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選択や反応（Inoue & Sato, 2017）など，刺激との
相互作用は刺激に対する選好の形成に影響を与える。
こうした要因として最も代表的なものは刺激への接触
経験だろう。実際，誰しも経験したことがあるように，
日常的に見慣れた対象を好ましく知覚するはずであ
る。このような反復接触による好意度の上昇は単純接
触効果と呼ばれ（レビューとして，宮本・太田，2008
や Bornstein, 1989），社会心理学（Zajonc, 1968）や認
知心理学（Seamon et al., 1995）の分野で盛んに研究
されてきた。
単純接触効果の生起メカニズム
反復接触によって好意度が高まる理由について
は， 複 数 の 仮 説 が 提 案 さ れ て き た（ レ ビ ュ ー と し
て，Montoya, Horton, Ve-vea, Citkowicz, & Lauber,
2017）。既存の仮説の中で最も広く受け入れられて
い る も の は， 知 覚 的 流 暢 性 説 で あ る（Bornstein &
。この仮説では，反復接触によって
D’agostino, 1994）
知覚的流暢性（刺激の処理のしやすさ）が高まり，
その知覚的流暢性が好意度判断に影響を与えること
が仮定される。知覚的流暢性が好意度判断に影響を
与える際に，好意度への誤帰属が必要か（Bornstein
& D’agostino, 1994）
，知覚的流暢性そのものがポジ
ティブな感情価を持つのか（Winkielman & Cacioppo,
2001）といった点は十分に明らかにされてはいないも
のの，知覚的流暢性の操作が好意度判断に影響を与
えることは実験的な研究によっても支持されている
（Reber, Wink-ielman, & Schwarz, 1998）。ただし，知
覚的流暢性では説明できない実験結果も報告されてお
り（Monahan, Murphy, & Zajonc, 2000），知覚的流暢
性が単純接触効果の唯一の生起メカニズムかどうかは
明確ではない。
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本論文は，日本イメージ心理学会第 19 回大会シンポシウム「イメージ
と視覚の機能的非等価性について」
（茨城大学，2018 年 11 月 3 日）に
おいて，話題提供したものである。

単純接触効果は何に生起するか
単純接触効果は何に対して生起するのだろうか。古
典的な研究では，接触した刺激そのものが重要であ
り，刺激をどのように認識するかということは軽視さ
れていた。実際，Kunst-Wilson & Zajonc（1980）は，
短時間提示によって刺激を意識的に認知できない状況
でも単純接触効果が生起することを報告している（閾
下単純接触効果）。一方で，1990 年代頃から，単純接
触効果は接触した刺激そのものにのみ生じるわけでは
ないことが報告され始めた。例えば，3 次元的な刺激
を反復提示した後に，評定段階で反復提示した図形を
反転したり，大きさを変更したりした場合でも，単純
接触効果は生起する（Seamon et al., 1997）。また，反
復刺激として人間の顔（Kramer & Parkinson, 2005）
を用いた研究では，テスト段階で顔の向きを変更して
も，単純接触効果は損なわれなかった。これらの結果
から，単純接触効果は提示された刺激そのものではな
く，実験参加者が形成した内的な表象に対して生起し
ている可能性が考えられる。
単純接触効果の生起における内的表象の重要性をよ
り明確に示した研究として，Yagi, Ikoma, & Kikuchi
（2009） や Craver-Lemley & Bornstein（2006） が あ
る。前者の研究では，緑色と赤色の幾何学図形が重ね
て提示され，参加者は図形の色に基づいてどちらか一
方の図形に注意を向け，もう一方は無視することが求
められた。その後に，接触段階で注意を向けた図形や
注意を向けてない図形を単独で提示し，それらへの
好意度評定を求めたところ，注意を向けた図形にの
み単純接触効果が生起した。また，Craver-Lemley &
Bornstein（2006）では，ウサギにもアヒルにも見え
る多義図形が接触段階で提示され，参加者によってそ
れがウサギであるまたはアヒルであると教示された。
その後にウサギとアヒルの絵に対する好意度評定を求
めたところ，接触段階でウサギ（アヒル）の絵である
と認識した人はウサギ（アヒル）に対する好意度が高
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くなった。これらの研究の結果は，単純接触効果が生
起するために，提示された刺激そのものではなく，ど
のような内的表象を形成するかが重要であることを示
唆する。
イメージに対する単純接触効果

Yagi et al.（2009） や Craver-Lemley & Bornstein
（2006）では，評定段階で提示する刺激と同一の刺激
もしくは類似した刺激が接触段階でも提示された。こ
のため，内的表象の形成のみが単純接触効果の生起に
重要なのか，接触段階で提示された刺激の感覚的な情
報も単純接触効果に寄与しているのかは不明であっ
た。この問題を解決するため，Inoue, Yagi, & Sato
（2018）は，学習時と評定時に提示される刺激の物理
的な情報は完全に異なるが，形成・利用される内的表
象はほぼ等しい実験課題を開発した（Fig.1）。具体的
には，5 × 5 の配列上に黒いドットを提示し，仮想的
な 5 角形の頂点に対応するドットを 2 つずつ，赤く点
滅させた。実験参加者は，赤く光ったドットの間に線
をイメージし，一つの完成された図形をイメージし，
記憶することが求められた。評定段階では，仮想図形
研究 第*巻 の頂点上に配置された数字を順番に頭の中で線で結
第*号
び，図形をイメージし（半数は接触段階でイメージし
残りの半数はイメージしなかった新奇図形），
学研究 第*巻 た図形，
第*号
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イメージした図形に対する好意度を評定することが求
められた。その結果，接触段階で繰り返しイメージし
た図形はイメージしてない図形よりも好意的に評価さ
れ，単純接触効果の生起が認められた。
Inoue et al.（2018）の研究（実験 1）では，接触段
階と評定段階で提示された刺激がかなり異なる。この
ことから，単純接触効果の生起に感覚情報はほとんど
寄与しておらず，内的表象が重要であることが示唆さ
れる。しかし，接触段階と評定段階で図形の観察パ
ターンが類似していたため（どちらも時計回りに観
察），眼球運動パターンの類似性が知覚的流暢性を高
め，それによって単純接触効果が生起した可能性も考
えられた。そこで彼らの実験 2 では，評定段階の数字
の並べ方を時計回りに変更することでこの点を検討し
た。この変更にもかかわらず，単純接触効果が観察さ
れたため，眼球運動のパターンが一致したために単純
接触効果が生起した可能性は否定された。
実験 1 と 2 の結果から，内的表象が単純接触効果の
生起に関与している可能性が高いものの，イメージし
た図形に対する内的表象とドットの頂点の位置に対す
る内的表象のどちらに対して単純接触効果が生起して
いるか不明である。そこで Inoue et al.（2018）の実
験 3 では，接触段階で図形のイメージを求めず，赤く
光ったドットの位置を覚えることを求めた。その結
果，単純接触効果は認められず，本パラダイムで観察
される単純接触効果は図形の頂点位置ではなく，イ
メージした図形に対するものであることが確認された。
最後に彼らの研究では，接触段階で形成された図形
のイメージが実際に提示された図形に対して単純接触
効果を生起させるかを検討した。接触段階でイメージ
した図形とイメージしてない図形そのものを実際に提
示し，好意度評定を求めたところ，単純接触効果の生
起は認められなかった。つまり，イメージに対して単
純接触効果が生起するためには，感覚情報は不要であ
り，接触段階と評定段階の両方でイメージを求める必
要があることが示唆された。接触時とテスト時で同じ
処理を求められると知覚的流暢性が高まることから，
実験 4 で単純接触効果が認められなかったことは，知
覚的流暢性説を支持する結果である。
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本稿では，単純接触効果の生起における内的表象の
重要性の問題をとりあげ，Inoue et al.（2018）の研究
を中心に議論した。視覚に関しては，純粋に内的に形
成された表象（視覚イメージ）に対しても単純接触効
果が生じると考えても問題ないと思われる。しかし，
視覚はイメージを形成しやすいモダリティである可能
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性があるため，他のモダリティにおいてもイメージの
みで単純接触効果が生起するかは不明である。この点
に関しては，今後の検討が必要である。また，何に対
して単純接触効果が生じるかという問題は，商品広告
のような単純接触効果の応用的な利用を考える上でも
重要であるため（Yagi & Inoue, 2018）
，今後も継続
的な検討が必要であろう。
引用文献
Bornstein, R. F. （1989）. Exposure and affect:
overview and meta-analysis of research, 1968-1987.
Psychological Bulletin, 106 , 265-289.
Bornstein, R. F., & D’Agostino, P. R.（1994）. The
Attribution and discounting of perceptual fluency:
preliminary tests of a perceptual fluency/attributional
model of the mere exposure effect. Social Cognition,
12 , 103-128.
Craver-Lemley, C., & Bornstein, R. F.（2006）. Selfgenerated visual imagery alters the mere exposure
effect. Psychonomic Bulletin & Review, 13 , 10561060.
. Valuation of go stimuli
Inoue, K., & Sato, N.（2017）
or devaluation of no-go stimuli? Evidence of an
increased preference for attended go stimuli
following a go/no-go task. Frontiers in Psychology,
8 , 474.
Inoue, K., Yagi, Y., & Sato, N.（2018）
. The mere
exposure effect for visual image. Memory &
Cognition, 46 , 181-190.
Kramer, R. S. S., & Parkinson, B.（2005）
. Generalization
of mere exposure to faces viewed from different
horizontal angles. Social Cognition, 23 , 125-136.
Kunst-Wilson, W., & Zajonc, R.（1980）. Affective
discrimination of stimuli that cannot be recognized.
Science, 207 , 557-558.
宮本聡介・太田信夫（編）
（2008）. 単純接触効果研究
の最前線 北大路書房
Monahan, J. L., Murphy, S. T., & Zajonc, R. B.（2000）.

Subliminal mere exposure: specific, general, and
diffuse effects. Psychological Science, 11 , 462-466.
Montoya, R. M., Horton, R. S., Vevea, J. L., Citkowicz,
M., & Lauber, E. A. （2017）. A re-examination
of the mere exposure effect: The influence of
repeated exposure on recognition, familiarity, and
liking. Psychological Bulletin, 143 , 459-498.
Reber, R., Winkielman, P., & Schwarz, N.（1998）.
Effects of perceptual fluency on affective judgments.
Psychological Science, 9 , 45-48.
Seamon, J. G., Ganor-Stern, D., Crowley, M. J., Wilson,
S. M., Weber, W. J., O’Rourke, C. M., & Mahoney, J.
K.（1997）. A mere exposure effect for transformed
three-dimensional objects: effects of reflection, size,
or color changes on affect and recognition. Memory
& Cognition, 25 , 367-374.
Seamon, J. G., Williams, P. C., Crowley, M. J., Kim,
I. J., Langer, S. A., Orne, P. J., & Wishengrad, D.
. The mere exposure effect is based on
L.（1995）
implicit memory: Effects of stimulus type, encoding
conditions, and number of exposures on recognition
and affect judgments. Journal of Experimental
Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 21 ,
711-721.
Yagi, Y., Ikoma, S., & Kikuchi, T.（2009）. Attentional
modulation of the mere exposure effect. Journal of
Experimental Psychology: Learning, Memory, and
Cognition, 35 , 1403-1410.
Yagi, Y., & Inoue, K.（2018）
. The contribution of
attention to the mere exposure effect for parts of
advertising images. Frontiers in Psychology, 9 , 1635.
Zajonc, R. B.（1968）
. Attitudinal effects of mere exposure.
Journal of Personality and Social Psychology, 9 , 1-27.
Winkielman, P., & Cacioppo, J. T.（2001）
. Mind at
ease puts a smile on the face: psychophysiological
evidence that processing facilitation elicits positive
affect. Journal of Personality and Social Psychology,
81 , 989-1000.

― 39 ―

40

イメージ心理学研究

第 17 巻

第1号

The Importance of Internal Representations in the Mere Exposure Effect
Kazuya Inoue
（University of Tsukuba）
The Japanese Journal

of

Mental Imagery, 2019, 17, 37－40.

The mere exposure effect is a phenomenon in which repeatedly presented stimulus are evaluated positively
than unrepeated stimuli. The purpose of this article is to discuss the importance of internal representation in the
mere exposure effect. At first, I briefly reviewed previous studies of the mere exposure effect in the viewpoint
of a perceptual fluency model. Then, I introduced the classical and recent studies showing the importance of
internal representation in the mere exposure effect. Finally the importance of internal representations were
discussed based on our recent study indicating the mere exposure effect for visual image.
Keywords：mere exposure effect, visual image , perceptual fluency.
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