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空想傾性の発達形成モデルの実証的研究  
―多 母 集 団 同 時 分 析 を 用 い た 幼 少 期 養 育 関 係 に よ る 差 異 の 検 討―  
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問題と目的  

 
空想傾性（Fantasy Proneness；FP）とは，日常

生活において空想や想像に深く入り込む傾向を指

し，Wilson & Barber（1981）が催眠感受性研究の
中から発見された個人特性である。この特性は高

いイメージ能力によってもたらされる意識変容や

非線形的な思考表象・創造表現によって大きく特

徴付けられる。FPは心的没入，解離傾向，統合
失調症傾向，悪夢などの異常な睡眠体験との高い

正の関連が報告されている一方で（Merckelbach, 
Otgaar, & Lynn.，2020），共感性（Wilson & 
Barber，1983）や創造性の高さ（Lynn & Rhue，
1986）との関連も報告されている。高 FP者たち
の幼少期，すなわち環境要因に関しては（1）身
近な大人から空想をすることを促進される環境に

いた，（2）ネグレクトや虐待など望ましくない
環境におり，孤立や孤独から逃避するために空想

していたという 2つの型に大約されることが
Wilson & Barber（1983）の面接調査から示されて
いるものの，先天的な個体要因，すなわち生来的

気質については殆ど検討されていない。 
そこで本研究では，FPの発達形成要因につい

て有用な示唆を得ることを目的とし，先行的な関

連が予測される感覚処理感受性（Sensory-
Processing Sensitivity；SPS，Aron & Aron，1997）
および幼少期養育関係間の相互関連性について，

多変量解析を用いて探索的に検証した。 
 

方法  

 

調査対象者と手続き 

2020年 7月下旬から 8月上旬にかけて日本国
内の大学生，専門学校生 624名（男性 273名，女

性 351名，平均年齢 19.51歳， SD = 1.47）を対
象に Google formを用いた web調査を実施した。 
 
調査内容   

1.  FP  
Creative Experience Questionnaire日本語版

（CEQ-J）（岡田・松岡・轟，2004）24項目を 4
件法で回答を求めた。本研究では合計得点と，下

位尺度のうち「幼少期体験（Childhood 
experiences；CHE）」を除いた「超感覚的体験
（Extrasensory experiences；EXE）」「豊かな空
想堪能（Enjoying fantasy fiction；EFF）」の 2下
位尺度の項目平均値得点を使用した。（信頼性係

数は順に α＝.71，.70） 
 
2.   SPS  

Highly Sensitive Person Scale日本語版（髙橋，
2016）27項目について 7件法で回答を求めた。
本研究は，合計得点と項目平均値による下位尺度

得点を分析に用いた。下位尺度得点に関しては，

Smolewska, McCabe, & Woody （2006），髙橋
（2016）に倣い， 「易興奮性（Ease of 
Excitation：EOE）」「低感覚閾（Low Sensory 
Threshold：LST）」「美的感受性（Aesthetic 
Sensitivity：AES）」の 3因子構造を想定した。
（信頼性係数は順に α＝.82，.61，.72） 
 
3.   幼少期養育関係   

就学前（6歳以前）の主たる養育者との関係に
ついては，回想法による幼少期の母子関係イメー

ジ尺度（酒井，2001）16項目を 6件法により回
答を求めた。本研究では，元来，母親との関係性

について尋ねる教示文を「親（母親に限らずあな

たが思い浮かべやすい養育者）」と変更し尋ね

た。先行研究と同様に「拒否的関係」「安定的関
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係」「依存的関係」の 3下位尺度得点（項目平均
値）を分析に用いた（信頼性係数は順に α
＝.73，.82，.64）。 

結果  

 

偏相関分析  

まず全変数間の相関分析を行った。いくつかの

変数では性差が予想されることから，性別を統制

するためにダミー変数化し，性別を共変量とした

偏相関分析を行った。その結果，EXEと EOE，
LST，AES，拒否的関係，依存的関係との間に有
意な弱い正の相関，安定的関係の間に負の相関が

みられた（順に r = .37；r = .34；r =.20；r = .35，
ps < .001；r = .12，p <. 01；r = -.11，p <.05）。一
方，EFFと EOE，LST，AES，拒否的関係との間
に有意な弱い正の相関がみられた（順に r = .22；
r = .17；r =.20；r =.17，ps < .001）。 
多母集団同時分析  

続いて，SPSと FPとの下位因子間の相互関連
性について幼少期養育関係型別に検討するため，

Figure 1の仮説モデルおよび偏相関分析結果に基
づき，構造方程式モデリングによる多母集団同時

分析を行った。なお，モデル検討に際し，基本モ

デルは仮説モデルの配置を継承しながら，Figure 
2のとおり作成した。 

 
 
 
 

 

Figure 1 仮説モデル 
 

 

 

 

 

Figure 2 検討した基本モデル 

分析に先立ち，幼少期養育関係の下位尺度得点

を標準化し，Ward法による階層的クラスター分
析を行い，4クラスターを抽出した（拒否型，依
存型，複合不安定型，安定型）。これらのクラス

ターを用いて多母集団同時分析を行った。多母集

団同時分析の手順は，豊田（2007）に倣い（1）
母集団ごとのデータ適合度の確認（2）配置不変
性の検証（3）一対比較による推定値の差の検定

（4）等値制約の仮定を行い，母集団の等質性な
いし異質性について検討した（Table 1）。差の
検定の結果，EOE－AES間の共分散パス，LST－
AES間の共分散パス，AES→EFFパスに対するパ
ラメータ推定値に有意差が認められた（順に z = 
2.19，p < .05；z = 2.61，p < .01，z = 2.08，p 
< .05）。続いて，集団間で制約を課さない「制
約なしモデル」と全てのパスに制約を課した「制

約ありモデル」のデータ適合度を比較した。その

結果，両モデルとも GFI，AGFI，CFI，RMSEA
の値は十分に良好であり，AICは「制約ありモデ
ル」の方が小さかった。そのため，前述の差の検

定にて 3つのパス係数に差異がみられたものの，
「制約ありモデル」の適合が良好であることか

ら，本研究が提唱する最終モデルとして採択した

（χ2 （31）= 43.68， p＝.07，GFI = .97； AGFI 
= .94；CFI = .97；RMSEA = .02）。採択されたモ
デルから，①SPS全ての下位因子が EXEを経由
し EFFを促進する②EOEと AESがそれぞれ直接
的に EFFに正の影響を及ぼすという関係性が示
された（Figure 3）。 

Table 1 多母集団同時分析結果 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 SPSが FPに与える影響（採択モデル） 
 

考察  

 
本研究の結果から得られた SPSと FP間の相互

関連性に及ぼす幼少期養育関係による調整効果は

わずかなものであり，今後，養育関係による影響

を検討する際は，大学生に対する回想法を用いた

質問紙調査以外の方法を検討する必要がある。 

（YAMAZAKI Yumi，MATSUDA Eiko） 
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 悪夢のイメージリハーサルセラピーにおけるイメージリスクリプトの分類

に関する予備的研究 

○松田英子・松岡和生 

（東洋大学社会学部）（岩手大学人文社会科学部） 

 
１． イメージリハーサルセラピーとは 

イメージリハーサルセラピー（Imagery Rehearsal 
Therapy: IRT）は，睡眠医学者Krakow,B.によって開発
された，慢性的な悪夢障害(DSM-5; 307.47)とPTSD性
の悪夢(DSM-5; 309.81)の低減に効果がある，最小化さ
れた暴露療法である（Krakow & Zadra, 2010）。具体的
には覚醒時に想起した悪夢にイメージの中で暴露し，

その筋書きをリスクリプト（rescript）する技法である。
IRT の適用は，悪夢のスクリプトを繰り返し活性化す
るように体験した刺激を捉える非機能的イメージシス

テム（Spoormaker,2008）を修復するため, 日中のストレ
スも低減することが確認されている。アメリカ睡眠医

学会は，成人の悪夢の治療ガイドラインにおいて，非

薬理学的方法として認知行動療法の技法を推奨してお

り，薬物療法（①venlafaxine(SSRI／SNRI)と➁ Prazon交
感神経遮断薬）と同等の高い効果が確認されている

（Aurora et al., 2010）。しかし悪夢に関する認知行動
療法の中でも IRTの研究報告は少ないため，日本人大
学生（非臨床者）の夢イメージのリスクリプトパター

ンを確認し，カウンセリング現場での適用可能性や予

防的な健康増進効果について検討する。 
 
２．方法 

2.1 調査協力者：東北地方の国立大学心理学専攻の大
学生学部3年生13名，4年生8名合計21名（男子:6
名，女子15名）。2019年12月の夢に関する心理学の
授業の課題の1つとして実施。 
2.2 調査手続き：IRTに関する心理教育を次の手順で
行った。＃１（ラポールの形成と心理教育：悪夢の程

度と睡眠の質のアセスメント，悪夢が睡眠の質に及ぼ

す影響に関する心理教育），＃２（悪夢を繰り返し見る

メカニズム理解と安心できるイメージの確保），＃３

（過去に起こった出来事とその変化について思い出し，

実際の変化が起こる前にイメージが先行することを確

認），＃４（新しい夢の筋書き作成のエクササイズ：通

常は，入眠前に①自己教示，➁詳細な新しい夢のイメ

ージリハーサル，③再自己教示，④覚醒後に見た夢に

対してリスクリプトする） 
2.3 調査内容：印象に残っている悪夢の中で，あまり
脅威でなく，容易に筋書きをかえやすい不快な夢を取

り上げ，①その夢の詳細，➁その夢に関連していると

思われる出来事，③リスクリプトされた夢の筋書きの

自由記述を求めた。書き換えのタイミングと筋書きは

多様であり，自分にとって正しいと感じるストーリー

にどのようでも変えて良いと教示した。 
2.4 典型的なリスクリプト 
①Abueg (2018)の分類：細目の変更か全体の変更か。サ
バイバルするストーリーは，非現実的か，現実的か。 
➁どのタイミングでリスクリプトするか。中盤か，終

盤か，続きをつけ足すか．リスクリプトしない（変化

なし）か。③どの部分をリスクリプトするか。Krakow 
& Zadra (2006)の分類：登場人物のコントロール（自分
以外のキャラクターの性格を変える，脅かすキャラク

ターを取り除く，役立つキャラクターを追加する，自

分の要求に応じる他のキャラクターに支援される）か

環境のコントロール（物理的環境を脅威のない設定に

する，最初の環境を脅威の及ばない設定にする）か。

登場人物のコントロールは，自分の行動か他者の行動

かに2分した後，細目に分けた。 
 
３．結果 

想起し報告された夢は，すべて臨床的悪夢の基準を

満たさない悪い夢，不快な夢（松田，2017）であった。 

3.1 想起された悪夢のストーリータイプ（Table1） 
非現実的なストーリーの悪夢（例 母校の中学校で

友人5人とゾンビに追いかけられる。銃で撃ち続けな
がら逃げているが、友人が1人ずつ殺されて自分一人
になる。死んだら楽になるのにでもあきらめたくない

という葛藤。もうすぐゾンビの手が届くところで目が

覚めた）が 57％と現実的なストーリーの悪夢 43％よ
り多かった（例 自分のせいで部活の大会の試合の最

後で負け、皆に冷たい目でみられ「お前のせいで負け
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た」と責められる。自分は泣きながら逃げ出した）。 
 

表1 悪夢のストーリーのタイプ（N=21） 

現実的 9 (43%) 

非現実的 12 (57%) 

3.2 リスクリプトのタイミング（Table2） 
リスクリプトを開始したタイミングを中盤か，終盤

か，続きをつけ足すか，リスクリプトしない（変化な

し）かに分類した結果，タイミングそのものには目立

った違いは見られなかった。リスクリプトをせずにそ

のストーリーの意味づけを変えるといった例も 14％
と少数ではあるが確認された（例 小学校の体育館で、

同級生たちがそれぞれスポーツをして遊んでいる。そ

こに入り口から手足はあるが目のない怪物が入ってき

て、同級生を次々襲い始める。自分は怪物の注意をひ

きながら笑いながら変な行動をとる。怪物は自分の方

に寄ってきて殺されて目が覚めるが，“自分が犠牲にな

ったことで皆が助かったので良いとする”）。 

 

3.3 リスクリプトのテーマと対象（Table3） 
書きかえたスクリプトが，自己の行動と他者の行動

のコントロールか，環境の操作かのトピックに分けて，

分類をした結果，「自己の行動」のコントロールの種類

は，上位から「援助を求める（23％）」，「戦う・救う
（17％）」，「和解する・相手を赦す（13％）」であった。
「他者の行動」のコントロールでは，「役立つキャラク

ターの追加（33％）」（例 医者，ドラえもん）と「自

分の要求に応じる他のキャラクターに支援される

（33％）」が多かった。「環境の操作」はしなかった
（52％）が一番多く，操作をした場合は，「物理的環境
を脅威の及ばない設定にする（33％）」（例 逃げ道が

できた，安全な環境まで逃げ切った）が「最初の環境

を脅威の及ばない設定にする（14％）」より多かった。 
 
４．考察 

イメージリハーサルセラピーの効果研究は積み重

なってきているが，今回の調査からはそのやり方や展

開は多様であることがわかった。イメージそのものを

リスクリプトせずに，ストーリーの意味づけを変える

のみのものもあった。これらの事例はイメージリスク

リプトがうまく奏功したかどうかを検証する必要があ

る。またリスクリプトのバリエーションによって，悪

夢の恐怖度や主観的障害自覚単位の変化に違いがある

のかを今後検討していきたい。さらにリスクリプトの

中で現れた「自己の行動のコントロール」で，「援助

を求める（23％）」，「戦う・救う（17％）」，「和解す
る・相手を赦す（13％）」などのテーマには文化差が
あるのではないかと推測し，今後比較調査研究を進め

ていきたい。 
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中盤から変更 6 (29%)
終盤を変更 7 (33%)
続きを付け足す 5 (24%)

リスクリプトなし（3件） 変化なし 3 (14%)

リスクリプトあり（18件）

表2　リスクリプトのタイミング（N=21）

主張する・交渉する 2 (7%)

戦う・救う 5 (17%)

逃げる 3 (10%)

和解する・相手を赦す 4 (13%)

協力する 3 (10%)

援助を求める 7 (23%)

なかったことにする 5 (17%)

犠牲になる 1 (3%)

30 (100%)

注)重複回答あり

A）自分以外のキャラクターの性格を変える 2 (9%)

B)脅かすキャラクターを取り除く 2 (9%)

C)役立つキャラクターを追加する 7 (30%)

D)自分の要求に応じる他のキャラクターに支援される 7 (30%)

5 (22%)

23 (100%)

注)重複回答あり

E)物理的環境を脅威のない設定にする 7 (33%)

F)最初の環境を脅威の及ばない設定にする 3 (14%)

11 (52%)

21 (100%)合計21件

なし（11件；52%）

環境の操作　

他者の行動　注)

表3　リスクリプト内のコントロールの対象（N=21）

自分の行動　注)

合計21件

合計21件

なし（5件；24%）

あり
（10件；48%）

あり
（15件；71%）

なし
（6件；29%）

あり
（16件；86%）
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Covid－19パンデミックは 
夢にどのような影響を与えたのか（２） 

－悪夢は増えたのか－ 
 

               ○岡田 斉 

（文教大学人間科学部） 

Key Words; 悪夢、夢想起、covid 19 

 

目 的 

 Covid 19パンデミックは人類の生活に多大な影響をあ

たえているが、夢見に影響を与えたことを示す研究結果

も多く報告されている。パンデミックに伴うロックダウ

ン下では夢想起頻度、悪夢が増えた（Schredll & Bulkeley, 

2020; Scrpelli, et al., 2021)、攻撃性が増大した 

(Kilius, Abbas, McKinnon & Samson、2021) ウイルスや

感染といった主題が増えた（MacKay & DeCicco,2020; 

Schredll & Bulkeley,2020）などの報告がある。Schredll 

& Bulkeley (2020) はこれらの夢はパンデミック下の認

知や感情状態を反映し、夢見と覚醒時の認知は同じメカ

ニズムを共有するとする連続性仮説で説明できると指摘

している。岡田（2021）は大学生を対象に1996年から2020

年までほぼ毎年連続して夢想起頻度、感覚別体験頻度、

感情別体験頻度、悪夢の内容別頻度を問う質問紙を実施

したデータに基づきパンデミック前後の比較を行った。

その結果、大学生の夢見の頻度は増えたこと、普段体験

する頻度が高い悪夢の頻度がやや増加していること、そ

の原因として睡眠の質の悪化と、知覚的な情報量の増加

が関連する可能性が示唆され連続性仮説が支持された。 

 本報告では、先の報告とは別に2000年より2021年ま

で覚醒を伴う悪夢、落ちる夢、追いかけられる夢の頻度

の評定値も収集していたので、そのデータを加えパンデ

ミック前後で悪夢の頻度と苦痛度に変化が見られたか、

さらにそれはパーソナリティ特性の影響を受けたのか検

討したので報告する。 

方 法 

調査対象者と調査時期:関東圏にある2つの大学で心理学
関連の授業を受講する大学生を対象者とした。各年度192
人～585人、合計4016人（男性395人、女性3609人、
不明12人、年齢18－34歳、平均19.6歳）。悪夢の苦痛
度（NDQ）についてはそのうち2014年から2021年、
各年度133～341人、合計2117人(男性233、女性1863、
不明21人、年齢18－34歳、平均19.４歳)。欠測値があ
るため分析により対象者数は異なる。調査データは2000
年よりあるが悪夢の頻度の質問方法に差異があったため
2009年から2021年まで5月～6月、11月～1月のデー
タを分析の対象とした。 

質問項目: 過去1か月を対象に、夢想起頻度などを問う
28項目からなる質問紙を用いた。今回はそのうち、落ち
る夢の頻度、追いかけられる夢、覚醒を伴う悪夢の頻度
について７段階（1．毎日必ず見る ～ 7．全く見ない）
で評定を求めた結果を取り上げた。さらに、悪夢の苦痛
度を測る13項目からなるNDQ-J（Belicki, 1992, 岡田・
松田, 2014）、悪い夢の頻度、悪夢による覚醒の頻度を6
段階で問う項目を分析対象とした。パーソナリティに関
してTIPI-J (小塩・阿部・カトローニ ピノ, 2012)を用い
た。 

手続き 

2009年から2016年までは質問紙を、2017年からは
2021年まではgoogle formを用いた。心理学関連の授業
の受講生に教材として質問紙を配布、もしくはフォーム
のアドレスを提示し、回答を求めた。回答は任意である
こと、途中でやめても不利益はないことを説明した。 

結 果 

悪夢の頻度に関する指標 

覚醒を伴う悪夢の頻度の年度ごとの平均値には有意差
が見られた (F (12,4003) = 2.39, p =.005) が2020，2021
年と他の年との間ではなかった（図1）。「落ちる夢」の
頻度の年度ごとの平均値の差異は有意ではなかった（F 
( 12, 4002) = 1.52, p= .11）。「追いかけられる夢」につ
いては年度の効果が有意であった（F(12,4003)=2.69, 
p<.001）。が多重比較の結果2020、2021年はどの年と

図1 2009年から2021年の覚醒を伴う悪夢の頻度の
平均値。n=4016 数値が低いほど頻度は多い。エラー
バーは95％信頼区間(以下同様)。 
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も有意差はなかった。図２にNDQ-Jの合計得点の平均
値を年度ごとに示す。年度間の差異は有意であった (F 
(7,2110) = 2.16, p =.014)。多重比較の結果2014年と
2021年の間が有意となった。悪夢による覚醒頻度には年
度間で差はなかった(F(7,2110) = 1.59,  p=.13)。 

 

悪夢の頻度の年度ごとの平均値（図3）では年度の効果が
有意となった（F(7, 2110)=11.39, p<.001）。多重比較の
結果2021年と2019、2016，2014、2020年と2014年の
間が有意となった。 

NDQ-Jの13項目の年度ごとの平均値を比較したとこ
ろパンデミック前後で有意差が見られた項目が3つあっ
た。「あなたは悪夢から目覚めたのにその夢について考
え続けて頭から振り払えないことがありますか」で2020、
2021年が他の年より高い傾向がみられ (F(7, 2110) 
=4.14, p<.001)、多重比較の結果2020年と2017年、2021
年と2014，2017，2019年の間が有意となった（図４）。
「悪夢へ対処することに難しさがありますか」(F(7, 
2110) = 2.74, p＝.008)、「悪夢を問題と感じていますか」
(F(7, 2109)=3.35, p＝.002)は2021年度のみ高くなった。 
パーソナリティとパンデミック前後の交互作用 

TIPI-Jの5因子の得点と夢での感覚、感情体験の頻度
の相関係数をパンデミックの前後（前：2017～2019年、
後：2020,2021年）でそれぞれ算出した結果パンデミッ

ク前に有意となったものは、神経症傾向と夢想起頻度
（r=-.133, n=391）、外向性と運動感覚(r=.11)味覚 r=.11) 
であった。しかし、パンデミック後は神経症傾向と悪夢
（r＝-.123, n=327）、怒り（-.149, n=299以下同じ）、
恐怖感(r=-.176)、緊張感(n=-.146)、不安感(r=-.208)、
驚き(r=-.127),  開放性と悪夢(r=-135)他5項目、外向性
4項目、協調性、勤勉性で3項目が有意となった。 

考 察 

 Covid 19 のパンデミックに伴って悪夢が増えたとい
う報告がいくつかあるが（例えばScrpelli, et al. 2021)、
今回の調査では覚醒を伴う悪夢については前回の報告
（岡田、2021）とは異なり、パンデミックの前後の差異
は有意にはならなかった。またよく体験される悪い夢で
ある追いかけられる夢や落ちる夢の体験頻度についても、
別の質問方法を用いた場合パンデミック前後での差異は
見られなかった。これらの結果と前回の報告を合わせて
考えると、首都圏に住む大学生についてはパンデミック
が悪夢の頻度を高めたとしてもその影響は測定法の誤差
に近いわずかなものでしかなかったと推察される。しか
し、悪夢の苦痛度を見るとパンデミック直後ではなく、1
年後に上昇する傾向がみられた。上昇した項目はいずれ
も悪夢へのコーピングに関するものであり、夢の認知や
感情的側面だけでは捉えきれない。このため頻度を問う
今回の調査では差がみられなかったのかもしれない。長
引くオンライン授業、感染防止のための生活の自粛によ
るストレスが夢の内容や質に留まらず対処行動にも影響
を及ぼしてきているのかもしれない。 
 パンデミック期に神経症傾向と悪夢や夢の中でネガテ
ィブな感情が、開放性と夢想起頻度、色彩の体験頻度等
が関連する傾向がみられたことからパーソナリティによ
りパンデミックの影響が異なる可能性があることも示唆
される。          (OKADA Hitoshi) 

図4 2014年から2021年の「あなたは悪夢から目覚め
たのに、その夢について考え続けて、頭から振り払えな
いことがありますか」の平均値。n=2117 数値が高いほ
ど頻度が多い。 

図 3 2014 年から 2021 年の悪夢の頻度の平均値。
n=2117数値が高いほど頻度は高い。 

図 2 2014 年から 2021 年の悪夢の苦痛度（NDQ-J)の
平均値。n=2117数値が高いほど苦痛度が高い 
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アファンタジア（心像多様性）における心的イメージの特徴 
―著書「アファンタジア」の当事者エピソードから― 

 
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 尚絅学院大学総合人間科学系心理部門） 
キーワード：アファンタジア，心像多様性，心的イメージ，エピソード 
 
心的イメージの形成に大きな個人差が存在するこ

とはこれまでも指摘されてきたが，心的イメージが

浮かばない状態は「アファンタジア（aphantasia）」
と呼ばれる（Zeman et al., 2015）。 
最近になってアファンタジアの実験的検討がなさ

れるようになってきたが（e.g., Keogh et al., 2021; 
Monzel et al., 2021），その内的状態を検討するには当
事者の主観（エピソード）について理解することも

必要である。当事者のエピソードに関しては，Zeman 
et al.（2015）に 21名の報告がある。たとえば，当事
者がイメージの形成困難に気づいたのは 10 ～ 20
歳代であること，多くは自発的にイメージを形成で

きなくとも無自覚的なイメージ（夢など）は形成で

きること，さらに言語や数学など論理的思考につい

ては得意としている当事者が多いことなどが報告さ

れている。エピソードを分析することで，当事者の

内的状態を中心とした研究の展開が期待できる。 
当事者のエピソードをまとめたものとして，

Kendle（2017）の著書がある（髙橋・行場, 出版予
定）。このなかでは，著者の Kendleを含む当事者 46
名（イニシャルで区別できるが，匿名で報告してい

る者を除く）が寄稿者として日常生活における体験

を報告している。本研究では，Zeman et al.（2015）
の質問項目における「アファンタジアの気づき」，「イ

メージ形成が難しい感覚モダリティの特徴」，「無意

識的なイメージ（夢見）」，「アファンタジアの強み（プ

ラス面）」に着目し，Kendle（2017）における 46 名
のエピソードから抽出してまとめることで，アファ

ンタジアのイメージの特徴について考察する。 
 
1. 当事者エピソードの考察 
1-1. アファンタジアの気づき 

当事者のエピソードを参照すると，自身のイメー

ジが浮かばないこと（同時に，他者はイメージが浮

かぶらしいこと），あるいは他者との違和感に気づい

た年齢を把握できるのは 46名中 7名であった。具体
的には，13歳から 64歳まで各世代にわたっていた。 
当事者自身がアファンタジアに気づいた具体的な

エピソードを見てみると，“…他の人たちが「頭のな

かに思い浮かべて…」と話しているのを聞いて，私

は比喩的に話しているだけだろうと思っていました。

大学のそのクラスでの議論で初めて，他の人たちは

実際に絵や言葉などを見ているのだと気づきまし

た”，“私はヨガの講師で，人々が誘導による瞑想で

視覚的にイメージできることを知っていました。し

かしながら，私はいつも，それができるのは少数の

人たちであって，それは普通のことではなく，学ん

だり，マスターしたりすることで身につくスキルだ

と考えていました”などがあった。 
アファンタジアが提唱される前に，Zeman et al.

（2010）によって後天的なイメージ欠如の事例が報告
された。それはサイエンスマガジン「Discover」で
も紹介され（Zimmer, 2010），その後のアファンタジ
アの提唱へとつながった経緯がある。また，アファ

ンタジアの記事はポッドキャストでも配信されてい

る。当事者は，それらの媒体を通してアファンタジ

アに気づく場合もあれば，上記のエピソードで取り

あげたように他者にはイメージする能力があること

を知り，その能力が自分にはないことを自覚するこ

とでアファンタジアに気づく場合もある。 
1-2. イメージ形成が難しい感覚モダリティの特徴 
感覚モダリティの特徴について報告のある 18 名
を対象として検討を行った。結果から，11名は視覚，
聴覚，触覚など全ての感覚モダリティについてイメ

ージを形成することができない状態であった。一方

で，5 名が聴覚イメージのみ微かに形成できると報
告していた。他には身体感覚のイメージのみが形成

できる者，視覚イメージのみ形成が難しいと報告し

た者がそれぞれ 1名であった。 
感覚モダリティに関する具体的なエピソードにつ

いて，“私は，味，音，匂いや触感を心的に再生する

ことができません。歌を口ずさみますが，それは言

葉だけです，音楽が頭にこびりつくとしても，私は

全部の歌を聴くわけではありません”，“私は，これ

まで，ミュージシャンが頭のなかで実際にメロディ

ーを「聴く」ということを理解できませんでした。
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さらに，同僚たちからは，心のなかで音符を「見る」

ことができるということを学びました”，“私は，ま

るで視覚イメージ能力の欠如のために他の感覚が強

められているかのように感じます。聴覚の能力は，

最も高くなっています”などが報告されていた。 
Zeman et al.（2015）においては，およそ半数近く
が全ての感覚モダリティのイメージが形成できない

と報告がある。本研究で用いた当事者のエピソード

からは 17名中 10名について全ての感覚モダリティ
でイメージが形成できないことがわかり，これは

Zeman et al.（2015）と同様の傾向である。また，一
事例検討を行った Takahashi & Gyoba（2020）では，
視覚イメージの形成が困難である一方で，聴覚イメ

ージは微かに機能している事例が報告されている。

本研究のエピソードでも同様に，聴覚イメージのみ

が微かにではあるが機能していると考えられる事例

が 5名含まれており，類似した傾向がうかがえる。 
1-3. 無意識的なイメージ（夢見） 
無意識的なイメージとして特に夢見に着目してみ

ると，その有無について報告を確認できるのは 33
名であった。結果から，31名は夢を見ることがわか
った。特に，鮮明な夢を見ると報告したのは 7名で，
他には稀に見る，曖昧である，おそらく見ているな

どの回答があった。色がついていると回答したのは

4 名であった。またほとんどの当事者が，夢は目が
覚めるとすぐに消えてしまうと報告していた。さら

に夢の内容（日常に存在するものか，あるいは創造

したものか）については，回答のあった 12名のうち
8名が日常に存在するものと報告し，3名が創造した
もの，1名がわからないと報告していた。 
夢見について具体的なエピソードを見てみると，

“夢については，私の全ての感覚がはたらきます”，

“頻繁に，時には繰り返し，そして自分でコントロー

ルできる明瞭な夢を見ることもあります”，“全ての

色と音があります。まるで本物のように鮮やかです”，

“鮮明な夢を見たとわかっていても，目が覚めるとす

ぐに消えてしまいます”，“私は視覚的な夢を見るし，

ありふれたものだけでなく，空想的なものも見ます”

などが報告されていた。 
以上から，当事者のほとんどは夢を見ていること

が推測できる。Zeman et al.（2015）でもおよそ 8割
程度が夢を見ると報告しており，同様の傾向と言え

る。注目すべきは，全ての感覚モダリティでイメー

ジが浮かびにくい当事者であっても，夢については

全ての感覚で体験できると報告している点である。

アファンタジアの特徴として，夢のように無意識的

なイメージは形成できる一方で，自発的なイメージ

の形成に困難を示すと言えるのかもしれない。 
1-4. アファンタジアの強み（プラス面） 
アファンタジアがもたらす強みについては 35 名
のエピソードを抽出することができた。そのうち 27
名がアファンタジアによる強みがあると感じていた

が，5 名が強みはないと報告し，残り 3 名はどちら
とも言えず，“アファンタジアとして自分なりの生活

様式を見つけて適応することを学ぶ”と回答した。 
強みについて具体的なエピソードを見てみると，

“アファンタジアは，過去を解き放つのに役に立って

いると思います。私は，感情的に嫌な記憶を保持し

ません”，“…本を原作とした映画を観ても，他の人

が経験するような失望を感じないということです”，

“…数学や論理的思考，ソフトウェア開発などの抽象

的な思考に向いているようです”などがあった。 
Zeman et al.（2015）の報告でも，21 名のうち 14
名が数学や論理的分野における強みを自覚していた。

本研究のエピソードについても，数学，論理的思考，

英語，概念形成など抽象的な思考に関して強みを自

覚している当事者が多く確認された。視覚イメージ

の形成困難だけでなく，その代償的な認知能力につ

いても明らかにする必要がある。 
 
2. まとめ 
本研究では，Kendle（2017）における当事者のエ
ピソードをもとにアファンタジアのイメージの特徴

について考察を行った。多くのエピソードが Zeman 
et al.（2015）の報告と類似していた。アファンタジ
アには様々なサブタイプが想定されているものの，

十分な検討がなされているとは言い難い。今後，当

事者が体験するエピソードをもとに考察することで，

より詳細なサブタイプの存在についても検討できる。 
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ハイパーファンタジアとしての直観像素質者と共感覚者の認知特性         
 

○松岡 和生 川原 正広 山口 浩   松田 英子 
（岩手大学）       （東洋大学）  

 
                 

【目 的】 

古くGalton は無心像体験者から幻視体験者に至る

心像表象能力の個体差に関する連続性スペトラムの

存在を提起した。近年，神経科学者の Adam Zeman
を中心とした研究グループは視覚心像の体験を全く

もたずに生活するアファンタジア（Aphantasia：AP）
の人々の「再」発見を契機に，その対極にハイパーフ

ァンタジア（Hyperphantasia：HP：超強度視覚心像

想起者）をおくファンジア（Phantasia）の仮説連続

体を想定し，その脳神経基盤とその科学／芸術にお

ける創造的適用に関する研究を進めている。 
HP の人々の心像経験は，従来より研究されてきた

直観像素質者(Eidetiker)と大きく重なっており，共

感覚や空想傾性の基盤にある心像表象能力とも密接

な関係をもつと思われる（Pearson,2019）。 
Zeman et al. (2020)は，HP と AP の認知能力特性

と職業及び日常生活に関する大規模 Web 調査を実施

しており，Dawes et al.(2020)は AP のイメージ想起，

記憶，夢見およびストレストラウマ反応に関する調

査を行っている。そこではイマジネーションに関わ

る認知・人格・身体的そして脳神経活動を基盤とする

何らかの共通素質（資質）disposition の存在があり

そうだが，まだよくわかっていない。これは直観像や

共感覚の能力基盤とも重なるものと思われる。 
本研究では，大学生を対象としたイマジネーショ

ン（あるいはファンタジア）特性に関わる Web 調査

を実施し，極端なイマジネーション能力の保有者と

してのハイパーファンタジア vs.アファンタジア，直

観像素質者，共感覚者，空想傾性者におけるイメージ

関連諸特性とそれらの関連性について検討する。 

【方 法】 

（調査対象者）大学における教養心理学の講義受講

生 476 名，平均年齢 19.25 歳（SD=1.27）。 
手続き：2020 年前期後期 2021 年前期後期合わせて

4回，教養と専門の講義受講者に対して「イマジネー

ション認知能力の個人差」に関する解説を行ったう

えで，Google フォームを用いて Web 調査の協力を依

頼した。調査フォームにおいては，調査趣旨を説明，

同意を確認のうえデータを収集した。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 202104号)。 
（質問紙および調査項目） 
（1）Phantasia・直観像素質者・共感覚者分類項目：
①Hyperphantasia vs. Aphantasia を確認する質問

項目 ②直観像体験：視覚イメージが眼前空間の一

定の位置に投射されて見える体験に関する一連の質

問，③共感覚体験：色字・色聴共感覚，他の共感覚 
（2）心像能力質問紙：VVIQ（視覚イメージ鮮明性）

(Marks, 1973), OSIQ（物体 vs.空間イメージ）

(Blajenkova et al.,2006) ， CEQ （ 空 想 傾 性 ）

Fig.3 夢⾒の特性 Fig.2 ⽇常イメージ体験 Fig.１ イメージ能⼒ 
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(Merckelbachet al., 2001)  
（3）夢見体験：夢想起頻度，夢の感覚体験，悪夢，

明晰夢／⑥DIQ（日常イメージ体験質問紙）（嶌田・

増山,2000）:空想・想像経験/イメージ想起習慣/イメ

ージ外在化/映像記憶力/夢見強度の 5尺度化] 
（4）特異な記憶力：①写真記憶，②HSAM（超自伝

的記憶），③スーパーレコグナイザー（超顔認識能力） 
（5）ﾏｲﾝﾄﾞﾜﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ: ①Daydreaming Frequency 
Scale:DDFS(Giambra,1993)[状況によらず自発的に

空想する傾向],②Mind-Wandering Questionnaire:  
MWQ (Mrazek et al., 2013)[なんらかの課題中に思

考（空想）してしまう傾向] 

【結 果 と 考 察】 

1．Phantasia・直観像者・共感者の分類 
（１）Hyperphantasia（HP）と Aphantasia（AP）
の分類基準：【分類１】：ファンタジア特性の自己評定による

分類：自分が「まるで実際に見ているときに匹敵するようなき

わめて鮮明かつ明瞭なイメージ体験があるタイプ」と答えた

人を Hyperphantasia群（45人），「イメージが頭や心

のなかに浮かぶという経験はほとんどあるいは全くないというタ

イプ」を Aphantasia群（7 人），それ以外の中間段階

を中間統制群(midrange control)（295 人）とした。 
【分類２】VVIQ 得点に基づく分類：VVIQ 得点が 75 点
以上を Hyperphantasia群(16人，4.6％），32点以下
を Aphantasia群(14 人，4％),それ以外を中間統制群

（317人）とした（totalN=348）。本研究では分類１

を採用して分析した結果を報告する(cf. Zeman et 
al.,2020; Dawes et al.,2020) 。 

（２）直観像報告者（Eidetiker：EI）群：説明され

ている直観像についての体験質問項目と DIQ第 15
項目により選出（18 人，5.2％）。 

（３）共感覚者：①色字共感覚報告者(Grapheme 
Synesthete:GSyn)群 体験有でその色がいつも同じ

（一貫性）と答えた人 26 人 7.5％ N=348 
②色聴共感覚報告者(Sound Color Synesthete:SCSyn)
群:体験有と答えた人 17 人 4.9% N=348 
③ 色字ないしは色聴共感覚報告者 37 人 10.6％ 
今回は直観像および共感覚に関する面接と標準検

査を実施する前の一次調査段階の自己報告レベルの

数値となることに留意する必要がある。 

2. イメージ能力（HP/AP, 直観像，共感覚） 
ファンタジアの分類については，VVIQ，物体イメ

ージ，CEQはいずれも HP 群で高い得点，AP 群では

低い得点を示しており，その効果量も大きい。一方

で，空間イメージ得点に群間差は見られなかった。

直観像報告群，共感覚報告群においても同様の結果

が認められた。 

３. 日常イメージ体験（HP /AP, 直観像，共感覚） 
 Phantasia の 3群間で，描画習慣，空想想像体

験，イメージ想起習慣，視覚イメージが外部投射さ

れる体験，映像記憶の強さの尺度得点に差が見られ

た。直観像，共感覚報告者については，描画習慣を

除いて，各尺度得点が高いことが確認された。共感

覚については効果量は小さい値であった。 
4. 夢見の特性（HP /AP, 直観像，共感覚） 
ファンタジア：HP 群，統制群，AP 群：夢見形式

的特性に関する項目については，夢想起頻度，夢鮮

明性，夢の感覚（色彩，音声，皮膚感覚，味覚，運

動感覚）は，いずれも HP 群が統計的に有意に高い

値を示した。一方，夢の感情価（快不快），悪夢，

不快夢の頻度に群間差は見られなかった。 

直観像報告有無：直観像群で高い値が示された夢

項目は夢想起頻度，色彩夢鮮明性，皮膚・味覚・嗅

覚・運動感覚であった。明晰夢，夢感情価，悪夢に

違いは見られなかった。共感覚群は，夢想起頻度，

色彩夢，夢色鮮明度，明晰夢が統制群より高かった

が，夢の感覚系に統制群との差はみられかった。 

5. Phantasia，直観像，共感覚のクロス集計 
Hyperphantasia（HP）群は，統制群，Aphantasia 

(AP)群より，直観像，共感覚を報告する者が多く含

まれていた。また HPの中に写真的記憶，Super-

recognizer, HSAMがより多く存在している可能性

が認められた。 

【総 合 考 察】 

ハイパーファンタジア，直観像報告者，視覚色彩

系共感覚報告者のイメージ体験と夢見に関する諸特

性には共通する特徴が認められた。そこにはイメー

ジ能力のスペクトラム（Galton,1883；Zeman, 
2016）を構成する共通の資質あるいは神経基盤とし

て，①イメージの喚起容易性と感覚強度，②イメー

ジを外部投射するイメージ・プロジェクション，③
空想想像へと没入するマインドワンダリング傾向

（DMN 特性）が関与していることが示唆される。 
本報告における直観像と共感覚の分類は自己報告

に基づく回答からの分類であり，面接と検査による

判定を経たものではない。今後，直観像の絵画誘導検

査（easel test），共感覚の一貫性検査などの標準検

査で判定し，再度分類，比較する必要があるだろう。 
                        
本研究は，科学研究費補助金基盤研究（C）（JP20K12570
研究代表者 松岡和生）の補助を受けた。 
 (MATSUOKA Kazuo ， MATSUDA Eiko ，

KAWAHARA, Masahiro, YAMAGUCHI, 
Hiroshi) 
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視覚的ワーキングメモリ容量と視覚的イメージ容量に関わる能力の関係性に
ついての検討 

森本 琢 

（北海道大学大学院文学研究院） 

Key words: 視覚的ワーキングメモリ，視覚的イメージ，構造方程式モデリング 

 

目 的 

 森本（2013, 2015, 2016, 2017, 2018）は，新た
な複数のイメージ容量課題を作成し，そこで測定さ
れる視覚的イメージ容量（複数のオブジェクトをイメ
ージして保持）の個人差が，視覚的ワーキングメモ
リ容量課題，MRT（心的回転-冊子版），VVIQ質問紙
（視覚イメージの鮮明性）などによって測定される他
の個人差とどのような関係性があるのか，一連の研
究で検討を行ってきた。これらの研究から，視覚イ
メージ容量課題の多くは，空間操作関連の課題や項
目と関係が強く（課題の性質によって多少の差異はあ
る），一方で，VVIQ質問紙で測定される視覚的イ
メージの主観的鮮明度評定との関係は弱いことが
示されている。VVIQ得点は，むしろ，人名の記憶
課題や，名前や顔の記憶が得意かに関する評定など，
長期記憶に関連が深いと思われる課題や項目と関
係していた。 
 以上のように，空間操作に関連するような課題
（MRTや様々な種類のイメージ課題を含む）の成績
と長期記憶に関連するような課題の成績（記憶課題, 
VVIQ)の乖離が一貫して示されてきた。その一方で，
ワーキングメモリ課題の成績が，その中のどこに位
置づけられるのかについては，まだ確固とした知見
が得られているわけではない。森本（2013）におい
て，視覚的ワーキングメモリ容量課題の成績と関係
するワーキングメモリ能力の潜在変数と，視覚的イ
メージ容量課題やMRT（心的回転）の成績に関与す
る空間操作能力の潜在変数が想定され，それらの間
に弱い相関関係が存在するというモデルの適合度
が高かった。しかし，そうした関係性はこの研究で
使用されたワーキングメモリ容量課題とイメージ
容量課題の性質に依存したものである可能性も否
定できず，更なる検討が必要と考えられる。 
 そこで，本研究では，テスト刺激として，視覚的
ワーキングメモリ容量課題と視覚的イメージ容量
課題ともに，同タイプの図形（形態と色で構成）を
使用する。その上で，ワーキングメモリ容量課題で
はテスト課題と同タイプのサンプル刺激を提示し，
その一方で，イメージ課題では文字を用いたサンプ
ル刺激を提示してそこからテスト刺激のような図
形を心的にイメージしてもらう。こうした視覚的ワ
ーキングメモリ容量課題の成績と視覚的イメージ

容量課題間の成績の関係性（潜在変数との関与の仕
方も含めて）がどのようなものになるのか検討する。 

方 法 
実験参加者 大学の学部生 240名が参加した（人名
の記憶課題，VVIQ，MRT，視覚的ワーキングメモリ容量
課題，視覚的イメージ容量課題，の計5つの課題のうち3
つ以上の課題に参加した参加者を対象とした）。 
手続き 人名記憶課題，VVIQ（Vividness of Visual 
Imagery Questionnaire）とMRT（Mental Rotations Test）
冊子版，視覚的ワーキングメモリ容量課題，視覚的イメ
ージ容量課題，を4日に分けて集団で実施した。 

人名記憶課題 参加者は，スクリーン上に 1個ずつ
提示される人名（日本人名10名，外国人名10名をブロ
ック化して提示）を記憶し，5 分間の遅延時間を挟ん
で，日本人名と外国人名を別々に自由再生した。 

視覚的ワーキングメモリ容量課題 複色(複合特徴
課題用)の形態 5～6 個組を使用した (Fig.1)。 各
形態は●,▲,■,◆, の 5つから選ばれ，各形態の色
は，紫，青，緑，黄，赤の 5色（視覚イメージ容量
課題でも同様の刺激を用いるので，イメージしやす
いよう純色に近い色にした）から選ばれた。テスト
刺激は，サンプル刺激と同一のものが50%，5～6 個
組のどれか1個の形態もしくは色が異なっているも
のが 50%含まれていた。各試行では，注視点 1秒の
後，まずサンプル刺激がスクリーンに 5 秒間提示さ
れ，3秒間の遅延を挟んで，注視点 1秒の後，テス
ト刺激が 2秒間提示された。参加者はサンプル刺激
とテスト 刺激の同異判断を行った。これらが計 11
試行(練習 3 試行を含む)実施された。 

 
 
 
 
 
 
 
 

視覚的イメージ容量課題 視覚的イメージ容量課
題のサンプル刺激は，「紫-四角」，「黄-月形」のよう
に，色や形を文字で記載した 4～5個のセットであ
った(Fig.2)。それらが 15秒間提示され，参加者は，
指示されたものを，視覚的にイメージしていくこと

Fig.1 視覚的ワーキングメモリ容量課題
のサンプル刺激（5 個組）の例 
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が求められた。そして，3秒間の遅延を挟んで，注
視点 1秒の後，テスト刺激として，視覚的ワーキン
グメモリ容量課題と同タイプの刺激が2秒間提示さ
れ，参加者は，サンプル刺激提示時にイメージした
ものとの同異判断を行った。サンプル刺激内の文字
で指示された形態・色のセットと，テスト刺激が同
一のものが 50%，4～5 個組のどれか 1個の形態も
しくは色が異なっているものが 50%含まれていた。
これらが計11試行（練習3試行を含む)実施された。 
 
 
 
 

結 果 と 考 察 

  
 
 
 

結 果 と 考 察 

視覚的ワーキングメモリ容量課題と視覚的イメー
ジ容量課題における各条件の正答率を算出し，その
上で， MRT得点，VVIQ得点，名前記憶課題（日本
人名，外国人名）の再生数，などの各指標間の相関係
数やこれまでに得られた知見も踏まえて，いくつか
の因果関係モデルを仮定した。そして，構造方程式
モデリングによってそれぞれの適合度を評価し，取
捨選択と修正を行ったところ，最終的にFig.3に示さ
れるようなモデルが得られた（ CFI = 1.000, GFI = 
.999, AGFI = .997, RMSEA < .001 ）1。 図に示されるよう
に，まず，MRT得点，視覚的ワーキングメモリ容量
課題の６個条件の正答率，視覚的イメージ容量課題4
個条件の正答率といった観測変数に有意なパスを持
つ「空間操作能力」という潜在変数が想定された2。
また， VVIQ得点，日本人名記憶の再生数，外国人
名記憶の再生数といった観測変数に有意なパスを持
つ「長期記憶関連能力」という潜在変数も想定され
た。両潜在変数間にはある程度の相関が見られた
（r=.26)。なお，上記のモデル以外に，「ワーキング
メモリ能力」という潜在変数を別に設けて，ワーキ
ングメモリ容量課題の２条件をそちらに振り分ける
モデルも試したが，適合度が大きく低下した。その
他，ワーキングメモリ容量課題の２条件を長期記憶
に含めるモデルも試したものの，その適合度も高く
はなかった。 

以上，これまでの研究（2013, 2015, 2016, 2017, 
2018）に加えて本研究においても，視覚イメージに
は，少なくとも，空間操作能力と長期記憶関連能力
という異なる２つ能力が関与している可能性が支
持された。これらの研究を概括すると，想起するイ
メージに対して，２つの能力がそれぞれどの程度関
与しているかは，そのイメージにおいて空間的操作
や空間位置情報がどの程度重要となるか，イメージ
が長期記憶痕跡に基づいて想起されたか，イメージ
が自由に想起されたか，イメージ課題の難易度（扱
うオブジェクト数など）はどの程度か，といった要素
が複合的に絡み合って決まるようである。 
また，本研究においては，視覚ワーキングメモリ
容量課題と視覚イメージ容量課題の成績の両方が，
「空間操作能力」という潜在変数に組み込まれるモ
デルの適合度が高かった。一方で，森本（2013）に
おいては，「ワーキングメモリ能力」と「空間操作
能力」という別個の潜在変数が想定され，両者間に
弱い相関関係が存在するモデルの適合度が高かっ
た。これらの結果を併せて考えると，ワーキングメ
モリ課題とイメージ課題の各性質（各条件における
難易度も含む）や課題間の類似度によって，それら
の成績に関与する潜在変数（能力タイプ）の様相や
関係性も変化するようである。今後更なる詳細な検
討が必要と考えられる。 
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1 欠損値の扱いとしては，完全情報最尤推定法（FIML)を用
いた。 

2 潜在変数から観測変数へのパスは有意でないものも含ま
れるが，これらを残しておく方がモデル全体の適合度は
高かった。 

Fig.2 視覚的イメージ容量課題のサンプ
ル刺激（5 個組）の例 

Fig.3 各課題や項⽬の基盤となる能⼒の構造モデル 
（ 実線は標準化推定値が正のもの，破線は負のもので，絶対値に合わせて

線の太さを調整し，有意もしくは有意傾向ではないパスは灰⾊とした ） 

( MORIMOTO Taku ) 
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ブラインドサッカー学習者の運動イメージ生成スキルの特徴  

○百瀬 容美子・小圷昭仁・藤木晶子 

（常葉大学教育学部）（防衛大学校）（北星学園大学短期大学部） 

 

Key Words：ブラインドサッカー，先天性視覚障害，運動イメージ生成スキル 

 

【目 的】 

運動イメージ生成スキルを測定する尺度に，日本版運動心

像質問紙改訂版 JMIQ-R（長谷川，2004）がある．JMIQ-Rは，

「高くジャンプする」といった一般動作課題に対するイメー

ジの見え方を回答させるもので，体験イメージ（自分が行っ

ているかのように主観的にイメージされる場合）と観察イメ

ージ（第三者的に客観的にイメージされる場合）に対する主

観的な生成難易度が測定できる．この JMIQ-R は，健常者だ

けでなく視覚障害児者への適用可能性が示唆されている（百

瀬・伊藤，2018）． 

視覚障害とは，視覚に障害があるため目が見えない，ある

いは見えにくい状態にある人をいう（香田，2014）．教育的・

心理学的には，個人差があるものの，3歳から 5歳くらいま

での失明は視覚的記憶が残らないといわれ，視覚記憶の有無

が問われている（佐藤，2014）．本研究では，教育的・心理

学的な観点に立つことから 5 歳以前の失明が先天か後天か

の分類の目安になると考えられた． 

他方で，視覚障害者スポーツにおける障害区分においては，

国際的には国際視覚障害者スポーツ連盟（International 

Blind Sport Federation．以下，IBSAと称す）が示す視覚

障害のクラス分け基準がある（佐藤，2006）．IBSAのクラス

分けでは，視力が０（ゼロ）で，且つ，光覚弁までにとどま

り距離や方向が認知できない場合を B1クラスと区分され，

この場合が全盲の状態である． 

これらを踏まえて，本研究では，生後 5歳以前に視覚を失

った全盲児者で，且つ，IBSAのクラス分けの B1クラスに相

当する視力が 0 で光覚弁までの場合を先天全盲と操作的に

定義した．なお，手動弁以上の視力を有する IBSAのクラス

分けの B2クラス以上に相当する場合は先天弱視とした．  

B１クラス選手のみが対象となる競技種目がブラインドサ

ッカーである．ブラインドサッカーは，全盲のフィールドプ

レーヤーが，ボール音やコーラーの言語ガイド，監督の指示

による聴覚情報を頼りに広いピッチを駆け回り，絶え間なく

変化する状況下でボール操作やパス，ドリブル，シュートを

行うことが求められる．一切の視覚を閉じた状態でこれらの

プレーを行うことは相当に高度な技術が求められ，視覚障害

スポーツの中でもその難易度は高い（山本，2016a；2016b；

2017）． 

高い競技性を含むブラインドサッカーで必要とされる運

動イメージスキルには，コートなど競技場に関する会場イメ

ージ，味方との距離感やボールの軌跡に関する空間イメージ，

自分が実際に動作する体験的なイメージ，全体を見下ろした

俯瞰的な観察イメージだと，日本トップ水準のブラインドサ

ッカー選手の PAC 分析で解明された（百瀬・伊藤，2016）．

そして，この科学的な事例的知見から，運動イメージ生成評

価尺度：ブラインドサッカー版 ESMI-BS が作成された（百

瀬・伊藤，2018）．  

しかしながら，ESMI-BSの作成過程で，高い信頼性と実用

可能性の事例的実証はなされているが，妥当性には検討余地

が残っている．さらに，我が国には先天性視覚障害児・者数

自体が僅かな上に研究フィールドを持つ研究者が少ないた

め，量的研究には高い挑戦を要することになる．この難題に

取り組めば，未検討状態にある運動イメージ生成スキルを測

定する尺度の構造分析が明確になり，妥当性が確保されたよ

り正確な測定ツールを提出できる．測定ツールが提出されれ

ば，失明時期（先天全盲と先天弱視）や健常スポーツ研究で

報告されてきたような運動学習経験，競技水準による運動イ

メージ生成スキルの違いが明らかにできる．  

そこで本研究では， ESMI-BSと JMIQ-Rを用いて測定ツー

ルの妥当性の検討をしつつ，その上でブラインドサッカー学

習者の運動イメージ生成スキルの特徴を検討することを目

的とした． 

 

【方 法】 

調査対象者 調査対象者は，先天性視覚障害を有すブライン

ドサッカー学習者 25名である．内訳は，先天全盲 12名と先

天弱視 13名で，国際大会出場経験者 9名と全日本大会出場

者 3名および体育授業のみ経験者 13名であった． 

調査期間 調査は，2016 年 6 月から 2021 年 11 月にかけて

実施された． 

調査項目 フェースシートで，失明時期（先天全盲，先天弱
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視），競技水準（国際大会出場，全日本大会出場，体育授業

のみ），競技経験年数を聴取した．そして，（1）ブラインド

サッカー技術イメージスキルの測定には，百瀬・伊藤（2018）

による運動イメージ生成評価尺度：ブラインドサッカー版

ESMI-BS（会場，空間，主観，俯瞰の 4 領域，7 件法）を，

（2）一般動作イメージ視点の測定には，長谷川（2004）が

作成した日本版運動心像質問紙改訂版 JMIQ-R（体験，観察

の 2領域，7件法）を用いた．  

手続き 対面式の場合には，静かな部屋で個別に測定し，第

一筆者が全質問項目を読み上げ，調査対象者が口頭で評定値

を回答し，代筆による記入がなされた．Web 式の場合には，

対面式で第一筆者が読み上げた内容をそのままテキストフ

ァイル化した入力フォームを配布し，調査対象者が読み上げ

機能で教示を聴き取り，フォーム回答と送信がなされた． 

倫理的配慮 所属機関による研究倫理審査を経て，調査が進

められた（B-研草 21-8）．なお，未成年の調査対象者らには，

保護者への説明と同意も得た．  

 

【結 果】 

使用尺度の特徴 使用尺度を最尤法による因子分析を行っ

た結果，ESMI-BS 項目と JMIQ-R 項目の 2 因子が抽出された

（表 1）．そして，暦年齢と競技経験年数を含めた ESMI-BSと

JMIQ-Rとの相関関係を確認した．その結果，ESMI-BSの全 4

領域は，競技経験年数およ

び JMIQ-R の全 2 領域との

間に有意な相関が認めら

れた（表 2）． 

失明時期と競技水準の比

較 結果の詳細は，表 3の

通りである．まず先天全盲

と先天弱視を比較するためにｔ検定を行った．その結果，

ESMI-BS においても JMIQ-R においても，有意な得点差は認

められなかった．次に，競技水準別の比較するために一元配

置分散分析を行った結果，ESMI-BS の全 4 領域で 1%水準の

有意差が認められた．その後の Bonferroni 多重比較では，

国際大会出場者は体育授業経験者よりも 1%水準で有意に得

点が高いことが認められた．  

 

【考 察】 

本研究を通して，運動イメージ生成として関連しつつも，

ESMI-BSはブラインドサッカー動作の，JMIQ-Rは一般動作の

運動イメージ生成を測定する独立した尺度だと確認された．

そして，運動イメージ生成スキルには，失明時期を問わず，

運動学習経験が関連することが明らかになった．このことか

ら，運動学習経験を積めば，その競技種目に肝要な運動イメ

ージ生成スキルが向上し，身体技能にも寄与すると推測され

た．なお，競技種目に肝要な運動イメージ生成スキルは，

JMIQ-R で扱われるような個人特性とは直接的に連動せず習

得されていく可能性が窺えた． 

今後は，個人特性と解釈できるイメージ想起能力（鮮明性，

統御性）と運動イメージ生成スキル（ESMI-BSと JMIQ-R）の

関連を検証する．これらの検証により，運動学習に必須なイ

メージ生成スキルが明確化され，より効果的な運動イメージ

生成学習法の提供へ貢献する．またさらにデータ蓄積を進め，

知見の一般化を目指すことが課題である． 

 

主要引用文献：長谷川望（2004）日本版運動心像質問紙改訂版

（JMIQ-R)の作成．イメージ心理学研究，2，25-34.／畠山孝男

（2018）イメージ能力の個人差と認知−研究の展望−．イメージ

心理学研究，16,1-37. ／百瀬容美子・伊藤宏（2018）．視覚障

害選手向け運動イメージ生

成評価尺度の作成－ブライ
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て－．イメージ心理学研究，
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会場イメージ .939 .457

空間イメージ .900 .628

主観イメージ .815 .680

俯瞰イメージ .923 .497

体験イメージ .519 .899

観察イメージ .527 .940

因子抽出法: 最尤法，回転法:プロマックス法 

表1．ESMI-BSとJMIQ-Rの因子行列

因子

 

 

年齢 競技経験年数 会場イメージ 空間イメージ 主観イメージ 俯瞰イメージ 体験イメージ 観察イメージ

歴年齢

競技経験年数 .457
*

会場イメージ .373 .641
**

空間イメージ .295 .600
**

.806
**

主観イメージ .306 .464
*

.715
**

.912
**

俯瞰イメージ 310 .564
**

.898
**

.808
**

.669
**

体験イメージ 146 .307 .424
*

.550
**

.583
**

.428
*

観察イメージ 230 233 .404
*

.553
**

.617
**

.469
*

.852
**

*p <.05,**p <.01

表2．暦年齢，競技経験年数，ESMI-BS，JMIQ-Rの相関行列

表3．失明時期と競技水準別にみたESMI-BSとJMIQ-Rの得点差

ｔ 値 F値 多重比較

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

会場イメージ 4.08 2.28 5.28 1.76 -1.457 6.18 1.29 6.73 0.46 3.22 1.55 15.71 ** 国際＞体育
**

空間イメージ 4.45 2.34 4.91 1.72 -0.554 6.24 1.39 5.40 1.06 3.45 1.72 8.942 ** 国際＞体育
**

主観イメージ 5.10 2.20 5.69 1.36 -0.816 6.51 0.59 5.80 1.40 4.55 2.04 4.040 ** 国際＞体育
**

俯瞰イメージ 3.82 2.52 4.69 1.68 -1.013 5.76 1.79 5.80 1.44 2.89 1.50 9.951 ** 国際＞体育
**

体験イメージ 5.19 1.70 5.85 1.21 -1.108 6.31 0.70. 6.00 1.09 4.88 1.69 3.117

観察イメージ 5.63 2.00 5.98 1.16 -0.540 6.39 0.99 6.42 0.80 5.27 1.91 1.652
*p <.05,**p <.01

体育授業(n 13)先天全盲(n 12) 先天弱視(n 13) 国際大会(n 9) 全日本(n 3)
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