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イメージ能力の機序

―主観的イメージテストの予測力にもとづく同定―1
畠

山

孝
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本研究は，自己報告型の主観的イメージテストを用いた多くの研究がなされ多くの知見が蓄積されているにも
かかわらず，イメージ能力の機序がイメージ研究者の間でほとんど問題にされてこなかったことを指摘し，畠山
（2018b）によるイメージテストの認知的課題・事象に対する予測力に関する広範で詳細な研究の展望をもとにして，
イメージ能力の鮮明性，統御性，常用性（表象型），没入性の各次元について機序の同定と，各次元の中心的特性
の提示を試みる。同定された機序は次の通りである（アスタリスク（＊）はそれぞれの次元を成り立たせると考え
られる機序，無印はその次元がもたらす効果としての機序）
。鮮明性：神経心理学的基盤＊，知覚的入力情報の豊
＊
＊
富さ ，長期記憶の知覚的情報の豊富さ ，視覚的ワーキングメモリ容量の大きさ＊，刺激の細部への注意＊，イメー
ジの情報量の豊富さ＊，イメージ生成の速さ＊，知覚との機能的等価性，自発的なイメージ方略の使用，イメージ
符号化による記銘，生理的反応の制御。統御性：認知的・適応的柔軟性＊，イメージ生成の柔軟性＊，注意の配分
と切り替えの効率＊，長期記憶の知覚的情報の幅広い活用＊，イメージの情報量の豊富さ，自発的なイメージ方略
の使用，イメージ教示の忠実な実行，場面や話の展開の符号化，イメージ符号化による記銘。常用性：神経心理学
的基盤＊，表象型に合致する符号化＊，知覚的入力情報の豊富さ＊，長期記憶の知覚的情報の豊富さ＊，長期記憶の
知覚的情報の幅広い活用＊，視覚的ワーキングメモリ容量の大きさ＊，知覚との機能的等価性，自発的なイメージ
方略の使用，イメージ符号化による記銘，生理的反応の制御。没入性：想像活動への関与の強さ＊，弛緩状態の惹
起＊，生理的反応の制御。またそれぞれの次元の中心的特性として，鮮明性はイメージの持つ情報量の豊富さと維
持しやすさ・頑健さ，統御性は認知的・適応的柔軟性，常用性は刺激入力時の符号化とそれ以降の処理の仕方を方
向づける性質，没入性は想像活動への関与の強さと弛緩状態の惹起しやすさが提示される。各次元の機序間に一定
の重なりがあることについて考察がなされる。本研究が提示した各次元の中心的特性と機序の活用によって，認知
的課題・事象とイメージテストの関連の有無について，解釈や予想が可能になることが主張される。
キーワード：イメージ能力，機序，鮮明性，統御性，常用性（表象型），没入性，中心的特性

第 1 節 はじめに
Cronbach（1957 大村訳 1983）は半世紀以上前
に，実験心理学と相関心理学の 2 つの流れの統合を呼
びかけて，処遇変数と個人差変数の交互作用を体系的
に取り上げるために，（a）適切な構成概念を作り，理
論を作ること，
（b）テストの変数を，実験的に操作さ
れた変数に対する反応性によって定義すること，
（c）
種々の独立変数を状況差として体系的に扱い記述する
ことを提案している。畠山（2018b）はイメージ能力
の個人差を問題とする観点から，Cronbach（1957）
の提言をもとに以下の論点を挙げている。（a）個人差
変数としてイメージ能力を理解するには，その発達や
起源を問うことが望まれ，そのためには児童を実験や
1
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調査の対象に加えることが必須であるが，児童のイ
メージ能力を問題にした研究はほとんど見られない。
（b）イメージ能力の構成概念を作るという問題は，
イメージ個人差の研究領域で使われている鮮明性，統
御性，常用性（表象型）
，没入性の 4 つの次元に分類
される（畠山，2001）テストの妥当性が，実験を中心
とした知見の集積とそれを収束させる営みを通して検
証されることによって，構成概念として成立すること
になる。
（c）理論の作成にはイメージ能力の機序の解
明が必須であるが，上記の検証の営みを通してテスト
が測っているものの中身（内実）が明らかにされると
き，その内実から各次元の機序が推測されることにな
る。それ故，機序の同定は構成概念の検証と一体のも
のと言える。
本研究はこのうち（b）のイメージ能力の構成概念
と（c）の機序の同定の問題に対応するものである。
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質問紙型のいわゆる主観的イメージテストと認知的課
題や認知的事象との関係を検討することによって，テ
ストで把握された個人差が課題の解決や事象に具体的
にどのように関わっているのか，つまりそのような特
性を持つ個人が課題や事象をどのように処理している
のかについての知見をもとに，イメージテストが測っ
ている内実を明らかにして，イメージ能力が働く仕組
み，機序を同定し，加えて各次元の中心的特性を提示
することを目的とする。これまでイメージテストと課
題・事象との関係については多くの研究がなされ多く
の知見が蓄積されているが，それは個別の関心にもと
づく個別の知見にとどまるきらいがあり，イメージ能
力そのものが問題とされることはほとんどなく，その
機序が明らかにされているとは言えない状況がある。
Lacey & Lawson（2013）は鮮明性質問紙の展望論文
で，イメージテストと課題との関連の有無の理由が不
明であることを指摘しているが（p.275），それはとり
もなおさず，テストが測っているとする鮮明性なるも
のの機序がこれまで示されてこなかったことを意味す
る。例えば Richardson（1994）はその著書の第 4 章
“Imaging differences and some basic processes” で，
生理的過程，認知的過程（知覚，学習，想起，思考），
社会的過程に分けて，イメージテストを用いた研究を
幅広く取り上げてテーマごとに知見の整理を行ってい
る。そこに見るように鮮明性に限らずイメージテスト
は豊富な予測力を示しているのであるが，イメージ能
力の機序は問題とされていないのである。イメージ能
力とは何かを追究する姿勢が研究者の間にそれほどな
かったことが考えられる。
そ の 理 由 と し て 思 い 当 た る の が， 次 の よ う な
Marks（1995）の指摘である。Marks は視覚イメー
ジ鮮明性質問紙 VVIQ（Vividness of Visual Imagery
Questionnaire: Marks, 1973）の予測力について展望
を行った McKelvie（1995）論文へのコメントの中で，
イメージの主な理論は自身のも含めてイメージを認
知システム内の異なる段階をもつ一種の情報処理と
見るアプローチを採るが，それはイメージが知覚表
象（percept）の弱いコピーで，その主要な機能は過
去の出来事の再生と再構成にあるとするイギリス経験
論者の考えに大きく依拠しているとする。そしてイ
メージは経験のコピーではなく創造的構成だとする
Bartlett（1932）や Neisser（1967）の主張を引用し，
さらに Neisser（1976）の知覚循環理論に感情の役割
を加えて，スキーマ，活動，対象，感情からなる活動
循環理論（Active Cycle Theory, ACT）を提示して
いる（pp.160-161）。経験論の立場に立つとき，イメー
ジ個人差は知覚表象への近似の程度になってしまうこ
とが予想されるが，それはとりもなおさず鮮明性を意
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味することになるだろう。VVIQ を開発した Marks
（1972）は，鮮明性は明瞭さ（clarity）と生き生きさ
（liveliness）を合わせたもので，イメージが鮮明なほ
ど実際の知覚表象（percept）に近似するとしている
のである（p.83）。イメージ能力として端的に鮮明性
を考える基盤がここにあると考えられるが，この立場
からは鮮明性の機序を求める発想は出て来にくいと思
われる。鮮明性の個人差が知覚表象への近さ・遠さ，
あるいは強さ・弱さの程度の問題になってしまうから
である。また鮮明性以外の次元に関心を向けることも
少なくなると思われる。そのため，研究者自身のイ
メージ観やイメージ能力観に従って，それ自体を問う
ことなく自明のこととして，研究が進められてきたと
言えるのかもしれない。
そんな中で菱谷（1993, 2011, 2012, 2013, 2014）は，
鮮明性を中心とするが，イメージ能力の機序に関心を
向けて追究している。「イメージの個人差について：
何が鮮明度を決定するか」
（1993）では，鮮明なイメー
ジの特徴として，多くの情報を持つこと，イメージ形
成時間が短いこと，刺激の代替物としての機能を挙げ
る。鮮明度の個人差をもたらす機序としてイメージの
知覚との機能的等価性を挙げ，視覚バッファに転送さ
れる情報量を決める要因として，視覚バッファの解像
度，長期記憶の貯蔵情報量，長期記憶と視覚バッファ
を結ぶ情報路容量の違いを可能性として挙げた上で，
前二者を退け，情報路容量をコントロールするサプ
レッサの考えを採用している。また個人差の起源とし
て，技能の熟達と人格特性を取り上げている。
「イメー
ジ能力の個人差」
（2011）では，鮮明なイメージが多
くの知覚情報を持つこと，感情によって鮮明度が変化
することを述べ，眼球運動による鮮明度の低下と描画
動作による促進の知見から推測される内的書記（inner
scribe）の役割，鮮明度の神経基盤，心的回転の神経
基盤，そしてサプレッサとの関連で感情価の問題を
論じている。研究法を扱った「イメージ」
（2012）で
は，認知スタイルに対応した神経基盤と，個人差発生
のモデルとして珠算，音楽，スポーツにおけるイメー
ジ・エキスパートに触れている。「新しいイメージ観
の展開－内的行為としてのイメージ－」
（2013）では，
ワーキングメモリを使ってシミュレーションを意識的
に行う内的行為がイメージであるという考えを展開し
ている。さらに「行為，モデル及びイメージ」
（2014）
では，知覚系と運動系を持った身体が世界と相互作用
する（行為を行う）という観点から，知覚との機能的
等価性を基礎とするイメージの知覚主義と，イメージ
生成におけるプランニング系を基礎とするシミュレー
ション主義の統一を目指したモデル化を試みている。
イメージ能力の機序に迫るためには，菱谷（1993）の
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ように端的に「何が鮮明度を決定するか」といった問
いの立て方が重要であろう。本研究に即して言えば，
「イメージ能力の機序は何か」という問いになるだろ
う。また，菱谷（2013，2014）の生態学的視点は，イ
メージそのものの機序に関して研究者が解明に取り組
むべき領域を指し示す貴重な提言だと言えよう。
イメージ能力はイメージの喚起や使用における個人
差を表す構成概念だが，イメージ個人差の研究領域で
使われている主観的テストは鮮明性，統御性，常用性
（表象型），没入性の 4 つの次元に分類することができ
るので（畠山，2001）
，イメージ能力の内容としてこ
れら 4 つの次元を仮説的な構成概念とするのが適当と
考えられる。Kosslyn, Thompson, & Ganis（2006 武
田監訳 2009）は構成概念を扱うときには，その構
成概念に「収束する」ように多くの独立した操作が
工夫されるべきだとしている（p.47）。各次元につい
て用いられるテストは多くはないが（統御性の場合
は視覚イメージ統御性テスト TVIC（Test of Visual
Imagery Control: Richardson, 1969 鬼 沢・ 滝 浦 訳
1973）のみ），Kosslyn et al.（2006）の言う「独立し
た操作」にそれらのテストを用いた研究の諸テーマが
該当すると考えれば，テストが測るもの，つまりテス
トが明らかにする機能的諸特性が当該次元に「収束す
る」ように集積されるとき，その次元が構成概念とし
て成立し，さらに課題や事象におけるイメージテスト
の予測の仕方から機序が推測され同定されることにな
る。本研究はこうした考えに立って，イメージ能力各
次元について機序の同定を行い，その上で各次元の中
心的特性を提示することを試みる。ちなみにこの観点
からすると，上の菱谷の諸論考の中でイメージ能力の
機序を表すと考えられる事項として，イメージの持つ
知覚情報量，イメージ形成時間の短さ，知覚との機能
的等価性，視覚バッファの解像度，長期記憶の貯蔵情
報量，情報路容量をコントロールするサプレッサ，鮮
明度や認知スタイルの神経基盤，ワーキングメモリを
挙げることができるだろう。その中で少なくとも菱谷
が既に知見が集積され確立した特性と認めているイ
メージの情報量の豊富さ，イメージ生成の速さ，知覚
との機能的等価性，そして神経基盤を，イメージ鮮明
性の機序として同定することができると筆者は考える。
畠山（2018b）はイメージテストの予測力について，
生理，知覚，学習・記憶，想起，思考，社会的過程に
分けて広範で詳細な展望を行っているので，本研究で
はそれをもとにして機序の同定を行う。機序にはその
次元を成り立たせる基盤となる特性（例えば鮮明性の
場合，鮮明性を成り立たせる仕組み）と，それが働い
て得られる効果（鮮明性がもたらす効果）の両面があ
ると考えられるが，いずれもテストの予測力，つまり

15

は効果をもとに推測されるものなので，最初から両者
を明瞭に分けて扱うことはできないと思われる。各次
元について同定された機序を整理して概括する中で，
そのような機序の分類ができ，かつ機序の中から各次
元の中心となる特性，その次元を端的に特徴づける特
性を提示することで，イメージ能力の全体像が把握で
きるものと考えられる。本研究では便宜的に知覚領
域，学習・記憶領域，応用領域に分けて機序の同定を
行うが，領域の分類は恣意的な面があることを断って
おく。
第 2 節 鮮明性の機序
鮮明性テストが肯定的予測力を示している諸研究を
もとに，イメージ鮮明性が機能する仕組み（機序）を
抽出して整理すると，次のようになる（機序の名称は
かぎ括弧を付けて表記する）
。
1．知覚領域
畠山（2018b）のイメージ能力の個人差と認知に
関する研究の展望で明らかなように，知覚領域では
脳機能の研究を含めて，イメージテストとして圧倒
的 に 鮮 明 性 が 取 り 上 げ ら れ て い る。 こ う し た 状 況
は，イメージを類知覚的現象と考え，鮮明性テスト
QMI（Questionnaire upon Mental Imagery: Sheehan,
1967a; Richardson, 1969 鬼 沢・ 滝 浦 訳 1973） や
VVIQ が尺度を知覚表象（percept）との類似の程度
で表記していることを考えると，得心がいく。知覚と
の類比において鮮明性を考えるのは，イメージという
現象の根本的性質からして合理性があるのである。
鮮明性テストの認知的課題や事象に対する予測力か
ら，知覚領域においては以下のような機序を同定する
ことができる。
（1）fMRI を初めとする以下の脳機能研究は，鮮明
性が「神経心理学的基盤」を持っていることを示し
ている。イメージ生成における大脳半球差（畠山，
1992）
，脳波（Marks & Isaac, 1995; Williams, Rippon,
Stone, & Annett（1995），fMRI（Amadi, Malach,
& Pascual-Leone, 2005; Cui, Jeter, Yang, Montague,
& Eagleman, 2007; Olivetti Belardinelli, Palmiero et
al., 2009; Palmiero, Olivetti Belardinelli et al., 2009;
，自
Zhang, Weisser, Stilla, Prather, & Sathian, 2004）
閉症スペクトラム指数（AQ）（若林・東條・BaronCohen・Wheelwright, 2004）とイメージ鮮明性の関係
（畠山，2015，2016）
。鮮明性は神経心理学的基盤が作
り出す類知覚的性質が基礎となる特性だと考えること
ができる。
（2）そして鮮明性を成り立たせている機序としてま
ず重要なのは，「知覚的入力情報の豊富さ」である。
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知覚的プライミング効果（Hatakeyama, 1997；畠山，
1999）の研究で，鮮明なイメージの保有者が刺激入力
時に刺激の知覚的 ･ 構造的特徴についての情報を自動
的によく保持する特性を持つことが示されている。イ
メージ鮮明性の個人差が刺激の構造的特徴の入力情報
量の違いを反映する特性であることが示唆される。ま
た，鮮明性の高い者における刺激入力時の特性を示す
知見として，視覚的探索事態で高鮮明者のアナログ表
象による符号化と全体方略を使う傾向や（高橋・畠山，
2011; Wallace, 1988, 1991; Wallace & Collura, 1993），
文字同定課題で単語レベルだけでなく文字レベルの
表象の処理が同時にできること（Allen, Wallace, &
Waag, 1991; Walker, 1974），眼球運動が大きいため
（全体方略が予想される）周辺視野の情報を拾い出す
のに有利（Marks, 1983）という知見もある。高鮮明
者がこうした刺激入力時の特性を持つことが，「長期
記憶の知覚的情報の豊富さ」をもたらし，イメージ鮮
明性の源になっていることが考えられる。
（3）高鮮明者の視覚的ワーキングメモリの資源容量
が大きいことが，Matsuoka（1986）ではドットパター
ン及び数字系列の直接記憶範囲課題で，川原・松岡
（2008）では視空間ワーキングメモリスパンテストの
パターン課題で示されている。上記の知覚的入力情報
の豊富さの機序が「視覚的ワーキングメモリ容量の大
きさ」を一つの基礎としている可能性が示唆される。
関連して，高橋・畠山（2011）のポップアウト妨害刺
激のある事態で高鮮明者が視覚的探索成績が優れると
いう知見や，ルートモデル課題において空間操作能力
と鮮明性の両方が高い群が構音抑制課題及び空間タッ
ピング課題による二重課題の影響を受けにくいという
Gyselinck, Meneghetti, Beni, & Pazzaglia（2009） の
知見も，高鮮明者の注意資源が大きいことを示唆する。
（4）イメージ鮮明性の増強に資する機序として「刺
激の細部への注意」を挙げることができる。Richardson
& Patterson（1986）は，事物の特徴を細かく観察し
てからイメージする訓練の効果を報告している。畠山
（2015，2016）の自閉症スペクトラム指数（AQ）に
よる研究は，細部への注意の高い者が鮮明性が高いと
いう知見を示している。Kharlas & Frewen（2016）
はマインドフルネス瞑想において，誘導によるイメー
ジの観察が鮮明性と関連するとしている。いずれも注
意を向けた観察によってイメージの情報量が豊富にな
り，鮮明度を向上させると考えられる。菱谷（1993）
は珠算，運動，音楽技能の熟達化が，領域特殊的な方
向と非特殊的な方向の両方で鮮明性を増すとしてい
る。当該技能とそれに関連する諸事象への長期間にわ
たる注意の持続的集中がイメージ生成機能の増強をも
たらすものと考えることができるだろう。菱谷（2003）
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はまた，描画動作が低鮮明群のイメージの効果を高め
るのに有効であることを報告している。描画動作がイ
メージ対象の知覚的側面への注意を高め，イメージの
情報量を豊かにする効果が考えられるだろう。百瀬・
伊藤（2016）は全盲アスリートにおいて，視覚以外の
モダリティのイメージ鮮明度が高いことを報告してい
る。視覚以外の感覚を働かせて活動や生活をする盲人
にあっては，視覚以外の刺激の細部に注意を向けるこ
とで知覚的情報が豊富になり，鮮明度を高めることが
予想される。
（5）知覚的入力情報が豊富であることが長期連合記
憶内の知覚的情報を豊富にし，それをもとに作られ
る「イメージの情報量が豊富」になって，イメージの
鮮明度を高めると考えられる。イメージの情報量の豊
富さについては，三つ組み名詞でイメージ形成実験を
行った菱谷ら（Hishitani, 1985b; 菱谷，1993; Hishitani
& Murakami, 1992）が，高鮮明者のイメージは色の
数，詳細さ，カラフルさ，広がり，対象数，関係の
複雑さで優ることを明らかにしている。Cornoldi et
al.（1992）は名詞に対してイメージを形成する実験を
行い，色の存在，目立つ特性，詳細さ，明確な形と輪
郭の 4 特徴がイメージの鮮明度に寄与するとしている。
（6）高鮮明者は「イメージ生成が速い」ことがいく
つかの研究で示されている（Cocude & Denis, 1988;
Hishitani & Murakami, 1992; Rehm, 1973）
。それ以
外にも，Hatakeyama（1984）の心的大きさ比較実験
で，事物課題でも時計課題でも高鮮明者の反応時間が
短いという知見は，イメージ生成の速さを示している
と考えられる。Walczyk & Taylor（2000）が音声呈
示した単語の逆綴り課題で，高鮮明者の反応潜時が短
いことを報告しているのも同様である。高鮮明者は長
期連合記憶の情報をもとにして，判断に供することが
できるレベルの視覚情報を視覚バッファに素早く整わ
せることができるものと推測される。また場面記述文
でイメージ潜時とその鮮明度評定との関係を調べた
D'Angiulli, et al.
（2013）は，両者の間に逆の関係があっ
たことから，鮮明度は長期記憶の感覚痕跡の利用可能
性の指標となり，それへのアクセスを促進する役割を
果たすとしている。
鮮明性の機序としてこのイメージ生成の速さが重要
だと考えられる。Kosslyn のイメージモデル（Kosslyn
et al., 2006）では，イメージは生成されるとすぐに減
衰し始めるので，視察（inspect）と連携しながら記
憶表象の再活性化・再生成を繰り返してイメージを維
持したり変換したりするとされるが，その点で鮮明な
イメージの保有者がイメージ生成が速いのは有利だと
考えられるからである。生成・再生成が速いことでイ
メージを鮮明に維持するのであれば，視察にも好都合
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であろう。イメージ鮮明性が，イメージ生成が速いこ
とによって，イメージ維持の「制約」に対して「強い」
特性，つまり「頑健性」を持つことが示唆される。
Bruyer & Scailquin（1998）の二重課題パラダイム
を用いたイメージ生成，維持，回転の実験の知見によ
ると，維持は構音抑制，空間抑制，ランダム生成課題
の干渉を受けないが，生成と回転は干渉が大きいこと
から中央注意資源を使うとされている。維持が干渉を
受けないとする知見は，Cocude & Denis（1988）が
高鮮明群はイメージ生成が速いが，イメージの持続時
間は低鮮明群との間に差がないとしていることとも符
合する。単なる維持に関してはあまり処理資源を必要
としないが，生成と回転のような操作には注意資源が
使われ，そこにイメージ鮮明性が関与することが考え
られる。Kosslyn モデルにおけるイメージ維持の制約
は，単純な維持では大きくないが，操作を加える際に
際立つものと考えられるだろう。畠山（1987，2017）
の 3 次元の心的回転の研究において，空間テストを援
用した客観的イメージテストの高得点者が鮮明なイ
メージの保有者である場合，反応時間が短く誤反応数
も少なかった。この群における正確で素早い判断は，
鮮明度を保ったままの操作によると考えられ，イメー
ジ生成・再生成の速さが関係していると推測される。
（3）で触れた Gyselinck et al.（2009）の鮮明性と空間
操作能力の両方が高い群が二重課題の影響を受けにく
いという知見も，心的操作におけるイメージ維持の効
果を物語っている。
（7）高鮮明者のイメージが「知覚との機能的等価
性」を示す知見がたくさん得られている。高鮮明者は
心的大きさ比較（Hatakeyama, 1984）や心的走査（斎
藤，1989）が速く，漢字字形素統合課題で成績が優れ
る（Hatakeyama, 1991）。スペルの逆綴りが速くて正
，イメージが知
確であり（Walczyk & Taylor, 2000）
覚刺激と同様の錯視を生じ（Ohkuma, 1986; Wallace,
1984a,b）， 知 覚 と 同 等 の 解 像 度 を 持 ち（Finke &
Kosslyn, 1980）
，色彩残効（Finke & Schmidt, 1978）
や視野闘争（Pearson, Rademaker, & Tong, 2011）を
生じるなど，知覚と機能的に同等な働きができる。
断片刺激の同定（Blajenkova, Kozhevnikov, & Motes,
2006; 畠山，1998; Kawahara & Matsuoka, 2012; Wallace,
1990）や仮現運動（Takahashi & Hatakeyama, 2012;
Takahashi & Yasunaga, 2012; 高橋・安永，2013）の
事態で，欠損する刺激情報の補完を行う。（6）で引用
した研究事例の 3 次元心的回転（畠山，1987，2017）
やルートモデルの生成（Gyselinck et al., 2009）といっ
た空間操作事態で，鮮明性が空間操作能力と相まって
寄与する。
このように鮮明なイメージは知覚との機能的等価性
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が高く，それによって刺激の代替物としての機能を果
たすものと考えられる。つまり鮮明性は，知覚表象と
の近似を通して知覚との機能的等価性を高め，イメー
ジの様々なシミュレーションの機能に貢献するわけで
ある。第 1 節で触れた Marks（1995）の活動循環理
論はまさにその考えに立っており，そしてイメージ，
ス キ ー マ， 活 動， 感 情 の 4 過 程 に 改 訂 し た Marks
（2010）の同理論でも，鮮明なイメージは弱いイメー
ジよりもスキーマに影響を及ぼすと考えている。
（8）鮮明なイメージの保有者における「自発的なイ
メージ方略の使用」が，Hatakeyama（1984）の心的
大きさ比較の研究で示される。方略を教示していない
事物課題で，実験後のイメージ使用頻度の見積が高鮮
明群が高いのである。自発的なイメージ方略が優れた
パフォーマンスをもたらしていると言える。
2．学習・記憶領域
（1）「自発的なイメージ方略の使用」の機序が同定
される。偶発学習事態において，単語学習（Morris
& Gale, 1974; Nouchi, 2011; Sheehan, 1971; Toyota,
，対連合学習（Janssen, 1976; O'Brien & Wolford,
2002）
1982; Sheehan, 1973），三つ組み名詞学習（Hishitani,
1985b）
， 図 形 パ タ ー ン の 学 習（Sheehan & Neisser,
1969）で，イメージ鮮明性が予測力を発揮しており，
高鮮明者における自発的なイメージ方略の使用を示し
ている。意図学習事態であっても，畠山（1996）では，
類似関係対，比喩関係対，無関係対の混合リスト学習
事態で，イメージへの言及がない精緻化教示（どう似
ているか考えて覚える）を与えられた高鮮明群の大学
生が，比喩関係対の保持成績が優れる。畠山（1989，
1991）では，イメージ教示だけでなく記銘教示でも，
高鮮明群の児童が物語や説明文の保持成績が優れる。
小山内・岡田（2011）の物語理解に伴う主観的体験（物
語体験）に鮮明性が重要な役割を担っているという知
見も，読みの過程に自発的なイメージ方略が密接に関
与することを示していると考えられる。
（2）自発的か否かにかかわらずイメージ方略が学
習事態で効果を発揮するのは，
「イメージ符号化に
よる記銘」がなされるからである。上記（1）を含め
て，以下のような多様な材料を用いた学習 ･ 記憶の
実験で，鮮明性のイメージ符号化による記銘効果が
示されている。単語学習（McKelvie & Demers, 1979;
Morris & Gale, 1974; Nouchi, 2011; Sheehan, 1971;
Toyota, 2002）
， 対 連 合 学 習（Janssen, 1976; O'Brien
& Wolford, 1982; Rossi & Fingeret, 1977; Sheehan,
1973; 't Hoen, 1978）
，比喩関係対の学習（畠山，1996）
，
三つ組み名詞の学習（菱谷 , 1982； Hishitani, 1985a,b）
，
場所法とペグワード法の記憶法（畠山，2004），散文
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の記憶（Chaguiboff & Denis, 1981; Denis, 1982, 1987；
畠山，1989, 1991），写真・絵・パターンの記憶（Berger
& Gaunitz, 1979; Cairns & Coll, 1977; Gur & Hilgard,
1975; Marks, 1972, 1973, 1983; Sheehan, 1967b;
Sheehan & Neisser, 1969; Walczyk & Hall, 1988），場
面の映像の記憶（Swann & Miller, 1982）。
（3）上記の「イメージ符号化による記銘」の効果
は，鮮明なイメージが刺激の代替物になりやすいため
だと考えられ，
「知覚との機能的等価性」の機序が推
測される。また鮮明性は，想起成績と関連を示さない
場合や劣る場合でも，想起の確信度を高める効果を
持つが（McKelvie, 1994; Reisberg, Culver, Heuer, &
Fischman, 1986; Reisberg & Leak, 1987），やはり知覚
との機能的等価性の機序の作用と考えられる。
（4）
「イメージの情報量の豊富さ」が畠山・工藤
（1993）で示される。イメージ鮮明性の高い児童は，
架空の動物に関する断片的な情報から成るテキスト
と，具体的内容のない会話が脈絡なく展開されるテキ
ストの両方で，大学生は前者で，テキストの情報から
は直接答えることができないイメージ精緻化を必要と
する質問に対して，反応語数が多く，それを品詞等で
重み付けした語得点も高い。
（5） 高 鮮 明 群 に お け る「 イ メ ー ジ 生 成 の 速 さ 」
が，物語を読んだ後での単語及び絵の再認反応の潜
時が短く，しかも単語と絵の潜時に差がないという
Chaguiboff & Denis（1981）の知見で示される。畠山・
工藤（1993）でも，高鮮明群の児童は，テキストの情
報からは直接答えることができないイメージ処理を必
要とする質問への反応潜時が短い。
3．応用領域
（1）第 1 項（1）と（5）で一部触れたが，自閉症ス
ペクトラム指数（AQ）とイメージテストとの関係を
健常大学生で検討した畠山（2015，2016）において，
社会的スキル，コミュニケーション，想像力を苦手と
する者が鮮明性が低く，細部への注意が高い者が鮮明
性が高いという知見が得られている。自閉症スペク
トラム障害が生得的な中枢神経系の機能不全が原因
とされるところから（DSM-5: American Psychiatry
Association, 2013 高橋・大野監訳 2014），健常者
が分かち持つ自閉症スペクトラム特性と鮮明性の関係
には「神経心理学的基盤」が想定される。
（2）そしてまた，（1）の細部への注意の高い者が鮮
明性が高いという知見から，鮮明性の機序として「刺
激の細部への注意」を挙げることができる。
（3）応用領域ではもう一つ，「生理的反応の制御」
の機序を提示することができる。鮮明なイメージ保
有者による以下のような生理的反応の制御が報告さ
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れている。情動場面や運動場面のイメージ喚起によ
る 心 拍 数 の 増 加（Carroll, Baker, & Preston, 1979;
Hirschman & Favaro, 1980）
，食べ物のイメージ喚
起 に 伴 う 唾 液 分 泌（Richardson & Patterson, 1986;
，恐怖場面のイメージ喚起による皮膚温
White, 1978）
変化（Hirota & Hirai, 1986），視覚イメージと身体感
覚イメージの鮮明度の相対的優位性（得点差による）
に対応した暗示による皮膚温上昇（田村・笠井・佐々
木，2000）
，弛緩的な身体感覚イメージと皮膚温上昇
の関連（大隈，1992）
，初期皮膚温が低い群の温暖イ
メージ課題における皮膚温の上昇（畠山，2011）
，バ
イオフィードバック時の皮膚電気活動の増加（Ikeda
，音刺激に対して電気ショックをイ
& Hirai, 1976）
メージする事態における皮膚電気活動の防御反応の
持続（Drummond, White, & Ashton（1978），氷水テ
ストでの痛みコントロール（Worthington, 1978）
，背
中の痛みの低減（Marcoolyn, 1984: Richardson, 1994
による）
，想像による性的覚醒（Koukounas & Over,
。
1997; Smith & Over, 1988; Tokatlidis & Over, 1995）
（4）鮮明なイメージが「知覚との機能的等価性」を
発揮すると考えられる様々な事象が知られる。（a）上
記の生理的反応の制御に，刺激の代替物としてのイ
メージの働きが推測される。（b）独創性，柔軟性，
流暢性，あるいは実用性といった創造性との関連を
示 す（Durndell & Wetherick, 1976; Forisha, 1978，
1981; Jankowska & Karwowski, 2015; Palmiero,
Cardi, & Belardinelli, 2011; Palmiero, Nakatani, Raver,
Belardinelli, & van Leeuwen, 2010; Shaw, 1985; Shaw
。
（c）ボディー・
& DeMers, 1982-83, 1986, 1986-87）
イ メ ー ジ の 歪 み の 少 な さ（Auchus, Kose, & Allen,
1993）
，聴覚イメージ鮮明性の歌唱への寄与（鮮明
性が劣ることによる音痴）
（Pfordresher & Halpern,
2013）といったプラスの側面と，嫌悪の学習におけ
る脆弱性（Dadds, Hawes, Schaefer, & Vaka, 2004）
，
反 事 実 思 考 を し や す い 傾 向（Barlett & Brannon,
，流産のような出来事での悲哀の大きさ
2006-2007）
（Johnson & Puddifoot, 1998），嗅覚イメージの鮮明
性 と 肥 満 と の 関 係（Patel, Aschenbrenner, Shamah,
& Small, 2015）
， 幻 覚 体 験 と の 関 係（van de Ven &
Merckelbach, 2003）といったマイナスの側面がある。
4．鮮明性の機序のまとめ
イメージ鮮明性の中心となる機序は，知覚領域の研
究から同定されていると言える。イメージが類知覚的
現象であると同時に類知覚的機能を果たすことを考え
ると，それは当然のことであるだろう。本節で同定さ
れた機序をまとめると以下の通りである。
知覚領域から同定された鮮明性の機序は，まず「神
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経心理学的基盤」に裏打ちされているというものであ
る。そして鮮明なイメージの保有者は「知覚的入力情
報が豊富」であるため，「長期記憶の知覚的情報が豊
富」であり，入力情報の豊富さが「視覚的ワーキング
メモリ容量の大きさ」と「刺激の細部への注意」を基
礎としている可能性がある。その結果，生成される
「イメージの情報量が豊富」となり，イメージを鮮明
にしていると考えられる。もう一つ，「イメージ生成
が速い」という特性によって，イメージの再生成が素
早く繰り返されて容易に維持されるため，豊富な情報
量を持つ頑健なイメージが「知覚との機能的等価性」
を高め，刺激の代替物としての機能を果たしやすくな
ると考えられる。また鮮明イメージ保有者は「自発的
にイメージ方略を使う」傾向を持っている。学習 ･ 記
憶領域からは，学習を担う「自発的なイメージ方略の
使用」と「イメージ符号化による記銘」，符号化や想
起の確信度に作用する「知覚との機能的等価性」の機
序の他，「イメージの情報量の豊富さ」，「イメージ生
成の速さ」の機序が示される。応用領域からは，「神
経心理学的基盤」，
「刺激の細部への注意」の機序，
「生
理的反応の制御」や多様な事象においてプラスの，あ
るいはマイナスの方向に働く効果をもたらす「知覚と
の機能的等価性」の機序が同定される。
第 3 節 統御性の機序
統御性テスト TVIC が予測力を示す諸研究から，
イメージ統御性の機序を抽出して整理すると，次のよ
うになる。
1．知覚領域
（1） そもそも TVIC は，1 台の自動車に関するイ
メージを，指示に合わせて次々に変化させることが
できるかどうかを調べる質問紙テストである。そう
したテストの課題状況は，「イメージ生成の柔軟性」
を問題にしていると言うことができる。Hatakeyama
（1991）の漢字の字形素（いわば漢字の部品）を呈示
して元の漢字を当てる漢字字形素統合課題を用いた研
究において，小学 4 年生の TVIC 高群は字形素の呈
示モード（視覚モード，聴覚モード）と呈示順（筆順
通り，非筆順）の影響を受けないのに対して，低群が
聴覚モードと筆順通りの呈示で成績が良くなかった。
イメージ生成過程における柔軟性の違いが推測され
る。また，TVIC 高群がネッカー立方体の反転速度の
制御ができるという知見も（Gordon, 1950; Orr, 1970:
Richardson, 1994 による ; Parrott, 1986）
，この機序の
事例になるであろう。「速く反転させる」あるいは「遅
く反転させる」という教示に沿ったイメージ生成が，
そうした反転を実現するものと考えられる。
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（2）「注意の配分と切り替えの効率」の機序が，畠
山・大橋・荒木（2008）の大域・局所処理の研究から
示唆される。TVIC 高群が低群より，複合数字抹消検
査 CDCT（Compound Digit Cancellation Test, Ver.2：
行場・大橋・守川，2001）において，処理レベル（大
域・局所）や処理の事態（連続・不連続）にかかわら
ず，全体的に検出得点，検出効率とも優れていた。イ
メージ統御能力の高い者が注意の配分過程，切り替え
過程がスムーズにでき，階層構造をもった複合刺激の
処理を効率よく遂行することを示している。また，統
御群がストループテストで干渉効果を受けにくいとい
う知見は（Orr, 1970: Richardson, 1994 による）
，この
機序が関係するものと考えられるだろう。色と文字が
競合する事態で，文字の読み（意味）の干渉を排して
文字の色を命名するには，文字の知覚表象でなく色の
知覚表象を形成するように注意モードを切り替えなけ
ればならないのである。
（3）これら両機序の研究事例を総合的に見るとき，
TVIC が測る統御性は「認知的柔軟性」であり，それ
が注意の配分や切り替えの効率の良さを基盤にしてい
ることが示唆される。TVIC はイメージ生成の柔軟性
を通して認知的柔軟性を測っているということができ
るだろう。
（4）
「イメージ教示の忠実な実行」を，Hatakeyama
（1984）の心的大きさ比較の研究が示している。時計
課題で「文字盤を思い浮かべて時分針のなす角度を比
較する」というイメージ教示が与えられたが，TVIC
高群は実験後のイメージ教示への忠実度の自己評定と
イメージ使用の見積りが共に高く，パフォーマンスで
も誤反応が少なかったのである。
2．学習・記憶領域
学習・記憶領域において TVIC を用いた研究は多
くないが，以下の機序を抽出することができる。
（1）「イメージ符号化による記銘」がいくつかの研
究で示される。TVIC は場所法（記憶法）の成績（畠山，
2004），児童におけるイメージ教示と記銘教示での物
語や説明文の保持成績（畠山，1989，1991）
，同じく
児童において，類似関係対，比喩関係対，無関係対の
混合リスト学習事態で，リハーサル条件（心の中で反
復して覚える）では無関係対の，精緻化条件（どう似
ているか考えて覚える）では比喩関係対と無関係対
の保持成績を予測する（畠山，1996）
。Morris & Gale
（1974）では，単語の偶発学習事態における TVIC の
効果が示されている。
（2）上記の研究では，記憶法を用いた畠山（2004）
を除いて，「自発的なイメージ方略の使用」の機序が
示される。即ち，畠山（1989，1991）ではイメージ教
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示だけでなく記銘教示でも TVIC の効果が示されて
おり，畠山（1996）ではリハーサル教示，精緻化教示
ともイメージへの言及がない。そして Morris & Gale
（1974）は偶発学習事態である。
（3）
「場面や話の展開の符号化」の機序が，（1）の
TVIC が場所法の成績を予測し（畠山，2004），具体
性の低い物語を含めて場面や話の展開のある物語と説
明文において予測力を持つ（畠山，1989，1991）とい
う知見から示唆される。また畠山・工藤（1993）にお
いて，児童では架空の動物に関する断片的情報が付け
加わっていくテキストと，具体的内容のない会話が脈
絡なく展開されるテキストの両方で，大学生では後者
のテキストで，TVIC 高群は反応語数が多く，品詞等
で重み付けした語得点も高いという知見からも，この
機序を推定することができる。そもそも TVIC 自体
が，いわば場面の展開を視覚化する要求になっている
と言って差し支えない。
（4）上記（1）の畠山（1996）の研究で，児童にお
いて TVIC が無関係対の保持でも効果を持つという知
見から，
「長期記憶の知覚的情報の幅広い活用」の機
序が示唆される。また比喩関係対で児童の TVIC 高
群は，比喩理解の方向性に沿った被喩辞から喩辞を想
起する事態だけでなく，喩辞から被喩辞を想起する事
態でも保持成績が変わらず，長期連合記憶の情報探索
が広く柔軟であることを示している。テキストの情報
からは直接答えることのできない質問への反応を扱っ
た（3）の畠山・工藤（1993）の知見も，この機序を
支持すると考えられる。
（5）畠山・工藤（1993）の反応語数・語得点に関す
る（3）の知見はまた，統御性高群における「イメー
ジの情報量の豊富さ」を示していると言える。
3．応用領域
次のような事象で TVIC が予測力を発揮すること
が示されている。いずれも「認知的柔軟性」が関係
「ステレオタイプ・
しているものと考えられる。（a）
イメージ」と負の関係があり，非統御群がステレオ
タ イ プ の 見 方 を し や す い（Gordon, 1949）
。（b） 創
造性において，独創性，柔軟性，流暢性と関連を示
す（Durndell & Wetherick, 1976; Forisha, 1978, 1981;
Shaw, 1985; Shaw & DeMers, 1986, 1986-87）。イメー
ジ統御と知能が関係するという知見や（Tedford &
Penk, 1977）
，高 IQ 児童で創造課題がイメージ統御
と関係するという知見が見られる（Shaw & DeMers,
（c） 美術専攻学生の美術関係科目の成績を
1986）。
予 測 す る（Pérez-Fabello, Campos, & Gómez-Juncal,
2007; Pérez-Fabello, Campos, & Meana, 2014）。この
知見からは，イメージ統御能力が創造のキー役割にな
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る可能性が示唆される。
（d）教師による児童・生徒の
知的・社会情緒的成績評価に予測力を持つ（Wolmer,
Laor, & Toren, 1999）
。この知見は適応面の内容も含
んでいる。Richardson（1994）は，イメージ統御は適
応的柔軟性の表れで，イメージを統御できないのは硬
さの表れ，構えを変えられないことだと考えているが
（p.59），そうした考えを取り入れると，「認知的・適
応的柔軟性」を統御性の機序として採用するのがより
ふさわしいと考えられる。TVIC はイメージの特性を
超えて，こうしたパーソナリティの特性を測る機能を
併せ持っていると言うことができる。
4．統御性の機序のまとめ
統御性の機序として，知覚領域からは「イメージ生
成の柔軟性」とその基盤と考えられる「注意の配分と
切り替えの効率」が同定され，両機序の研究事例から，
TVIC が測る統御性は「認知的柔軟性」であることが
推定される。また「イメージ教示の忠実な実行」の機
序が示される。学習・記憶領域からは，学習を担う「イ
メージ符号化による記銘」
，
「自発的なイメージ方略の
使用」
，
「場面や話の展開の符号化」
，
「長期記憶の知覚
的情報の幅広い活用」といった機序の他，「イメージ
の情報量の豊富さ」が同定される。応用領域からは，
「認知的柔軟性」を示す研究事例の中に適応面に関係
する知見が見られることから，より包括的な「認知的
･ 適応的柔軟性」の機序名の採用が提案される。なお，
学 習・ 記 憶 領 域 で の 機 序 の 同 定 は，Morris & Gale
（1974）を除いてもっぱら畠山ら（畠山，1989, 1991,
1996, 2004；畠山・工藤，1993）に依拠したものであ
ることから，この領域での TVIC の幅広い利用が，
イメージ能力の更なる解明のために必要だと考えられ
る。合わせて，応用領域での機序の抽出に関係した研
究事例から，イメージ統御性が創造活動，学校生活や
学業，社会生活において果たす役割について，イメー
ジ研究者はもっと注目すべきであることが指摘できる。
第 4 節 常用性（表象型）の機序
常用性の測定には，言語型・視覚型質問紙 VVQ
（Verbalizer-Visualizer Questionnaire: Richardson,
3
1977）
， 個 人 差 質 問 紙 IDQ（Individual Differences
3

畠山の VVQ を用いた研究の多くでは，視覚型得点に言語尺度項目へ
の否定的反応を加える元の採点法の他に，視覚尺度と言語尺度を別個に
採点する採点法も用いられ，それぞれの尺度の得点による分類で視覚化
傾向高群，低群，言語化傾向高群，低群と呼んでいるが，本節での引用
では煩瑣を避けるため，視覚化傾向高群を視覚型，視覚化傾向低群を言
語型として記述する。

4

VVQ の拡張版として Kirby et al.（1988）が開発した言語，夢，視
覚尺度から成る言語 - 視覚学習型質問紙（Verbal and Visual Learning
Style Questionnaire）が，夢尺度を除いて VVQ 改訂版として用いられ
ることが多い。
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Questionnaire: Paivio, 1971; Paivio & Harshman, 1983）
，
VVQ 改 訂 版（VVQ-R: Kirby, Moore, & Schofield,
4
1988）
が用いられることが多い。
1．知覚領域
常用性（表象型）に関して知覚領域で同定される機
序は，次の通りである。
（1）表象型が脳に「神経心理学的基盤」を持ってい
ることが，次のような研究で示される。畠山（1992）
の大脳半球差の研究で，視覚型はイメージ生成におい
て右半球の座標情報の活用が優位であり，言語型は左
半球のカテゴリー情報の活用が優位であるという知見
が得られている。Kraemer, Rosenberg, & ThompsonSchill（2009）の語 - 絵照合課題における fMRI 計測
実験で，語 - 語条件で視覚型は視覚処理に関係する脳
領域が賦活し，絵 - 絵条件で言語型が言語処理に関係
する脳領域が賦活するという結果が示されている。こ
れは視覚型，言語型がそれぞれ，非選好モダリティで
呈示された刺激を選好モダリティに変換して処理する
という知見である。
（2）
「知覚的入力情報の豊富さ」の機序が知覚的
プライミング効果の研究で示される。Hatakeyama
（1997）では，ひらがな表記の単語完成課題において，
視覚型の児童がひらがな表記刺激による大きなプライ
ミング効果を示した。畠山（1999）では，単語完成課
題と断片線画同定課題で，視覚型の大学生がそれぞれ
ひらがな表記刺激と絵刺激から大きいプライミング効
果を得た。イメージ常用性が刺激入力時に刺激の知覚
的・構造的特徴に関する情報を自動的に保持する特性
を持つことを示していると言える。イメージ常用性の
この特性はまた，
「長期記憶の知覚的情報の豊富さ」
をもたらすことが考えられる。
（3） 上 記（1） の 畠 山（1992） 及 び Kraemer et al.
（2009）の知見，（2） の Hatakeyama（1997）及び畠
山（1999）の知見は，
「表象型に合致する符号化」の
機序を示している。とりわけ Hatakeyama（1997）で
は，ひらがな表記の単語完成課題で，視覚型の児童が
ひらがな表記刺激で大きなプライミング効果を示した
が，漢字表記刺激ではほとんど効果を得ていないのに
対して，言語型の児童が漢字表記刺激で効果が大き
かった。視覚型の児童がひらがなや漢字表記の単語
を「視覚」刺激として知覚的・構造的特徴を符号化す
る傾向が強く，言語型の児童が「言語」刺激として符
号化する傾向が強いという個人の特性を示していると
言うことができる。また，高橋 ･ 畠山（2011）の視覚
的探索の研究は，形か色のいずれかが呈示される単
一特徴条件において，視覚型が形条件，言語化傾向
の低群が色条件で優れていた。表象型の個人差が低
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次の視覚処理段階でも既に見られることが示唆され
る。物体 - 空間イメージ質問紙 OSIQ（Object-Spatial
Imagery Questionnaire: Blajenkova et al., 2006）
，日
本語版 J-OSIQ（Kawahara & Matsuoka, 2012）の空
間尺度が，心的回転テスト MRT 及び折りたたみテス
ト PFT の成績と関連するという知見も（Blajenkova
，この機序
et al., 2006; Kawahara & Matsuoka, 2012）
を示している。
（4） 視覚的短期記憶について検討した Matsuoka
（1986）
，
Tanwar & Malhotra（1992）は，
IDQ のイメー
ジ尺度がドットパターンや数字系列の直接記憶範囲と
関連することを報告している。視覚型において「視覚
的ワーキングメモリ容量が大きい」ことを示すもの
で，刺激入力時の視覚型の基盤を示唆する知見と言え
る。
（5） 断 片 線 画 の 同 定 成 績 が 視 覚 型 や 物 体 イ メ ー
ジ 型 で 優 れ る（Blajenkova et al., 2006; 畠 山 , 1998;
Kawahara & Matsuoka, 2012）。断片線画の同定が欠
損する刺激情報の補完の遂行という側面を持つことか
ら，イメージの「知覚との機能的等価性」が示唆され，
刺激の代替物としての機能が推測される。
（6）Ernest & Paivio（1971）が IDQ イメージ尺度
と抽象語のイメージ生成の速さとの関連を報告してい
る。「長期記憶の知覚的情報の幅広い活用」の機序が
推測される。
2．学習・記憶領域
（1）「表象型に合致する符号化」の機序が以下の研
究から示唆される。地図の学習で，言語型がラベルが
多い地図，空間イメージ型が知覚的特徴が多い地図の
想起に優れる（Pazzaglia & Moe, 2013）。地図の特徴
と合う表象型が優れた想起成績を示していると言うこ
とができる。新聞ニュースの学習実験で，写真，記事
の想起とも言語型が優れ，新聞ニュースに対する興味
も言語型が高かった（Mendelson & Thorson, 2004）
。
また Thomas & McKay（2010）のパーソナリティ理
論についての学習実験では，テキストのみ，テキスト
＋絵，テキスト＋図式（ダイヤグラム）の教材と，言
語型，物体イメージ型，空間イメージ型との関係が調
べられている。想起成績は言語型と物体型が予測し
た。理解は 3 つの型とも予測を示し，3 つの型とも得
点が高い群が最高，低い群が最低で，他の群はそれぞ
れ表象型の得点に合った呈示条件で成績がよかった。
表象型と教材の呈示形式が合ったときに効果が発揮さ
れることが知られる。
（2）「イメージ符号化による記銘」の機序がいくつ
かの研究から示される。畠山（1996）の類似関係対，
比喩関係対，無関係対を材料にした学習事態で，視覚
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型の児童は，精緻化教示（どう似ているか考えて覚え
る）で関係対の種類にかかわらず全体的に，リハーサ
ル教示（心の中で反復して覚える）で比喩関係対の
想起が優れる。精緻化教示の大学生も，視覚型はど
の関係対でも想起が優れる。また，視覚型は図形パ
ターン（Slee, 1980）
，コラージュ（Cohen & Saslona,
1990）の想起に優れ，犯罪場面の目撃（Nori, Bensi,
Gambetti, & Giusberti, 2014）の研究では，特に事物
の想起に優れる。
（3）
「自発的なイメージ方略の使用」の機序が，上
記（2）の畠山（1996）の研究で示される。精緻化教示，
リハーサル教示ともイメージの生成は言及されていな
いので，視覚型の児童と大学生が自発的にイメージ方
略を用いたことを示している。
（4）同じく畠山（1996）の精緻化教示で視覚型の児
童・大学生が無関係対を含めて想起が優れるという
知見から，
「長期記憶の知覚的情報の幅広い活用」の
機序が示される。視覚型が長期連合記憶の意味素性
（Denis, 1979 寺内監訳 1989）を広く探索し，項目
対の類似性の発見に優れることが示されていると言え
る。
3．応用領域
（1）
「表象型に合致する符号化」の機序が，次のよ
うな知見から示される。（a）畠山（2015，2016）では，
自閉症スペクトラム指数 AQ の下位尺度「細部への
注意」は言語化傾向を高めるが，
「社会的スキル」，
「コ
ミュニケーション」の苦手は言語化傾向の低さと関係
し，
「想像力」の苦手は視覚化傾向の低さと関係する。
細部への注意が鮮明性を高めることは第 2 節で見たと
おりだが，表象型ではそれが言語化につながっている
ことを示している。鮮明なイメージの保有者が必ずし
も視覚型とはならない事情の一端をここに見ること
ができるだろう。
（b）創造性に関して，視覚型が流
暢性，柔軟性，あるいは独創性と関係する（Campos
& Pérez, 1989 ; Palmiero, Nori, Aloisi, Ferrara, &
Piccardi, 2015）。（c）IDQ のイメージ得点が価値意識
の内的受容型（審美型，宗教型，社会型）と関係する
（Hiscock, 1978）。イメージ常用性が価値，興味関心，
職業の選択といったパーソナリティとも関係する機能
を潜在的に持っていることを示している。このことは
次の（d）とも呼応する。（d）OSIQ，J-OSIQ，物体
- 空間イメージ・言語質問紙 OSIVQ（Object-Spatial
Imagery and Verbal Questionnaire: Blazhenkova &
Kozhevnikov, 2009）が専攻の選択・指向や専門職の
適性を予測する（Blajenkova et al., 2006; Blazhenkova
& Kozhevnikov, 2009; Kawahara & Matsuoka, 2013;
Kozhevnikov, Blazhenkova, & Becker, 2010）。（e）視
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覚型においてジェスチャーが，表象的ジェスチャー，
ビートジェスチャーとも発話行為を促進する（畠山・
岸，2014，2015）
。
（2）上記（a）の畠山（2015，2016）の知見は，表
象型の起源の一つとして自閉症スペクトラムが想定で
きることを示唆する。自閉症スペクトラム障害が中枢
神経系の機能不全が原因とされるところから（DSM5）
，健常者が分かち持つ自閉症スペクトラム特性と表
象型の関係には「神経心理学的基盤」が想定されるこ
とになる。
（3）「生理的反応の制御」の機序が以下の研究で示
される。Kunzendorf（1981）は，片手を雪の中に入
れ片手を雪上の火にかざすイメージを喚起させて，両
手の甲の皮膚温の差を測定した。視覚イメージ優勢テ
スト PVIT（Prevalence of Visual Imagery Test）
，他
3 つのイメージ優勢テストとの間に有意な相関を示し
ている。田村・笠井・佐々木（2001）は皮膚温を上げ
るイメージ暗示課題と言語暗示課題を視覚型と言語型
で比較し，視覚型とイメージ暗示が適合するという知
見を得ている。Kunzendorf & Bradbury（1983）は，
うそをつきながら楽しい場面をイメージする条件で，
PVIT のイメージ優勢型が皮膚電気活動を抑制できた
としている。
4．常用性（表象型）の機序のまとめ
常用性の機序として，知覚領域からは「神経心理学
的基盤」を持つ特性であること，「表象型に合致する
符号化」をする傾向があり，イメージ常用傾向の高い
者では「知覚的入力情報が豊富」なことから「長期記
憶の知覚的情報の豊富さ」が推測され，入力情報の豊
富さが「視覚的ワーキングメモリ容量の大きさ」を基
礎とする可能性があること，そして「知覚との機能的
等価性」
，
「長期記憶の知覚的情報の幅広い活用」の機
序が示される。学習・記憶領域からは「表象型に合致
する符号化」
，
「イメージ符号化による記銘」
，
「自発的
なイメージ方略の使用」
，
「長期記憶の知覚的情報の幅
広い活用」の機序が，応用領域からは「表象型に合致
する符号化」と「神経心理学的基盤」の機序の他，
「生
理的反応の制御」の機序が示される。表象型は総じて，
幅広い領域で入力時の符号化とそれ以降の処理の仕方
を方向づける性質を持つ特性だと言うことができる。
第 5 節 没入性の機序
没入性はイメージ個人差の中で知覚刺激や場面，空
想・想像への没入の程度を表す次元である。没入性は没
入性尺度 AS（Absorption Scale: Tellegen & Atkinson,
1974） や 想 像 活 動 へ の 関 与 尺 度 III（Imaginative
Involvements Inventory: Davis, Dawson, & Seay,
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1978； 日 本 版： 笠 井・ 井 上，1993） で 測 定 さ れ る
ことが 多 い。 空 想 傾 向 の測定に特化した創造的体
験 質 問 紙 CEQ（Creative Experience Questionnaire:
Merckelbach, Horselenberg, & Muris, 2001； 日 本 語
版 CEQ-J：岡田・松岡・轟，2004）も使われること
が多い。時間の多くを空想に使い，空想したことを十
全に体験し，広範で深い空想への没入を特徴とする少
数の人たちを，Wilson & Barber（1983）が空想傾向
人格（fantasy-prone personality）と呼び，空想傾向
が注目されることとなった。岡田・松岡・轟（2004）
は，CEQ-J は III，DES-II（田辺・小川，1992）のど
ちらとも中程度の相関を示し，III と DES-II は低い相
関を示すことから，CEQ-J は，III で測られる健康な
想像活動と DES-II で測られる病理的な解離傾向の両
者を含む空想傾向を測ると考えている。
没入性の機序はもっぱら応用領域において，以下が
同定される。
1．応用領域
（1）
「想像活動への関与の強さ」の機序が以下のよ
うな様々な研究から示される。（a）児童から大学生に
至るどの年齢段階でも，日常生活の中で自然に働く想
像反応傾向として取り上げられた怖い想像への接近傾
向，怖い想像への回避傾向，占い ･ まじないへの接近
傾向，不思議体験，生き返り信念のどのトピックにつ
いても，没入性高群が低群より自分に当てはまるとす
る評定値が高い（畠山，2006b；畠山・川俣，2005）。
（b）児童から大学生まで，超常信念に関する占い系，
疑似科学系，旧来宗教系，第 2 と第 3 グループの中間
に位置する第 4 グループの信念として選択した項目数
は，高群が低群より多く，どの項目，信念系でも選択
率が高い（畠山，2005，2006a）。（c）物語理解に伴う
主観的体験（物語体験）の中核は，物語の世界への没
入である（小山内・岡田，2011）。（d）日常生活での
失敗傾向に空想傾向が関係する（川原，2006）。（e）
空想傾向はポジティブ・ネガティブ両方向でウェル
ビーイングに関係しうる特性である（松岡，2010a；
松岡・堀毛，2006；松岡・岡田，2005；山崎・松岡，
2017）。また空想傾向は精神的健康感に対して，スト
レスへの対処の仕方のタイプによってポジティブに，
あるいはネガティブに影響する（松井，2012）。（f）
幻聴・空耳に空想傾向や没入性が関係する（岡田，
2004，2006; van de Ven & Merckelbach, 2003）。（g）
悪夢の頻度や苦痛度に空想傾向や没入性が関係する
（Belicki, 1992；岡田・松田，2015）。
（2）没入性が「生理的反応の制御」に関係すること
が，次のような研究で示される。III 高群が温暖イメー
ジ，寒冷イメージ，数唱の課題のいずれでも指尖皮膚
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温を上昇させ，特に初期皮膚温の低い群で上昇が顕著
である（畠山，2009，2011）
。上智イメージ尺度 SSI
5
（Sophian Scale of Imagery: 平井，1975）
の高群が，
温感・リラクセーション暗示を伴った温感映像条件
で，指尖皮膚温の制御成績が高い（坂野・久保・神村，
1993）。皮膚温以外では，イメージによる心拍数の変
化（Shea, 1985）
，皮膚電気活動の増加（Ikeda & Hirai,
1976），氷水を気持ちのよい水だと想像することによ
る 手 の 痛 み の 軽 減（Jaremko, 1978; Spanos, Horton,
& Chaves, 1975）， 性 的 覚 醒 の 惹 起（Koukounas &
Over, 1997; Tokatlidis & Over, 1995）に没入性が関与
する。いずれも没入性の高さが想像や暗示による生理
的活動の変化の大きさと関係することを示している。
（3）上記（2）の畠山（2009，2011）の研究で，III
高群は温暖イメージ，寒冷イメージ，数唱の課題のい
ずれであるかにかかわらず，皮膚温を上昇させるとい
う知見が得られている。AS や III が催眠感受性や解
離性体験と関連があるという知見（Davis et al., 1978;
笠井・井上，1993；Tellegen & Atkinson, 1974）と相
まって，没入性高群における「弛緩状態の惹起」が示
唆される。（2）の坂野・久保・神村（1993）の結果
や，第 2 節第 3 項（3）で引用した大隈（1992）の弛
緩的な身体感覚イメージの鮮明度と皮膚温上昇の関連
にも，同様の機序が働いているものと考えられる。ま
た皮膚温以外の（2）の諸知見も，没入性の高い者に
おいて弛緩状態を惹起しやすい特性が関係しているも
のと推測される。
2．没入性の機序のまとめ
没入性の機序として「想像活動への関与の強さ」が
同定される。この機序は物語体験，失敗傾向，ポジ
ティブ・ネガティブ両方向でのウェルビーイング，幻
聴・空耳，悪夢など，多様な事象と関係を有する。ま
た「生理的反応の制御」が同定され，その背後に「弛
緩状態を惹起」しやすい特性が推測される。
第 6 節 イメージ能力の機序の概括と中心的特性
1．同定されたイメージ能力の機序の概括
Table 1 に本研究で同定された機序の一覧を，研究
領域を分けた形で掲載する。Table 2 は領域を分けな
い形での一覧である。各次元名欄の○印は，当該機序
がその次元で同定されていることを意味している。
Table 1，2 に見るように，各次元の機序間に一定
の重なりがあることがわかる。次元相互の間に緩やか
な関連があることは，Table 3 のイメージテスト間の
相関（畠山，2018a）からも知られるところである。
5
SSI は視覚，聴覚，触覚イメージの「豊かさ」の測定を企図したテス
トで，鮮明性と没入性に関係する項目からなる。
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Table 1 Summary of the identified mechanisms of each dimension of imagery ability in each area of research
機
知覚領域

序

鮮明性

統御性

◯＊

◯＊

知覚的入力情報の豊富さ

◯＊

◯＊

長期記憶の知覚的情報の豊富さ

◯

＊

◯＊

視覚的ワーキングメモリ容量の大きさ

◯＊

◯＊

刺激の細部への注意

◯

イメージの情報量の豊富さ

◯＊

イメージ生成の速さ

◯＊

知覚との機能的等価性

◯

自発的なイメージ方略の使用

◯

◯

認知的柔軟性

◯＊

イメージ生成の柔軟性

◯＊

注意の配分と切り替えの効率

◯＊

イメージ教示の忠実な実行

◯
◯＊
◯＊

長期記憶の知覚的情報の幅広い活用
イメージの情報量の豊富さ

◯

＊

◯

＊

イメージ生成の速さ

◯

知覚との機能的等価性

◯

自発的なイメージ方略の使用

◯

◯

◯

イメージ符号化による記銘

◯

◯

◯

長期記憶の知覚的情報の幅広い活用

◯＊

◯＊

場面や話の展開の符号化

◯
◯＊

表象型に合致する符号化
応用領域

没入性

＊

表象型に合致する符号化
学習・記憶領域

常用性

神経心理学的基盤

◯＊

神経心理学的基盤
刺激の細部への注意

◯

知覚との機能的等価性

◯

生理的反応の制御

◯

◯＊

＊

◯

認知的・適応的柔軟性

◯

◯

＊

◯＊

表象型に合致する符号化

◯＊

想像活動への関与の強さ

◯＊

弛緩状態の惹起
＊

注）各次元名欄の○は，当該機序がその次元で同定されていることを示す。 は各次元を成り立たせる基盤と考えられる機
序，他はその次元がもたらす効果としての機序。

Table 3 では鮮明性テスト QMI 及び VVIQ と統御性
テスト TVIC の間，QMI と没入性テスト III の間，
VVIQ と常用性テスト VVQ の視覚尺度の間に，低い
相関があることを示している。本研究で同定された機
序の次元間の重なりはその内実を示していると見るこ
とができる。他の次元と重なりのない機序にその次元
のユニークさがあると考えることができるかもしれな
いので，本項ではこうした次元間の機序の重なり具合

も念頭に置きながら，各次元で同定された機序につい
て整理して概括を行うことにする。とりわけ鮮明性と
常用性は機序がかなり重なっていることから，常用性
の機序の概括においては，何が重なり何が重なってい
ないのかに着目して考察することが，相互の次元の特
徴を浮かび上がらせるのに重要になるかもしれない。
統御性と没入性は他の次元と機序の重なりが少ないの
で，既にそれぞれユニークな次元だと言うことができ

― 24 ―

イメージ能力の機序―主観的イメージテストの予測力にもとづく同定―：畠山

Table 2
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Summary of the identified mechanisms of each dimension of imagery ability
機

序

鮮明性

統御性

常用性

神経心理学的基盤

◯＊

◯＊

知覚的入力情報の豊富さ

◯＊

◯＊

◯

＊

◯＊

視覚的ワーキングメモリ容量の大きさ

◯

＊

◯＊

刺激の細部への注意

◯＊

イメージの情報量の豊富さ

◯＊

長期記憶の知覚的情報の豊富さ

没入性

◯

＊

イメージ生成の速さ

◯

知覚との機能的等価性

◯

自発的なイメージ方略の使用

◯

◯

◯

イメージ符号化による記銘

◯

◯

◯

生理的反応の制御

◯

◯

◯

◯

＊

認知的・適応的柔軟性

◯

イメージ生成の柔軟性

◯＊

注意の配分と切り替えの効率

◯＊

長期記憶の知覚的情報の幅広い活用

◯＊

イメージ教示の忠実な実行

◯

場面や話の展開の符号化

◯

◯＊

◯＊

表象型に合致する符号化

◯＊

想像活動への関与の強さ

◯＊

弛緩状態の惹起
＊

注）各次元名欄の○は，当該機序がその次元で同定されていることを示す。 は各次元を成り立たせる基盤と考えられる機
序，他はその次元がもたらす効果としての機序。

Table 3

Correlation coefficients between imagery tests（lower left）and numbers of participants（upper
right）
（Hatakeyama, 2018a）
QMI

QMI

VVIQ

TVIC

VVQ

Verbal

Visual

III

872

498

861

692

692

101

527

899

731

731

-

VVIQ

.556＊＊

TVIC

-.296

＊＊

VVQ

-.026

-.042

.095

VVQ-Verbal

-.109＊＊

-.169＊＊

.014

＊＊

＊＊

VVQ-Visual

-.134

III

-.284＊＊

＊＊

p < .01,

＊

-.312

-.212
-

＊＊

384

.150

214

214

-

837

837

-

837

-

-.573＊＊
＊

.695

-

-

＊＊

.166
-

＊＊

-

p < .05

るだろう。
（1）鮮明性は，イメージの知覚的性質に関する特性
を表す次元であるところから，自ずと知覚に関わる機
序が中心的に同定されていると言える。次のように概
括することができるだろう。
鮮明性は「神経心理学的基盤」を持つ特性である。
そして鮮明性の高い者は「知覚的入力情報が豊富」で
あることから，
「長期記憶に豊富な知覚的情報を保有」

することが推測される。入力情報の豊富さは「視覚的
ワーキングメモリ容量が大きい」ことと，「刺激の細
部に注意を向ける」特性に基礎を持つ可能性がある。
その結果，生成されるイメージは「情報量が豊富」と
なって，それがイメージを鮮明にしているとも言え
る。また高鮮明者は「イメージ生成が速い」という特
性を持っている。長期記憶から知覚的情報の供給が素
早くなされることでイメージの生成・再生成が容易に
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でき，情報量の多い鮮明なイメージが容易に維持され
るので，
「知覚との機能的等価性」が高まってイメー
ジが刺激の代替物としての機能を果たしやすい。鮮明
性はまた「自発的にイメージ方略を使用」する傾向を
持ち，
「イメージ符号化による記銘」に優れ，「生理的
反応の制御」に関係する他，多様な事象においてポジ
ティブな方向，あるいはネガティブな方向の働きを持
つ。そうした効果の背後に「知覚との機能的等価性」
の機序が推測される。
（2）統御性の核となる機序は「認知的・適応的柔軟
性」である。他の次元と重なりのない機序にその次元
のユニークさがあるとすると，TVIC は「イメージ生
成の柔軟性」を通して認知的・適応的柔軟性を測って
おり，そうした柔軟性は，「注意の配分と切り替えの
効率」の良さと「長期記憶の知覚的情報の幅広い活用」
に基礎を置くものと考えられる。柔軟性が「イメージ
の情報量の豊富さ」をもたらし，「自発的なイメージ
方略の使用」や「イメージ教示の忠実な実行」，「場面
や話の展開の符号化」，「イメージ符号化による記銘」
を推進していると考えられる。
鮮明性との機序の重なりで気になるのが「イメージ
の情報量の豊富さ」である。鮮明性テストと統御性テ
ストの相関は大きなものではないので（Table 3），統
御性の次元においてはこの機序が必ずしもイメージの
鮮明度に結びついているわけではないと言うことがで
きる。TVIC が児童，大学生とも知覚的プライミング
効果を予測しないという Hatakeyama（1997）の知見
をもとにすれば，統御性は「知覚的入力情報の豊富さ」
に影響を持たないので，統御性は鮮明性とは「長期記
憶の知覚的情報の豊富さ」が違うと考えられる。高統
御者においては，情報検索の柔軟さがイメージの情報
量を多くするが，イメージを格別鮮明にするわけでは
ないものと推測される。TVIC がイメージの更新能力を
測っているとすれば，知覚的情報の検索・転送が継時
的になされ，更新されることが考えられるのではないか。
（3）Table 1，Table 2 から，鮮明性と常用性は機序
がかなり重なっていて，常用性の機序は「表象型に合
致する符号化」と「長期記憶の知覚的情報の幅広い活
用」を除いて，鮮明性の機序に包含されることが知ら
れる。包含されないこの 2 つを常用性のユニークな機
序と考えることにすると，常用性を次のように概括す
ることができるだろう。
常用性（表象型）は視覚型，言語型とも「神経心理
学的基盤」を持ち，それぞれ「表象型に合致する符号
化」を行う傾向がある。視覚型では「知覚的入力情報
が豊富」なことから，
「長期記憶の知覚的情報が豊富」
であることが推測され，イメージ常用性は豊富な「長
期記憶の知覚的情報を幅広く活用」する傾向を意味し
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ていると言える。入力情報の豊富さは「視覚的ワーキ
ングメモリ容量が大きい」ことを基礎とする可能性が
ある。また視覚型では，イメージは「知覚との機能的
等価性」を持ち，「自発的にイメージ方略を使用」す
る傾向があり，「イメージ符号化による記銘」や「生
理的反応の制御」に効果を持つ。常用性は総じて，入
力時の符号化とそれ以降の処理の仕方を方向づける性
質を持つ個人の特性だと言うことができる。
イメージ常用性はイメージ表象の使用を好むことを
言っていて，そのイメージが鮮明であることを意味し
ないが（事実，Table 3 に見るようにイメージ常用性
と鮮明性との相関は小さい），イメージ表象の使用を
好む者においては，その表象の機能自体は鮮明性の高
い者のそれと似たところがあるものと考えられる。イ
メージ常用性はイメージが鮮明でなくても一定の機能
を発揮することが知られるのである。しかし，視覚型
では知覚的入力情報が豊富なことから，長期記憶の知
覚的情報が豊富であることが推測され，入力情報の豊
富さが視覚的ワーキングメモリ容量が大きいことによ
るのだとすると，なぜイメージ常用者のイメージは必
ずしも鮮明ではないのかという疑問が生じることにな
ろう。
鮮明性の機序で常用性と重なっていないのは，本
研究が示す限りでは「イメージの情報量の豊富さ」，
「刺激の細部への注意］，「イメージ生成の速さ」であ
る（Table 2）
。このうちイメージの持つ情報量につい
ては，イメージ常用性との関係が調べられていないの
で確かなことは言えないが，鮮明性との相関が非常に
小さいことからすると（Table 3）
，イメージの常用が
長期記憶から多くの情報がイメージに送り込まれなく
ても成り立つ性質のものであることが推測される。刺
激の細部への注意の機序については，自閉症スペクト
ラム指数 AQ の下位尺度「刺激の細部への注意」が，
鮮明性テストとの関係では鮮明性を高めるが，表象型
テストとの関係では視覚化傾向ではなく言語化傾向を
高めるという知見を畠山（2015，
2016）は示している。
鮮明なイメージの保有者が必ずしも視覚型とはならな
いことが示唆されていると言える。イメージ生成の速
さについては，Ernest & Paivio（1971）の知見では，
抽象語では IDQ イメージ尺度との関連が見られるが，
具体語では見られていないので，イメージ常用者のイ
メージ生成は格別速くないと考えられる。イメージ常
用性はこの 3 つの機序を欠いて成り立つ特性であるた
め，イメージ常用者のイメージは必ずしも鮮明でない
ということが考えられるだろう。逆に言うと，この 3
つの機序が鮮明性には欠かせないということになるだ
ろう。
また，鮮明性以外の次元との機序の重なりに着目す
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ると，「長期記憶の知覚的情報の幅広い活用」が統御
性と重なっている。イメージ常用性と統御性の相関は
ごく小さいので（Table 3），常用性の次元においては
この機序が統御度に結びついているわけではないと言
うことができる。Hatakeyama（1997）の知見によれ
ば統御性は「知覚的入力情報の豊富さ」に影響を持た
ないが，イメージ常用性は知覚的入力情報が豊富であ
ることから（第 4 節第 1 項），統御性とは「長期記憶
の知覚的情報の豊富さ」が違うことが考えられる。イ
メージ常用性にとってはその豊富さが欠かせないが，
統御性にとってはそれが豊富でなくても幅広く活用で
きるということであるだろう。
（4）没入性は，
「想像活動への関与」が強く，想像
反応傾向，超常信念，物語体験，失敗傾向，ウェルビー
イング，幻聴・空耳，悪夢といった諸事象と関係があ
る。没入性の次元では，想像活動が没入を伴う点が他
の次元とは違う特徴と言える。また「弛緩状態を惹起」
しやすい特性が「生理的反応の制御」に関係する。生
理的反応の制御は鮮明性及び常用性とも重なる機序で
あるが，没入性の場合は弛緩状態を惹起することによ
る意識変容が推測される点が特徴である。
（5）本研究では，
「イメージ符号化による記銘」と
「生理的反応の制御」の機序に関連して，鮮明性では
「知覚との機能的等価性」の機序を措定したが，それ
以外の次元ではしていない。鮮明性は，用いられるこ
との多い測度 QMI，VVIQ とも知覚表象（percept）
との近似の程度として測定されるが，他の次元はそれ
とは異なる特性を扱っているので，知覚的側面を強調
するのが必ずしも適当ではないと考えるためである。
イメージの機能の本質はシミュレーションだと考えら
れるが（例えば菱谷，2013，2014；Marks, 1995；松岡，
2010b），鮮明性と他の次元のテストの相関が大きな
ものではないことをもとにすると（Table 3），シミュ
レーションの仕方に知覚表象との近似度が関係する場
合とそうでない場合があり，前者に鮮明性の次元が，
後者に統御性，常用性，没入性の次元が関係すると考
えることができるかもしれない。これは，イメージが
機能を果たす上で知覚的性質の保持がどの程度必要な
のかをめぐる問題に対する一つの仮説と言える。本研
究がこの問題に重要な手がかりを与えるものと思われ
る。
（6）以上のように概括された機序の中で，イメージ
能力の各次元を成り立たせる基盤となっていると考え
られる機序は，次の通りである（Table 1，2 で機序
名にアスタリスク（＊ ）を付す）。それ以外の機序は
各次元がもたらす効果としての機序に位置づけられる
と考えられる。鮮明性：神経心理学的基盤，知覚的入
力情報の豊富さ，長期記憶の知覚的情報の豊富さ，視
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覚的ワーキングメモリ容量の大きさ，刺激の細部への
注意，イメージの情報量の豊富さ，イメージ生成の速
さ。統御性：認知的・適応的柔軟性，イメージ生成の
柔軟性，注意の配分と切り替えの効率，長期記憶の知
覚的情報の幅広い活用。常用性：神経心理学的基盤，
表象型に合致する符号化，知覚的入力情報の豊富さ，
長期記憶の知覚的情報の豊富さ，長期記憶の知覚的情
報の幅広い活用，視覚的ワーキングメモリ容量の大き
さ。没入性：想像活動への関与の強さ，弛緩状態の惹起。
2．イメージ能力の次元の妥当性とその中心的特性
本研究では，主観的イメージテストが鮮明性，統御
性，常用性（表象型），没入性の 4 つに分類すること
ができるところから（畠山，2001）
，イメージ能力の
内容としてこれら 4 つの次元を仮説的な構成概念とす
るのが適当と考え，畠山（2018b）の展望した主観的
イメージテストの認知的課題・事象に対する諸研究の
予測の仕方をもとに，各次元についてイメージテスト
が測っている内実を収束させることによって機序の同
定を試みた。Table 1 と 2 に見るように，本研究が各
次元について機序をかなり包括的に提示することがで
きており，上の第 1 項に示したように，同定された各
次元の機序をかなり合理的に概括することができてい
ると考えられることから，本研究が措定した 4 つの次
元をイメージ能力の下位能力としてそのまま使うこと
のできる構成概念と見てよいと考えられる。次元の名
称を使って結果の予測や説明に用いてもかまわない
し，理論的モデルに次元の名称を使ってもよいことに
なるだろう。
そして上の概括を踏まえるとき，機序として同定さ
れた特性の中から各次元の中心となる特性，つまりそ
の次元を端的に特徴づける核となる特性について，次
のように提示することができるだろう。鮮明性の中心
となる特性は，知覚的入力情報の豊富さをもとにした
イメージの持つ情報量の豊富さと，生成・再生成の速
さによる維持しやすさ，頑健さである。統御性は注意
の配分と切り替えの効率，及び長期記憶の知覚的情報
の幅広い活用をもとにした認知的・適応的柔軟性であ
る。常用性は入力時の符号化とそれ以降の処理の仕方
を方向づける特性で，イメージ常用性は豊富な長期記
憶の知覚的情報を幅広く活用する傾向をもとにする。
没入性は想像活動への関与の強さと弛緩状態の惹起し
やすさである。このように中心的特性を設定すること
によって，各次元の機能的特徴が次元を成り立たせる
核となる特性として端的に把握されることになると考
えられる。研究者がイメージ能力の効果，イメージテ
ストの予測力を提示する際には，次元の中心的特性と
課題・事象に関係する機序への言及が望まれるだろう。
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第 7 節 おわりに
本研究では畠山（2018b）のイメージテストの予測
力に関する展望をもとにして，イメージ能力の鮮明
性，統御性，常用性（表象型），没入性の各次元につ
いて，機序の同定と各次元の中心的特性の提示を試み
た。畠山（2018b）では広範な研究の展望がなされて
いるとは言っても，研究の採取に限界があるだろうこ
とは予想されるので，本研究の試みもその中でのもの
であることが前提となる。
稿を閉じるに当って，2 点を補足しておきたい。一
つは Table 1，2 で各次元欄に記した○印は，本研究
において当該機序がその次元で同定されたことを示し
ているだけで，印のない箇所については何も表明され
ていないという点である。機序の該当の有無につい
て，とりわけ想定できそうな機序については，積極的
な検討が求められるところである。
もう一つは，本研究で提示された機序は，少ない研
究から抽出・同定されたものも含まれているという点
である。第 1 節で述べたように，機序はイメージテス
トが測る機能的内実が収束するように集積するところ
から推定されるのが望ましいのであるが，本研究では
研究の実情を反映して，知見の集積が少ない場合や一
つしか研究事例がない場合も取り上げられている。事
例の少ない機序については補充する研究が期待される
ことは言うまでもないが，統御性，常用性，没入性の
次元の予測力に関する研究の蓄積が鮮明性に比べて多
くないことが，懸念されるところである。イメージ研
究者が鮮明性以外の重要な次元があることを認識し
て，多くの研究がなされ知見が蓄積されることが望ま
れる。それがまた，第 6 節第 1 項の（5）で提示され
たイメージの機能における知覚的性質の保持の必要度
をめぐる仮説の検証にも資することになるだろう。
そうした制限はあるが，本研究は各次元の機序をか
なりの程度包括的に提示することができているはずで
ある。例えば第 1 節で触れた Lacey & Lawson（2013）
の，イメージ鮮明性テストと課題との関連の有無の理
由が不明だという指摘も，本研究が提示した鮮明性の
中心的特性を念頭に置き，個々の課題状況に適合する
機序を採用することによって，解釈や理解が可能にな
ると考えられる。同様に，イメージ個人差を変数にし
た研究を計画し仮説を立てたり結果を予想する際に
も，本研究が提示した中心的特性と機序を活用するこ
とが，利益をもたらすことが期待されるだろう。
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This paper points out that there have been many studies using subjective imagery tests and many findings
concerning imagery tests, but there have only been a few inquiries into the mechanisms of imagery ability
among imagery researchers, and attempts, on the basis of Hatakeyama’s（2018b）review article, which surveyed
predictive effects of imagery tests in cognitive tasks or events, to identify the mechanisms of each dimension of
imagery ability, that is, vividness, controllability, preference（imagery type）
, and absorption, and to present core
characteristics of those dimensions. The identified mechanisms are as follows（asterisk means the mechanism on
which the dimension is thought to be based and no mark means the mechanism that is brought as an effect by
the dimension）. Vividness: neuropsychological bases*, rich perceptual input*, rich perceptual information of longterm memory*, large capacity of visual working memory*, attention to the details of a stimulus*, rich information
within the image*, rapid image generation*, functional equivalence to perception, spontaneous use of imagery
strategy, memorization using imagery encoding, and control of physiological response. Controllability: cognitive/
adaptive flexibility*, flexible image generation*, efficient allocation and change of attention*, wide-ranging use of
perceptual information within long-term memory*, rich information within the image, spontaneous use of imagery
strategy, faithful execution of imagery instruction, encoding of scene/story development, and memorization
using imagery encoding. Preference: neuropsychological bases*, encoding that corresponds to imagery type*, rich
perceptual input*, rich perceptual information of long-term memory*, wide-ranging use of perceptual information
within long-term memory*, large capacity of visual working memory*, functional equivalence to perception,
spontaneous use of imagery strategy, memorization using imagery encoding, and control of physiological
response. Absorption: strong imaginative involvement*, induction of relaxation*, and control of physiological
response. The core characteristics of each dimension are as follows. Vividness: rich information within the image
and easy maintenance and robustness of the image; controllability: cognitive/adaptive flexibility; preference:
characteristic that directs encoding at the time of stimulus input and subsequent processing; absorption: strong
imaginative involvement and easy induction of relaxation. Some overlaps of mechanisms among the dimensions
are discussed.  Efficient use of the core characteristics and mechanisms that the present paper has shown must
make it possible for researchers to interpret or expect the relationships between cognitive tasks or events and
imagery tests.
Keywords：imagery ability, mechanism, vividness, controllability, preference（imagery type）
, absorption, core
characteristics.
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