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●展望論文●

　読者の熱中に伴う仮想の変化：仮想の特徴づけとして

布山 美慕・日■ 昇平　

We can imagine anything — not just an object at our hand, but also something we

have never seen in our life, such as a dragon, number, heaven, and so on. In this arti-

cle, we discuss a potential methodology to characterize such imagination as a conscious

process, which we cannot sufficiently associate to the corresponding external stimuli.

As one of such conscious processes, here we take reading of text, in which the reader

construct a rich imaginary world along the storyline from looking at a quite limited

visual stimulus, namely just a series of letters on a text. In particular, in the state

of absorption, the reader often feels oneself into the imaginary world as a character.

By reviewing past research on the absorption in reading, we propose a hypothesis, in

which both conscious process itself and something in the conscious experience are ob-

jects, that is defined by the consistency between its intention and extension (inductive

and deductive way of definition). In this hypothesis, difference between absorption and

non-absorption is considered analogously as difference in the point of view of an object

in consciousness. On the basis of the prediction of this hypothesis, we discuss empirical

tests on our hypothesis.

Keywords: absorption（熱中）, consciousness（意識）, imagine（仮想），reading（読書）,
sameness（同一性）

1. 仮想とはどのようなものか

私たちは，目の前にあるもの，触れられるもの，
聞こえるもの，食べられるもの，香るもの，そう
いった外界に存在する対象を認識し操作するのみな
らず，現実には存在しないものや物理的にありえな
いことを仮想することができる．たとえば，人間は
天国や地獄といった異界や，虚数やゼロなどの存在
しない概念を思い描き実感することができ，種々の
芸術作品として物理的に表出させることもできる．
著者らは，こういった仮想の能力によって，私たち
の生は精神的にも，また物理的にも豊かになってい
ると考える．
本論文では仮想を，イメージや感覚を伴う認知で，

Review on Conscious Process in Reader’s Absorp-
tion as a Characteristic Basis of Imaginary Cogni-
tion, by Miho Fuyama (Tamagawa University), and
Shohei Hidaka (Japan Advanced Institute of Science
and Technology).

そのイメージや感覚の総体とその時点の外部情報と
の対応づけが少ないものと定義する．また，統合失
調症などの幻覚と区別するため，現実と非現実の区
別があるという条件を加える．外部情報とは，物理
的に身体の外にある対象の知覚によって，内的処理
の入力情報となりうる情報のことである（次々ペー
ジで議論する視力検査におけるランドルト環の穴の
位置など）．また，現実とは，本人にとって最も整
合的な外部情報の解釈を指す．仮想の内容も一定の
整合性1)を伴って現れるが，病的状態でない定型発
達の成人は通常（寝ているときや過度の疲労状態な
どを除き）両者を分けることができ，仮想と現実の
情報を混ぜて整合性を取ろうとすることはない．こ
の二つを弁別できずに，両者を合わせた過度な整合
性の構築が行われると，幻覚や幻聴につながる可能
性があると考えられる (西尾, 2017)．

1) 著者らはこの整合性の一つの基準は，3 節で議論する
オブジェクト性だと考える．

日髙
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図 1 現実との区別と外部情報との対応づけの
2次元上に配置した仮想の例．

たとえば，馬を見たことで「ケンタウロス」を仮
想することを考えよう．このとき，「ケンタウロス」
の馬の部分（首から上以外）は目の前の馬と対応づ
けられる．しかし，仮想のイメージ内容の総体であ
る「ケンタウロス全体」を単位とすると現実世界に
対応づけられる対象は存在しない．人は仮想をする
際に，こういったある意味的なまとまり（3節で議
論するオブジェクト性）を持つ対象を仮想すると考
えられる．これは，たとえばレビー小体型認知症の
幻覚などの病理的症状においても，人や動物などの
意味的なまとまりをもった対象が見えることからも
示唆される (西尾, 2017)．この点，意味的なまとま
りを持たない単位で現実と対応がつかない認知も
認められ，一例としては錯視や眼球の障害を原因と
する視覚の変化が考えられる（後述の視力検査もこ
の例である）．これらは仮想とは区別できる．この
ように考えると，仮想は，現実世界の過去の記憶を
利用しながら，独自の意味的まとまりを，現実世界
と分けながら構築する特徴を持つと考えられるだ
ろう．
著者らが現在考えている仮想の例を図 1 にまと
めた．定義に従い，横軸が外部情報との対応づけの
強弱，縦軸が現実との区別の程度を表す．この図の
円が仮想の概ねの範囲を示している．仮想は様々な
認知に関連するため，“仮想”らしさは左上に行く
ほど高いが，連続的に見いだせると考える．
この図の四隅にある対象を例に説明すると，図 1

の中の「空想」は仮想の典型例の一つで，「もし自

分が空を飛べたら...」といった私たちが日常的に行
う想像を意味し，現実に対応する情報がなくても行
え，また本人に空想が現実ではないという自覚があ
るため左上に位置する．「夢」はその時点での外部情
報との対応づけは弱く，本人は多くの場合に夢を夢
だと気がつかない (Cicogna & Bosinelli, 2001)．そ
のため左下に位置し仮想からは距離がある．「物体の
形状の認識」は目の前にある物体の形状を認識する
ことを意味し（たとえばMarr (1982)など），外部
情報との対応づけが強く，また現実であるという認
識が正しくされるため，右上に位置し，仮想からは
遠い．最後に「理想の VR」は，五感への情報の入
力によって擬似的な知覚を生む仮想現実（Virtual

Reality）2)の理想の状態を指し，五感への入力が外
部情報に当たるため対応づけは強く，技術が洗練さ
れれば現実と仮想現実を区別できないため3)右下に
位置し，仮想と逆の位置となる（説明した以外の認
知については例えば次の文献を参照．メンタルロー
テーション (Shepard & Metzler, 1971)，ごっこ遊
び (大塚, 1995)，イマジナリーフレンド (Bouldin

& Pratt, 2001)，幻覚 (Chadwick & Birchwood,

1994)）．
本論文で論じる読書時の意識もこの仮想の良い一

例である．読書では目の前の一文字一文字の形状が
仮想の内容ではなく4)，その文章や作品の意味が仮
想され，読者は通常はそれが現実の出来事ではない
ことを認識している．たとえば，小説で竜が出てく
れば，その竜の描写されている文字自体の形状をイ
メージするのではなく，なんらかの仕方で “竜”を
イメージすることが自然だろう．小説の中でその竜
が主人公の友人になり異世界を旅すれば，あたかも
その世界が時間的・空間的な広がりを持つかのよう
に時系列でそのストーリーを思い描くだろう．そし
て，読者はその竜は自分のいる現実世界にはいない

2) 仮想現実にも多くの種類があるが，ここで意図する仮
想現実は，五感へ人工的な情報の入力によって，現実世界
に類似した世界を擬似的な知覚の構築から行う体験を指
す．
3) 本論で提示する理想の VR は現実と見なせるだろう
（Putnam (1981) の水槽の脳に類似）．現在の「VR」は
その発展途上のため，現実との区別があり，図 1 におい
て理想の VR の上に位置する．ただし，仮想現実の目的
によって，理想の仮想現実の形態も異なると考えられる．
4) フォントが作品に固有のムードを作るなど認知的な機
能をもつことを否定するものではない．本研究はゲシュタ
ルト的な，あるいは Polanyi & Sen (2009) の遠位項の
ような意味をもって現れる要素を対象としており，ここで
はその単位として作品の意味を考えている．
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ことを認識している．
ここで，読書における「仮想の内容」として読書
時の視覚的なイメージを例にあげた．本研究では，
「仮想の内容」を仮想によって意識に浮かぶ五感や
体性感覚等のイメージと定義する．この仮想の内容
には，いわゆるクオリアなどの主観的な経験の側面
を含む．したがって，読書では，作品に登場する対
象の視覚的なイメージのほかに，聴覚や触覚，味覚，
嗅覚などのほかの五感のイメージや，場面や作品全
体の雰囲気が仮想の内容に含まれる．
仮想について理解を深めるために，読書時の仮想
内容の推定について，ある認知機能を外部刺激との
対応づけによって操作的に定義し観測する “視力検
査”に対比させてみよう．ランドルト環（ある方向
の一箇所だけ穴が空いているCのような円）を用
いた視力検査では，穴のあいた場所を正しく回答で
きたランドルト環までの距離とランドルト環の大き
さによって視力が定義され，観測される．よって，
視力はランドルト環という外部刺激との対応づけに
よって操作的に定義される．
読書もあえて同じように考えてみる．読書では，
ランドルト環に対応する外部刺激は文字（あるいは
その連なり）である．もし視力検査のように読書時
の意識を問うとしたら，文字がどのように見えてい
るか報告してもらうことになるだろう．しかし，こ
れは明らかに読書時の意識の報告としては適当とは
思われない．普段，私たちは読書しているときに，
その “文字”の形状，たとえばランドルト環のよう
にどこに穴が空いているとか，太さや濃さは意識の
中心にはなく，報告できるほど意識にのぼらないこ
とが多い．よって，もし自然な読書に対して視力検
査のような観測を行ったら，誰も文字について十分
報告できず，“読めていない”ことになる．一方で，
被験者に文字のどこにいくつ穴があいているかなど
を報告してもらう課題として読書してもらえば，被
験者は自然な読書行為で抱く物語世界に関連する仮
想内容を持ちにくいだろう．
したがって，読書によって仮想される内容は，視
力検査のような外部刺激との対応づけでは定義・観
測できない．もちろん，読む本の内容によって仮想
の内容は変わるため，仮想は外部の情報と独立で
はないが，外部に十分に対応づけできる対象はな
い．これまで多くの意識の内容（“表象”として扱
われてきた対象など）は，外部刺激との対応づけに

よって操作的に定義され観測されてきた (Hubel &

Wiesel, 1962)．しかし，ここまで見てきたように，
仮想は，外部刺激との対応づけに基づく操作的な定
義や観測が難しい．
それでは，どのように仮想を研究することができ

るだろうか．本論文では，この “仮想”の特徴を議
論するために，読書時の意識内容を仮想の例にと
り，特に読者の熱中時の仮想に注目して考察する．
読者の熱中時の仮想に注目するのは以下の理由から
である．
まず，「外部情報との対応づけの強弱」あるいは

「現実との区別の程度」が異なる対象の比較によっ
て，「外部情報との対応づけが弱く」「現実との区別
がある」仮想の認知的特徴づけが可能となると考え
られる．たとえば，幻覚と空想でどのように認知的
状態が異なるのかを考えることで，「現実との区別
がないことでどのような認知的特徴が生じるのか」
という観点から仮想を特徴づけることができるだ
ろう．
次に，外部情報との対応づけが弱い対象の研究

は，研究方法が確立されているとは言えず，未だ十
分ではない．議論してきたように，読者の意識はこ
ういったこれまでの研究が手薄な，外部情報との対
応づけが弱い対象の一つの典型例である．しかも，
同様に外部情報との対応づけが弱い対象である夢や
空想は，その認知の起こる契機の特定（有無も含め
て）が困難で，外部から観測できる活動も少なく，
主観的報告や脳活動計測に頼らざるを得ない．一方
で，読書は表面的な課題は文字を読むことであり，
その読むことを契機に仮想しており，観測可能な読
者の情報も比較的豊富である．したがって，複数の
観測可能な指標を組み合わせることによって，状態
を記述できる可能性がある（この点については 3.4

で改めて議論する）．
そして，通常の読書時には「現実との区別あり」

にもかかわらず，熱中時には一時的に現実との区別
が弱まる傾向が報告されてきた（Green & Brock

(2000)など．熱中時の特徴は 2節に詳しく特徴を述
べる)．したがって，読書という同じ（外部刺激とし
ては文字，それを理解するという点で同じ）活動中
に，前述の「現実との区別の程度」が変化する対象
であり，仮想の特徴づけに有効だと考えられる．こ
のように，一つの活動中に「現実との区別の程度」
が変化する対象はそれほど多くはないと考えられる．
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たとえば，類似の熱中が起こるとされるスポーツや
作業中のフロー (Nakamura & Csikszentmihalyi,

2002) においては，「現実との区別」が弱まると課
題遂行に支障が生じるため，現実との区別が弱くな
るとは考えにくい．一方で，読書という課題は，明
確な目標やパフォーマンスで定義された課題ではな
く，また読み方に関して多くの自由度（解釈など）
を持っている．そのため，熱中時にあたかも物語の
中に入るような認知と，非熱中時に「物語を読む自
分」という現実を認識できる状態で行う課題の差
が，「現実との区別の程度」に反映していると考え
られる．このように，読者の意識は，現実との区別
が弱まっても課題に支障がなく，また入力される外
部情報の種類や表面的な行為が類似にも関わらず実
質的な課題内容が変わりうる自由度を持つ点が，仮
想を研究するために良い特徴となる．
以上の着眼に基づき，読者の熱中時の仮想を議論
し，仮想の特徴について考察を行う．まず，次節で
読者の熱中状態に関わる先行研究について簡単に概
説する．

2. 読者の熱中状態の研究の概説

読者の熱中状態を例に仮想を考えるにあたって，こ
れまで読者の熱中状態がどのように研究され，どの
ような状態とみなされてきたかごく簡単にレビュー
する（より詳しい研究の整理については小山内・楠
見 (2013) を参照）．なお，著者らは以下に紹介す
る読者の報告を中心とする研究方法とは異なるアプ
ローチで読者の熱中状態を研究してきた．著者らの
研究については 3.4で議論する．
これまで読者の熱中状態は，主に質問紙を用い
た読者の報告によって特徴づけられ研究されて
きた．たとえば，Green & Brock (2000) は移入
（Transportation）5)という読者の心的な状態を提
唱している．Green らは移入を，すべての心的シ
ステムが物語の出来事に集中する収束性の過程と
し，読書中に読者は作者が創り出した物語世界を
受け入れることに集中し，現実世界へのアクセスを
失い，現実世界の部屋で起きていることに気がつか
ないなどの状態になるとした．この移入仮説は，も
とはGerrig (1993)の読者を物語世界への旅行者と
捉える比喩的な直感に基づくものである．Green &

Brock (2000) は，この文学的な記述を元に，この

5) 以降先行研究の諸概念の日本語訳は小山内・楠見 (2013)
に準拠する．

移入状態に経験的に関連しうると考えられる要素を
元に，15項目からなる Transportation scaleを作
成し，尺度の内的整合性をCronbachの α係数で確
かめ，これを移入状態の尺度とした．移入状態は，
読者ごと読書ごとに変化する心的状態とされ，一回
の読書ごとに計測される．この尺度の項目には，た
とえば，その一回の読書に対して，「物語を読むと
きに物語内の出来事が簡単に目に浮かぶ」「部屋の
中で起きていることが気になる（反転項目）」「読ん
でいる間は物語の中に心的に没入していた」「物語
に描かれた場面の中に自分自身を思い描くことがで
きた」などがある．

Green & Brock (2000), Green & Carpenter

(2011)らの主な興味は，この移入によって読者の信
念が読後に変化するかを調べることであり，そのた
め Green & Brock (2000) では読後にこの Trans-

portation scale によって移入の程度を計測すると
ともに，読書前後に信念の変化を同じく質問紙に
よって計測し，両者の関係性を調べている．現在で
は Transportation scale は Greenら以外の研究者
も読者の熱中状態の指標として利用するなど，一定
の支持を得ている熱中状態の主な尺度の一つとなっ
ている．
また，より広く読者の読書時の反応を質問紙で調

べ，因子分析などによって読者の状態の特徴を類型
化し，その一つの類型として熱中状態を見出す研
究がある．たとえば，Miall & Kuiken (1995)の文
学反応質問紙やその日本語版文学反応質問紙 (小山
内・岡田, 2011)では，68項目（日本語版では 37項
目）に対する因子分析から読書への没頭や物語世界
への没入と解釈できる因子が見出されている．これ
らの因子の特徴は移入と類似し，日本語版の項目を
あげれば「物語を読んでいると，それが本当に目の
前にあるもののように感じられることが時々ある」
「物語や詩の情景が私にとってとても明瞭で，その
情景のにおいや手触りなどの “感触”を感じること
ができる」「読んでいる本にのめりこむあまり，完
全に我を忘れてしまうことがしばしばある」などが
含まれる．
これらの一連の研究が共通して示唆する読者の熱

中時の特徴は，物語世界の五感のイメージや登場人
物の感情などが豊かになる一方で，現実世界の自分
の状態や周囲の状況の認識は弱くなることである．
これらの傾向は，私たち多くの読者が“我を忘れた”
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読書に対して直感的には共感できる特徴であると言
えるだろう．この点を踏まえ，次節で読者の意識に
関する仮説を提示したい．

3. オブジェクト想起モデル

読者の仮想の内容に関連して，本節では 1. オブ
ジェクト性，2. 視野，3. 想起の効果の三つの仮説
を提案する．以降，この三つの仮説を合わせた仮説
をオブジェクト想起モデルと呼ぶ．
オブジェクト性とは，対象が時間的・空間的な境
界の情報からでも，内容の情報からでも同定可能
である性質を指す（内包的定義と外延的定義のよう
に）．視野とは，意識の時空間的な広さを指す．著
者らは，オブジェクト性は，物理的な物の認知をは
じめ，意識にのぼる対象が一般にもつ性質だという
仮説を持つ．視野は，その意識自体の広さであり，
これも意識の一般的な性質だと考える6)．これら二
つの性質は仮想の意識の対象と範囲それぞれに対
する基本的な性質の仮説であり，著者らは仮想の枠
組みを特徴づける基礎的な一歩として有効だと考え
る．この二つに加えて，想起の効果は，意識対象の
情報が事後的な想起によって劣化する性質であり，
一般に事後的に記憶を想起する際の効果である．想
起の効果を考えることで，オブジェクト性や視野の
特徴についてもより明確に理解することができる．
著者らは，読者の仮想に限らず一般に他の仮想も
この三つの性質を持つと考えるが，本論文では読者
の仮想を事例として，熱中・非熱中時のオブジェク
ト性・視野・想起の効果を検討することで，このモ
デルの理解を深める．以下この順に詳しく論じる．

3.1 オブジェクト性
一つめの仮説は，人の認知状態や意識の内容のオ
ブジェクト性である．オブジェクト性とは，ある対
象が，時間的・空間的な境界の情報によっても，内
容の情報によっても同定可能である性質を指す．言
い換えると，オブジェクト性を持つ対象（以降オブ
ジェクトと呼ぶ）では，境界と内容の情報は独立で
ない．この対象に対するオブジェクト性の仮説を，
本論文ではオブジェクトモデルと呼ぶ．

6) この “視野”は意識がどのように時間的・空間的に構造化
されているか，その一つの特徴とみなせる．近年Northoff
(2013) 等において，神経活動とこういった意識の時空間
的な “形式”の関係性が注目されている．なお，意識自体
も一つの大きなオブジェクトであり，オブジェクト性を有
すると考える．

図 2 Sky and Water I. (エッシャー, 2004).

図と地が入れ替わる中で，図の境界あるい
は特徴によって鳥や魚が同定される．
(M. C. Escher’s “Sky and Water I”

c©2018 The M. C. Escher Company

– The Netherlands. All rights reserved.)

オブジェクトモデルについて説明する．私たちは，
外界を自分たちの認知を通して弁別し認識する．何
かをまとまりのある一つの対象だと見なすのは，“

何か”のなんらかの特徴に注目し，その特徴によっ
て対象を弁別することによってだと考えられる．こ
のとき，弁別に利用できる特徴として，対象の内容
の情報と対象の境界の情報の二種類が考えられる．
図 2に示したエッシャーの図 (エッシャー, 2004)で
言えば，上の方の黒い部分を見て鳥だと思うのは，
羽や嘴，脚を持ち飛んでいるという鳥の内容の特徴
や，鳥らしい輪郭線という境界の情報を持つからで
あろう．
オブジェクト性は，この二種類の弁別方法が同じ

対象を同定することを意味する．言い換えると，内
容と境界の弁別が独立ではなく，対象がオブジェク
トならば，片方を定めればもう片方も定まる．著者
らはこの性質を，前述の視覚的な弁別においてのみ
ならず，多くの認知的状態の弁別や，認知的活動に
おいてみられる特徴と考える．たとえば，ある感情
の変化など人間の認知状態を別の認知状態と弁別
（どこまでがその認知状態かの境界の弁別）をする
ことは，その認知状態の内容の特徴を定めること
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と等価とみなせる．また，たとえば，言語のカテゴ
リー学習におけるカテゴリーの定義の学習と特徴空
間の設定の関係性など，より概念的な対象にもこの
特徴がみられる．言語のカテゴリゼーションの場合，
バイアスによってカテゴリーの境界の同定をある程
度行い，それを手掛かりにより精緻なカテゴリーを
境界・内容の両面から構築すると考えられる (今井,

2001)．
図 2 の鳥や魚の部分も視覚的なオブジェクトの
例であり，この場合も，鳥の内容と輪郭は独立では
ない．一番上から徐々に下段に行くにつれてこの内
容・境界の情報ともに曖昧になるため，私たちは次
第に鳥だと見做せなくなる．一方，もしこの図で鳥
の輪郭か，鳥の特徴（羽の模様など）のどちらかだ
けでも明確に提示されれば，対象が鳥であると判別
可能であろう．著者らは，意識上の対象もオブジェ
クトだと考えており，こういった視覚的なオブジェ
クトを意識上のオブジェクトの比喩だと考えること
で，意識に上る様々な対象のオブジェクト性を比喩
的に認識できると考える．
物語などの読書を考えると，読者の仮想内容も意
識の上のオブジェクトであり，オブジェクト性を持
つと考えられる．私たちがあるまとまりを持つ “何
か” を思い浮かべる時，たとえば物語の中の “竜”

を思い浮かべるとき，その何か（竜）のイメージの
時間的・空間的な境界と竜のもつ特徴（空を飛んで
いて，鱗があって，蛇に似ていて，大きくて...）は
切り離して想像できない．たとえば，空間的には，
竜の輪郭線はその竜の表面の特徴（鱗など）の構成
によって定まるので，これを独立に決めることはで
きない（真空のような領域ができてしまうだろう）．
またもし，前述のようにその竜が主人公の友達にな
り異世界を旅すれば，あたかもその世界が時間的・
空間的にある程度連続的な広がりをもって感じら
れる．場面の転換までの時間的・空間的な境界を考
えると，その境界は物語の内容（ストーリーや場面
場面のイメージ）のまとまりによって定まる．した
がって，文章や物語のレベルでも読書時の仮想内容
はオブジェクトであると考えられる．

3.2 視　野
次に，“視野”の仮説を提案する．この仮説は，読
者の熱中・非熱中時の仮想内容の違いに関連する．

2節に紹介したように，読者は熱中状態で物語世

界に集中し，物語のイメージが鮮明になる一方で，
自己への気づきが弱くなったり，現実世界の認識が
弱くなる．これらの特徴は，読者の意識が物語世界
に限定され，いわば意識の時間的・空間的な範囲が
狭まっていると解釈できる．この意識の時間的・空
間的な範囲のことを “視野”と呼び，意識が “視野”

のような形式を持つと考える仮説を視野の仮説と
する．
たとえば，先行研究の報告によると，読書をそれ

ほど熱中せずにしている際には，周囲の環境の情報
（たとえば外の音など）や，物語の全体の構造が認
識される（レビューとして小山内・楠見 (2013)）．
一方で，読書に熱中していると，読んでいるその時
点のその物語のイメージは鮮明に感じられるが，現
実世界の周囲の情報や，物語の全体的な構造はあま
り認識されない．このように，伸び縮みする意識の
範囲を “視野”と呼ぶのである．この視野自体もオ
ブジェクトであって，視野に入っている内容と視野
の境界は独立ではない．また，“視野”は意識の範
囲なので，この視野の大きさの変化は，視野内のオ
ブジェクトの大きさや数の変化によって考えること
ができる．
この意識の “視野”という考え方は，たとえば視

覚処理に関する，二瀬 (1998)による空間的にグロー
バル/ローカルな視覚的刺激への反応に関する議論
からも比喩的に類推される．これは，空間的にグ
ローバルな刺激とローカルな刺激の認識の速さが
条件によって変化する認知についての研究であり
(Navon, 1977)（たとえば，小さい “H”を点代わり
に繋げて書かれた “O”を見たときに，どちらのアル
ファベットが先に認識されるかは，両アルファベッ
トのサイズの絶対値・相対値や小さいアルファベッ
トの密度，視野内の位置に依存するとされる），そ
の神経基盤の違いも指摘されてきた (二瀬, 1998)．
これらのグローバル/ローカル刺激に対する処理の
優先度の変化に関する知見は，視覚処理に関するも
のである．もし意識上のオブジェクトの性質が，こ
れら視覚処理に関する知見と関連があるとすれば，
著者らのモデルにおける “視野”の考え方と整合的
である．
この視野を仮定すると，読者の熱中時/非熱中時

の意識の内容は，図 2と同じようにオブジェクトの
同定に関わる境界と内容の比喩を用いて，図 3 の
「1.読書中各時点」の行の意識のように表現できる．



194 Cognitive Studies June 2018

図 3 オブジェクト想起モデル：熱中時/非熱中時
の意識と事後にそれを想起する際の意識．

図 3は 2 × 2の表になっている．1行目は，a列の
熱中時，あるいは b 列の非熱中時のある瞬間の意
識上のオブジェクトを表す．2行目は次節で説明す
る事後的な想起時の意識のオブジェクトである．

(1, a)は熱中時に読書している各時点の意識を表
す．時間的・空間的に視野は狭く，広げることがで
きず，まさにその読書中各時点の物語世界の情報の
みに集中している．視野内の意識ははっきり認識で
き，意識の内容である葉の細かい葉脈がはっきりわ
かり，葉であること（オブジェクトが何であるか）
が推定できる．(1, b)は非熱中時に読書している各
時点の意識を表す．視野は可変で時空間的に広くも
狭くもでき，前後の時間を含めてある程度の時間幅
をもって自身の意識をはっきり認識できる．意識の
内容である葉の葉脈，および意識の複数の内容の境
界として葉の輪郭を認識できる．(1, a)と (1, b)の
違い，つまり視野の可変性と狭さが熱中時と非熱中
時の意識の違いであるとするのが，オブジェクト想
起モデルの読者の熱中に対する 1 点目の主張であ
る．熱中時の方が鮮明なイメージを抱くように感じ
るのは，視野が時空間的に狭く注意が集中すること
に対応し（葉脈がクローズアップされる），メタ認
知が弱くなるのは意識の時間幅が小さくなり文脈が
失われることに対応する．読者の仮想の内容の特徴
も，この意識の内容の熱中時・非熱中時の特徴と対
応させて考えることができる．

3.3 想起の効果
想起の効果とは，事後的に意識のオブジェクトを
想起した際に，オブジェクトの情報が劣化する効果

を指す．このモデルでは，情報の劣化を，意識のオ
ブジェクトの内容も境界も細部・詳細が曖昧になる
効果として捉える．図 3の 2行目は 1行目の読書時
の “各時点”の意識の内容を事後的に思い出した際
の意識の内容を示す．1行目の情報が想起の効果で
劣化するため，意識のオブジェクトの内容も境界も
その細部・詳細が曖昧になる．想起は事後的に行い，
すでに非熱中時であるため，熱中時の想起であって
も熱中していた“各時点”のみならず，ある時間幅
にわたる意識上のオブジェクトを想起する（視野に
いれる）ことが可能である．

(2, a)はこの事後的（非熱中時）に想起した熱中
時の意識のオブジェクトを表す．オブジェクトの内
容の情報が劣化し，もとのオブジェクトを推定する
ことが難しい．一方，(2, b)は事後的に想起した非
熱中時の意識のオブジェクトを表す．想起の効果に
よって細部や詳細の情報が劣化し，オブジェクトの
内容の情報からオブジェクトが何かを推定すること
は熱中時と同じく難しいが，オブジェクトの境界の
情報は細部・詳細が劣化しても堅牢なため，この境
界の情報からオブジェクトを推定することができる
（輪郭から葉だとわかる）．これは，時間的・空間的
に連続であるオブジェクトの境界の情報を用いたオ
ブジェクトの推定であり，読書時の物語のすじなど
のグローバルな構造や前後の自分の意識のオブジェ
クトの情報から読書中各時点のオブジェクトを推定
することに該当する．
まとめると，想起の効果の仮説の要点は，事後的

な想起では，オブジェクトの内容の情報が大きく損
なわれるのに対し，境界の情報は比較的よく保存
される点にある．読者の意識および仮想内容のオブ
ジェクト性と視野の仮説にこの想起の効果を合わせ
ると，事後的な想起では，熱中時の意識のオブジェ
クトは推定が困難で，非熱中時の意識のオブジェク
トは比較的推定が容易と考えられる．
この想起の効果による情報の劣化は多くの記憶の

研究が報告する内容と対応する．たとえば，事後的
な想起時に，記憶は本人の持つスキーマやステレオ
タイプに合うように改変されることが知られてい
る (Bartlett, 1933)．また，近年では，ソース・モ
ニタリング・エラーという，記憶の情報源（現実世
界で起こったことなのか，内的に考えただけなのか
など）の認識に関するエラーについて多くの研究が
行われている (金城, 2001)．金城 (2001)は，ソー



Vol. 25 No. 2 読者の熱中に伴う仮想の変化 195

ス・モニタリング・エラーの原因を (a)記銘時の問
題，(b)記憶保持の際に生じる問題，(c) 記憶の検
索および判断で生じる問題の三種類に分けた．彼
女は，(a)記銘時の問題では情動を喚起するような
事象に関するソース・メモリが不正確になること
(Johnson, Nolde, & De Leonardis, 1996) や，(b)

記憶保持の際に生じる問題では，時間的に連続する
出来事によって，保持される記憶が変化することな
どを指摘している．
これらの記憶の研究の知見と，読者の熱中時の意
識のオブジェクトの想起を関連づけると，以下のよ
うな想起による情報の劣化が考えられる．i）各読
者の持つ「熱中状態」のステレオタイプのイメージ
のために，事後的に想起される「熱中時の意識」の
特徴が変化しうる．ii）強い情動を抱くことで複数
の種類の情報の記憶が難しくなる（ソース・メモリ
の研究では，情報のソースが記憶されないなどある
種の情報が選択的に劣化している）．iii）読者は時
間的に熱中時と連続する非熱中時の情報を使って熱
中時のオブジェクトを誤って推定しうる（記憶保持
の際のエラーや検索・判断時のエラー）．これらの
劣化は想起の効果の一種と考えられ，たとえばオブ
ジェクトの内容を誤って想起する原因になりえる．
オブジェクトの境界の情報が比較的保存されると考
えるのは，境界は時間的・空間的にオブジェクトが
連続的に変化しているという制約の仮定を利用でき
るため，一部にエラーが起こっても前後情報から補
完できることに対応すると解釈できる．

3.4 読者の熱中状態を調べるための仮説として
オブジェクト想起仮説が正しいとすると，読者の
熱中時の仮想内容を読者本人に事後的に高い信頼
性をもって報告してもらうことは難しいと考えられ
る．なぜなら，3節で議論したように，熱中時の意
識は視野が狭いため，事後的な想起において対象を
有効に推測できる境界の情報を十分含まない．その
ため，事後的な想起によって，熱中時の仮想内容を
高い信頼性をもって思い出す（推定する）ことがで
きない．むしろその前後の非熱中時の意識内容から
補填するなど擬記憶によって誤って報告される可能
性も考えられる．
このことは，2節に紹介した読者の質問紙報告に
依拠した熱中状態の特徴づけや分類について見直す
必要があることを示唆する．もし，読者の熱中時の

意識内容についての報告の信頼性が低いならば，ど
のように読者の熱中状態の意識の特徴を調べること
ができるだろうか．
著者らは，これまでこの課題に対し，そもそも

「読者の熱中状態は何らかの一貫した認知的状態な
のか」という点から調べてきた．読者の報告の信頼
性が低いということは，各々が「自分は熱中してい
た」と言語的に報告をしても，それが同じ状態を指
しているか不明であることを示唆する．よって，一
度前提に立ち返り，多くの読者が感じ，報告してき
た「読者の熱中状態」が何らかの一貫性をもつ状態
として特徴づけ可能な対象か調べる必要があると考
えた．一貫性を調べることで，同時にその一貫性の
基準が熱中状態の特徴づけとなる．
この検証のために，著者らは熱中状態に関係しう

る読者の複数の主観的・客観的指標の関係性を調べ
た (布山・日■, 2016; Fuyama & Hidaka, 2016)．
具体的には，読者の熱中度報告，心拍数，加速度，
身体動作，読解時間の時間変化を観測し，これらの
時間的な相関を調べた．そして，もしこれらの複数
の指標の間に一貫した関係性があるならば，熱中状
態の類似の側面を観測したと見なし，この意味で一
つの一貫性をもつ熱中状態が示唆されると考えた．
たとえば，読者が熱中していたと報告した時点の多
くで，読者の身体状態が特定の状態になるならば，
読者の熱中の報告はこの身体状態と相関する意味で
一貫性を持って行われたと考えられる．そしてこの
身体状態が熱中状態と関連する可能性がある指標な
らば，読者の熱中状態は，報告とこの身体状態の関
係性の意味で一貫性を持つ状態と見なせると考えら
れる．
著者らの実験結果から，読者の熱中度報告と心拍

数・身体動作・読解時間の間にそれぞれ有意な関係
性が確認された．この結果は，読者の熱中状態がこ
れらの指標間の関係性の意味で，ある一貫した状態
であること，またこれらの関係性によって記述可能
であることを示唆する．加えて，これらの指標が熱
中状態のある側面を記述することから，指標の意味
の解釈によって，読者の熱中状態は交感神経優位で
フロー状態 (Csikszentmihalyi, 1990) に類似の身
体状態であり，予測可能性に関連する読解処理の変
化を伴うことが示唆された．
この読者の熱中状態の研究方法は，読者の熱中/

非熱中状態の切り変わり（境界）を，複数指標の変

日髙
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化の関係性を基準に弁別する．そして，その弁別に
用いた指標の意味によって熱中状態の特徴づけを行
なう．これは，読者の熱中状態という認知的な状態
もオブジェクトであり，境界と内容の同定が独立で
ないことを利用した方法と解釈できる．この方法を
用いることで，読者に直接熱中時の自身の状態（仮
想の特徴の変化を含む認知状態の変化）を信頼性
高く報告してもらうことが難しくても，読者の熱中
状態を弁別し，特徴づけることができる．この方法
を応用すれば，読者の報告の信頼性の多寡が検討で
き，読者の熱中時の仮想の特徴変化についても検討
する手立てとなりうることが期待できる．
読者の仮想内容，また一般に仮想の内容は，クオ
リアのような主観的な意識の要素を含み，まさに、
そ
、
の
、
内
、
容を他者に伝えたり，客観的に観測すること

は難しいと考えられる．加えて，オブジェクト想起
モデルが示唆するように，読者の熱中時の仮想に対
する報告は信頼性が高くなく，本人の報告内容を信
じてよいか報告のみでは判断できない．こういった
条件においても，オブジェクト想起モデルが妥当で
あれば，複数指標の関係性等を用い，仮想内容の変
化を伴う人の状態変化（読者の熱中/非熱中の変化）
の境界を，直接その認知の内容の特徴を問わずに調
べることができる7)．

4. オブジェクト想起モデルの検証方法の
提案

オブジェクト想起モデルの検証の一歩として，著
者らはオブジェクト性の仮説検証の方法を大きく分
けて二種類考えている．一つめは読者の仮想内容
が明らかにオブジェクトである物理的な身体と対応
づくか検証する方法，二つめはオブジェクトとは何
かを理論的により明確にする方法である．順に説明
する．

4.1 仮想的な身体とそのオブジェクト性
一つめの方法は，物語理解において登場人物の行
動を読者が自身の運動野等を使ってシミュレーショ
ンしているという仮説 (Speer, Reynolds, Swallow,

&Zacks, 2009)を利用するものである．Speer et al.

7) ここでは二種類のオブジェクトが議論されていること
に注意．読者の仮想内容と読者の熱中/非熱中状態，それ
ぞれがオブジェクトである．ただし，互いに，仮想内容の
特徴が読者の熱中/非熱中時で変化するという関係性を仮
定している．

(2009) では読書中の fMRI 画像を分析し，読んで
いる内容に応じて読書中の読者の脳活動部位が変化
することを示した．特に，登場人物の行動を読む際
には，自分がその行動を行う場合と同じ脳部位が活
動していた．たとえば，登場人物が物を掴む記述を
読むと，手に関連した運動前野や体性感覚野が活動
した．加えて，登場人物について理解する際には共
感などの社会性認知に関連する島などの活動も確認
された．米田 (2014) が指摘するように，こういっ
た登場人物という他者の理解は社会性認知の観点か
らも注目されている．
一方で，これらの運動前野や島などの脳部位は，

自身の身体の認識，特にその身体が自己の身体であ
るという認識（身体保持感や運動主体感など）に関
わるとされる (Gallagher, 2000; Tsakiris, 2010)．
これらの知見から，著者らは，物語理解時の登場人
物の表象は，読者自身の身体の表象の認知に類似し
た方法で，仮想的身体として構築されている可能性
があると考える．
現実世界にある読者自身の身体は明らかにオブ

ジェクト性を持ち，その自身の身体の認知もオブ
ジェクト性を持つと期待できるので，もし物語世界
の登場人物という仮想内容がこれに対応づけられる
ならば，仮想内容がオブジェクト性をもつ一つの傍
証になるだろう．この対応づけは，たとえば，前述
の fMRIによる脳活動の観測に加えて，読者の物語
理解時の身体保持感や運動主体感の変化を調べるこ
とで検証可能だと考えている．もし読者の身体的自
己の認識が物語理解によって仮想内容に影響されて
変容すれば，仮想内容も身体の認識と類似の形式を
持つと期待でき，オブジェクト性の一つの傍証とな
りうる．

4.2 オブジェクト性の理論的な精緻化
二つめの方法は，“オブジェクト”についての理論

的な精緻化である．本論文でのオブジェクト性の定
義は「対象の境界と内容の同定が独立でない」「境
界か内容のどちらかで対象が同定可能」な性質，と
いう概念的な暫定的定義である．より正確に，境界
と内容とはどのように表現できるのか，両者がどの
ように関連している場合に対象はオブジェクト性を
持つのか，などオブジェクト性についての理論的な
精緻化が望まれる．
このオブジェクトの理論的な精緻化に関連する研
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究として統合認知 (横澤, 2014, など)が考えられる．
統合認知の分野では，複数種類の主に知覚情報の統
合について研究がなされてきた．たとえば，意識に
上る視覚的な情報は，ある対象の輪郭とその色など
の特徴を分離して知覚できず，オブジェクト性を有
すると考えられる．初期知覚野では，線分の方向や
色など特徴ごとに異なる脳領域で別々に処理される
ことが知られており，いかにして主観的な視覚情報
としてこういった異なる特徴が統合されるのかが議
論されてきた．共感覚なども色-文字の情報を統合
しており，一つの統合認知の例である (横澤, 2014)．
この複数の情報の “統合”を別の見方で考えると，
オブジェクトの境界はどのように決められるのか，
すなわちどのようにして情報のあるまとまりの境
界が規定されるのか，という問いが立つ．情報の
統合の程度を基準として意識の量を測る Integrated

Information Theory(Tononi & Massimini, 2013)

の一部や，多変量の情報分割と認知の関連性の理論
的示唆 (日■, 2017) がこの問いに関連する可能性
があるだろう．また，著者らは辺の長さを有する無
向グラフにおける動的な自由度を測る理論である
Rigidity matroid(Graver, 1991)と，本稿で提案す
るオブジェクト性との関係を探っている．Rigidity

matroid における剛体とは，互いに制約すること
で，ある空間内で同じ挙動を示す部分集合のことで
ある．この部分集合は，空間内の自由度（ランク）
から内包的に定義することと，それと同値な独立集
合を列挙して外延的に定義することができ，本稿で
想定するオブジェクト性を満たす．それに加えて，
剛体性は一つの頂点や辺など局所な特性で定まら
ず，ある種の全体性を持つ．この点でも，オブジェ
クトの概念の理論的基礎として有力であると著者ら
は考えている．
以上を一つの手がかりとして，オブジェクト性のあ
る側面を表現する計算論的な理論とその具体的な計
算方法の構築が進めば，“オブジェクト性”とはどの
ような性質なのかより明らかになると期待できる．

5. まとめ

本論文では，“仮想”を研究対象とし，その仮想の
一例としての読者の意識を取り上げ，オブジェクト
想起モデルを提案し議論した．読書行為は “文字”

を読んで “物語世界” を仮想する認知過程を含む．
その読者の仮想内容の特徴が熱中時/非熱中時でど

のように変化する・しないかを考えることで，オブ
ジェクト想起モデルの理解を深めた．このオブジェ
クト想起モデル，とくにそのオブジェクト性や視野
の仮説は，仮想内容に対する制約条件と見なせる．
加えて，オブジェクト性を認知的な状態の切り替わ
りにも仮定することで，本質的に主観的な経験であ
る仮想に対する一つのアプローチとして，読者の報
告のみによらない熱中状態の弁別可能性や特徴づけ
の可能性を示した．最後に，このオブジェクト性の
検証について二つの構想を示した．
仮想は私たちが日常的に行なっている行為である

と思われるが，今のところ定義は暫定的であり，“仮
想とは何か”という良い計算論レベルの定義はでき
ていない．今後，オブジェクト想起モデルを始めとし
て，一つ一つその特徴を調べながら，仮想とは何か，
記憶や言語といった他の認知的な能力とはどのよう
に関係するのか，その神経基盤はどのようになって
いるのかなど，明らかにすべく研究を進めたい．
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grande. Baldini & Castoldi. (花本 知子 訳
(2015),『意識はいつ生まれるのか–脳の謎に挑
む統合情報理論』, 東京: 亜紀書房).

日髙

日髙



Vol. 25 No. 2 読者の熱中に伴う仮想の変化 199

Tsakiris,M. (2010). My body in the brain: A neu-

rocognitive model of body-ownership. Neu-

ropsychologia, 48 (3), 703–712.

横澤一彦 (2014). 統合的認知.『認知科学』, 21 (3),

295–303.

(Received 14 July 2017)

(Accepted 24 Nov. 2017)

布山 美慕 (正会員)

平成 18年京都大学理学部卒業．
平成 20年京都大学大学院理学研究
科物理学修士課程修了．同年アク
センチュア株式会社にて戦略コン
サルタント，同年から平成 23年ま
でナルックス株式会社にて研究開

発職．平成 23年大阪大学大学院文学研究科に入学
し読書の研究を始め，平成 25年同修了．平成 28年
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後期博士
課程単位取得退学，平成 29 年同大学博士（学術）
取得．物語の理解，忘我，自己変容の関係性の解明
を目指して，内観報告，読解処理，身体状態など相
補的な指標間の関係性に注目して研究を行う．

日■ 昇平 (正会員)

平成 14 年九州大学理学部生物
学科卒業．平成 19 年京都大学大
学院情報学研究科博士後期課程修
了，同大学博士（情報学）取得．平
成 20 年 Indiana University にて
博士研究員．平成 22年北陸先端科

学技術大学院大学知識科学研究科助教．平成 29年
同准教授．言語・認知発達、意味認知の計算論的メ
カニズムの解明を目的に、心理学実験・情報理論・
機械学習・非線形時系列解析などを駆使した研究を
行う．

日髙


