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●研究論文●

　
姿勢間結合処理の効果：
プローブ再生課題を用いた検討

井藤 寛志・齋藤 洋典・白石 知子・山本 裕二　

In order to learn novel actions, it is essential to observe and imitate similar ac-

tions performed by other individuals. Two experiments were conducted to investigate

whether the participants bound together five meaningless postures during observation.

The participants were divided into three groups according to the experimental con-

ditions: the observation of postures, the imitation of postures, and the imitation of

postures including the arm movements between subsequent postures, respectively. The

participants’ task was to memorize five sequentially-presented meaningless postures,

after which the participants were either to recall the subsequent posture neighboring

the one presented (Experiment 1), or to recognize and recall the same postures (Ex-

periment 2). The participants were asked to discern the strategy judgments (visual

or verbal encoding) they used for each trial. A number of joints functioning in the

changes in the neighboring postures (1- and 4-step conditions) were manipulated. The

results of Experiment 1 and 2 indicated that the correct recall rates (the binding effect)

under the 1-step condition were higher than the 4-step condition in the imitation and

the movement imitation groups, but that the binding effect was not to be found in the

observation group. However, in both Experiment 1 and 2, binding effects were found

in the correct recall rates in all three groups based on the visual encoding when the

verbal encoding had been eliminated. The results suggest that observation elicits the

binding between neighboring meaningless postures regardless of the imitation of body

movement.

Keywords: binding（結合処理）, observation（観察）, imitation（模倣）, human body

posture（姿勢）

1. はじめに

行為 (action)の学習には，いかに観察し模倣する
かということが重要な役割を果たす．近年，行為の
観察と模倣に関する脳神経基盤としてミラーニュー
ロン・システムが注目されている (Buccino, Vogt,

Ritzl, Fink, Zilles, Freund, & Rizzolatti, 2004;

Rizzolatti & Craighero, 2004)．

Binding Effect of Neighboring Human Body Postures:
Evidence from a Probe Recall Task, by Hiroshi Ito,
Hirofumi Saito (Graduate School of Information Sci-
ence, Nagoya University), Tomoko Shiraishi (Aichi
Prefectural College of Nursing & Health), and Yuji
Yamamoto (Research Center of Health, Physical Fit-
ness, and Sports, Nagoya University).

ヒトは到達把持運動のような有意味な身体運動
と同様に，無意味な身体運動をも模倣し得る．しか
し，模倣に関する先行研究では，有意味な身体運動
が模倣対象として主に用いられており，無意味な身
体運動の模倣メカニズムに関しては未解明の部分が
多く残されている．このメカニズムの解明には，ま
ず，ヒトが模倣対象の観察においていかなる処理特
性をもつのかを行動レベルで明らかにすることが必
要とされる．
そこで，本研究では，ヒトが必ずしも身体運動と

して捉える必然性を持たない複数の無意味な姿勢
を，観察と模倣の組合せに基づき一連の身体運動と
して「つないで」捉える結合処理特性について検討
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を加えた．
複数の実験心理学的研究が，ヒトの異なる姿勢

（静止画像）を継時的に呈示し，姿勢に対する結合
処理特性を検討している（井藤・齋藤・白石・山本,

2003; Kourtzi & Shiffrar, 1999; 齋藤・白石, 2002;

Shiffrar & Freyd, 1990; 白石・齋藤, 2002）．例え
ば，Shiffrar & Freyd (1990) は，被験者に 2種類
の姿勢の写真を継時的に，長短 2種類の刺激呈示開
始間隔 (SOA: 750ms と 150ms) のいずれか一方
で呈示した後に，2種類の線画を用いた強制 2肢選
択課題を実施した．被験者の課題は，知覚された見
かけの身体運動（仮現運動）の経路上に位置する姿
勢を 2種類の線画から選択することであった．選択
肢として与えられた 2種類の姿勢の一方は，先行呈
示された姿勢とは解剖学的に連続し得ないが，最短
の身体運動経路上に位置する姿勢であり，他方は解
剖学的に連続し得るが相対的に長い身体運動経路上
に位置する姿勢であった．実験の結果，短い SOA

条件では，被験者は，解剖学的な制約に反した最短
の身体運動経路上の姿勢を選択する傾向を示し，逆
に，長い SOA条件では，解剖学的な制約に従う長
い経路上に位置する姿勢を選択する傾向を示した．
この実験結果は，ヒトの視覚システムが，身体構造
の制約に関する知識を利用することが可能な時間を
与えられると，身体構造の制約に適合する仮現運動
の経路を選好することを示唆する．すなわち，観察
対象の身体特性についての知識が，観察対象の認知
に関与すると考えられる．
さらに，最近の複数の研究は，仮現運動が生じない

刺激呈示条件下（SOA: 1500msあるいは 2000ms）
において，ヒトが複数の無意味な姿勢を一連の身
体運動として捉えることを指摘している（井藤他,

2003; 齋藤・白石, 2002; 白石・齋藤, 2002）．この姿
勢間の結合処理の生起には，観察対象が作り出す身
体運動とは直接関係しない身体運動に関する知識の
多寡が関与するだけではなく（齋藤・白石, 2002），
より一般的な身体運動の経験が関与することが報告
されている（白石・齋藤, 2002）．また，姿勢間結
合処理の生起には，姿勢が実写映像であるという材
料特性や姿勢の観察方向などの複数の要因が関与す
ることが指摘されている（井藤他, 2003）．
そこで，本研究では，3 次元コンピュータグラ

フィックス (CG)を用いて刺激材料を統制し，先行
研究（井藤他, 2003; 齋藤・白石, 2002; 白石・齋藤,

2002）の課題に改良を加えた上で，無意味な複数
の姿勢を一連の身体運動として捉える結合処理が，
隣接姿勢の再生に有効か否かを検討した．まず，齋
藤・白石 (2002) が用いた姿勢材料と実験課題につ
いて述べ，次に，本研究における実験課題の変更点
を述べる．
齋藤・白石 (2002)は，看護大学生と一般大学生

に姿勢の摸倣を求めない観察条件下で，まず，左右
非対称な 7 種類の正面姿勢（観察対象となる人物
の前額面の実写映像）を継時的に呈示し，その直後
に，解答用紙に印刷されたそれらの全姿勢を手掛り
として与え，姿勢の呈示順序の再構成を求める手掛
り再構成課題を実施している（以下，この課題を単
に再構成課題と呼ぶ）．彼らは，隣接する姿勢間の
変化に関わる関節の数を運動ステップ数と定義し，
この運動ステップ数の多寡が姿勢系列の再構成成績
に及ぼす影響を検討している．実験の結果，看護大
学生では，運動ステップ数が相対的に少ない容易条
件（平均 2ステップ）と多い困難条件（平均 2.3ス
テップ）における正答率に差が認められないが，一
般大学生では，困難条件における正答率が容易条件
のそれよりも低いことが確認された．彼らは，この
結果に基づき，身体運動に関する看護知識が隣接姿
勢間の関係を推定することに役立っており，そうし
た看護知識を持つ大学生では，姿勢を一定のまとま
りのある視覚パターンとして捉え，そのまとまった
視覚パターン間をなめらかにつなぎあわせて補完
する統合的な処理が生起するという仮説を提起して
いる．
しかしながら，彼らの実験は再構成課題の特性に

よる 2 種類の制約を受けている．第 1 に，再構成
課題には，隣接姿勢の直接的な結合と，複数の隣接
姿勢結合の再構成とが含まれており，この 2次的な
結合によって再構成課題の成績が左右される可能性
を残している．第 2に，再構成課題を用いた彼らの
実験は，観察に基づく姿勢の結合処理が，姿勢画像
の再構成に有効であることを紙面上で検討している
が，その結合処理が，観察者自らの身体を用いた隣
接姿勢の即時的な再生に有効であるか否かを明らか
にはしていない．
そこで，本研究では，特定の隣接姿勢のみを直接

的に再生する課題を用いて，姿勢間結合処理の特性
について検討を加えた．具体的には，被験者に複数
の姿勢を継時的に呈示し，その後に系列内の特定の
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姿勢をプローブ（探索手掛り）として与え，そのプ
ローブ姿勢に隣接する後続姿勢を観察者自らの身体
を用いて再生するプローブ再生 (probe recall)課題
を実施した（以下，この課題を本研究では単に再生
課題と呼ぶ）．
本研究の主要な目的は，姿勢の観察に基づく結合

処理特性の解明にある．姿勢の観察のみを求められ
る条件では，観察者は自らの身体を用いて観察姿勢
を模倣することが禁じられている．本研究では，姿
勢の観察に基づく結合処理と，姿勢の模倣に基づく
結合処理との関係を再生成績の量的側面から明らか
にするために，姿勢を単に観察する群（観察群）と
は別に，姿勢のみを模倣し，隣接姿勢間では運動し
ない群（姿勢模倣群）と，姿勢と隣接姿勢間とを連
続的な運動によって模倣する群（運動模倣群）とを
設定した．なお，これら 3群の被験者が，各姿勢系
列の処理において視覚的イメージと言語的符号化の
いずれの方略に依存したかを，強制 2肢選択課題を
用いて確認した．
本研究では，姿勢間変化が小さく，姿勢間結合が

容易な運動ステップ数 1 の条件と，姿勢間変化が
大きく，姿勢間結合が困難な運動ステップ数 4の条
件とを設けた（以下，運動ステップ数を本研究では
単にステップ数と呼ぶ）．そして，この 4ステップ
条件での再生成績を基準 (base line) として，1 ス
テップ条件の再生成績が 4ステップ条件のそれより
も高い値を示すことを操作的に結合処理効果と定義
した．
観察群，姿勢模倣群，運動模倣群における 1 ス

テップ条件と 4ステップ条件の再生反応パターンに
関して，3種類の結果が予測される．
( 1 ) もし，姿勢の観察が結合処理を生起させるな

らば，姿勢の観察を共通に含む 3群のすべて
において結合処理効果が認められる．

( 2 ) もし，自らの身体を用いた姿勢の模倣が結合
処理の生起に不可欠であるならば，姿勢模倣
群と運動模倣群において結合処理効果が認め
られる．

( 3 ) もし，姿勢間をつなぐ実際の身体運動の生成
が結合処理の生起に不可欠であるならば，運
動模倣群でのみ結合処理効果が認められる．

これら 3種類の予測をそれぞれ姿勢観察仮説，姿
勢模倣仮説，運動模倣仮説と呼ぶ．
さらに，再生成績の量的側面に関して，もし，姿

勢の模倣と，隣接姿勢間の身体運動の生成とが姿勢
の再生に寄与するならば，正再生率は運動模倣群で
最も高く，観察群で最も低く，姿勢模倣群で両群の
中間値を示すと予測される．

2. 実 験 1

2.1 方　法
2.1.1 被験者
大学生 33名（男性 21名，女性 12名）が個別に

実験に参加した．

2.1.2 実験計画
ステップ数 (1, 4) と模倣タイプ（観察，姿勢模

倣，運動模倣）からなる 2要因混合計画を用いた．
第 1 要因は被験者内要因であり，第 2 要因は被験
者間要因であった．

2.1.3 材　料
本実験では 63種類の左右非対称な正面姿勢を刺

激セットとして用いた．各姿勢は肩関節の外転と
肘関節の屈曲とによって作り出される上肢の上げ
下げから構成され，それらは CG 画像作成ソフト
（Shade R5，エクス・ツールス社製）を用いて作成
された．個々の画像の大きさは，姿勢を形成する四
肢の位置関係によって異なり，最小 5.5× 3 cm，最
大 8.5× 7 cmであった．

63種類の姿勢から 5種類が選択され，1姿勢系列
が作成された．各姿勢系列は，隣接姿勢間のステッ
プ数が常に 1 となるか，4 となる姿勢の組合せに
よって構成され，両ステップ数の条件に各 12種類
ずつの姿勢系列が作成された．図 1は姿勢系列の 1

例を示す．
再生を促すプローブには，系列の最後尾に位置す

る第５番目の姿勢を除く 4種類の系列位置（第 1番
目から第 4番目）に出現する姿勢が用いられた．系
列位置効果を考慮し，1ステップ条件は，第 1番目
と第 4番目の姿勢がプローブとなる各 2試行（合計
4試行）と，第 2番目と第 3番目の姿勢がプローブ
となる各 4試行（合計 8試行）とから構成された．
同様に，4ステップ条件が構成された．なお，同じ
姿勢が，同一姿勢系列内で 2度呈示されることはな
く，全姿勢系列を通して 4回以上呈示されることは
なかった（平均呈示回数 1.9回）．
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図 1 呈示された姿勢系列の例．上段の 5種類の姿勢は 1ステップ条件の系列を，
下段の 5種類の姿勢は 4ステップ条件の系列を示す．

2.1.4 手　続
姿勢系列を構成する 5 種類の静止画像が，計算

機（VXJ-PBZ-0337004，エーワン社製）によって，
被験者から約 50 cmの距離に位置する 15インチの
CRT（FlexScan E57Ts，EIZO社製）上の中央に
継時的に呈示された．
1実験試行は，5種類の姿勢の記銘を求められる

記銘段階と，プローブ姿勢に後続する姿勢の再生を
求められるテスト段階とから構成された．そして，
1実験試行の終了後に，各再生反応に対する確信度
と，記銘段階で用いた処理方略に関する評定判断が
求められた．
( 1 ) 記銘段階: ビープ音と注視点 (∗)が試行の開

始を告げる合図として同時に 1 秒呈示され
た．3 群の全被験者は 1 秒のブランクの後，
5種類の姿勢を継時的に呈示された．各姿勢
の呈示時間を 1 秒，刺激間間隔を 3 秒とし
た．ただし，姿勢模倣群と運動模倣群の被験
者は記銘段階で姿勢の観察を行いながら，5
種類の姿勢を「鏡映像」として模倣すること
を求められた．姿勢模倣群は，各姿勢を模倣
した直後に両手を膝の上に戻して待機し，各
姿勢間をつなぐ手の運動を行わないことを求
められ，運動模倣群は，姿勢の模倣後に手を
戻さずに，各姿勢間をつなぐ手の運動を行い
続けることを求められた．

( 2 ) テスト段階: 第 5番目の姿勢が呈示された後
に，3秒のブランクをおいて，系列内の 1種
類の姿勢がプローブとして CRT上の左位置
に呈示された．被験者の課題は，プローブ姿
勢に後続するターゲット姿勢の「鏡映像」を

自己の身体によって再生することであった．
ターゲット姿勢の再生に対する時間制限は
与えられず，プローブ姿勢の呈示は被験者の
キー押し反応によって停止された．再生反応
に対する正誤のフィードバックは与えられな
かった．被験者が再生を実施する様子は，彼
らの承諾を得た上で，ビデオカメラで記録さ
れた．

( 3 ) 評定段階: 4段階の確信度評定項目（1: 全く
自信がない，2: 自信がない，3: 自信がある，
4: 非常に自信がある），および使用方略の選
択項目（1: 視覚イメージ，2: 言語）は CRT
上に呈示された．視覚的イメージ方略とは，
それぞれの姿勢を視覚的なイメージとして処
理することを指し，言語的符号化方略とは，
それぞれの姿勢に対する言語表現（「ウェイ
トレス」や「9時」など）を与えることを指
す（以下，それぞれの方略を視覚方略および
言語方略と呼ぶ）．被験者の評定判断はキー
押し反応によって記録された．これらの評定
判断には時間制限は設けられなかった．方略
判断に続く試行間間隔は 10秒であった．

各被験者は，2回の練習試行の後，本試行に参加
した．本試行における姿勢系列の呈示順序は，被験
者ごとに無作為化された．各被験者が全実験の遂行
に要した時間は約 30分であった．

2.2 結果と考察
2.2.1 全正再生反応に基づく分析
被験者の再生姿勢の正誤は，ビデオカメラによる

各被験者の記録を利用して，実験者が事前に作成し
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図 2 実験 1 における運動模倣群，姿勢模倣群，
観察群の平均正再生率．エラーバーは標準
偏差を示す．

た評定基準に基づいて評定された．具体的には，手
指の形態，上肢の左右上下の向き，上肢の空間配置
のいずれか 1種類に誤りが認められた再生姿勢を誤
反応とし，各被験者の正再生率が算出された．図 2

は，3種類の模倣タイプ群（観察，姿勢模倣，運動模
倣）の平均正再生率を，2種類のステップ数条件別に
示す．3群の正再生率において結合処理効果が認め
られるか否かを検討するために，模倣タイプ (3)×
ステップ数 (2)からなる 2要因の分散分析を実施し
た．その結果，模倣タイプとステップ数の主効果がそ
れぞれ有意であった (模倣タイプ: F (2, 30) = 3.84,

p < .05; ステップ数: F (1, 30) = 38.25, p < .01)．
さらに，模倣タイプとステップ数との交互作用が有
意であった (F (2, 30) = 5.84, p < .01)．
交互作用が有意であったので，下位検定を行った結

果，模倣タイプの単純主効果が 1ステップ条件におい
てのみ有意であり (F (2, 30) = 5.86, p < .05)，4ス
テップ条件では有意ではなかった (F (2, 30) = 2.28,

ns)．LSD法を用いた多重比較を実施した結果，1ス
テップ条件における運動模倣群の正再生率が，姿勢
模倣群と観察群のそれらよりも高いことが確認され
た (MSe = 0.02, p < .05)．また，運動模倣群と姿
勢模倣群においてステップ数の単純主効果が有意で
あったが (運動模倣群: F (1, 30) = 35.16, p < .01;

姿勢模倣群: F (1, 30) = 13.55, p < .01)，観察群に
おいては有意ではなかった (F (1, 30) = 1.21, ns)．
これらのことは，運動模倣群と姿勢模倣群において

図 3 実験 1 における運動模倣群，姿勢模倣群，
観察群の正再生反応に対する平均の確信度
評定値．エラーバーは標準偏差を示す．

のみ，1ステップ条件の正再生率が 4ステップ条件
のそれよりも高いこと，すなわち，結合処理効果が
運動模倣群と姿勢模倣群では認められ，観察群では
認められないという姿勢模倣仮説を支持する．

2.2.2 確信度評定に関する分析
各被験者の正再生反応に対する確信度評定に基づ

き，平均の確信度評定値を算出した．図 3は，3群の
平均評定値をステップ数の条件別に示す．ステップ
数の増加に伴う確信度の低下を検討するために，模
倣タイプ (3)×ステップ数 (2)からなる 2要因の分
散分析を実施した．その結果，ステップ数の主効果
のみが有意であった (F (1, 30) = 20.36, p < .01)．
模倣タイプの主効果および交互作用は有意ではな
かった (F < 1)．このことは，1ステップ条件の正
再生反応に対する確信度が 4 ステップ条件よりも
高いことを示し，観察群の被験者が他の 2 群と同
様に，4 ステップ条件における処理（おそらくは，
隣接姿勢間をつなぐこと）に困難を伴うことを示唆
する．

2.2.3 方略に関する分析
方略判断におけるキー押し結果に基づいて，各被

験者が各試行ごとに視覚方略と言語方略のいずれを
用いたかを区別し，方略使用率を求めた．図 4は，
正答反応と誤答反応を区分して，3群の平均方略使
用率をステップ数の条件別に示す．
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図 4 実験 1における視覚方略と言語方略の平均使用率．各棒グラフの細い斜線と灰色は各々
の方略を用いて誤答した割合を，太い斜線と黒色は正答した割合を示す．

実験結果は，観察群における言語方略の使用率
(53%) が，他の 2 群（運動模倣群: 18%; 姿勢模
倣群: 17%）よりも高いことを示す．3 群の被験
者が，各ステップ数条件において共通の方略に依
存していたか否かを検討するために，模倣タイプ
(3) × ステップ数 (2) からなる 2 要因の分散分析
を実施した．その結果，模倣タイプの主効果が有
意であり (F (2, 30) = 15.18, p < .01)，ステップ
数の主効果が有意傾向であった (F (1, 30) = 3.48,
.05 < p < .10)．さらに，模倣タイプとステップ
数との交互作用が有意であった (F (2, 30) = 7.51,
p < .01)．
交互作用が有意であったので，下位検定を行っ

た結果，1 ステップ条件と 4 ステップ条件におい
て模倣タイプの単純主効果が有意であった (1 ス
テップ: F (2, 30) = 5.19, p < .01; 4 ステップ:
F (2, 30) = 23.81, p < .01)．LSD法を用いた多重
比較を実施した結果，観察群の言語方略使用率が
両ステップ条件において運動模倣群と姿勢模倣群
のそれらよりも高いことが確認された (1ステップ:
MSe = 0.04, p < .05; 4 ステップ: MSe = 0.03,

p < .05)．また，観察群においてのみステップ数
の単純主効果が有意であった (F (1, 30) = 18.21,

p < .01)．このことは，観察群では，4ステップ条
件の言語方略使用率が 1ステップ条件のそれよりも
高いことを示す．
以上の分析結果は，観察群が運動模倣群および姿

勢模倣群よりも言語方略を多用しており，さらに，

その使用率が，姿勢間をつなぐことが困難な 4 ス
テップ条件において 1ステップ条件よりも高いこと
を示す．これらの分析結果は，観察群の 4ステップ
条件における言語方略の多用が結合処理効果の生起
を隠蔽している可能性を示唆する．

2.2.4 視覚方略による正再生反応に基づく分析
3群間に共通する視覚イメージ処理に基づいた正

再生率において，観察群に結合処理効果が認められ
るか否かを検証するために，全正再生反応 (46%)か
ら言語方略に基づく正再生反応 (15%)を除き，視覚
方略による正再生反応 (31%)にのみ基づき平均正再
生率を算出した．図 5は，3群の平均正再生率をス
テップ数の条件別に示す．模倣タイプ (3)× ステッ
プ数 (2)からなる 2要因の分散分析を実施した結果，
模倣タイプとステップ数の主効果がそれぞれ有意で
あった (模倣タイプ: F (2, 30) = 7.65, p < .01; ス
テップ数: F (1, 30) = 28.01, p < .01)．しかし，交
互作用は有意ではなかった (F (2, 30) = 2.37, ns)．
模倣タイプの主効果が有意であったので，LSD法

を用いた多重比較を実施した結果，運動模倣群の正
再生率が最も高く，観察群の正再生率が最も低く，
姿勢模倣群の正再生率が両群の中間値を示すことが
確認された (MSe = 0.03, p < .05)．また，ステッ
プ数の主効果が有意であり，1ステップ条件の正再
生率が 4ステップ条件のそれよりも高いことが確認
された．これらのことは，姿勢を模倣する 2群と同
様に，観察群においても視覚方略を用いた処理にお
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図 5 実験 1 における運動模倣群，姿勢模倣群，
観察群の視覚方略を用いた平均正再生率．
エラーバーは標準偏差を示す．

いては，結合処理効果が認められることを示す．
以上の分析結果は，3群間に共通する視覚イメー

ジ処理の基盤に立脚するならば，姿勢の観察が結合
処理を生起させ，その処理が姿勢の再生に効果を持
つこと，すなわち，姿勢観察仮説を支持する．さら
に，本実験の結果は，姿勢の模倣および隣接姿勢間
の身体運動の生成が姿勢の再生に寄与することを
示す．

3. 実 験 2

3.1 目　的
実験 1の正再生反応には，隣接関係の明確な想起

を伴う再生反応と，隣接関係の明確な想起を伴わな
い再生反応とが含まれると考えられる．
そこで，実験 2では，隣接関係の厳密な想起を伴

う再生成績に基づいた分析を行うために，プローブ
姿勢に後続する姿勢の再認反応を求め，その直後に
当該後続姿勢の再生反応を求めた．実験 2 におけ
る分析では，再認課題における誤答反応を除外し，
正答反応（正再認，正棄却）に後続する正再生反応
のみを対象とした．

3.2 方　法
3.2.1 被験者
大学生 48名（男性 34名，女性 14名）が個別に

実験に参加した．

3.2.2 実験計画
ステップ数 (1, 4) と模倣タイプ（観察，姿勢模

倣，運動模倣）からなる 2要因混合計画を用いた．
第 1 要因は被験者内要因であり，第 2 要因は被験
者間要因であった．

3.2.3 材　料
実験 2 では，プローブ姿勢と新旧いずれかの再

認テスト項目とを同時に呈示し，記銘段階で再認
テスト項目がプローブ姿勢に後続して呈示された
か否かの判断を求める再認課題を作成した．実験
1で用いた 24種類の姿勢系列は，再認テスト段階
において新旧いずれの再認テスト項目が呈示され
るかに応じて，Yes反応が期待される正反応セット
(positive set)と，No反応が期待される負反応セッ
ト (negative set)に二分された．正反応セットでは，
4 種類の系列位置がプローブ姿勢として用いられ，
それぞれの系列位置に対して順方向の隣接姿勢が旧
項目として選定された．これに対して，負反応セッ
トでは，プローブ姿勢と順方向に隣接する姿勢とを
身体運動としてつないだ経路内に存在する姿勢で，
かつ記銘項目として当該試行では呈示されなかった
姿勢を新項目として選定した．プローブ姿勢は再認
課題と再生課題で同一であった．
正と負の両反応セットは，それぞれ 2 種類のス

テップ数条件を 6試行ずつ含む．1ステップ条件は，
第 1 番目と第 4 番目の姿勢がプローブとなる各 1

試行（合計 2試行）と，第 2番目と第 3番目の姿勢
がプローブとなる各 2試行（合計 4試行）とから構
成された．同様に，4ステップ条件が構成された．

3.2.4 手　続
実験 2では，再生課題に先行して再認課題を実施

した点を除いて，実験 1と同様の手続を用いた．
第 5番目の姿勢が画面の中央に呈示された後に，

3秒のブランクをおいて，画面の左位置に再認のプ
ローブ姿勢が呈示され，それと同時に，右位置に新
旧いずれかの再認テスト項目が呈示された．被験者
の課題は，記銘段階でプローブ姿勢に続いて再認テ
スト項目が呈示されたか否かの再認判断（Yes/No

判断）を，可能な限り速くかつ正確に行うことであっ
た．被験者の反応は，計算機に接続された Yes/No

キーを押すことによって記録された．この再認反応
に対する正誤のフィードバックは与えられなかった．
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図 6 実験 2 における運動模倣群，姿勢模倣群，
観察群の平均正再認率と平均正棄却率．エ
ラーバーは標準偏差を示す．

各被験者が全実験の遂行に要した時間は約 40分で
あった．

3.3 結果と考察
Yes/No反応キーで記録された再認反応に基づい

て，被験者ごとの正再認率と正棄却率を求め，ス
テップ数の条件別に平均正再認率と平均正棄却率と
を求めた．また，平均正再生率が実験 1と同じ方法
で算出された．実験 2では，まず，再認課題におけ
る正答反応（正再認，正棄却）を分析し，次に，そ
れらの正答反応に後続する正再生反応を分析した．

3.3.1 再認反応に基づく分析
図 6 は，3 群の平均正再認率と平均正棄却率を，

ステップ数の条件別に示す．そして，再認反応に対
する結合処理の影響を検討するために，信号検出理
論に基づき，再認課題における旧項目に対する既知
感の強さ (d)と判断基準 (β)という 2種類の指標
を用いて分析を実施した．
まず，正再認率と虚再認率に基づいて平均 d 値

を算出した．模倣タイプ (3)× ステップ数 (2)から
なる 2要因の分散分析を実施した結果，いずれの主
効果，および交互作用も有意ではなかった (F < 1)．
次に，正再認率と虚再認率に基づいて平均 β 値を
算出した．模倣タイプ (3)× ステップ数 (2)からな
る 2要因の分散分析を実施した結果，いずれの主効
果，および交互作用も有意ではなかった (F < 1)．
これらの結果は，再認課題では，旧項目に対する既
知感の強さ (d)と判断基準 (β)において，いずれ
の群間，およびステップ数の条件間でも差が認めら
れないことを示す．

以上の分析結果は，結合処理効果が再認課題にお
いて認められないことを示す．この再認結果は，隣
接姿勢間の類似性がステップ数条件間で異なるため
に生じたと考えられる．記銘段階における結合処理
は，4ステップ条件よりも 1ステップ条件で容易で
ある．ところが，4ステップ条件では，隣接姿勢間
の類似性の低さが再認テスト項目との間に適用さ
れ，記銘した姿勢と再認テスト項目との弁別性を高
め，結果的に再認判断を容易にし，逆に 1ステップ
条件では，類似性の高さが同様の理由から再認判断
を困難にする．よって，結合処理の難易は，再認段
階でステップ数条件間に生じる弁別容易性によって
相殺されると考えられる．

3.3.2 再認の正答反応に後続する全正再生反応
の分析

再認課題と再生課題における正誤反応をそれぞれ
“＋”と“－”で表現すると，再認と再生の順に両課
題の正誤反応パターンは“＋＋，－＋，＋－，－－”
の 4 種類に区分される．図 7 は 4 種類の正誤反応
パターンが各群内に占める割合を示す．図 7に基づ
くと，再認課題において誤答 (－)であるにも関わ
らず，再生課題で正答 (＋)となる正誤反応パター
ン“－＋”が確認された．そこで，実験 2では，隣
接姿勢のより厳密な想起に基づく結合処理効果を検
討するために，再認課題での正答反応に後続する正
再生反応“＋＋”のみを分析の対象とした．
正再生反応は，正再認反応と正棄却反応のいずれ

に後続するかによって，正再認・再生と正棄却・再
生の 2種類に区分された．図 8は，3群における平
均の正再認・再生率と正棄却・再生率とをステップ
数の条件別に示す．図 8に基づくと，正再認・再生
率のみが実験 1 の正再生率と比較して全体的に約
20%程度高い値を示すことが確認された．この正再
認・再生率の相対的な高さは，再認のテスト姿勢が
再生に利用された可能性によって説明されるが，実
験 2における正再認・再生率の反応パターンが実験
1の正再生反応パターンと酷似していることは，本
研究における再生反応の頑健性を示す．
正反応セットを用いた再認試行では，旧項目が再

生の手掛りと成り得るのに対して，負反応セットで
は，新項目が再生すべき姿勢に対する妨害刺激と成
り得る．
そこで，正再認・再生反応と正棄却・再生反応を
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図 7 4種類の正誤反応パターンの割合．(a) 再認課題で Yes反応が期待される試行（正反応セット）
と，それに後続する再生課題における正誤反応パターンの割合を示す．例えば，“+−”は，再認
には成功した (+)が，その後の再生で失敗した (−)ことを示す．(b) 再認課題で No反応が期
待される試行（負反応セット）と，それに後続する再生課題における正誤反応パターンの割合
を示す．

区別し，模倣タイプ (3) × ステップ数 (2) からな
る 2要因の分散分析を実施した．まず，正再認・再
生率に基づく分析では，模倣タイプとステップ数の
主効果が有意であり (模倣タイプ: F (2, 45) = 6.92,

p < .01; ステップ数: F (1, 45) = 15.33, p < .01)，
模倣タイプとステップ数との交互作用が有意であっ
た (F (2, 45) = 6.62, p < .01)．
交互作用が有意であったので，単純主効果の検

定を行った結果，運動模倣群と姿勢模倣群では，1

ステップ条件の成績が 4 ステップ条件のそれより

も高いのに対して (運動模倣群: F (1, 45) = 20.95,

p < .01; 姿勢模倣群: F (1, 45) = 7.36, p < .01)，
観察群ではステップ数の条件間に差が認められない
ことが確認された (F < 1)．
また，1ステップ条件では，模倣タイプの単純主

効果が有意であり (F (2, 45) = 9.94, p < .01)，4ス
テップ条件では有意傾向が認められた (F (2, 45) =

3.05, .05 < p < .10)．LSD法を用いた多重比較を
実施した結果，1ステップ条件では，運動模倣群の
成績が姿勢模倣群と観察群のそれらよりも高いこと



Vol. 14 No. 2 姿勢間結合処理の効果 201

図 8 実験 2 における運動模倣群，姿勢模倣群，
観察群の正再認反応と正棄却反応に後続す
る平均正再生率．エラーバーは標準偏差を
示す．

が確認された (MSe = 0.04, p < .05)．これに対し
て，4ステップ条件では，姿勢模倣群の成績が運動
模倣群と観察群のそれらよりも低いことが確認され
た (MSe = 0.04, p < .05)．実験 2におけるこれら
の分析結果は，4ステップ条件における姿勢模倣群
の成績が運動模倣群と観察群よりも低いことを除い
て，実験 1と同様の再生反応パターンを示す．よっ
て，実験 1の結果は，隣接関係の明確な想起に基づ
く正再生反応を反映すると見なされる．
次に，正棄却・再生率に基づく分析では，ステップ

数の主効果のみが有意であった (F (1, 45) = 49.87,
p < .01)．模倣タイプの主効果および交互作用は有
意ではなかった (F < 1)．これらの結果は，3群間
の成績に差が認められず，いずれの群においても 1
ステップ条件の成績が 4ステップ条件のそれよりも
高いことを示す．
この分析結果は，自己身体を用いた模倣の効果が

負反応セットにおける新項目からの妨害を受ける
が，観察に基づく結合処理効果が正棄却を行った後
にも 3 群すべてにある程度は等しく保持されてい
ると解釈される．

3.3.3 確信度評定に関する分析
ステップ数の増加に伴う確信度の低下を検討する

ために，確信度評定に関する分析を実施した．図 9
は正再認・再生と正棄却・再生の各々に対する平均
の確信度評定値を示す．各再生反応別に模倣タイプ
(3) × ステップ数 (2) からなる 2 要因の分散分析
を実施した結果，両再生反応に対する平均の確信度
評定値において，ステップ数の主効果のみが有意で

図 9 実験 2 における運動模倣群，姿勢模倣群，
観察群の正再認反応と正棄却反応の各々に
後続する正再生反応に対する平均の確信度
評定値．エラーバーは標準偏差を示す．

あった (正再認・再生: F (1, 45) = 10.84, p < .01;

正棄却・再生: F (1, 45) = 9.55, p < .01)．模倣タ
イプの主効果および交互作用は有意ではなかった
(F < 1)．これらの結果は，実験 2において，実験
1と同様に，いずれの群においても 1ステップ条件
の確信度が 4ステップ条件のそれよりも高く，4ス
テップ条件での処理の困難性を示す．

3.3.4 方略に関する分析
実験 1と同様に，被験者が用いた方略に基づく分

析を実施した．図 10は，正再認反応と正棄却反応
の各々に後続する再生反応を区分し，3群の平均方
略使用率をステップ数の条件別に示す．
実験結果は，観察群における言語方略の使用率

(51%)が，他の 2群（運動模倣群: 25%; 姿勢模倣
群: 23%）よりも高いことを示す．3群の被験者が，
各ステップ数条件において共通の方略に依存してい
たか否かを検討するために，言語方略使用率を用い
て，模倣タイプ (3)× ステップ数 (2)からなる 2要
因の分散分析を正再認・再生反応と正棄却・再生反
応の別に実施した．
まず，正再認・再生反応における言語方略使用率

に基づく分析では，模倣タイプの主効果が有意であ
り (F (2, 45) = 9.31, p < .01)，ステップ数の主効果
が有意傾向を示した (ステップ数: F (1, 45) = 3.25,

.05 < p < .10)．さらに，模倣タイプとステップ
数との交互作用が有意であった (F (2, 45) = 7.37,
p < .01)．
交互作用が有意であったので，下位検定を行っ

た結果，1 ステップ条件と 4 ステップ条件におい
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図 10 実験 2における視覚方略と言語方略の平均使用率．(a) 正再認反応に後続する正再生反応
における各方略の平均使用率を示す．各棒グラフの細い斜線と灰色は各々の方略を用いて
誤答した割合を，太い斜線と黒色は正答した割合を示す．(b) 正棄却反応に後続する再生
反応における各方略の平均使用率を示す．

て模倣タイプの単純主効果が有意であった (1 ス
テップ: F (2, 45) = 6.32, p < .01; 4 ステップ:

F (2, 45) = 19.15, p < .01)．LSD法を用いた多重
比較を実施した結果，観察群の言語方略使用率が
両ステップ条件において運動模倣群と姿勢模倣群
のそれらよりも高いことが確認された (1ステップ:

MSe = 0.02, p < .05; 4 ステップ: MSe = 0.03,

p < .05)．また，観察群においてのみステップ数
の単純主効果が有意であった (F (1, 45) = 10.48,

p < .01)．このことは，観察群でのみ，4ステップ
条件の言語方略使用率が 1ステップ条件のそれより

も高いことを示す．
次に，正棄却・再生反応における言語方略使用

率に基づく分析では，模倣タイプの主効果が有意
であり (F (2, 45) = 11.38, p < .01)，ステップ
数の主効果が有意傾向であった (F (1, 45) = 3.04,

.05 < p < .10)．さらに，模倣タイプとステップ
数との交互作用が有意であった (F (2, 45) = 11.28,

p < .01)．
交互作用が有意であったので，下位検定を行っ

た結果，1 ステップ条件と 4 ステップ条件におい
て模倣タイプの単純主効果が有意であった (1 ス
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テップ: F (2, 45) = 4.76, p < .05; 4 ステップ:
F (2, 45) = 21.01, p < .01)．LSD法を用いた多重
比較を実施した結果，観察群の言語方略使用率が
両ステップ条件において運動模倣群と姿勢模倣群
のそれらよりも高いことが確認された (1ステップ:
MSe = 0.01, p < .05; 4 ステップ: MSe = 0.02,

p < .05)．また，観察群においてのみステップ数
の単純主効果が有意であった (F (1, 45) = 20.17,

p < .01)．このことは，観察群でのみ，4ステップ
条件の言語方略使用率が 1ステップ条件のそれより
も高いことを示す．
以上の分析の結果から，実験 1と同様に，観察群

が運動模倣群と姿勢模倣群と比較して言語方略を多
用すること，さらに，その使用率が 1ステップ条件
よりも 4ステップ条件において高いことが確認され
た．つまり，観察群の 4ステップ条件における言語
方略の多用が結合処理効果の生起を隠蔽していると
考えられる．

3.3.5 視覚方略による正再生反応に基づく分析
各被験者が各試行に対して行った方略判断におけ

るキー押し反応を利用して，全正再生反応 (50%)か
ら言語方略に基づく正再生反応 (20%) を除き，視
覚方略による正再生反応 (30%) にのみ基づく正再
認・再生率と正棄却・再生率を算出した．図 11は，
3群における平均の正再認・再生率と正棄却・再生
率とをステップ数の条件別に示す．
各群の再生成績において，結合処理効果が認め

られるか否かを検討するために，模倣タイプ (3)×
ステップ数 (2) からなる 2 要因の分散分析を，正
再認・再生率と正棄却・再生率の別に実施した．ま
ず，正再認・再生率に基づく分析では，模倣タイ
プとステップ数の主効果がそれぞれ有意であった
(模倣タイプ: F (2, 45) = 14.88, p < .01; ステッ
プ数: F (1, 45) = 48.00, p < .01)．さらに，模倣
タイプとステップ数との交互作用が有意であった
(F (2, 45) = 4.13, p < .05)．
交互作用が有意であったので，下位検定を行っ

た結果，1 ステップ条件と 4 ステップ条件におい
て模倣タイプの単純主効果が有意であった (1 ス
テップ: F (2, 45) = 13.95, p < .01; 4 ステップ:
F (2, 45) = 6.70, p < .01)．LSD法を用いた多重比
較を実施した結果，1ステップ条件では運動模倣群
の成績が姿勢模倣群と観察群のそれらよりも高いこ

図 11 実験 2における運動模倣群，姿勢模倣群，
観察群の視覚方略を用いた平均正再生率．
(a) 正再認反応に後続する正再生反応に
基づく平均正再生率を示す．エラーバー
は標準偏差を示す．(b) 正棄却反応に後
続する正再生反応に基づく平均正再生率
を示す．

とが確認された (MSe = 0.04, p < .05)．4ステッ
プ条件では，運動模倣群の成績が観察群のそれより
も高いことが確認された (MSe = 0.02, p < .05)．
また，3群のそれぞれにおいてステップ数の単純主

効果が有意であった (運動模倣群: F (1, 45) = 39.46,

p < .01; 姿勢模倣群: F (1, 45) = 11.09, p < .01;

観察群: F (1, 45) = 5.70, p < .05)．このことは，
すべての群において 1 ステップ条件の成績が 4 ス
テップ条件のそれよりも高いことを示す．これらの



204 Cognitive Studies June 2007

交互作用に関する分析結果は，結合処理が姿勢の観
察において生起することを示唆する．そして，隣接
姿勢間の変化が小さい 1ステップ条件では，姿勢と
その隣接姿勢間の運動を含めた模倣が，姿勢の再生
に寄与し，4ステップ条件では，姿勢を模倣する有
効性のみが認められると考えられる．
次に，正棄却・再生率に基づく分析では，ステップ

数の主効果のみが有意であった (F (1, 45) = 28.02,

p < .01)．このことは，1ステップ条件の成績が 4ス
テップ条件のそれよりも高いことを示す．模倣タイ
プの主効果および交互作用は有意ではなかった (模
倣タイプ: F (2, 45) = 2.37, ns; 交互作用: F < 1)．
これらの分析結果は，新項目が後続する正再生を妨
害するが，正棄却が行われた後にも，観察による結
合処理効果が 3 群すべてにある程度は等しく残る
と解釈される．
以上のことを総合すると，再認の正答反応に後続

する正再生反応に基づく実験 2 の結果は，実験 1

の結果と同様に，視覚方略に基づく再生成績におい
て，結合処理効果がすべての実験群で認められるこ
とを示す．このことは，姿勢の観察が結合処理を生
起させ，その処理が姿勢の再生に効果を持つという
姿勢観察仮説を支持する．

4. 総合論議

本研究では，無意味な姿勢系列の観察において生
起する結合処理が姿勢の再生に有効か否かを検討す
るために，姿勢の観察時に行う模倣のタイプを操作
し，再認課題と再生課題を用いて 2 種類の実験を
実施した．その結果，次の 2点が明らかになった．
第 1に，観察による結合処理が，観察者自らの身体
を用いた姿勢の再生に効果を持つ．第 2に，姿勢の
模倣と隣接姿勢間の身体運動の生成が姿勢の再生に
寄与する．これらの結果は，実験 1では再生課題の
みを用いた正再生反応によって，また実験 2では，
再認課題の直後に実施された再生課題における正再
認・再生反応によって確認された．
本研究の特徴は，従来の研究 (Buccino et al.,

2004; Rizzolatti & Craighero, 2004) が，有意味
な行為あるいは動作を模倣の対象として用いてき
たのに対して，必ずしも身体運動として捉える必然
性のない無意味な姿勢系列を用いた点にある．本研
究の意義は，観察者自身の身体運動を用いた再生検
査によって，無意味な姿勢系列の観察が隣接姿勢間

を結び付ける処理を喚起することを確認した点に
ある．この結果は，隣接姿勢間の結合処理が，紙面
上の姿勢画像の再構成に有効なだけではなく（井藤
他, 2003; 齋藤・白石, 2002; 白石・齋藤, 2002），自
己の身体を用いた隣接姿勢の再生にも有効であるこ
とを示す．このことは，ヒトが自身の身体運動に関
する知識や経験に照らして，結合することが可能な
姿勢を継時的に呈示されると，それらの姿勢を結合
した運動表象が自らの運動レパートリーに含まれて
いなくても，またそれらの姿勢の模倣と隣接姿勢間
の身体運動の生成を求められていない状況下におい
ても，何らかの高次運動表象を形成する傾向を持つ
ことを示唆する．すなわち，ヒトは無意味な姿勢を
自発的に組み立て，その操作から得られる運動表象
を身体運動の遂行へと結び付ける処理特性を有する
と考えられる．
本研究の重要な結果は，記銘段階における言語方

略と視覚方略との分離によって導き出された．視覚
方略に基づく分析によって，運動模倣群と姿勢模倣
群だけではなく，観察群においても結合処理効果が
確認された．また，観察群が他の 2 群よりも言語
方略を多用しており，その言語的符号化の内容が隣
接姿勢間を結び付ける動詞表現ではなく，個々の姿
勢の弁別特徴を明確にするための名詞表現であるこ
とが確認された．自己の身体を用いることが抑制さ
れた観察群では，観察のみに基づいて運動表象を生
成することに困難が伴い，この困難を解消するため
に名詞表現を用いた言語方略が使用されると考えら
れる．
さらに，本研究では，姿勢の模倣と隣接姿勢間の

身体運動の生成が姿勢の再生に寄与することが確認
された．身体運動の遂行には，自己受容感覚の情報
が身体運動を制御するために用いられることが知ら
れている (Glover, 2004)．このことは，本研究にお
いて身体運動の遂行に伴う制御情報が，姿勢を再生
するための手掛りとして有効に機能することを示唆
する．
ただし，実験 2 における 3 群の正棄却・再生反

応，つまり誤った再認項目を呈示された後に正しく
再生を行った試行に注目すると，3群のすべてにお
いて結合処理効果が確認されたが，3群の正棄却・
再生率には差が確認されなかった．このことは，視
覚に基づく表象と同様に，自己身体を用いた際の体
性感覚に基づく表象が，再認課題の負反応セットに
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おける新項目の視覚情報からの妨害を受けることを
示唆する．体性感覚に基づく表象がモダリティーの
異なる視覚情報からの妨害を受ける過程を解明する
には，さらなる実験的検討を必要とする．
以上のことを総合すると，観察によって，無意味

な複数の姿勢を結合する処理が発動され，その結合
処理が，自己の運動レパートリーに存在しない身体
運動を模倣するための基盤を提供していると考えら
れる．さらに，観察による結合処理と自己の身体を
用いた模倣とが協調的にはたらき，姿勢の再生に有
効な運動表象を形成すると考えられる．この運動表
象の形成過程の解明は，脳イメージング技法などを
用いた今後の研究課題である．
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