傾向を示したが、因子負荷量0.3以上の基準を適用す

ると背側因子には5項目、腹側因子には7項目が属する

に留まった。因子間相関は0.29であった。α係数を求め

たところ背側10項目では 0.712、腹側10項目では0.625

となり腹側項目はかなり低い結果となった。各年度、対

象者は120人以上いたので年ごとにα係数を算出したと

ころ、背側は0.705-0.724、腹側は0.621- 0.639と大き

な差は見られなかった。全体での背側尺度の合計の平均

値は37.5(SD; 5.70)、腹側尺度の平均値は28.51(5.77)

であった。年度間での差異を分散分析により検討したが、

有意ではなかった。性差をt検定により検討したが有意

ではなかった。 

表1に使用した質問紙の平均値とSD、背側・腹側尺度

との相関係数を示す。VVIQ,QMI,夢想起の項目はいずれも

鮮明性や頻度が高いほど数値は低くなる。 

 表1使用した質問紙の平均値とSD、背側・腹側尺度との相関

係数  

  DVQ背側 DVQ腹側 ｎ 平均 SD 

VVIQ -.184** -.322** 388 37.98 8.80 

QMI視覚 -.175** -.284** 414 14.16 4.80 

QMI聴覚 -.109* -.234** 409 13.03 3.99 

QMI運動 -.115* -.222* 424 12.72 5.23 

QMI触覚 -.110* -.258** 405 15.17 5.19 

QMI味覚 -.116* -.205** 409 12.52 5.59 

QMI嗅覚 -0.082 -.251** 409 17.55 5.93 



QMI内臓 -0.070 -.195** 410 11.93 5.45 

CEQ .235** .388** 237 49.80 9.35 

NDQ .162** .168** 307 25.05 7.48 

悪夢の頻度 -.130* 0.027 358   

明晰夢の頻度 -.141** -0.057 358   

夢想起頻度 -0.056 -.129* 352   

夢の鮮明性 0.007 -.143** 352   

色彩の体験頻度 0.043 -.119* 352   

運動感覚の頻度 -.125* -.159** 352   

目が覚める悪夢 .143* 0.106 307   

悪夢 0.102 -.144* 307   

*<.05;**<.01 

覚醒時のイメージの鮮明性とDVQとの相関を見るとど

の尺度も腹側尺度と係数は低いながらも有意な相関を示

している。いずれも鮮明性が高いほど評定値は低くなる

ので負の相関であればDVQが高いほど鮮明性や頻度は高

くなることを示す。背側尺度に関してはさらに係数は低

いが、嗅覚、内臓感覚以外で有意であった。空想傾性に

ついては、背側、腹側ともイメージの鮮明性の諸尺度よ

り相関係数は高い。 

夢に関する項目とDVQとの相関係数を求めたところ、

夢想起頻度、鮮明性は弱いながらも腹側尺度と有意な相

関を示した。感覚別頻度では色彩の体験頻度が腹側尺度

と、運動感覚は背側、腹側の両者と有意な相関を示した。

悪夢に関しては、覚醒を伴う悪夢の頻度、明晰夢の頻度

が背側尺度のみと有意な相関を示した。悪い夢は腹側尺

度と有意であった、さらにNDQは背側尺度、腹側尺度と

関連性を示した。 

考 察 

 DVQの因子構造は概ね作成した川原（2015）の報告同様

2因子であることが確認されたが、寄与率はかなり低い値

となったこと、特に腹側尺度の信頼性係数が0.6程度で

あることから、尺度の信頼性に関してはやや疑問が残る

結果となった。覚醒時のイメージの鮮明性との関連性を

検討するためにDVQとQMIの感覚別得点との相関を求め

た。その結果全ての感覚モダリティで腹側尺度と有意な

相関がみられた。QMIで喚起された感覚モダリティごとの

イメージは対象に関するものであるため”what”システ

ムが関与するという結果は妥当なものであろう。背側尺

度も有意となったがその値は極めて低い。中ではVVIQと

視覚の尺度の相関がやや強かった。視覚イメージの生成

には空間的な関係性－”Where”システム－も求められ

ることが反映されているように思われた。イメージの生

成に関わる空想傾性はイメージの鮮明性より両尺度との

相関係数はかなり高くなった。空想の世界に没入するた

めには対象のイメージができるだけではなく、その世界

に入り込んで自らのオリエンテーションを知ることがで

きることが必要であるからかもしれない。 

 次に夢の項目とDVQの関係を検討する。夢想起頻度、

夢の鮮明性、は腹側尺度と極めて弱いが有意な相関を示

した。腹側経路には様々な感覚モダリティから得られた

情報を統合してイメージの内容を作り上げる機能がある

と考えられるが、その機能が優位だと内容が豊富で鮮明

となり夢想起頻度が上がる機制が考えられる。今後の研

究が期待される。 

感覚別想起頻度では色彩と運動感覚の体験頻度のみが

有意となった。色彩の処理は対象が何であるかの情報で

あり腹側優位は納得できる。運動感覚の体験頻度は唯一

腹側のみならず、背側尺度とも相関を示している。運動

感覚はどのような運動しているのかだけでなく、どこで

どのような関係の中でという背側経路の情報も必要であ

ることを示していると考えられる。 

 悪夢に関する項目では覚醒を伴う悪夢、明晰夢が背側

尺度との間、悪い夢は腹側尺度との間、NDQはその両方と

有意な相関を示した。悪夢については覚醒の有無で背側

か腹側かが変わった。覚醒を伴う強い悪夢の場合はイメ

ージの内容よりイメージの中での自らの関与が強いのに

対して悪い夢の場合は夢に現れるイメージの内容が体験

頻度を左右しているのかもしれない。明晰夢の場合は夢

だと気づくためには自身がどこにいるのかに気づく、背

側処理系が関わっているのかもしれない。 

これらの結果は、DVQはやや信頼性が低いが妥当性を有

していることを示すと考えられる。視覚以外の感覚のイ

メージの鮮明性には主として腹側経路が関わっている可

能性が、夢見に関しては覚醒時のイメージほど明瞭では

ないが、強い悪夢や明晰夢には背側経路が、通常の夢の

内容には腹側経路が関わっている可能性が示唆される。 
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新型コロナ・パンデミック状況下における⽇本の⼤学⽣の 
夢⾒の変容に関する Web 調査 

―東京都近郊と岩⼿県の⽐較― 
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【目 的】 

ナショナル・ジオグラフィック誌 2020 年 4 月号で 
は COVID-19 (新型コロナウイルス)のパンデミック

に伴い,奇妙で鮮明な悪夢を見る人の増加を示す「コ

ロナ・パンデミック・ドリーム」現象を米国や欧州の

睡眠研究者が報じたことを報告している (Renner, 
2020)。Renner(2020)は，「コロナ・パンデミック・

ドリーム」の原因として自粛生活による孤立,健康不

安,死への不安,経済的不安などの心理社会的ストレ

スや,自粛生活に伴う生活パターンの変化(運動不足

も含む)がもたらす睡眠リズムの乱れおよび睡眠の質

の低下と考えている。覚醒時の情報処理と睡眠中の

情報処理である夢には連続性がみられるという連続

性仮説(Schredl, 2019)が提唱されているが，コロナ・

パンデミック・ドリームの生起メカニズムについて

も同様と考えられる。 
本研究の目的は，新型コロナウイルス感染拡大状

況下における大学生の夢見の特性について，全国で

最も拡大している地域（東京都近郊）と調査開始時感

染者ゼロであった地域（岩手県）の地域間の比較，緊

急事態宣言下と解除後の状況間を比較することであ

る。 

【方 法】 

調査協力者：東京都近郊 4 都県（東京都，神奈川県，

埼玉県，千葉県）及び岩手県在住の大学生と専門学校

生延べ 1508 名，平均年齢 19.7歳（SD=2.33）。 
手続き：夢見調査は緊急事態宣言中の 4 月下旬〜5 月

上旬と解除後の 7 月下旬の 2 回，感染者が多かった

関東地区在住者と，調査開始時感染者が確認されて

いなかった岩手県在住者を対象に Google フォームを

用いた Web 調査を実施した。調査は無記名式にて実

施し,調査趣旨を説明し，同意を得て調査を実施した。

なお，回答開始後の途中放棄も可とした。研究の実施

にあたり，岩手大学人を対象とする医学系研究の倫

理審査を受けた(承認番号第 202004 号)。 
調査内容・項目：（１）夢見内容の報告（過去 1ヶ月

の間で一番印象に残った夢について）［自由記述］ 
（２）夢見の形式的側面：夢特性評定尺度（Dream 
Property Scale; DP尺度）（竹内他，1996）を用い

た。DP尺度は 4 下位尺度各々3項目計 12項目[評価
性 (Evaluation) （快・好き・明るい），印象性

(Impression)（鮮明な・はっきりした・ありありとし

た），活動性(Activity)（動的な，騒がしい，にぎや

か），奇異性(Bizarreness)（非現実的な・信じられな

い・非凡な）]を使用した（両極性 7件法）。DP尺度
の各下位尺度は心理生理的な基盤との対応が想定さ

れており，評価性は夢の情動系，印象性は視覚系の賦

活，活動性はレム睡眠賦活系の活動レベル，奇異性は

夢の統合性と関係するとしている（竹内他, 1996）。

（３）夢内容の確認項目（出現内容の有無：複数選択

可）①登場した事物[人・想像上の事物・動物]，②夢

で経験した相互作用[攻撃的・友好的・性的・その他]，
③夢の中の活動[身体的・言語的・感覚・認知]，④夢

の中の感覚[視覚・色彩・聴覚・発話・触覚・運動感

覚・味覚・嗅覚・内臓感覚・痛覚・皮膚感覚]，④夢の

結末[成功・失敗]，⑤夢の中の感情[嬉しさ，幸福感，

焦り，不安等 13 感情]，⑥夢に影響していると考えら

れる出来事や情報[自由記述]，⑦過去 1ヶ月間の夢見

の想起頻度[7件法]。 

【結 果 と 考 察】 

 Web 調査で収集された 1回目調査（緊急事態宣言

時）725個，2回目調査（緊急事態宣言解除後）783
個の夢見について分析した。 

（１）新型コロナ(COVID-19)関連夢の出現率の比較 
夢の自由記述に「コロナ，ウイルス，COVID-

19，感染，マスク，検査，自粛，洗う，消毒，咳」

がある，あるいは，その夢を見た原因にこれらのキ

ーワードがある場合に新型コロナ関連夢と分類し

た。第 1回目調査におけるコロナ関連の夢の出現率

は，関東地区の学生 8.5%に対して岩手地区の学生で

は 4.1%であり，緊急事態宣言下では関東地方の学生

がコロナ関連の夢の出現率は岩手県の学生のほぼ倍

の高出現率であることが確認された（表 1）。 
 
表 1 新型コロナ関連夢の出現率の比較 

 

東京都近郊 岩手県 東京都近郊 岩手県
新型コロナ関連夢
の出現率 8.6% 4.2% 4.8% 5.6%

夢の報告数 535 190 605 178
カイ二乗検定

第1回目調査
（緊急事態宣言時）

第2回目調査
（緊急事態宣言解除後）

χ2=3.915,  p<.05 χ2=0.914,  n.s.



† .05<p<.10    ＊p<.05   ＊＊p<.01 

（２）夢見の形式的特性面の比較 
DP尺度の印象性，評価性，活動性，奇異性につい

て，調査地区（東京都近郊 vs.岩手）と調査時期（1回
目 vs.2回目）の 2要因分散分析を行った（図 1）。 
＜夢の評価性＞夢見の情動性と快不快：交互作用が

有意であった(F(1，1506), p=.014)。すなわち緊急事

態宣言下では東京都近郊のほうが岩手県より評価性

の低い夢（不快な夢）が報告されたのに対して、解除

後はむしろ岩手県のほうが夢の不快性が高かった。

夢の評価性は，東京都近郊では解除後に良い方向へ，

岩手県では悪い方向へと向かっていた。これは東京

都近郊では、自粛からの解放の影響と考えられた。一

方で，岩手県では感染者第 1 号になりたくないとい

う緊張や緊迫感が蔓延していた影響が考えられる。

実際に 2 回目の調査依頼直後に，岩手県での感染者

第 1 号の確認が大きく報道され，マスメディアの状

況と関連した可能性が考えられる。 
＜夢の印象性＞夢の鮮明性・明瞭性：時期の主効果が

有意であった(F(1,1506)=7.280, p=.007)。東京都近郊

および岩手県のどちらも，1回目より 2回目ほうが報

告される夢の感覚的鮮明性に上昇傾向がみられた。 
＜夢の活動性＞夢の動的活性：東京都近郊は岩手県

よりも夢の activity が高かった(F(1 ,1506 )=7.851, 
p=.005)。この下位尺度はストレスレベルと連動して

上昇する REM 睡眠賦活系を反映することから、調査

時期を通して、東京の学生の生活が全般的に強いス

トレス状況にあることを示す結果かもしれない。 
＜夢の奇異性＞奇妙・奇異な夢の程度：交互作用が有

意傾向であった(F(1,1609)=2.745, p=.098)。緊急事態

宣言時の状況下では，東京都近郊で報告された夢は

岩手県で報告された夢に比べて奇異性が高い傾向を

示したが、解除後は地区間で差はみられなかった。感

染拡大初期の時期では、特に東京近郊の学生におい

て新型ウィルスに対する未知性、不安感や恐怖感の

影響が示唆される。 

 
図 1 夢特性尺度の各尺度の平均評定値 

（３）夢見の内容諸要素の出現率（登場事物，他者と

の相互作用，活動様式，感覚，感情，夢想起）：夢の

内容についてχ2検定を行った（表 2）。緊急事態宣

言下の第 1 回目調査において，岩手の学生に比べて

東京の学生の夢における出現率が有意に高かった項

目は「焦り」と「驚き」の感情であり、「想像上の事

物」「攻撃的な相互作用」の出現率の相対的な高さ、

「安堵感」と「幸福感」の相対的な低さも注目された。 
解除後の第 2回目調査においては，1回目で認めら

れた差はみられず，一方で東京の学生の夢の中には、

「友好的な相互作用」「言語活動」「嬉しさ」や「安

堵感」を伴う夢の出現頻度が岩手の学生より多くな

っており、解除後の東京の学生では、夢の内容がポジ

ティブな方向へ変化していることが示唆された。 
夢内容の諸要素の出現頻度の結果は、夢見の形式

的側面を表す DP 尺度の結果と基本的に対応するも

のであり、本調査において「過去１ヶ月の最も印象深

い夢」として報告された夢の特徴は，新型コロナ感染

拡大によって生じている心理社会的状況をある程度

反映した結果になっていると考察される。 
 
表 2 夢見の内容諸要素の出現率の比較 

          
本研究は，科学研究費補助金基盤研究（C）（JP17K04461
研究代表者 松田英子）の補助を受けた。 

 (MATSUOKA Kazuo，MATSUDA Eiko) 

東京
(535)

岩手
(190)

χ２
検定

東京
(605)

岩手
(178)

χ２
検定

人 95.7% 96.3% n.s. 94.4 92.1 n.s.
想像上の事物 9.0 > 4.7 † 8.4 8.4 n.s.
動物 8.4 6.3 n.s. 6.6 10.1 n.s.
攻撃 39.6 > 32.1 † 31.6 36.0 n.s.
友好 50.8 57.4 n.s. 57.5 > 46.6 ＊
性的 8.2 9.5 n.s. 11.1 > 4.5 ＊＊
身体的活動 73.8 69.5 n.s. 73.3 74.2 n.s.
言語的活動 60.0 63.7 n.s. 66.1 > 57.3 ＊
認知的活動 61.5 63.7 n.s. 46.5 45.5 n.s.
視覚 95.3 93.7 n.s. 93.7 90.4 n.s.
色彩感覚 67.5 66.3 n.s. 71.5 69.2 n.s.
聴覚 66.2 70.5 n.s. 69.5 > 61.2 ＊
発話 55.1 58.4 n.s. 60.8 55.1 n.s.
触覚 21.3 25.3 n.s. 22.4 22.5 n.s.
運動感覚 45.0 43.2 n.s. 42.9 41.0 n.s.
味覚 1.1 2.6 n.s. 3.0 3.9 n.s.
嗅覚 1.5 < 4.2 ＊ 3.1 4.5 n.s.
内臓感覚 4.9 6.8 n.s. 5.6 6.2 n.s.
痛覚 8.2 5.8 n.s. 5.8 5.6 n.s.
嬉しさ 39.1 42.6 n.s. 46.5 > 37.6 ＊
安堵感 20.7 < 26.8 † 23.0 22.5 n.s.
幸福感 29.5 < 36.3 † 39.2 > 29.8 ＊
怒り 7.9 6.8 n.s. 11.1 8.4 n.s.
悲しみ 19.4 15.8 n.s. 22.0 19.1 n.s.
恐怖感 35.1 29.5 n.s. 28.8 28.1 n.s.
焦り 40.0 > 31.6 ＊ 37.3 37.1 n.s.
緊張感 39.6 34.7 n.s. 39.9 37.1 n.s.
不安感 37.2 34.2 n.s. 37.1 41.0 n.s.
嫌悪感 19.6 17.9 n.s. 20.0 21.9 n.s.
驚き 31.8 > 23.7 ＊ 29.8 24.7 n.s.

感
情
経
験

緊急事態宣言時 緊急事態解除後

登
場
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互
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用
活
動
様
式
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児童はイメージ没入性が高い 

― 小学生から大学生までの想像活動への関与尺度 III得点の比較 ― 

畠 山 孝 男 

（山形大学） 

Key words: 想像活動への関与尺度 III，児童，中学生，高校生，大学生 

 

児童を対象にしたイメージ個人差についての研究

は Isaac & Marks（1994），Wolmer, Laor, & Toren（1999）

などに限られ，ほとんどなされていないと言ってよ

い。しかもそれらの研究では，成人向けに作られた

イメージテストがそのまま児童に個別事態で施行さ

れている。 

筆者はこれまで，趣意を損なわない範囲で元のテ

ストに修正を加えた児童版を作成して，学級単位の

集団で施行し，認知課題や事象との関連の分析に活

用してきた。畠山（2018, 2019）はその施行データを

用いて，児童のイメージテストの平均得点と相関係

数，得点分布について大学生と比較した。その結果，

児童は概して鮮明性，統御性，常用性（表象型），

没入性のどの次元のテストについても大学生より幾

分評価が高く，テスト間の相関も幾分大きいが，得

点のヒストグラムの形状は大学生の場合と非常に似

ているという知見が得られた。しかし児童の没入性

テストの得点が大学生に比べて肯定的方向に大きく

ずれているのが目につく。本研究では中学生，高校

生のデータも加えて，児童から大学生に至るイメー

ジ没入性の発達的変化について検討する。 

 

方 法 

調査対象者 分析の対象としたのは小学 5 年生

190名（男 106名，女 84名），中学 2年生 250名（男

117名，女 133名），高校 2年生 205名（男 110名，

女 95 名），大学生 196 名（男 87 名，女 109 名）で

ある。 

イメージテスト 没入性のイメージテストとして，

想像活動への関与尺度 III（Imaginative Involvements 

Inventory: Davis, Dawson, & Seay, 1978；日本版：笠

井・井上，1993）と，筆者によるその児童版 C-III（畠

山，2005）を用いた。児童版では IIIの 7段階尺度を

5段階にしている。C-IIIは小学生と中学生，IIIは高

校生と大学生に施行した。 

 

結果と考察 

分布の正規性 

図 1 から図 4 に，児童，中学生，高校生，大学生

の C-III ないしは III のヒストグラムを，歪度，尖度

を添えて示す。 

中学生と大学生の尖度が幾分大きいが，それ以外

はどの年齢群も歪度，尖度が小さかった。分布の正

規性の検定で，児童はコルモゴロフ=スミルノフ検定

とシャピロ=ウィルク検定が，中学生はコルモゴロフ

=スミルノフ検定が，高校生は両検定が，大学生はシ

ャピロ=ウィルク検定が正規性を示した。どの年齢群

も得点の幅が大きいこと，得点が正規分布を示すこ

とが知られる。 

III得点の発達的比較 

どの年齢群とも分布の正規性を示すとは言っても，

図 1 の児童の分布が他の 3 群とは違って高得点寄り

であることに気づく。そこで 5 段階尺度の児童版

C-IIIの合計得点を IIIの 7段階尺度値に変換して，4

年齢群間で 1元配置分散分析を行った。F(3) = 31.12, 

p < .001で有意差があり，Tukey法による多重比較を

行った結果，児童が他の 3 群間より有意に高かった

（いずれも p < .001）（図 5）。児童は他の年齢群よ

り没入性が明らかに高いことが知られる。 

ここで中間値以上に含まれる人数の割合に着目す

ると，児童は 72.6%が含まれていて肯定側（没入性

が高い）に大きく偏っているのに対して，中学生は

46.0%と半数を割り，高校生は 39.0%，大学生は 38.3%

とさらに低い方向にシフトしていた。児童の没入性

の高さは発達的な特徴で，小学校高学年から思春期，

青年期にかけて没入性が大きく低下することが知ら

れる。全体的に児童は他の年齢群より没入性，つま

り知覚刺激や場面，空想・想像への没入の程度がは

るかに高いと言える。こうした発達的傾向としての

外的世界，内的世界への没入が，児童をして学びと

遊びに「勤勉性」（Erikson, 1963）を発揮させている

だろうことは，十分考えられるところである。 

III領域別得点の発達的比較 

C-III，IIIの領域別の年齢的変動について検討を試

みた。各領域の得点について年齢群を要因に 1 元配

置分散分析を行った。「感覚体験」F(3) = 7.87，「劇」

F(3) = 14.18，「読書」F(3) = 9.54，「幼少時の空想」

F(3) = 12.19，「現在の空想」F(3) = 13.01，「創造性」

F(3) = 12.71，「宗教」F(3) = 19.71，「心的冒険」F(3) 

= 43.48，「身体的冒険」F(3) = 34.97で，いずれも p 



< .001で有意差があった。Tukey法を適用した結果，

「現在の空想」を除く 8 領域で児童が他の 3 群より

有意に高かった他，「劇」では高校生が中学生より，

「現在の空想」では児童と高校生が中学生と大学生

より，「心的冒険」と「身体的冒険」では中学生が

高校生と大学生より有意に高かった（図 5）。 

領域別の中間値以上の人数の割合を示すと表 1 の

通りである。この表から次のようなことが知られる。

(a) 児童の中間値以上の人数の割合は，どの領域でも

他の年齢群より圧倒的に大きい。(b) どの年齢群と

も中間値以上の割合が50％を越えている領域は，「感

覚体験」「劇」「現在の空想」「創造性」である。

(c)「感覚体験」と「宗教」は，年齢に伴って割合が

徐々に減じている。(d)「心的冒険」と「身体的冒険」

は児童と中学生が多い。(e)「現在の空想」は高校生

が児童に匹敵する多さである。(f)「読書」と「幼少

時の空想」は児童でも 50%台で多くないが，他の年

齢群はさらに少ない。 

まとめ 

以上の結果から，次のような知見を引き出すこと

ができるだろう。(a) 児童は他の年齢群より没入性が

高く，IIIのほとんどの領域で高い評価を示す。(b) 没

入性は小学校高学年から思春期，青年期にかけて大

きく低下する。(c) 領域別に見ると，「冒険」は心的，

身体的にかかわらず児童が高く中学生もそれに次い

で高いが，高校生，大学生では低下する。児童期，

思春期の段階が冒険心に親和性が強いことが知られ

る。(d) 高校生は「現在の空想」が児童に匹敵し，

その傾向は「劇」に対する反応にも現れている。空

想反応が高校時代に一時的に高まるのかどうかは，

検討を要する。(e) どの年齢群とも中間値以上の割合

が 50％を越える「感覚体験」「劇」「現在の空想」

「創造性」は没入反応を引き起こしやすい領域であ

る。(f) 中間値以上の割合が少ない「読書」は比較的

引き起こしにくい領域である。 

 

 

図 1 児童の度数分布   図 2 中学生の度数分布 

 

 

図 3 高校生の度数分布  図 4 大学生の度数分布 

 

図 5 領域別得点及び合計得点（1項目当りの平均値） 

 

表 1 領域別の中間値以上の割合（%） 

領域 小学生 中学生 高校生 大学生
感覚体験 74.2 64.8 66.3 56.1
劇 71.1 49.6 53.2 50.0
読書 57.4 38.8 43.9 38.8
幼少時の空想 53.2 26.4 33.2 31.1
現在の空想 77.4 51.6 73.2 57.7
創造性 77.4 54.8 58.0 54.1
宗教 78.4 60.8 56.1 43.9
心的冒険 85.3 62.8 43.4 41.3
身体的冒険 77.9 64.4 44.4 49.0  
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空想傾性に影響を与える諸要因の検討（１） 
−感覚処理感受性との関連− 

 
◯⼭崎 有望 松⽥ 英⼦ 松岡 和⽣ 

東洋⼤学⼤学院社会学研究科 東洋⼤学 岩⼿⼤学 
キーワード：空想傾性，感覚処理感受性 

 
問 題 と ⽬ 的  

 
⽇常⽣活において空想へ広く深く没⼊する傾向を
「空想傾性（Fantasy Proneness）」という。空想傾
性は催眠感受性研究の中で Wilson & Barber（1981）
によって発⾒された個⼈特性である。また空想へ
の深い没⼊以外の特徴として，極めてリアルで鮮
明なイメージの想起，幼少期の鮮明な記憶，悪夢
を含む鮮明な夢⾒，イメージによる⾝体反応，現
実と空想の区別の困難さなどが挙げられる。この
ような特性を持つ⼈々は空想傾性者と呼ばれる。 
空想傾性はその広く深い意識変容がもたらす創造
性や共感性と関連がある⼀⽅で，解離性体験や悪
夢想起などの精神的病理との関係性も多数報告さ
れている個⼈特性である。Wilson & Barber（1983）
は空想傾性者たちの幼少期の特徴について報告し
ており，それらは主に（１）幼少期にネグレクト
や虐待など望ましくない環境にあり，逃避するた
めに空想を⽤いていた，（２）⾝近な⼤⼈から空想
することを励⾏されるような環境にあったという
２つの型に⼤約されることが明らかになっている。
本研究では，これまでほとんど報告されていない
空想傾性の先天的要因について明らかにするため，
空想傾性と類似した様相を呈する個⼈特性である
感受性の⾼さに注⽬した。 

近年，感受性の⾼さ（感覚処理感受性 / Sensory 
- Processing Sensitivity，Aron & Aron，1997）が
注⽬を浴びている。感覚処理感受性とは，（1）情
報の認知的処理の深さ，（2）過剰な刺激の受けや
すさ，（3）感情反応の強さ及び共感⼒の⾼さ，（4）
環境の機微への優れた察知能⼒という 4つの要素
に よ っ て決定さ れ る ⽣得的 な 個 ⼈ 特 性 で あ る
（Aron, Aron, & Jagiellowicz, 2012）。この感覚処
理感受性が⾼い⼈々は HSP ( Highly Sensitive 
Person ) と呼ばれ，悪夢を含む⾼い鮮明性を伴う
夢⾒，⾝体的・感情的苦痛の感じやすさ，豊かな
想像⼒及び共感⼒，想像上の遊び友達の存在，胎
児記憶などといった空想傾性者と類似した主観的

体験や特徴が報告されることが多い。感覚処理感
受性は空想傾性の⽣成に深く関与すると考えられ
る。本研究では空想傾性と感覚処理感受性の関連
性について調べるため，⽇本の⼤学⽣を対象に
WEB調査を実施した。 
 

⽅ 法  
 

調査対象者と⼿続き 
2020年 7⽉から 8⽉にかけて，Google フォーム
を⽤いた Web質問紙調査を⾏った。調査対象者は
⼤学⽣，専⾨学校⽣の計 774 名（男性 344 名，⼥
性 427 名，その他 3 名）であった。平均年齢は
19.57歳（SD=1.46）であった。ただし，質問紙に
よって回答者数が異なるため分析によって有効数
は異なる。 
 
倫理的配慮 
調査時に調査内容，データの処理⽅法，プライバ
シーは守られること，調査協⼒は本⼈の⾃由意志
に基づき，強制ではないことを書⾯および調査画
⾯で教⽰し，調査を実施した。 
 
調査内容  
1. 空想傾性 Creative Experience Questionnaire
⽇本語版（CEQ-J） （岡⽥・松岡・轟⽊，2004）
を⽤いた。空想傾性を測定する 25 項⽬について
（1：当てはまらない〜4：当てはまる）の 4 件法
で回答を求めた。本尺度は岡⽥他（2004）の主成
分分析の結果，“異常な体験”“空想の鮮明性”“⼦ど
もの頃の体験”の 3 つの主成分が抽出されている
が，本研究では，宗教的経験が⽇常⽣活の基盤に
ない多くの⽇本⼈にとって馴染みにくいと考えら
れる項⽬は尺度から除外し，計 24 項⽬の合計得
点を分析に⽤いた。 
2. 感覚処理感受性  Highly Sensitive Person 
Scale (Aron & Aron, 1997) ⽇本語版（髙橋，
2016）を⽤いる。本尺度は，“⼤きな⾳で不快に



なりやすいですか（低感覚閾）”“ビクッとしや
すいですか（易興奮性）”“美術や⾳楽に深く感
動しますか（美的感受性）”などの質問項⽬から
構成される尺度である（27 項⽬，7 件法）。HSPS
の因⼦構造については未だ⼗分に確定されておら
ず，現在も議論が交わされている。本研究では
HSPS-Jの合計得点を分析に⽤いた。 
 

結 果  
 
記述統計量と相関分析 
CEQ，HSP間の相関を算出し，その結果を表 1 に
⽰した。CEQと HSP との間に正の相関がみられ
た（r=.395，p<.01）。 
 

表 1 CEQ, HSP 得点平均・標準偏差・相関 

 
回帰分析 
次に説明変数として HSP を選択し，⽬的変数と
して，CEQを設定して，強制投⼊法による単回帰
分析を⾏なった（表 2）。その結果，修正済決定係
数は 0.155となり，当てはまりが悪い回帰式が得
られた。 

表２ 単回帰分析結果 

 
考 察  

 
本研究の⽬的は，空想傾性の⽣成に深く関与する
と思われる感覚処理感受性との関連性について調
べることであった。相関分析を⾏なった結果，
CEQと HSP との間に中程度の正の相関がみられ
たものの，単回帰分析の結果から HSP 単独では
CEQ を予測することは難しいことが明らかにな
った。今後は，合計得点だけでなく尺度得点等を
⽤いた詳細な分析や，他の変数を分析に取り⼊れ
た上で，全体的な関係について検討する必要があ
ると思われる。 

引 ⽤ ⽂ 献  
 

Aron, E. N., & Aron, A. (1997). Sensory  
Processing sensitivity and its relation to 
introversion and emotionality. Journal of 
Personality and Social Psychology, 31, 181-
197. 

Aron, E. N., Aron, A., & Jagiellowicz, J. (2012). 
Sensory processing sensitivity: A review in the 
light of the evolution of biological 
responsivity. Personality and Social 
Psychology Review, 16, 262-282. 

 
岡⽥⻫・松岡和⽣・轟⽊知佳 (2004). 質問紙によ

る 空 想 傾 向 の測定− Creative Experience 
Questionnaire ⽇ 本語版(CEQ-J)の作成− 
⼈間科学, 26, 153-161. 

髙橋亜希. (2016). Highly Sensitive Person Scale 
⽇本版  (HSPS-J19) の作成. 感情⼼理学研
究, 23, (2), 68-77. 

Wilson, S.C., & Barber, T.X. (1981). Vivid fantasy  
and hallucinatory abilities in the life histories 
of   excellent hypnotic subjects 
（ “SOMNAMBLES”） : preliminary report 
with female subjects. In E.Klinger （Ed.）， 
Imagery : concepts ,results ,and Applications. 
Vol.Ⅱ.  New York & London: Plenum Press. 
(pp.133-149). 

Wilson, S.C., & Barber, T.X. (1983). The fantasy-
prone personality: Implications for 
understanding imagery, hypnosis, and 
parapsychological phenomena. In A.A.sheikh 
（Ed.）， Imagery: Current theory, research, 
and application. New York: John Wiely & Sons. 
(pp.340-387). 

 
（YAMAZAKI Yumi, MATSUDA Eiko, and 
MATSUOKA Kazuo） 

HSP R ²adj
CEQ β. 395** .155**

注) **p<.01

平均 標準偏差 1．CEQ 2．HSP
1．CEQ 51.33 10.36 ― 395**
2．HSP 125.57 18.93 395** ―
**p<.01



 

身体化能力の意識性と共感性の関係 
 

 ○大藤弘典 

（広島国際大学 健康科学部） 

共感，身体化，手の心的回転，ラバーハンドイリュージョン 

 

 物語やロールプレイによる情操教育に見られる

ように，他者の視点で世界を体験することで共感性

を育む取り組みは，一般的に行われている。シミュ

レーション理論によると，他者の心を理解し共有す

る共感の過程では，相手の心の状態を心内で真似る

処理が行われていると考えられており，そのために

必要な能力として，他者の身体を自分の身体のよう

に認識する身体化が想定されている（Svensson et al., 
2007）。こうした「意識的な身体化」の能力が高い

者は，物語を読むといった想像場面において，登場

人物の体験を感覚的に捉えることで，その人物の感

情を理解することに優れる可能性が考えられる。ま

た，他者の涙を見てもらい泣きをする場合のように，

共感に関わる身体化は意識的に行われるだけでな

く，無意識にも起こり得る。知覚場面で共感が喚起

される場合には，相手を見ることで意図せずに生じ

る「無意識的な身体化」の働きが重要と考えられる

が，現在，両者を区別した研究はない。そこで本研

究は，場面（想像的 vs 知覚的）に応じて 2 種類の

身体化が共感過程に選択的に関与するかという問

題を検証する。 
 

方法 
 

実験参加者 広島国際大学の大学生 58 名（男性 36
名，女性 22 名）が実験に参加した。 
課題と材料 以下の課題や機材を実験に用いた。 
 身体化能力 意識的身体化の指標には，手の画像

を用いた心的回転課題（hand mental rotation test:以下，

hMRT）を用いた。これは，コンピュータのディス

プレイに様々な角度で平面回転した手の画像を呈

示し，右手か左手かを判断させる課題であり，一般

に自己の身体感覚を利用し，画像の手を自分の手の

ように想像して判断が行われる。この成績を意識的

身体化の得点とした。無意識的な身体化の指標には，

ラバーハンド錯覚を用いた。この錯覚は，自分の手

を隠してゴムの手を代わりに見せた状態で，両方の

同じ箇所へ同じタイミングで刺激を繰り返し与え

ることで，ゴムの手を自分の手であるかのように感

じる現象である。錯覚の大きさの評定には VAS
（Visual analog scale）を用い，10cm の水平線の左端

をゴムの手が自分の手のように全く感じない状態，

右端を完全に自分の手 
のように感じる状態として，参加者の感覚に当て

はまる位置に垂直線を引かせた。この錯覚量を無

意識的な身体化の得点とした。 
 共感力 知覚場面における共感力については目

から心を読むテスト（Reading the mind in the eyes 
test：以下，RMET）を，想像場面における共感力

については物語課題を用いた。RMET（Baron-Cohen, 
2001）は，人物の目の部分だけを切り取った画像

を見てその人物の感情を推測させるテストである。

一方，想像場面における共感力については，物語

課題を用いた。この課題では，石澤・島田（2014）
を参考に作成した，大学での勉強についていけず

に悩む学生について書かれた文章を参加者に読ま

せた後，その学生に対する情緒的な反応を，並行

的反応（学生と同様の感情を抱く程度，e.g., 「つ
らい」）と応答的反応（学生の状態を解釈するこ

とで生じる反応の程度，e.g.,「話を聞いてあげた

い」）を調べる質問項目に分けて，それぞれ 5段
階評定で測定した。これらの成績を共感力の得点

とした。 
 その他 身体化と無関係な心的操作能力を統制

するために非身体部位（3次元のブロック）を用い

た心的回転課題（Brock mental rotation test：以下，

bMRT），共感力を複合的に測定するために日本語

版対人反応性指標（Japanese version of the 
interpersonal reactivity index：以下，IRI-J ，日道・小
山内・後藤・河村，2017）を実施した。この尺度は，

個人的苦痛，共感的関心，視点取得，想像性の4つ
の下位尺度で構成されていた。また，物語課題の文

章を読む前の参加者の感情状態を統制するために

POMS2日本語版（Profile of mood states 2nd edition：



 

以下，POMS）を行った。さらに，文章中の登場人

物と同様の状況にあることが共感的な反応に影響

する可能性を考慮するため，参加者自身の勉強の苦

手意識の程度について，VASを用いて回答させた。

手続き 無意識的な身体能力（ラバーハンドイリュ

ージョンの錯覚量）の測定，および想像場面での共

感力を測る物語課題は個人ごとに実施した。その他

の課題は，複数人で実施した。 
 

結果と考察 
 

実験中の機材のトラブルにより，心的回転課題の

記録に失敗した15名は以降の分析から除外した。2
種類の心的回転課題について，正答反応時間（身体

部位：M=1573，SD=561，非身体部位：M=1254，
SD=403）と正答数（身体部位：M=30.0，SD=2.1，
非身体部位： M=30.3，SD=2.2）を個人ごとに算出

した。ラバーハンドイリュージョンの錯覚量および

勉強の苦手意識については，測定した直線の左端か

ら各参加者が引いた垂直線と水平線の交点までの

長さを評定値として用いた（M=2.9，SD=2.6）。RMET
ついては正答数（M=21.5，SD=3.5）を，物語課題の

並行的反応と応答的反応，IRI-Jについては回答値の

合計（並行的反応：M=20.1，SD=7.1，応答反応：

M=32.3，SD=5.0，IRI-J：M=85.0, SD=12.6）を，POMS
についてはネガティブ感情の度合を表すTMD（Total 
mood disturbance）得点（M=11.4，SD=13.3）をそれ

ぞれ個人ごとに求めた。 
 分析 1：知覚場面，想像場面における共感力と

身体化能力の関係 
 RMET および物語課題の得点を知覚場面，想像

場面における共感力の指標とし，2 種類の身体化

能力の関与の有無を階層的重回帰分析で調べた。

Model1 では統制変数となる bMRT と POMS，勉

強の苦手意識の得点を，Model2 では hMRT の正

答反応時間（or 正答数）およびラバーハンドイ

リュージョンの錯覚量，性別を説明変数として投

入した。知覚場面と想像場面ごとに共感力の得点

を目的変数として分析を実施したが，何の効果も

示されなかった。 
 分析 2：知覚場面，想像場面における共感力と

複合的な共感力尺度（IRI-J）との関係 
 上記の 2つの分析結果より，場面（想像的 vs 知
覚的）に応じて 2 種類の身体化が共感過程に選択

的に関与することは示唆されなかった。したがっ

て，この結果だけを踏まえるならば，身体化能力

と共感力との間に関連はないといえる。だが別の

可能性として，本研究で用いた知覚場面，想像場

面における共感力の課題が，一部の共感力の側面

しか反映していなかったために，身体化の関与が

結果で見られなかった可能性がある。 
 そこで試みに，IRI-J の結果をもとに，共感力

の 4 つの側面と共感力の課題成績との関係を調

べたところ，物語課題の並行反応と応答反応反応

のそれぞれの得点と共感的関心との間にのみ有

意な相関が見られた（並行的反応：r (37) =.39, 
p=.01，応答的反応：r (37) =.50, p<.001）。このこ

とから，本研究で用いた知覚，想像場面における

共感力の課題は，複合的な共感力の一部の側面し

か，もしくはどの側面も十分に反映しないもので

あったと推測される。よって，本研究で掲げた問

題については，明確な結論が出たとは言えず，再

検討の余地がある。 
 分析 3：2 種類の身体化能力と複合的な共感力

尺度（IRI-J）との関係  
 最後に，身体化が共感の生起に関わることを確

認するため，補足的に，IRI-J の 4 つの下位尺度

の各得点を目的変数，bMRT を統制変数，2 種類

の身体化能力の得点および性別を説明変数とし

て分析 1 と同様の階層的重回帰分析を実施した。

その結果，有意ではなかったが性別により異なる

傾向が見られたため，説明変数から性別を除き，

男性と女性の参加者に分けて改めて分析を実施

した。その結果，男性では hMRT の正答数が高い

ほど個人的苦痛を感じやすいことが示された（男

性：β=.70, p<.001）。一方，女性では hMRT の

正答数が高いほど個人的苦痛は逆に低下した（β

=-.68, p=.003）。また，錯覚量が大きいほど個人

的苦痛は高まり，（β=.43, p=.032），逆に視点取

得は低くなった（β=-.64, p=.008）。分析 3 の結

果から，身体化能力が共感の生起に関わることが

確認された。総じて，女性が，無意識的に生じる

身体感覚に基づいて共感するのに対し，男性がよ

り意識的に他者の身体感覚を推論することで共

感しているように見える。 
 以上から，知覚場面と想像場面における共感力

の課題を改善した上で，身体化能力の意識性と共

感性の関係を調べる必要があろう。（Oto Hironori） 



折り紙イメージの機能的側面について 
- 平面作品と立体作品の相違 - 

藤木 晶子 
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キーワード：空間操作能力，立体，平面 

 
折り紙は，一枚の紙を折ったり，曲げたりしなが
ら形を変化させ，一つの作品を作り上げる行為で
ある。藤木・菱谷（2015）は，この折り紙作品を
制作する過程を心の中でシミュレートする際に
どのような認知機能が関わるのかを，折り紙イ
メージの鮮明性を測定する質問紙調査によって
検討した。その結果，因子分析によって次の４種
類の認知機能が抽出された。第 1 因子は「紙を折
り曲げるときの手（もしくは指）で紙を持つ感覚」
「手（もしくは指）を動かす感じ」などの項目か
らなる『手の感覚』，第２因子は「自然に紙が動い
ていく様子の実感」「思い通りに各手順の内容が
展開する感覚」などの項目からなる『折り紙操作
の統御性』，第 3 因子は，「折り目」「折った紙の
形」などの項目からなる『形に関する視覚イメー
ジ』，第 4 因子は，「色同士の境目」などの項目か
らなる『色に関する視覚イメージ』が抽出された。
さらに，藤木（2019）によって，これらの因子間
の関係性を共分散構造分析によって検討したと
ころ，形と色は視覚イメージとしてひとつに包含
され，さらに，この形と色の視覚イメージ及び折
り紙操作の統御性は，体験のモニタとしてひとつ
に包含することができることが明らかとなった。
つまり，色や形といった目に見える視覚的特徴を
捉えながら，折り紙が折られていく様子を映像と
して適切に把握するモニタ機能がひとつのイ
メージ機能を果たしていることが示唆された。一
方，手の感覚は体験のモニタ機能からは分化する
ことが分かった。 
このように，折り紙イメージ関わる認知機能の
構成要素やその構造は明らかとなりつつあるが，
それらの認知的構造がどのような条件で変化す
るのかという点は不明な点が多い。例えば，折り
紙の場合，平面的に紙を折る，いわゆる非剛体変
換(non-rigid transformation)のみを繰り返しな
がら，最終的に平面的な作品を仕上げる工程があ

る一方，紙を広げたり膨らますことによって立体
作品に仕上げる工程もある。立体作品の場合には，
非剛体変換を利用するだけではなく，剛体変換
（rigid transformation）によって作品自体を回転
させ，多方向から作品を観察する心的操作能力が
必要となる（藤木，2018）ことも分かっている。 
そこで，本研究では，これらの研究を踏まえ，折
り紙イメージに関わる認知機能の果たす役割が，
平面作品と立体作品のにおいてどのように異な
るのかを検討する。 

方法 
調査対象者 
平面作品群：大学生 59 名（女性 57 名，男性 2 名，
平均年齢＝18.5 歳） 
立体作品群：大学生 81 名（女性 78 名，男性 3 名，
平均年齢＝18.5 歳） 
折り紙イメージ尺度 平面作品群と立体作品群
ともに藤木・菱谷（2015）と同様の尺度を用いた。
項目数は 21 項目からなり，回答は 5 件法を用い
た。「１」がはっきりしたイメージ，「５」がほと
んどイメージ体験がないとした。集計は，全 21 項
目のうち，手の感覚イメージ（7 項目），折り紙イ
メージの統御性（5 項目），形に関する視覚イメー
ジ（4 項目），色に関する視覚イメージ（3 項目）
の 4 つの下位尺度の平均値を算出した。 
手続き 
平面作品群：イメージする折り紙作品は，7 つの
ステップからなる「せみ」を採用した。完成する
作品は平面的であった。折り紙イメージ尺度に回
答する前に，折り紙行為をイメージするための練
習を次に示す手順で３回行った。その後，４回目
に閉眼で手を使わず折り紙を折るイメージを
行った。最後に目を開けて，４回目に行ったイ
メージ体験について，質問への回答を行った。 
1 まず，「せみ」の折り図を見て折った。 
2. 1 と同じ手順で，目を閉じて折った。 



3.目を閉じたまま，紙のない状態で手を動か
しながら折る行為を行った。 
4.目を閉じたまま，紙のない状態で，手も動
かさずに，折るイメージを行った。 

立体作品群：イメージする折り紙作品は，7 つの
ステップからなる「はこ」を採用した。完成作品
は立体的なものであった。折り紙イメージ尺度に
回答する前に，平面作品と同じように折り紙行為
をイメージするための練習を 3 回行い，4 回目に
閉眼で手を使わず折り紙を折るイメージを行っ
た。最後に目を開けて，４回目に行ったイメージ
体験について，質問への回答を行った。 
その他のイメージ尺度 平面作品群，立体作品群
ともに，4 種類のイメージ能力の測定を行った。
１）視覚的イメージ鮮明性（以下 VVIQ）では，
5 件法による回答によって 16 問を合計した得点
を算出した。２）心的回転課題（以下 MRT）では，
基準図形１つに対し比較図形４つのうち，正解で
ある２つを共に選択した場合のみ１点を付与し，
全 20 問の正解した合計得点を算出した。３）ペー
パー･フォールディング課題（以下 PFT）は，正解
した問題につき１点を付与し，全 20 問の正解し
た合計得点を算出した。４）展開図構成テスト（以
下 SDT）は，1 図形につき 5 問分を正誤判断し，
全１２図形の正解した合計得点を算出した。 

結果 
 平面作品と立体作品における折り紙イメージ
鮮明性の相違 折り紙イメージ鮮明性について
作品（平面・立体）×折り紙イメージ（手の感覚・
折り紙操作の統御性・形に関する視覚イメージ・
色に関する視覚イメージ）の混合要因分散分析を
行った結果，折り紙イメージの主効果が有意であ
り(F(3,414) = 42.34, p <.001)，交互作用効果
が有意傾向(F(3,414) = 2.489, p =.06)であった。
試みに有意水準 10%にて，下位検定を行ったとこ
ろ，手の感覚の単純主効果が有意であり
(F(1,552) = 8.297, p <.01)，立体作品群の方が
平面作品群よりも手の感覚イメージの鮮明性が
低かった。また，平面作品群(p<.001)と立体作品
群(p<.001)の単純主効果も有意であり，多重比較
の結果，平面作品群では，手の感覚のイメージ鮮
明性がもっとも低く，次いで，色と形の視覚イ
メージ，折り紙操作の統御性の順に有意に鮮明性
が高くなる結果が得られた。立体作品群では，手

の感覚イメージが色と形の視覚イメージ及び折
り紙操作の統御性よりも有意に鮮明性が低く，色
と形の視覚イメージ及び折り紙操作の統御性の

間に有意な差は見られなかった。 

Figure 1. 平面作品群と立体作品群における 4 種類の折り

紙イメージごとのイメージ鮮明性 

 平面作品群と立体作品群における各イメージ
テストの平均 VVIQ，MRT，PFT，SDT の４つ
のイメージ能力について，平面作品群と立体作品
群における t 検定を行ったところ，いずれも有意
な差は認められなかった。 

Table 1. 平面作品群と立体作品群における各イメージテス

トの平均 

  VVIQ MRT PFT SDT 

平面作品群 40.02 7.41 12.15 38.37 

立体作品群 41.19 7.12 13.21 37.94 

考察 
平面作品群と立体作品群において，イメージ能
力に相違がなかったことから，同程度のイメージ
能力を有していたと考えられる。それにも関わら
ず，折り紙イメージに関わる各認知機能について
は，平面作品と立体作品の間に相違が見られた。
とくに，平面作品群は，手の感覚イメージと色や
形の視覚イメージ，折り紙操作の統御性の３つが
分化していたのに対し，立体作品群は，手の感覚
イメージと視覚的な体験をモニタするイメージ
（色や形の視覚イメージと折り紙操作の統御性）
の 2 つが分化していた。また，手の感覚イメージ
は立体作品群になると平面作品群に比べてその
鮮明性が低下したことから，立体作品では，体験
をモニタするイメージが主に利用され，手で紙を
動かす感覚についてはより補助的な役割に変化
する可能性が示唆された。 

（FUJIKI Akiko） 
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