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要旨
言語陰蔽効果とは，顔をはじめとする非言語情報の記憶を言語で表現することが，その
後の記憶想起を阻害する現象である。本論文は，言語陰蔽効果の生起メカニズムの解明を
通じて，記銘対象を想起して言語で表現することが非言語的記憶の想起に及ぼす影響を検
討し，さらに言語的機能が非言語的機能に影響を及ぼす現象の背景にモジュール性の仮定
が必要かを検討することを目的としている。
本論文は，六つの章で構成されている。第一章では，言語情報の処理と非言語情報の処
理が心理学，脳神経科学の研究においてどのように研究され，理解されているかと，言語
陰蔽効果研究の位置づけについて概観した。具体的には，言語情報の処理と非言語情報の
処理がそれぞれ独立したシステムによってなされているとする立場と，言語情報と非言語
情報が一つのシステムによって処理されており，相互に影響を与え合うとする立場がある
ことを紹介した。そして，言語陰蔽効果の特徴やメカニズムに関して提案されている二つ
の仮説（再符号化干渉説と転移不適切性処理シフト説）を紹介した。再符号化干渉説とは，
記憶の言語化を行う段階で，不正確な表象が生成されるために再認成績が低下するという
考え方である。これに対し，転移不適切性処理シフト（transfer inappropriate processing shift:
TIPS）説では，言語記述を行うことで非言語情報の処理に必要な処理システムが利用でき
なくなり，再認成績が低下すると説明されている。
第二章では，再符号化干渉説に対する反証として，言語記述の正確さと再認成績の正確
さとの間に正の相関関係が観察されない研究が数多く報告されていること，ターゲットと
無関連な顔の言語化によっても言語陰蔽効果が生じると報告されていることなどを説明し
た。そして，言語陰蔽効果の再現性の問題について論じた。さらに，本論文全体の目的と
各章における研究の内容と位置づけについて説明した。具体的には，研究 1 から研究 4 に
おいて，再符号化干渉説と TIPS 説の妥当性を検討するために，言語化される情報の内容に
よって言語陰蔽効果の生起にどのような影響が生じるかを検討する研究をおこなった。研
究 5，研究 6 では，再符号化干渉説の妥当性と，モジュール性の仮定が言語陰蔽効果の説明
に必須かを検討するための研究を行ったことを説明した。さらに，研究 7 において，クラ
シック音楽に対する熟達度の違いによって言語ラベルが再認に及ぼす影響の違いを比較し，
言語化が記憶表象に与える影響が言語ラベルに対する熟達度によってどのように異なるか
を検討した。
第三章では，言語化される情報の内容を操作した場合に，言語陰蔽効果にどのような影
響が生じるかを検討した。研究 1，2 においては，顔の再認において重要な役割を果たすと
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される全体情報（顔全体のバランスや各部位間のバランス）を言語化した場合と，部分情
報（目，鼻，口そのものの特徴）を言語化した場合で，再認成績にどのような影響がみら
れるかを検討した。研究 1 では，合成顔の全体情報を評定した場合と，部分情報を記述し
た場合とで，再認成績を比較した。その結果，部分情報を言語化した場合は言語陰蔽効果
が生じたが，全体情報を評定した場合は言語陰蔽効果が生じなかった。研究 2 では，複数
呈示パラダイムを採用し，全体情報を評定した場合と，部分情報を評定した場合とで，再
認成績を比較した。その結果，部分情報を評定した場合には言語陰蔽効果が生じたが，全
体情報を評定した場合には生じなかった。研究 3，研究 4 では，目，鼻，口といった部分情
報の間の顕著性の違いに着目し，顕著性が高く，ターゲットとディストラクタの識別に有
用な部分情報と，そうでない部分情報を言語化した場合で，言語陰蔽効果の生起にどのよ
うな影響があるかを検討した。先行研究より，顔はパーツによって顕著性が異なり，再認
には目の情報が他のパーツよりも重要な役割を担っている可能性が指摘されている。もし，
非言語処理から言語処理へのシフトによって言語陰蔽効果が生じているならば，このよう
な重要度に関係なく言語記述によって言語陰蔽効果が生じると考えられる。研究 3 では，
ターゲットの目と口の情報を他の人物のものに入れ替えたディストラクタを用意し，目と
口を言語化する条件，鼻と眉を言語化する条件を設け，通常の言語陰蔽効果の実験パラダ
イムにおける再認成績を比較した。その結果，眉，鼻を言語化した条件は，統制条件に比
べて再認成績が低い傾向が観察された。これに対し，目，口を言語化した条件の再認成績
は統制条件とほぼ変わらなかった。研究 4 では，ターゲットの眉と鼻の情報を入れ替えた
ディストラクタを用意し，同様の実験を行った。この場合，眉と鼻の情報はターゲットと
ディストラクタの識別には役立つが，顕著性そのものは高くないと考えられる。その結果，
眉と鼻を言語化した条件では言語陰蔽効果が生じ，目と口を言語化した条件では言語陰蔽
効果が生じなかった。研究 3，研究 4 の結果から，再認に有用な情報，特に顕著性の高い情
報を言語化した場合には，言語陰蔽効果が生じない可能性が明らかになった。また，同じ
部分情報であっても，ターゲットの再認における重要度の違いによって，言語陰蔽効果の
生起に異なる影響が生じる可能性が示唆された。
第四章では，並列分散処理（pallarel distributed processing: PDP）モデルによる言語陰蔽効
果のシミュレーションを行い，再符号化干渉説を前提としたモデルでの再現を試みた。研
究 5 では，再符号化干渉説を支持するモデルを構築し，先行研究で示されている言語陰蔽
効果の特徴（ターゲットとディストラクタの類似度が高い条件での再認の失敗）が再現で
きることを確認した。研究 6 では，同様のモデルを用いて，視覚イメージ層の Polarity（極
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性）を元に再認成績を比較した。Polarity とは，出力層の各ユニットの値がどの程度明確な
反応をしたかを数値化したもので，モデルが既知の刺激が呈示された時は 1 に近く，未知
の刺激が呈示された時には 0 に近くなる。すなわち，ある刺激が呈示された時に Polarity が
高ければ，モデルにとってその刺激は familiarity が高いといえる。研究 6 では，言語化を行
った場合と行わなかった場合で，トレーニング中に呈示された画像（旧顔）と呈示されな
かった画像（新顔）の Polarity を比較した。さらに，再符号化干渉説の反証事例とされてい
る，ターゲットと無関連の顔の言語化を行った場合の言語陰蔽効果と，言語記述の正確さ
と再認成績の正確さとの関係についても検討を行った。その結果，言語化により旧顔と新
顔の Polarity 分布が近づき，言語化しない場合に比べて再認成績が低下した。すなわち，言
語陰蔽効果が生じた。そして，ターゲットと無関連の情報を言語化した場合にも，言語陰
蔽効果が生じた。また，言語記述の正確さを変化させて再認成績を比較したところ，言語
記述によって旧顔に対する Polarity は上昇するが，その言語記述が新顔の特徴も正確に捉え
ていた場合，新顔と旧顔の Polarity がいずれも高まるため，両者を正確に区別できなくなる
ことが明らかになった。
第五章では，記憶対象の熟達度が異なり，言語化に使用する言語ラベルに専門的知識が
結びついている場合と，ない場合とで，言語ラベルが再認成績に及ぼす影響の違いを検討
した。シミュレーション実験では，言語ラベルによって表象が変容し，言語陰蔽効果が生
じる可能性が示されたが，言語ラベルに関連した専門的知識を有する熟達者と，初心者と
で言語ラベルが記憶に及ぼす影響がどのように異なるかは扱われなかった。熟達度の影響
を検討するために，クラシック音楽の中級者，初心者に対してピアノ楽曲を呈示し，クラ
シック音楽の専門的知識を必要とする楽曲の様式カテゴリー分類を行った後に楽曲の再認
テストを行った。その結果，初心者は様式カテゴリー分類を行うことで楽曲の再認成績が
向上したが，中級者は向上しなかった。初心者は様式カテゴリーについて専門的知識を有
しておらず，カテゴリー名が表象に及ぼす影響が比較的小さかったために，単純な精緻化
リハーサルによって記憶成績が向上したと考えられる。これに対し，中級者は様式カテゴ
リー名に関連付けられた限定的な知識を有しており，それらが記憶表象を変容させたため
に，カテゴリー分類が再認成績を向上させなかったと考えられる。このように，同じカテ
ゴリー名を用いて分類課題を行っても，記憶対象に対する熟達度の違いが，記憶に異なる
影響を及ぼすことが明らかになった。
第六章では，以上の研究結果をふまえて，再符号化干渉説と TIPS 説の妥当性，言語陰蔽
効果の生起メカニズムについて考察した。さらに，言語的機能が非言語的機能に影響を与
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える現象について，本論文の研究からどのようなことが言えるかを考察した。研究 1 から
研究 7 にかけての結果を概観し，異なる独立した処理システムを仮定しなくても，言語陰
蔽効果を説明することは可能であること，再現性の低さを説明する要因，本論文における
研究から考えられる言語陰蔽効果の生起メカニズムについて論じた。次に，本論文の主目
的である言語陰蔽効果とモジュール性について，主に研究 5，研究 6 の結果に基づいて考察
した。さらに，目撃証言研究における位置づけと応用的な示唆について考察し，本研究の
限界と課題について論じた。
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第一章 言語陰蔽効果の位置づけと言語陰蔽効果研究の概要
言語は，コミュニケーションの道具である以上に，様々な認知的活動に関わっている
(Lupyan, 2012)。われわれは事物に名前をつけることで，環境の中から特定の事物を取り出
して意識できる。そして，意識したことを言葉にすることで他者にその事物を意識させる
ことができる。さらに，言語によって物事を抽象化して論理的・科学的に考えることもで
きる。言語や数のような記号を操作することで，これから起こる事を推測したり，直接目
にすることができない現象をシミュレーションしたりできる。そして，我々は自分の非言
語的記憶を整理したり，他者に非言語的記憶を伝達するために，言語を用いることができ
る。例えば，我々は自分の体験（どのような人物に出会ったか，何を見たか，自分が何を
感じたか，など）を他者に言葉で伝えたり，自分が直接体験したことがない事柄を，他者
との会話や書物などから追体験したりすることができる。また，犯罪捜査において，目撃
者は言語を用いて犯人の外見を伝達する必要があり，目撃者による言語情報はその後の捜
査の行方を左右することがありうる。しかしながら，非言語的記憶を言語化することは，
かえってその記憶に悪影響を与える事がある。このような現象を，言語陰蔽効果(verbal
overshadowing effect)と呼ぶ。
上記の通り，言語的機能は記憶をはじめとする様々な知的活動と関わっており，言語を
使用することが，それらの知的活動に影響を与える現象が報告されている。これらの現象
の背景にあるメカニズムを説明する際に，言語的機能と非言語的機能に別個のシステムを
想定せず，両者が一つのシステムを共有していると考える立場と，両者の間にそれぞれの
処理に特化した，独立した処理システム（モジュール）を仮定する立場がある。多くの場
合，単一の処理システムを仮定した立場では説明が難しい現象が報告されることで，その
現象を説明するために複数の処理システムを仮定した説明がなされる。しかしながら，こ
のような説明は理論の節約性を犠牲にして成り立っており，安易にモジュール性を仮定す
ることは背景メカニズムを複雑化し，理論の汎用性を狭めてしまう危険をはらんでいる。
本研究の目的は，言語陰蔽効果の生起メカニズムを検討し，言語情報の処理と非言語情報
の処理の間にモジュール性の仮定が必要か否かを検討することである。
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1－1 言語陰蔽効果
言語陰蔽効果は，非言語的記憶（顔や声をはじめとする知覚情報の記憶）の正確さを言
語が阻害する現象である。Schooler and Engstler-Schooler (1990)によって初めて報告された。
彼らは，銀行強盗の映像を 30 秒間参加者に提示し，フィラー課題を 20 分間行った後に，
参加者自身の記憶にもとづいて犯人の人相を 5 分間言語で描写させた。そして，描写させ
た直後に，犯人の写真を含めた複数の顔写真を参加者に呈示し，参加者が見たと思う人物
の顔写真を選択させた（face recognition test1）
。以上の手続きは，犯罪捜査における目撃証言
の取得と写真面割りの手続きを模したものである（図 1－1）
。犯罪場面の目撃者が犯人を目
撃する場面が，言語陰蔽効果の手続きにおけるターゲットの呈示場面で，犯罪場面の目撃
から一定時間をおいた後の犯人の特徴に関する証言が，実験におけるフィラー課題後のタ
ーゲットの特徴の言語記述に相当する。そして，犯罪捜査における容疑者の写真面割りが，
ターゲットとディストラクタを呈示された状況での再認テストに相当する。このような手
続きをとると，犯人の人相を言語化した群の方が，言語化しなかった群よりも再認成績が
低下した。
このように，言語陰蔽効果は，例えば人の顔のような，情報を余すことなく言語で表現
することが困難な特徴を持つ情報（非言語的情報）の記憶を言語化することで生じる。そ
のような場合に，対象を言語で表現すると，見覚えのある対象かどうかを再認することが
難しくなるのである。この現象は，人物の映像だけでなく，顔写真の記憶( Brown &
Lloyd-Jones, 2002, 2003; Fallshore & Schooler, 1995; Kitagami, Sato, & Yoshikawa, 2002;
Wickham & Swift, 2006)や声の記憶(Perfect, Hunt, & Harris, 2002; Vanags, Carroll, & Perfect,
2005)，ワインの味の記憶(Melcher & Schooler, 1996)，マッシュルームの記憶(Melcher &
Schooler, 2004)など，幅広い知覚情報の記憶に対して生じる事が報告されている。

通常の目撃証言研究においては，face recognition（顔再認／顔認識）ではなく，face
identification（顔同定）という表現が用いられる。前者は顔認識も含めた顔の再認を意味す
るが，後者は人物の同定という，顔認識よりも狭い意味で用いられる。ここでは Schooler and
Engstler-Schooler (1990)に合わせて face recognition という表記を使用した。
1
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図 1－1 言語陰蔽効果の実験手続きと目撃証言の流れ

1－1－1 言語陰蔽効果の生起に影響を与える要因：言語陰蔽効果と知覚的熟達
言語陰蔽効果の特徴として，知覚的熟達がすすんだ刺激の識別において観察されやすい
ことが挙げられる。Fallshore and Schooler (1995)は，言語陰蔽効果の生起に人種バイアスが
及ぼす影響を検討している。人種バイアスとは，自分と同じ人種の顔を他の人種の顔より
も正確に弁別できる，といったように，顔認識に人種が影響を及ぼす現象である(Meissner &
Brigham, 2001b; Rhodes & Anastasi, 2011)。彼らは，参加者に顔写真を呈示し，顔写真に映っ
た人物の人相を言語化させて，再認課題を課した。その際，ターゲットと被験者の人種が
同じかどうかを実験条件として言語陰蔽効果がどのように生じるかを検討した。その結果，
刺激とされた顔と被験者の人種が同じ場合には，言語化しない場合に比べて言語化した場
合の再認成績が低下し，異なる人種の場合には低下しなかった。接する機会が多く，個人
の識別や感情を読み取る必要が高い同人種のほうが，個々の顔の微妙な差異を抽出する知
覚的熟達は生じていると思われる。これに対し，接する機会も学習の必要性も比較的低い
他人種の識別については，それが特に熟達はしていない。同じ人種の顔に対してより言語
陰蔽効果が生じやすいということは，より知覚的熟達の進んだ刺激に対して言語化の影響
が及びやすいことを示している。
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知覚的熟達と言語陰蔽効果との関連は，ワインのテイスティング課題においても示され
ている。Melcher and Schooler (1996)は，日常的に好んでワインを飲むが専門教育は受けてい
ない参加者（中級者）と，普段ほとんどワインを飲まない参加者（初心者）
，そして，ワイ
ンの専門教育を受けたソムリエ（上級者）にワインのテイスティング課題を行った。言語
化あり条件では，ターゲットとなるワインをテイスティングした後に，ワインの味を詳細
に言語記述させ，再度ターゲットと他のワインをテイスティングさせた。言語化なし条件
では，言語記述の代わりに，無関連な課題を行った。その結果，中級者ではワインの味の
言語化によって言語陰蔽効果が生じるが，上級者と初心者では生じなかった。この結果は，
ワインに対する知覚的熟達が進んでいる中級者のほうが，進んでいない初心者よりも言語
化の悪影響が強まることを示している。著者らは，中級者においては，知覚的熟達は進ん
でいるが，ワインの味を正確かつ詳細に表現する手段を持たないために，ワインの味を言
語化することで言語陰蔽効果が生じると考察している。
Melcher and Schooler (2004)は，知覚的熟達が進んだ状態で対象を言語化することで言語陰
蔽効果が生じる可能性を，より実験的な方法を用いて検討している。彼らはマッシュルー
ムの分類を，写真による分類作業を繰り返し行うという，知覚的な学習(perceptual learning)
によって習得する群（＝知覚学習群），専門家による，言語ラベルを用いた概念的な学習
（conceptual learning）によって習得する群（＝概念学習群）を設けた。その後，言語陰蔽効
果の実験パラダイムを用いて再認テストを行った。その結果，知覚学習群では言語陰蔽効
果が生じたが，概念学習群では生じなかった。これらの先行研究から，言語陰蔽効果は，
非言語的情報の中でも，特に知覚的熟達の進んだ情報を言語化する場合に生じやすいと考
えられる。

1－1－2 言語陰蔽効果に影響を与える要因：ターゲットとディストラクタの類似性
言語陰蔽効果はターゲットとディストラクタがよく似ている，すなわち，両者の類似性
が高い場合に生じやすい。Kitagami, Sato, and Yoshikawa (2002)は，
合成顔の写真を使用して，
ターゲットとディストラクタの類似度が高い条件と，ターゲットとディストラクタの類似
度が低い条件で，言語陰蔽効果の生じやすさを比較した。その結果，低類似度条件では言
語陰蔽効果は生じなかったが，高類似度条件では言語陰蔽効果が生じた。また，Wickham and
Swift (2006)は，平均顔の顔写真と通常の顔写真を用いて，言語陰蔽効果について検討を行
った。その結果，平均顔をテストセットに用いた方が，通常の顔よりも言語陰蔽効果が生
じやすいと報告している。平均顔は，通常の顔と比べて顔と顔の類似度が低いため，これ
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もターゲットとディストラクタの類似性が言語陰蔽効果に影響することを支持していると
いえる。
ターゲットとディストラクタの類似性の高さが言語陰蔽効果に影響するという事実は，
知覚的熟達がある程度達成された状態で言語陰蔽効果が生じるとする事実とも関連する。
知覚的熟達が達成されているということは，複雑な対象の微細な違いを捉えて弁別できる
ということを指す(E. J. Gibson, 1969; J. Gibson & Gibson, 1955; Goldstone, 1998)。熟達の初期
段階には十分に分化していなかった知覚が，それ以前には捉えられていなかった差異に敏
感に反応し，それぞれの対象に異なる反応を示すようになることが，知覚的熟達であると
考えられる。ターゲットとディストラクタの類似性が高いということは，個々の顔を弁別
するための特徴が微細であることと同義であるといえる。言語陰蔽効果は，洗練された知
覚表象に基づいてターゲットとディストラクタを弁別する必要がある課題において，対象
を言語化することで生じるといえる。

1－1－3 記憶課題以外で生じる言語陰蔽効果
言語陰蔽効果は，主に非言語情報の記憶に対して生じると考えられるが，それ以外の課
題に対しても同様の現象が生じることが報告されている。たとえば，Schooler, Ohlsson, and
Brooks (1993)は，洞察問題を遂行する際に，参加者が自分の思考過程を言語化すると，言語
化を行わない場合に比べて課題遂行成績が低下することを報告した。彼らの実験では，洞
察問題の解答を始めた後に，一時回答を中断し，それまで取り組んでいた問題へのアプロ
ーチ方法や，問題を解く間に考えたことを言語化させた。言語化なし条件では，その間ク
ロスワードパズルへの解答が求められた。そして，言語化条件，言語化なし条件の参加者
は残りの洞察問題に解答した。その結果，中段している間に自身の思考を言語記述した条
件は，言語記述しなかった条件に比べて洞察問題の正答率が低下した。
このように，記憶だけでなく，自身の思考を言語記述することも，課題遂行成績に悪影
響を与える可能性が指摘されている。同様の結果が，ジャムの味の良さを判断する課題
(Wilson & Schooler, 1991)，類推課題(Lane & Schooler, 2004)，マッピング課題(Fiore & Schooler,
2002)，運動課題(Flegal & Anderson, 2008)，イメージ課題(Brandimonte & Gerbino, 1993; C
Brown, Brandimonte, Wickham, Bosco, & Schooler, 2014)など，記憶以外の認知課題においても
確認されている。ただし，特に洞察課題においては，思考内容の言語化がこれらのような
広義の言語陰蔽効果(北神, 2001)を引き起こす事については，懐疑的な見方もある(Fox,
Ericsson, & Best, 2011; Gilhooly, Fioratou, & Henretty, 2010)。本研究おいては，非言語的情報の
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記憶に対する言語陰蔽効果を主に取りあげることとする。

1－2 言語陰蔽効果を説明する主な仮説
言語陰蔽効果を説明する仮説として，これまでに大きく 2 つの仮説が提唱されている。

1－2－1 再符号化干渉説（Recoding interference 説）
言語陰蔽効果を説明する仮説として，まず提唱されたのが，再符号化干渉（recoding
interference）説である(Meissner, Brigham, & Kelley, 2001; Meissner & Brigham, 2001a; Schooler
& Engstler-Schooler, 1990)。再符号化干渉説では，非言語的記憶を言語化することで記憶表
象が歪められることが，言語陰蔽効果の原因であると説明する。顔などの非言語情報には，
言語で正確に捉えきれない情報が数多く含まれている。これらを言語化する際に，不正確
な表象が形成され，直後の再認テストでその表象に基づいたターゲットの識別が行われる
ために，言語化直後の再認成績が低下する，という説明である。
Meissner et al. (2001)は，参加者に，正確さに関係なくできるだけ多くの情報を言語記述す
るようにと教示する条件と，正確な情報のみ記述するようもとめる条件を設けて，言語陰
蔽効果のパラダイムで再認テストを行った。その結果，正確さに関係なく多くの情報を言
語記述した条件で，言語陰蔽効果が生じた。さらに，この実験では，言語記述の正確さと
再認の正確さとの間に正の相関が観察された。これらの実験結果は，不正確な言語記述に
よって不正確な記憶表象が生成され，それが再認テスト時に利用されることで，正しいタ
ーゲットを選択できなくなるために，再認成績が低下する可能性を示しており，再符号化
干渉説を支持している。
さらに，Meissner and Brigham (2001)の行ったメタ分析においても，再符号化干渉説を支
持する結果が得られている。彼らは，言語陰蔽効果を扱った複数の研究を比較し，どのよ
うな場合に言語陰蔽効果が生じやすいかを検討した。その結果，詳細な言語記述を求め，
かつ言語記述の直後に再認テストを行った際に言語陰蔽効果が生じやすい事が明らかにな
った。言語記述の直後に言語陰蔽効果が生じやすいという結果は，他の研究においても報
告されている(Alogna et al., 2014; Finger, 2002)。Meissner and Brigham (2001)は，詳細な言語記
述を行えば行うほど，不正確な言語化を行う可能性は高まり，誤った表象が生成される可
能性が高くなる。また，言語記述の直後に再認テストを行うことで，言語記述によって生
成された不正確な記憶表象が再認テストに利用される可能性が高まり，言語陰蔽効果が生
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じやすくなると説明している。言語記述の正確さと再認成績の正確さに正の相関がみられ
ることは，Meissner, Sporer, and Susa (2008)が行ったメタ分析においても報告されている。

1－2－2 転移不適切性処理シフト説
転移不適切性処理シフト（transfer inappropriate processing shift: TIPS）説では，言語陰蔽効
果は言語記述によって不正確な記憶表象が生成されることで生じるのではなく，言語化に
よって処理がシフトし，非言語情報の再認に適した処理が利用できなくなることで生じる
と説明する(Schooler, 2002)。
TIPS 説の背景には，転移適切性処理（transfer appropriate processing）という考え方がある
(Morris, Bransford, & Franks, 1977)。これは，記憶課題において，記銘時に利用する情報と，
検索時に利用する情報が一致している時に，課題遂行成績が最大となる，とする理論であ
る。TIPS 説では，顔をはじめとする非言語的情報を言語記述することで，記銘時に利用さ
れた非言語情報を処理するためのシステムから，言語情報を処理するための言語処理シス
テムへのシフトが生じ，再認成績が低下するとされている。以下，顔の識別を例として説
明する。前述の通り，顔の識別は他の視覚刺激と比較して特別であり，目，鼻といった部
分的特徴の処理（featural processing/local processing）よりも，特徴間のバランスといった全
体的特徴の処理（holistic processing/configural processing）が重要な役割を果たすと考えられ
ている(Maurer, Grand, & Mondloch, 2002; Tanaka & Farah, 1993)。すなわち，人間は通常は顔
の全体的特徴にもとづいて顔を識別するため，言語陰蔽効果の実験パラダイムにおいても，
ターゲットの記銘時は，全体処理（全体的特徴の処理を行うシステム）が適用される。そ
れゆえ，顔を正確に再認するには，再認時に全体処理が適用される必要がある。これに対
し，再認テストの前に顔の特徴を言語記述すると，全体処理とは異なる，言語を処理する
ための”不適切な処理”へのシフトが生じ，再認時に”不適切な”処理が適用されてしまう。こ
の状態で再認テストを行うと，正しく顔を識別することが出来ずに，再認成績が低下して
しまう。非言語情報の言語化が不適切な処理作業を活性化し，活性化した不適切な処理が
再認テスト時まで持続することで，再認を成功させるための適切な処理が利用できなくな
るために，言語陰蔽効果が生じるのである。
TIPS 説を支持する知見として，局所情報の処理によって言語陰蔽効果と同じように顔の
再認が阻害されるという研究があげられる。Macrae and Lewis (2002)は，Schooler and
Engstler-Schooler (1990)で使用された映像を参加者に呈示し，
その後 Navon 課題(Navon, 1977)
の局所処理を行う条件，全体処理を行う条件，フィラー課題を行う条件に分けた。Navon
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課題とは，小さな複数のアルファベットで構成された文字を見て，文字を同定する課題で
ある。局所処理条件では文字を構成する小さな文字を同定し，全体処理条件では小さな文
字が構成する文字を同定する（図 1－2）
。課題後に再認テストを行うと，局所処理条件は統
制条件に比べて再認成績が低下し，全体処理条件は再認成績が向上した。このように，Navon
課題が顔の再認に及ぼす影響については，複数の研究で検討されている(Lewis, Mills, Hills,
& Weston, 2009; Weston & Perfect, 2005; Weston, Perfect, Schooler, & Dennis, 2008)。他にも，解
釈水準理論(Trope & Liberman, 2003)にもとづいて，解釈水準が具体レベルにある状態で顔の
再認テストを受けた時のほうが，抽象レベルにある状態で再認テストを受けた時に比べて
再認成績が低下しやすいとする報告もある(Wyer, Perfect, & Pahl, 2010)。Schooler (2002)は，
Macrae and Lewis (2002)の結果に基づき，顔の再認は特定の処理モードにあるときに阻害さ
れやすく，ターゲットを言語化することにより局所情報を処理するシステムが活性化する
ために，言語陰蔽効果が生じると指摘している。Schooler (2002)は，非言語情報の処理と言
語情報の処理を，それぞれ自動的・無意図的処理と統制的・意図的処理と同種であるとみ
なし，言語情報の処理は非言語情報の処理と比較してより意図的・分析的であり，統制的・
内省的処理との結びつきが深いと説明している。このように，TIPS 説においては，非言語
的情報の処理と言語情報の処理は異なる処理システムによって支えられており，言語情報
の処理を行うことで非言語的情報の処理に最適なシステムを再認課題に適用できないため
に再認成績が低下すると考えられている。すなわち，TIPS 説は，再符号化干渉説に比べて
前述のモジュール性を仮定する立場をとっているといえる。

図 1－2 Navon 課題で呈示される刺激例
局所処理課題では，文字を構成する小さい文字を同定する（左ならば N，
右ならば H）
。全体処理課題では，左ならば H，右ならば N が正解。
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1－3 第一章のまとめ
第一章では，言語を使用することが，コミュニケーション以外の様々な認知機能に影響
を及ぼす事象の一つとして，言語陰蔽効果を紹介し，言語陰蔽効果の実験パラダイム，ど
のような刺激に対して生じるか，言語陰蔽効果の生起に影響を与える要因について概観し
た。言語陰蔽効果とは，非言語的情報，すなわち，人物の同定，顔写真の記憶，声の記憶，
食べ物の味の記憶，マッシュルームの記憶など，知覚情報の記憶を想起して言語で表現す
ると，後の再認成績が低下する現象である。言語陰蔽効果の特徴として，知覚的熟達が進
んだ情報に対して生じやすいこと，ターゲットとディストラクタの類似度が高い場合に生
じやすいことが挙げられる。前者は，人種バイアスを扱った先行研究において，自人種を
再認するときには言語陰蔽効果が生じるが，他人種を再認するときには言語陰蔽効果が生
じないという結果が報告されていること，ワインの味の再認において，ワインを好んで頻
繁に飲むが専門的知識は持たない中級者に言語陰蔽効果が生じ，初心者には生じないこと
などが，根拠として挙げられる。後者は，ターゲットとディストラクタの類似度が高い場
合には言語陰蔽効果が生じるが，類似度が低い場合には生じないという先行研究の結果や，
平均顔を刺激とした場合に言語陰蔽効果が生じやすいという結果が根拠となっている。こ
れらを総合すると，言語陰蔽効果は，再認テストにおいて，精緻な知覚表象を必要とする
場合に生じやすいと考えられる。
次に，言語陰蔽効果を説明する仮説として，再符号化干渉説と，転移適切性処理シフト
（TIPS）説を紹介した。再符号化干渉説は，ターゲットを言語化する際に，不正確な言語
化を行うことで記憶表象が変容し，直後の再認課題において歪められた記憶表象をもとに
ターゲットを弁別しようとするために，言語陰蔽効果が生じるとする説明である。この仮
説の根拠として，正確かどうかにかかわらず，出来る限りターゲットを詳細に言語化させ
ると言語陰蔽効果が生じるが，正確さを意識しながら言語化した場合は言語陰蔽効果が生
じないという結果や，言語記述と再認の正確さに正の相関関係が観察されていることが挙
げられる。TIPS 説は，ターゲットを言語化することで，言語処理を担うシステム（不適切
な処理）が活性化し，非言語情報の再認に適した処理システムを再認時に利用できなくな
ることが，言語陰蔽効果を生じさせる要因であると説明する。TIPS 説は，言語処理と非言
語処理という異なる処理システムを仮定し，一方の処理システムの活性化がもう一方の処
理システムの利用を妨げる，と想定する点で，どちらかというとモジュール性を仮定する
立場で言語陰蔽効果を説明しているといえる。第二章では，言語陰蔽効果の生起メカニズ
ムを解明するうえで明らかにされるべき問題と，本論文の目的と研究の概要について説明
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する。
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第二章 言語陰蔽効果研究において明らかにされるべき問題と本研究の概要
2－1 各仮説が抱える問題点
2－1－1 ターゲットと関係の無い情報の言語化
再符号化干渉説の妥当性に対する批判の一つが，ターゲットではない情報の言語化によ
って，言語陰蔽効果が生じるとする報告である。Dodson, Johnson, and Schooler (1997)は，言
語化の段階で，ターゲットではなく，参加者の親の顔を言語化した場合に言語陰蔽効果が
生じるかを検討した。その結果，親の顔を言語化した場合でも，言語化を行わない場合に
比べてターゲットの再認成績が低下した。このように，ターゲットと関係の無い情報を言
語化した場合でも，言語陰蔽効果が生じるとする報告は Dodson et al. (1997)以外にも存在す
る(Brown & Lloyd-Jones, 2002, 2003; Westerman & Larsen, 1997)。再符号化干渉説では，言語
記述の内容が不正確であるために，不正確な記憶表象が生成され，再認成績の低下を引き
起こすと説明されている。もしそうであれば，ターゲットと関係のない顔の言語記述は，
ターゲットの再認には影響を及ぼさないはずである。そのため，再符号化干渉説ではこの
結果を説明できない。

2－1－2 言語化された情報と再認成績の正確性の関係
再符号化干渉説に対するもう一つの批判が，言語化された情報の正確さと再認成績との
間に正の相関関係が見られないというものである。Meissner et al. (2001)は，言語化された情
報の正確さと再認成績の正確さに正の相関があったことを，再符号化干渉説の根拠の一つ
としている。しかしながら，言語陰蔽効果を扱う研究において，言語記述と再認成績の間
に関連が見られなかったと報告する研究は一定数存在する(Brown & Lloyd-Jones, 2002;
Fallshore & Schooler, 1995; Finger, 2002; Kitagami et al., 2002; Melcher & Schooler, 2004)。
Schooler (2002)は，これらの先行研究の結果にもとづいて，再符号化干渉説を否定し，何
が言語化されるかにかかわらず，言語化という行為そのものが言語陰蔽効果を生じさせる
と主張している。しかしながら，関連性を否定する研究が存在する一方，他方では言語記
述の正確さと再認成績の正確さに関連があると報告する研究が存在する。Meissner et al.
(2008)は，
“顔の言語記述”，“言語陰蔽効果”，“目撃者の記憶，再生，再認”，“顔の記憶，
再生，再認”を扱った 33 の先行研究のデータを元にメタ分析を行い，言語記述の正確さと
記憶成績の正確さの関連を検討した。その結果，効果量は小さいながらも，言語記述の質
と記憶成績の質との間には有意な正の相関が観察された。
以上のように，現状では，再符号化干渉説と TIPS 説，それぞれの仮説を支持する結果が
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報告されており，いずれの仮説が妥当かについて決着はついておらず，どのようにして記
憶の言語化が後の再認を阻害するか，メカニズムは明らかになっていない。

2－2 再現性の問題
言語陰蔽効果の研究で最も重要な問題が，再現性の低さである。Meissner and Brigham
(2001)のメタ分析では，言語陰蔽効果は小さいながらも有意な効果を持つことが示されてい
る(Fisher’s Zr = -0.12)。また，彼らのメタ分析では，言語陰蔽効果の観察にターゲットを詳
細に言語記述することと，言語記述の直後に再認課題を行う必要があると説明している。
事実，言語記述の後に関係の無い非言語的課題（迷路課題など）を挿入すると，言語陰蔽
効果が消失することは報告されている(Finger, 2002)。
言語陰蔽効果の再現性の低さは，近年において重要な問題として着目され，大規模な再
現実験が実施された。American Psychological Society は，2013 年 6 月より大規模な言語陰蔽
効果の再現プロジェクトを実施し，30 を越える研究チームが言語陰蔽効果の再現実験を行
った(Alogna et al., 2014)。再現実験では，Schooler and Engstler-Schooler (1990)にもとづき，2
種類のプロトコルで検討が行われた。実験 1 では，強盗の動画が 44 秒間呈示され，すぐに
5 分間犯人の人相の言語化が求められた。その後，20 分間フィラー課題（クロスワードパ
ズル）を行った後，再認テストとして写真面割りが行われた。この手続きは，Schooler and
Engstler-Schooler (1990)の実験 4 を模したものである。実験 2 では，言語化課題とフィラー
課題を入れ替え，動画を呈示した後にフィラー課題を実施し，言語化課題，再認テストの
順で実験が行われた。この手続は，Schooler and Engstler-Schooler (1990)の実験 1 を模したも
のである。その結果，言語化の直後に再認テストを行った実験 2 において，言語陰蔽効果
が観察された。これらの結果から，非言語情報の言語化が記憶にもたらす悪影響が存在す
ることと，その悪影響が，再認課題の直前に言語化を行う場合に生じやすいことが明らか
になった。
これまでに実施されたメタ分析や再現実験より，言語陰蔽効果は，再認の直前に言語化
課題を実施することで生じやすいことが示されている。しかしながら，なぜこれまでに言
語陰蔽効果の再現に失敗する研究が多く存在するのかについて，再符号化干渉説において
も，TIPS 説においても明確な説明はなされていない。

2－3 本論の目的と構成
本研究の目的は，言語陰蔽効果を説明する仮説の妥当性を検証し，言語陰蔽効果の生起
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メカニズムを明らかにすることである。そして，言語陰蔽効果のメカニズム解明を通して，
言語情報の処理が非言語情報の記憶に影響を与える現象の背景に，モジュール性を仮定す
る必要があるかを考察することである。上記で説明したように，言語陰蔽効果は，非言語
的機能に言語的機能が影響を及ぼす現象の一つであるが，その生起メカニズムの説明とし
て，顔認知をはじめとする非言語的処理と言語的処理との間に複数のモジュールを仮定す
る説明（TIPS 説）と，モジュールを仮定せず，一つのシステム上で言語的機能が非言語的
機能に影響を及ぼしていると仮定する説明（再符号化干渉説）が提案されており，いずれ
の仮説がより妥当かについては決着がついていない。このように，言語処理や非言語的処
理に対して独立したモジュールを仮定すべきかという議論は，言語陰蔽効果以外の現象（単
語認知や顔認知）においても行われている(Chomsky, 1959; Pinker & Ullman, 2002; Plaut &
Behrmann, 2011)。言語陰蔽効果の生起メカニズムを検討し，モジュールを仮定する必要性に
ついて議論を行うことは，言語的機能とそれ以外の機能に複数のモジュールを仮定する必
要があるかというより大きな問題を明らかにすることにも繋がると考えられる。また，前
述のとおり，言語陰蔽効果の実験手続きは，犯罪捜査における目撃者の犯人識別場面を模
したものである。言語陰蔽効果の生起メカニズムを明らかにすることで，目撃者の犯人識
別に妨害的な影響を及ぼす要因の排除という応用的側面に対しても貢献することができる
と考えられる。
これらの目的を達するために，複数の行動実験と，シミュレーション実験から言語陰蔽
効果のメカニズムを検討した。まず，複数の行動実験により，言語陰蔽効果が言語化され
る内容にかかわらず生起するのかを検討した。一口に記憶の言語化といっても，カテゴリ
ー名によるラベリングから，詳細で細かな記述に至るまで，言語記述のレベルは様々であ
る。さらに，我々は自分の記憶を言語化する際に，どの情報を言語化して，どの情報を言
語化しないかを取捨選択することが可能である。例えば，我々がある人物の顔の特徴を形
容する際に，目や鼻といった，顔のパーツの特徴を詳細に言語記述することもできれば，
顔の特徴から感じられる性格や雰囲気を言語で形容することもできる。さらに，
“弁護士タ
イプ”や“力仕事をしていそう”といったように，職業などのカテゴリー名で表現するこ
とも可能である。再符号化干渉説の立場では，このような言語化内容の違いは言語陰蔽効
果の生起に影響を与えると考えられる。実際に，Meissner et al. (2001)は言語記述の詳細さを
操作し，より詳細に記述することが言語陰蔽効果の生じやすさに影響することを示してい
る。これに対し，TIPS 説の立場では言語化内容に関係なく言語陰蔽効果が生起すると考え
られる。これらの点を明らかにするために，まず，研究 1，研究 2 では，顔の再認において
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より重要な役割を担うとされる全体情報（顔のパーツのバランスや，パーツの特徴を総合
した情報）を言語化した場合と，全体情報と比較して再認における重要度が低いと考えら
れている部分情報（目，鼻などの個々のパーツの情報）を言語化した場合で，言語陰蔽効
果の生起にどのような変化がみられるかを検討した。そして，研究 3 から研究 4 において，
同じ部分情報であっても，言語化される情報の顕著性や再認における有用性が異なる場合
に，言語陰蔽効果の生起にどのような違いが生じるかを検討した。そして，以上の行動実
験の結果から，再符号化干渉説，TIPS 説の妥当性と，行動実験の制約や限界について考察
した。
次に，並列分散処理（pallarel distributed processing: PDP）モデルを用いて，モジュール性
を仮定しないモデル，すなわち，再符号化干渉説を支持するモデルで，言語陰蔽効果の再
現が可能かを検討した。コンピュータシミュレーションは，行動実験と比べて刺激や条件
を厳密に統制することが可能である。本研究は TIPS 説と再符号化干渉説の妥当性について
検討を行うため，言語化様式や言語化される情報を操作した場合に，言語陰蔽効果の生起
にどのような影響が及ぶかを検討している。また，前述の通り，言語記述の内容の正確さ
と再認成績の正確さの関係についても，言語陰蔽効果の生起メカニズム解明のためには解
決されるべき問題である。これらの課題を解決するために，言語化する対象や言語記述の
内容を厳密に統制できるコンピュータシミュレーションを用いることは有用であると考え
られる。また，ターゲットの言語化から再認テストまでのモデルの情報処理の過程を時系
列的に表現することで，行動実験では推測の域にとどまっていた言語化による内部状態の
変化の過程を明示する事が可能である。
そして，コンピュータシミュレーションは，特定の理論を実装したモデルで，その理論
の反証事例とされてきた行動実験の結果を再現できるか否かを検討することで，理論の妥
当性の検証を直接行うことができる。言語陰蔽効果は，1990 年に Schooler が存在を報告し
てから，行動実験による様々な検討がなされ，記憶の言語化がなぜ，どのように再認成績
を低下させるかについて，複数の仮説が提案され，いずれの仮説がより適切に行動実験を
説明できるかについて議論されてきた。このような状況において，コンピュータシミュレ
ーションによって特定の仮説がこれまでに報告されてきた現象を再現することは，これま
での理論の妥当性の検証と再考に有用である。実際に，これまでにもコンピュータシミュ
レーションは様々な現象を特定のモデルで再現することで理論の妥当性の検証や再考に貢
献している(Botvinick & Plaut, 2004; O’Toole, Deffenbacher, Valentin, & Abdi, 1994; Plaut &
Behrmann, 2011; Plaut & Booth, 2000)。それゆえ，言語陰蔽効果の生起メカニズムについても，
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コンピュータシミュレーションが有効な手段となる可能性は高い。研究 5 では，再符号化
干渉説を支持するモデルを構築し，言語陰蔽効果が再現可能かを検討した。研究 6 では，
同様のモデルを用いて，言語陰蔽効果を再現するとともに，再符号化干渉説の反証事例と
される，ターゲット以外の顔の言語化と言語化内容の正確さの問題を取りあげ，再符号化
干渉説を支持するモデルにおいても両者が再現可能かを検討した。
さらに，第五章において，シミュレーション実験から得られた示唆にもとづき，言語化
時に用いる言語ラベルが，記憶対象に関連する知識と結びついている場合と，結びついて
いない場合に，言語化が再認に異なる影響を及ぼすかを，楽曲の様式カテゴリー分類を通
じて検討した。第一章において言及したように，熟達の程度が異なると，言語陰蔽効果の
生じやすさも異なることが示されている。熟達の度合いに応じて言語陰蔽効果の生じやす
さが異なるのは，熟達の途上において，知覚情報を無理に言語で表現することで，言語処
理システムが知覚情報処理システムの利用を阻むためであるとも考えられるが，言語ラベ
ルに関連する限定的な知識が表象を歪め，再認を阻害するためであると考える事もできる。
研究 7 では，ピアノ楽曲を刺激とし，クラシック音楽の中級者と初心者に対して，同じカ
テゴリーラベルを用いた様式カテゴリー分類課題を課し，言語化課題とした。クラシック
音楽を題材としたのは， 刺激の弁別に知覚的な熟達を要するだけでなく，作曲様式が時代
によって変化しており，各様式の代表的な作品について明確にカテゴリー分類することが
できるためである。顔を使用する場合，このような学術的なカテゴリー分類が難しいこと
に加えて，顔認識に対する熟達の程度や，顔を言語表現するための専門的教育を受けた経
験が異なる参加者の協力を得ることが困難であるため，クラシック音楽が顔刺激よりも妥
当であると判断した。以上の研究結果に基づいて，再符号化干渉説と TIPS 説いずれが妥当
であるのか，言語陰蔽効果の説明にモジュール性の仮定が必要なのかを議論する。

2－4 第二章のまとめ
第二章では，再符号化干渉説の反証事例を紹介し，言語陰蔽効果のメカニズムを解明す
るうえでどのような問題があるかを説明した。第一の問題として，再符号化干渉説，TIPS
説のいずれが言語陰蔽効果のメカニズムを説明するうえでより妥当であるか，明らかにな
っていない点が挙げられる。再符号化干渉説に対する反証事例として，ターゲットと無関
係の顔（親の顔など）を言語化した場合でも言語陰蔽効果が生じるとする研究結果が報告
されていること，言語記述の内容の正確さと再認の正確さとの間に，正の相関が観察され
ないとする研究が複数報告されていることを挙げた。これらの先行研究から， Schooler
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(2002) は TIPS 説の方が言語陰蔽効果をより説明できると主張している。しかしながら，第
一章で述べたとおり，言語化の内容によって言語陰蔽効果の生起が変化する，といった，
再符号化干渉説を支持する結果も報告されており，言語化の内容にかかわらず言語処理を
行うことが再認成績を低下させると考える TIPS 説ではこれらの結果の説明が難しい。この
ように，いずれの説が言語陰蔽効果を説明するうえでより妥当かは，決着がついていない
状態である。
もう一つの問題は，再現性の低さである。言語陰蔽効果は，効果そのものの再現に失敗
する研究も多い。メタ分析や，2013 年から開始された大規模な再現プロジェクトによって，
顔の記憶を言語化することが，確かに後の再認成績を低下させることは確認されたものの，
なぜ再現に失敗するか，どのような要因に配慮すれば再現性が向上するかについて，明確
な答えは得られていない。
上記の問題を解決し，言語的機能が非言語的記憶に影響を及ぼすメカニズムに複数の処
理システムを仮定する必要があるかを検討するために，本研究では五つの行動実験と，二
つのシミュレーション実験を行った。第三章では，再符号化干渉説と TIPS 説の妥当性を検
討するために，言語化される情報を変化させた場合に，再認成績にどのような変化が生じ
るかを検討した。もし，言語化される情報に関係なく，言語陰蔽効果が生じれば，再符号
化干渉説よりも TIPS 説のほうがより妥当性が高いと考えられる。第四章のシミュレーショ
ン実験では，並列分散処理モデルによる言語陰蔽効果の再現を通じて，再符号化干渉説に
対する反証事例が，再符号化干渉説を前提とするモデルで再現可能か，そして，言語陰蔽
効果の背景メカニズムにモジュール性の仮定が可能かを検討した。最後に，第五章では，
ピアノ楽曲を刺激として，言語ラベルに関連する専門的知識を持つ場合と，持たない場合
に，言語化が再認成績にどのような影響を及ぼすかを検討した。
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第三章 言語化される情報の質の違いが再認に与える影響の検討
第三章では，言語化される情報の内容の違いが言語陰蔽効果の生起に与える影響を検討
した。我々は，非言語的情報を詳細に言語記述したり，特定の情報を選択して記述するこ
とができる。再符号化干渉説においては，言語化の内容や方法によって言語陰蔽効果の生
じやすさが異なると考えられるが，TIPS 説では言語化そのものが再認に妨害的に作用する
ため，どのような方法であろうとターゲットの言語化により言語陰蔽効果が生じると考え
られる。
研究 1，2 では，全体情報（顔のパーツのバランスや輪郭に関する情報）の言語化と，部
分情報（顔の個々のパーツの情報）の言語化を行った場合，どちらが言語陰蔽効果を生じ
させやすいかを検討した。研究 3，4 では，顔の再認により重要とされる特徴の言語化が言
語陰蔽効果に及ぼす影響を検討した。

3－1 研究 1 全体情報の言語化が顔の再認に与える影響
3－1－1 研究の概要
人物の相貌を言語化する場合，目鼻立ちの特徴といった部分情報を言語化することに加
えて，各パーツの空間的位置情報などの全体情報を言語化することも可能である。顔認知
の先行研究において，人の顔の識別には，個々のパーツの特徴（部分情報）よりも，各パ
ーツの位置関係や輪郭など（全体情報）がより重要な役割を果たすことが知られている
(Maurer et al., 2002; Tanaka & Farah, 1993)。
部分情報だけでなく，全体情報の中にも，言語化が可能な情報は存在する。例えば，年
齢や美しさ，女性らしさ，男性らしさは個々のパーツの位置情報から判断されうる(Hole &
George, 2011; G. Rhodes, Proffitt, Grady, & Sumich, 1998; 山口, 加藤, & 赤松, 1996)。TIPS 説が
想定するように，言語陰蔽効果が言語化を行うことそのものに起因するのであれば，部分
情報を言語化した場合でも，全体情報を言語化した場合でも言語陰蔽効果は生じると考え
られる。先行研究においては，全体情報，部分情報関係なくターゲットの言語化によって
言語陰蔽効果が生じるとする研究(Clare & Lewandowsky, 2004; Kitagami et al., 2002)と，部分
情報の言語化でのみ言語陰蔽効果が生じるとする研究(MacLin, 2002)の両方が報告されてい
る。
言語化する情報を操作した先行研究では，全体情報の言語化としてターゲットから受け
る印象や性格，ターゲットが就いていそうな職業を記述させる方法が一般的である(Coin &
Tiberghien, 1997; Kitagami et al., 2002; Wickham & Lander, 2008)。しかし，印象や性格は，眼
の形などの部分的特徴にもとづいて判断することが可能であり，実際には部分処理が活性
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化していた可能性が考えられる。また，性格や職業の情報は，記憶テスト時にステレオタ
イプに合致する情報が想起されやすくなったり，誤って想起される事があり(Cohen, 1981;
Snyder & Uranowitz, 1978)，先行研究における全体情報の言語化は，より再認成績が低下し
易い状況を作っていた可能性がある。そこで，本研究では全体情報の言語化に顔の空間的
位置情報を示す形容詞の評定を設定し，部分情報を活性化させないターゲットの言語化が，
言語陰蔽効果を生じさせるかを検討した。

3－1－2 方法
実験参加者 大学生・大学院生 66 名（平均年齢=20.3，SD=0.9）が参加した。
材料 眼鏡，傷といった目立った特徴のない 9 名のニュートラル表情の男性の白黒顔写
真を合成して作成した画像 8 枚を使用した。具体的には，基準とする 1 枚の顔写真と残り
の 8 枚の顔写真で 8 対のペアを作り，それぞれを合成して 8 枚の合成顔を作成した。各ペ
アが 40 パーセント基準の顔の特徴を含むようにした。8 枚の合成顔のうち 1 枚がターゲッ
ト，残りの 7 枚がディストラクタであった。合成加工にはフリーソフトウェアの WinMorph
3.01（http://www.debugmode.com/winmorph/）を使用した。この操作はターゲットとディスト
ラクタの類似度を高め，言語陰蔽効果を検出しやすくするために行った。実験は A4 の冊子
を用いて行った。冊子は，表紙，ターゲット刺激，フィラー課題，言語化課題，再認課題
から構成されていた。
手続き 実験は集団で行った。事前説明の後，ターゲット刺激を 5 秒間提示し，フィラ
ー課題（クロスワードパズル）を 5 分間行った。その後，言語化課題を 5 分間行った。部
分情報言語化条件の参加者は目鼻口といったパーツの特徴をできるだけ多く書き出すよう
教示された。全体情報言語化条件の参加者は“大人っぽい”，
“整った”といった 2 次関係
情報を示す形容詞 6 項目について，ターゲット刺激がどの程度当てはまるかを 5 段階（1：
全く当てはまらない～5：非常にあてはまる）で評定した。統制条件の参加者は世界の国名
をできるだけ書き出す課題を 5 分間行った。その後，再認課題を行った。実験は 15 分程度
で終了した。

3－1－3 結果
条件ごとに，正答（Hit），誤答（False alarm）した参加者の割合を算出した（図4－1）。
部分情報言語化群の参加者のうち1名が，部分情報に全く言及していなかったため，分析か
ら除外した。カイ二乗検定の結果，部分情報言語化条件において正答した実験参加者の数
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が有意に低くなった（χ2 (2)= 6.32, p < .05, Cramer’s V = .31）。全体情報言語化条件において
正答した実験参加者と，統制条件において正答した実験参加者の割合に有意な差はなかっ
た。すなわち，部分情報言語化条件では言語陰蔽効果が生じていたが，全体情報言語化条
件では言語陰蔽効果は生じていなかった。
0.70

Percent correct

0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

Control

Featural

Holistic

図 3－1 各条件の正再認率（ターゲットを正しく同定で
きた参加者の割合）。統制条件が 0.55，部分情報言語化条
件は 0.29，全体情報言語化条件は 0.59。

3－1－4 考察
本研究の目的は，全体情報を言語化した場合と，部分情報を言語化した場合で言語陰蔽
効果の生じやすさに違いがあるかを検討することであった。本研究において，個々のパー
ツの特徴の記述（部分情報の言語化）は再認を妨害したが，パーツの位置関係や全体の特
徴に関する評定（全体情報の言語化）は再認を妨害しなかった。
部分情報の言語化で言語陰蔽効果が生じ，全体情報の言語化で生じなかったということ
は，言語化する情報によって，言語陰蔽効果の生じやすさが異なることを示している。顔
認知の研究より，人間は顔を 1 つのまとまりとして識別しており，個々のパーツの特徴よ
りも，それらの位置関係の情報や全体的な印象が顔の弁別に重要な役割を果たしているこ
とが知られている。部分情報の言語化によってのみ言語陰蔽効果が生じたということは，
より再認に適さない情報を言語化することが，言語陰蔽効果を生じさせている可能性を示
している。
TIPS 説において，言語陰蔽効果は言語化の内容に関係なく生じると考えられている。も
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し，TIPS 説が正しければ，全体情報言語化条件でも言語陰蔽効果が生じるはずである。そ
れゆえ，本研究の結果は，TIPS を支持しないということになる。ただし，本研究では，全
体情報言語化条件では顔を表す形容詞がターゲットにどの程度当てはまるかを評定すると
いう方法で言語化を行った。この方法は，ターゲットの顔の部分的特徴を詳細に記述する
という部分情報言語化条件の方法に比べて，比較的負荷がかかりにくい方法であるといえ
る。Schooler (2002)は，言語陰蔽効果は言語処理が十分に行われ，言語処理システムが活性
化されたほうが生じやすいと説明している。本研究で全体情報言語化条件に言語陰蔽効果
が生じなかったのは，部分情報言語化条件に比べて言語処理システムが十分に活性化され
なかったためとも考えられる。
研究 2 では，全体情報言語化条件と部分情報言語化条件の両方を文章の評定課題にした
場合に，再認成績がどのように変化するかを検討した。

3－2 研究 2 全体情報及び部分情報の評定が言語陰蔽効果に及ぼす影響
3－2－1 研究の概要
本研究ではターゲットを想起し，ターゲットの部分的特徴について記述された文章につ
いて評定を行う条件，ターゲットの全体的情報について評定を行う条件を設定し，再認成
績を比較した。もし，研究 1 で得られた結果が，言語化される情報の違いによってもたら
されているならば，部分的特徴について記述された文章について評定を行う条件，すなわ
ち，部分情報を評定する条件でのみ，言語陰蔽効果が生じると考えられる。言語化の内容
に関係なく，あらゆる言語化が処理をシフトさせるならば，全ての言語化条件で言語陰蔽
効果が生じるはずである。
手続きには，複数呈示パラダイム(Brown & Lloyd-Jones, 2002, 2003)を採用した。複数呈示
パラダイムとは，通常の言語陰蔽効果の実験パラダイムと異なり，実験室で個別に実験に
参加し，複数の顔写真を呈示し，測定を行うものである。ターゲットを言語化した後に再
認テストを受けるブロックと，言語化をせずに再認テストを受けるブロックを遂行する。
言語化ブロックでは，参加者は 13 枚の顔写真を順に呈示され，最後の顔写真の特徴を言語
化する。その後，言語化した顔写真を除いた 12 枚のターゲットと 12 枚のディストラクタ
をランダムに 1 枚ずつ呈示され，ターゲットか否かを判断する。言語化なしブロックでは，
ターゲット提示後にフィラー課題を行う。先行研究においては，2 ブロック目に言語化ブロ
ックを遂行した場合に，言語化なしブロックに比べて再認成績が低下することが知られて
いる(Brown & Lloyd-Jones, 2002, 2003)。通常のパラダイムでは，集団で実験を行い，1 回の

20

実験で 1 つのデータしか測定出来ないが，複数呈示パラダイムでは 1 人の参加者から複数
のデータを測定し，平均値を得ることが可能である。言語陰蔽効果は効果量が小さいため，
個人内での比較が可能である複数呈示パラダイムを採用した。

3－2－2 方法
参加者 45 名の大学生，大学院生（平均年齢 19.02 歳，SD = 1.75，男性 27 名）が参加し
た。
実験計画 言語化の方法（部分情報評定，全体情報評定）×言語化の順序（先，後）×
言語化の有無（あり，なし）の 3 要因混合計画であった。参加者は部分情報評定条件，全
体情報評定条件のいずれかに割りあてられ，評定を行うブロック（言語化ありブロック）
と，行わないブロック（言語化なしブロック）に参加した。
材料 20 代前半の女性の顔写真（グレースケール）48 枚を使用した。いずれの顔写真も，
傷や眼鏡等の目立つ特徴の無いものを使用した。48 枚のうち，24 枚をターゲットとして，
残りの 24 枚をディストラクタとして使用した。また，13 枚目に呈示し，言語記述を行うた
めの顔写真としてターゲット画像と同様のグレースケールの写真を 2 枚使用した。再認成
績に天井効果が生じるのを避けるため，記銘段階では，正面画像を使用し，再認テストで
は斜めの画像（正面から向かって左方向に約 30 度）を使用した。顔画像の呈示には，E-prime
(Psychology Software Tools, Inc.)を使用した。
手続き

手続きの模式図を図 3－2 に示す。参加者は，顔写真を順番に呈示されること，

後でその写真について質問することがあるので，顔写真を 1 枚 1 枚よく記憶するように教
示され，13 枚の顔写真を 5 秒ずつ呈示された。顔写真は 1 秒間注視点が呈示された後，デ
ィスプレイの中央に呈示された。顔写真が呈示された後，参加者は顔写真の特徴を説明す
る文章のリストを手渡され，それぞれの文章が最後に呈示された顔写真にどの程度当ては
まるか（あてはまらない：1～あてはまる：の 7 段階）を評定するよう求められた。部分情
報言語化条件では，顔の個々のパーツの特徴を説明する文章 20 個について，全体情報言語
化条件では，個々のパーツのバランスや年齢，顔の輪郭といった全体情報を説明する文章
20 個について評定するように求められた。実験者は，参加者に制限時間ギリギリまで個々
の文章と顔写真についてよく考えて評定を行うよう求めた。言語化なしフェイズでは，5 分
間数独課題を行った。言語化課題の後，すぐに再認テストを実施した。ターゲットの写真
とディストラクタの写真がランダムに呈示され，参加者はそれぞれの写真について，ター
ゲットか否かを判断した。
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図 3－2 複数呈示パラダイムの手続き図
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表 3－1 各条件で使用したターゲットを形容する文章

3－2－3 結果
著しく再認成績が低かった 1 名の参加者のデータ（Hit 率= 0.50, FA 率= 0.83）を分析から
除外し，44 名のデータを使用した。各条件の再認成績（A’）
，Hit 率，FA 率，反応時間の平
均値を表 3－2 に示す。A’について，2 (言語化: 言語化あり vs. 言語化なし) × 2 (言語化され
る情報: 部分情報 vs. 全体情報) × 2 (順序: 先に言語化 vs. 後で言語化) の 3 要因混合計画
の分散分析（ANOVA）を実施した。言語化の主効果（F (1, 40) = 1.934, p = .172, ηp2 = .046）
，
言語化される情報の主効果（F (1, 40) = 0.380, p = .541, ηp2 = .009），順序の主効果（F (1, 40) =
0.246, p = .623）はいずれも有意ではなかった。また，言語化×順序（F (1, 40) = 0.059, p = .809,
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ηp2 = .001）
，言語化×言語化される情報（F (1, 40) = 1.042, p = .314, ηp2 = .025）の交互作用も
有意ではなかった。しかしながら，言語化×言語化される情報×順序の交互作用は有意であ
った（F (1, 40) = 4.236, p = .046, ηp2 = .096）。言語陰蔽効果は，後で言語化ありブロックを遂
行し，部分情報について評定を行った条件でのみ生じていた (p = .023)。

表 3－2 再認成績（A'）
，Hit 率，False alarm 率，反応時間(ms)の平均値と標準偏差
Verbal

No verbal

Mean

SD

Mean

SD

A'

0.75

(0.06)

0.76

(0.14)

Hits

0.57

(0.10)

0.65

(0.17)

False Alarms

0.24

(0.09)

0.28

(0.18)

RT

4090

(1699)

3485

(948)

A'

0.71

(0.19)

0.76

(0.10)

Hits

0.65

(0.15)

0.67

(0.12)

False Alarms

0.33

(0.22)

0.33

(0.19)

RT

4813

(2288)

3923

(1600)

A'

0.67

(0.21)

0.78

(0.15)

Hits

0.57

(0.17)

0.64

(0.17)

False Alarms

0.32

(0.20)

0.22

(0.16)

RT

3677

(1875)

3518

(1383)

A'

0.81

(0.13)

0.78

(0.10)

Hits

0.70

(0.19)

0.58

(0.12)

False Alarms

0.22

(0.15)

0.20

(0.16)

RT

3531

(2064)

4067

(2884)

Featural

Verbal First
Holistic

Featural

Verbal Second
Holistic
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3－2－4 考察
本研究の目的は，部分情報の言語化を行った場合と，全体情報の言語化を行った場合で，
言語陰蔽効果の生起にどのような影響を及ぼすかを検討することであった。全体情報，部
分情報それぞれの情報の言語化には，評定課題を設定した。また，言語化される時間を統
制し，1 人の参加者から複数のデータを得るために，複数呈示パラダイムにて実施した。そ
の結果，部分情報を言語化した条件で，先行研究と同様の言語陰蔽効果が観察された。こ
れに対し，全体情報言語化条件では，言語陰蔽効果は観察されなかった。
先行研究では，全体情報と部分情報の言語化の影響について，異なる結果が報告されて
いた(Clare & Lewandowsky, 2004; Kitagami et al., 2002; MacLin, 2002)。先行研究においては，
体格や年齢などの全体情報を反映するとされる情報に加え，性格や職業の判断を全体情報
の言語化として課していた。性格や職業の判断は，ステレオタイプに合致する情報を活性
化し，ターゲットを正しく想起することを妨げる可能性がある(Snyder & Uranowitz, 1978)。
これに対し，本研究では，性格や職業の判断ではなく，顔の個々のパーツの位置関係や，
顔の輪郭，形状に基づく，より客観的な特徴の判断を全体情報の言語化として設定した。
言語化によって余分な情報を想起しなかったことと，顔の個々のパーツの位置関係がもと
もと顔の識別に有用な情報であったために，全体情報言語化条件では言語陰蔽効果が生じ
なかったと考えられる。
また，本研究では，Kitagami et al. (2002)や MacLin(2002)と異なり，参加者に言語記述を
求めるのではなく，あらかじめ用意されたターゲットの情報がどの程度自分の記憶してい
るターゲットと一致していると思うかを評定するように求めた。このような評定は，対象
に言語ラベルを付けるという点では，通常の言語記述と共通している。例えば，
“二重まぶ
ただった”という項目に対して，その情報がターゲットに“当てはまる”と回答すること
は，ターゲットを“二重まぶたの人”と言語化することでもある。通常の記述課題と評定
課題との違いは，参加者が自発的に想起した内容を，参加者自身の言葉で表現するか，既
に呈示された言語ラベルを用いて表現するかという点である。評定課題のような，自発的
な言語記述を求めない言語化課題でも言語陰蔽効果が生じるという結果は，言語陰蔽効果
の生起が言語化の様式に関係なく，記憶対象を言語化するという行動と，記憶対象のどの
ような情報を言語化するかということに影響を受けている 可能性を示している。
さらに，本研究の結果は二次関係情報，すなわち，全体情報の言語化が，TIPS 説が想定
するような処理のシフトを生じさせない可能性を示している。本研究では，複数呈示パラ
ダイムを使用して検討を行った。複数呈示パラダイムは，ターゲット刺激と言語化を行う
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刺激が異なる。それゆえ，複数呈示パラダイムで言語陰蔽効果が生じるということは，言
語化により顔の識別に必要な情報が一時的に利用されにくくなっていることを示している
といえる。TIPS 説においては，言語化の内容，質に関係なく，顔を言語化することで処理
がシフトし，言語陰蔽効果が生じると考えられているが，本研究では，部分情報言語化条
件でのみ言語陰蔽効果が生じ，全体情報言語化条件では再認成績は低下しなかった。もし
仮に TIPS 説が想定するように，処理のシフトによって言語陰蔽効果が生じているのだとし
ても，全体情報を言語化する場合よりも，部分情報を言語化する場合のほうが，処理のシ
フトが生じやすく，言語陰蔽効果が生起しやすいと考えられる。

3－3 研究 3 再認に有用な情報の言語化が再認に与える影響 1
3－3－1 研究の概要
研究 1，2 において，
顔の識別に重要な役割を果たすとされる全体情報を言語化した場合，
言語陰蔽効果は生じず，全体情報と比較して顔の識別には重要でないとされる部分情報を
言語化した場合には言語陰蔽効果が生じた。これらの結果は，言語陰蔽効果の生起が，TIPS
説が想定するように非言語情報の記憶を言語化することそのものではなく，どのような情
報を言語化するか，言語化された情報が再認において有用であるかに影響される可能性を
示している。本研究では，部分情報の中でも，より再認に有用な情報を言語化した場合と，
有用でない情報を言語化した場合とで，言語化が言語陰蔽効果の生起に及ぼす影響を検討
した。
顔認知の研究において，個々のパーツの特徴が顔の識別にどの程度役立つかには，パー
ツによって違いがあることが明らかになっている。例えば，目は他の顔のパーツに比べて
より効率的に処理がなされる(Fraser, Craig, & Parker, 1990)。具体的には，目や鼻，口といっ
た顔のパーツの情報が一部欠けた状態で刺激が呈示された場合に，目は鼻や口が欠けた状
態に比べて，より素早く欠けていることが知覚される。このように，目の顕著性が高く，
より注意を向けられやすいことに加えて，顔の上部，特に目は顔の識別に役立つことが明
らかになっている(Ellis, Shepherd, & Davies, 1975; Goldstein & Mackenberg, 1966; Haig, 1986)。
Mckelvie (1976)は，ターゲットの目を隠す場合と口を隠す場合では，目を隠す方がターゲッ
トの再認エラーが上昇することを報告している。さらに，眼球運動を計測した研究におい
ても，顔写真が呈示された際に，参加者はより目を注視することが知られている(Althoff &
Cohen, 1999; Henderson, Williams, & Falk, 2005; Williams & Henderson, 2007)。
このような顕著性の高い情報を言語化した場合と，そうでない情報を言語化した場合と
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で，言語陰蔽効果の生じやすさが異なるかについては，これまで言語陰蔽効果を扱った研
究ではあまり検討されてこなかった。しかしながら，多くの研究が，顕著性の高い特定の
特徴に注意をむけることが，後の再認がうまくいくかを左右することを示している。Hills,
Ross, and Lewis (2011)は，顔の再認は，参加者がターゲット画像の目に注視した場合のほう
が，ターゲット画像の口に注視した場合よりも再認成績が高いことを報告している。さら
に，Althoff and Cohen (1999)は，顔の再認を行う場合に，参加者が特に目を他の特徴よりも
多く注視することを報告している。彼らの研究では，参加者が既に知っている顔写真と，
知らない顔写真を呈示された際の眼球運動が測定され，呈示された顔写真の親近性にかか
わらず，参加者の視線が目に向けられやすいことが明らかになっている。これらの研究よ
り，通常の状態では，顔を認識する際に参加者の注意は顕著性の高い特徴（例えば目）に
向けられると考えられる。それゆえ，言語化課題において，目を中心に言語化を行った場
合は，言語化しない場合と同様に，再認課題時に目に注意をむけることが可能となり，再
認成績も低下しない可能性がある。
ターゲットの識別における有用性を考える場合，ターゲットだけでなく，ターゲットと
ディストラクタとの関係についても着目する必要がある。たとえば，言語化された情報が
ターゲットとディストラクタに共有されている場合，その情報はターゲットとディストラ
クタを識別することには役立たない。反対に，言語化された情報がターゲットとディスト
ラクタで共有されていなければ，その情報はターゲットの識別に有効にはたらくと考えら
れる。Kitagami et al. (2002)は，ターゲットとディストラクタの類似性が高い場合に，言語陰
蔽効果が生じることを報告しており，ターゲットとディストラクタの関係を考慮に入れて
検討する必要性を示唆しているといえる。
本研究では，顕著性が高く，さらにターゲットの識別にも有用な情報を言語化した場合
と，顕著性が低く，ターゲットの識別に有用でない情報を言語化した場合とで，言語陰蔽
効果の生起にどのような影響があるかを検討した。ターゲット識別における有用性を統制
するために，目と口以外の情報がターゲットとディストラクタで同一になるように加工し
た合成顔の画像を使用した。目と口の情報はターゲットとディストラクタで共通していな
いため，ターゲットとディストラクタの識別に役立つと考えられる。反対に，それ以外の
情報はターゲットとディストラクタで共有されているため，これらの識別には役立たない。
口は目に対して顕著性は高くないが，1 つの特徴のみを変更した顔画像では，ターゲットと
ディストラクタの識別が過度に困難になるおそれがあった。そして，ターゲットとディス
トラクタで異なる情報が，顔の上部に偏ることを防ぐために，目と口を変更した顔画像を
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使用することとした。参加者は，目と口を言語化する条件と，眉と鼻を言語化する条件に
割り振られた。もし，顕著性が高く，さらにターゲットの識別にも有用な情報を言語化す
ることで言語陰蔽効果が生じるのであれば，目と口を言語化した場合には言語陰蔽効果は
生じないと考えられる。そして，顕著性が低く，ターゲットの識別に有用でない眉と鼻を
言語化した場合は，言語陰蔽効果が生じると考えられる。
また，再認成績に加えて，言語記述の内容と再認の正確さについても検討を行った。再
符号化干渉説が想定するように，言語化による記憶表象の変化が言語陰蔽効果を生じさせ
るのであれば，言語記述が正確な場合，再認成績は阻害されないはずである。

3－3－2 方法
実験参加者 大学生 177 名（男性 81 名）が実験に参加した。平均年齢は 18.9 歳（SD=1.2）
であった。参加者はランダムに有用性高条件（目，口言語化），有用性低条件（眉，鼻言語
化）
，言語化なし条件に割り当てられた。
材料 傷，眼鏡といった目立った特徴のない 20 代前半の男性の顔写真 1 枚をターゲット
として使用した。また，ディストラクタとして，ターゲット画像の目と口を，他の 20 代前
半の男性の顔写真と入れ替えた画像を使用した。この際，顔画像のパーツの位置関係が極
力変化しないようにした。顔写真は全てグレースケールであった。画像の加工には，Adobe
Photoshop10.0 を使用した。ターゲットとディストラクタの例を図に示す。実験は A4 版の実
験冊子を用いて行った。冊子の内容は，表紙，ターゲット写真，挿入課題（クロスワード
パズル）
，言語課題もしくはフィラー課題（リスト課題），再認課題，事後質問であった。
ターゲット記銘時の写真は，10.2 cm × 8.2 cm の大きさで，用紙の中央に配置された。再認
課題では，7.3 cm × 5.9 cm の大きさの顔画像 8 枚（ターゲット 1 枚とディストラクタ 7 枚）
が 2 行 4 列で用紙の上部に等間隔に配置された。顔画像の配置はカウンターバランスをと
った。
手続き 実験は集団で実施した。参加者に冊子を配布し，“これから，1 枚の写真を見て
いただきます。後でその写真について質問しますので，注意深く観察するようお願いしま
す”と教示した。この時に，ページをめくるタイミングは実験者の指示に従うよう求め，
刺激呈示の時間や課題開始のタイミングを統制した。教示の後，表紙をめくるように合図
して，ターゲット刺激を 10 秒間呈示し，クロスワードパズルを 3 分間行った。その後，言
語化課題を 3 分間行った。有用性高条件では，ターゲットの目と口の特徴について思いつ
く限り詳細に記述するよう求められた。有用性低条件では，ターゲットの眉と鼻の特徴に
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ついて思いつく限り詳細に記述するよう求められた。言語化なし条件では，課題と無関連
のリスト課題を行った。その後，すぐに再認課題を行った。参加者はターゲットとディス
トラクタの配置されたページを見て，ターゲットだと思う顔画像を回答した。実験にかか
った時間は 10 分程度であった。

図 3－3 実験で呈示した顔の模式図。A がターゲット，B が目と口を入れ替え
た顔，C が眉と鼻を入れ替えた画像を示す。
（出典：Hatano, Kitagami, &
Kawaguchi, 2014）

3－3－3 結果
表 3－3 に，各条件の正答率を示す。言語化なし条件に比べて，有用性低条件の正答率は
低くなった。これに対して，有用性高条件の正答率は言語化なし条件とほぼ変わらなかっ
た。再認成績（ターゲット画像を選択できたか否か）と，言語化条件（有用性高条件，有
用性低条件，言語化なし）を 2 項ロジスティック回帰分析に投入した。その結果，言語化
の効果は有意にはならなかった(Χ (2) = 3.392, p = .18; Nagelkerke R2 = .03)。ロジスティック回
帰分析の主な結果を表 3－4 に示す。言語化なし条件と有用性低条件の偏回帰係数
(W(1) = 3.02, p = .08; OR = 0.52, 95%CI = 0.25, 1.09)，言語化なし条件と有用性高条件の偏回帰
係数も有意ではなかった(W(1) = 0.14, p = .71; OR = 0.87, 95%CI = 0.42, 1.80)。
次に，言語記述の内容と再認成績の正確さの関連について検討した。2 名の独立した評定
者がそれぞれの記述を正確な記述，誤った記述，その他の 3 カテゴリーに分類した。客観
的かつ正しい記述を正確な記述，客観的かつ誤った記述を誤った記述，主観的でいずれに
も分類できない記述をその他の記述とした。評定者間の一致度（カッパ係数）は 0.76 であ
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った。先行研究において，カッパ係数が 0.61 以上であれば実質的に評定者間で一致したと
見なすことができると報告されているため，充分な評定者間一致性が得られたと判断した
(Viera & Garrett, 2005)。表 3－5 は，正確な記述，誤った記述，その他の記述の個数の平均値
を示したものである。有用性低条件に比べて，有用性高条件のほうが誤った記述が多かっ
た(t (115) = 6.51, p < .01, Cohen’s d = 1.21)。反対に，その他の記述は有用性低条件のほうが有
用性高条件に比べて多かった(t (115) = –3.49, p < .01, Cohen’s d = –0.65)。正確な記述について
は，条件による差は観察されなかった(t (115) = 0.24, p = .80, Cohen’s d = 0.05)。このように，
平均値について幾つかの差は観察されたが，それぞれの記述の量と再認成績の間に相関は
観察されなかった(rs < .15, ps > .12)。すなわち，言語記述の正確さと再認成績には関連が見
られなかった。
表 3－3 各条件の正再認率
n
Condition

Recognition Accuracy

Described Feature
(Proportion Correct)

Distinguishing features

Eyes and mouth

60

0.57

Non-distinguishing features

Eyebrows and nose

57

0.44

Control

(none)

60

0.60

（出典：Hatano, Kitagami, & Kawaguchi, 2014）

表 3－4 ロジスティック回帰分析の結果
Odds
Characteristics

B

SE

Wald

df

95%CI

p

Ratio
Control (Reference)

3.36

2

.19

Distinguishing Features (eyes and
-0.14

0.37

0.14

1

0.87

0.42-1.80

.71

-0.65

0.38

3.02

1

0.52

0.25-1.09

.08

0.41

0.26

2.37

1

1.50

mouth)
Non-distinguishing Features
(eyebrows and nose)
Intercept

（出典：Hatano, Kitagami, & Kawaguchi, 2014）
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.12

表 3－5 各言語化条件の正確な記述，不正確な記述，その他の記述数と，全体の
記述数
Correct
Condition

Distinguishing features

Incorrect

Other

Sum

Described Feature
M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Eyes and Mouth

1.10

1.13

2.21

1.21

2.92

1.46

6.23

2.09

Eyebrows and Nose

1.05

0.97

0.88

1.00

4.00

1.87

5.93

2.38

Non-distinguishing
features
（出典：Hatano, Kitagami, & Kawaguchi, 2014）

3－3－4 考察
本研究の目的は，再認に有用（顕著性が高く，ターゲットとディストラクタの識別に有
用）な情報を言語化した場合に，言語陰蔽効果が生じるかを検討することであった。この
目的を達するために，ターゲットとディストラクタが目と口以外の情報を共有するテスト
セットを用い，有用性高（目と口を言語化）条件，有用性低（眉と鼻を言語化）条件，言
語化なし条件で再認成績を比較した。
言語化なし条件と有用性低条件の再認成績には，有意差は観察されなかった。しかしな
がら，効果量を示すオッズ比は 0.52 と，有用性低条件の再認成績が言語化なし条件に比べ
て低いことを示している。オッズ比を Cohen’s d に変換し(d = –0.36)，さらに Fisher’s Zr に変
換したところ，Zr = –0.18 であった(Borenstein, Hedges, Higgins, & Rothstein, 2009)。先行研究
におけるメタ分析で報告されている効果量は，Zr = –0.12(Meissner & Brigham, 2001a)である
ため，本研究における有用性低条件の再認成績は，言語化なし条件に比べると低い傾向で
あったといえる。すなわち，有用性が低い情報を言語化することで，言語陰蔽効果が生じ
る可能性は否定出来ない。
これにたいして，有用性高条件と言語化なし条件の再認成績には差がなかった(Cohen’s d
= -0.07)。それゆえ，目と口を言語記述することは，言語陰蔽効果を生じさせないと言える。
これは，目が顔の識別において顕著性の高い特徴であることが影響していると考えられる。
すなわち，本研究の結果は，顕著性の高い特徴を言語化した場合は，言語陰蔽効果が生じ
ない可能性を示している。
言語記述の内容の正確さと，再認成績には，有意な相関関係は観察されなかった。先行
研究においては，言語化される内容の正確さと再認成績の正確さの間に正の相関が観察さ
れたという結果(Meissner et al., 2001)と，観察されなかったという結果(Fallshore & Schooler,
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1995; Finger, 2002; Kitagami et al., 2002) の，両方が報告されている。本研究では，有用性の
高い情報（目，口の情報）の言語化では再認が妨害されないが，有用性の低い情報（眉，
鼻の情報）の言語化では言語化なし条件に比べて再認成績が低下する可能性が示された。
この結果は，言語化される内容によって言語陰蔽効果の生起に違いが生じる可能性を示し
ている。TIPS 説では，言語化される内容に関係なく，言語処理が活性化することで言語陰
蔽効果が生じると考えるため，本研究の再認成績の結果は，どちらかと言うと，TIPS 説で
はなく，再符号化干渉説を支持している。しかしながら，本研究においても，言語記述の
正確さと再認成績の正確さとの間に，正の相関は観察されなかった。再符号化干渉説が正
しければ，言語記述の正確さと再認成績に正の相関が観察されるはずである。それゆえ，
本研究の結果は，言語記述の内容の正確さと再認成績の関連については，再符号化干渉説
を支持しない。
本研究における有用性高条件では，顕著性が高く，さらにターゲットとディストラクタ
の識別に役立つ情報を言語化した。言語陰蔽効果において，特徴そのものがもつ有用性が
高ければ言語陰蔽効果が生じないのか，それともターゲットとディストラクタの差を示す
のに有用であれば言語陰蔽効果が生じないのかについては明らかになっていない。研究 4
では，顕著性の低い情報がターゲットとディストラクタの識別に有用である場合に，言語
陰蔽効果がどのように生起するかを検討した。

3－4 研究 4 再認に有用な情報の言語化が再認に与える影響 2
3－4－1 研究の概要
本研究では，顕著性は低いがターゲットとディストラクタの識別には有用な情報を言語
化した場合と，顕著性は高いがターゲットとディストラクタの識別には役立たない情報を
言語化した場合に，言語陰蔽効果の生起にどのような影響が及ぶかを検討することである。
この目的を達するために，目に比べて顕著性の低い眉と鼻を変更したディストラクタを
用いて実験を行った。すなわち，顕著性の低い眉と鼻がターゲットとディストラクタ間で
異なっており，ターゲットの識別に役立つ状態のテストセットを再認課題に用いた。もし
ターゲットの識別に役立たない情報を言語化することで言語陰蔽効果が生じるのであれば，
目と口を言語化する条件でのみ言語陰蔽効果が生じると考えられる。もし，顕著性の低い
情報を言語化することで言語陰蔽効果が生じるならば，眉と鼻を言語化することで言語陰
蔽効果が生じると考えられる。
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3－4－2 方法
実験参加者 大学生 144 名（男性 133 名）が実験に参加した。平均年齢は 20.5 歳（SD=2.0）
であった。参加者はランダムに有用性高条件（眉，鼻言語化），有用性低条件（目，口言語
化）
，言語化なし条件に割り当てられた。
材料と手続き 研究 3 で使用したものと同じ顔写真をターゲットとして用いた。ディス
トラクタには，ターゲットの眉と鼻を他の 20 代男性のものと入れ替えた顔画像を 7 枚作成
した。ターゲット，ディストラクタともにグレースケールで，髭，傷などの目立った特徴
はなかった。また，ディストラクタは，ターゲットと顔のパーツの位置関係が変化しない
ように注意した。画像の加工には，Adobe Photoshop10.0 を使用した。ターゲットとディス
トラクタの例を図に示す。研究 3 と同様に，実験は A4 版の実験冊子を用いて行った。冊子
の内容は，表紙，ターゲット写真，挿入課題（クロスワードパズル）
，言語課題もしくはフ
ィラー課題（リスト課題）
，再認課題，事後質問であった。参加者は研究 3 と同様の教示を
受け，同様の手続きで実験を行った。

3－4－3 結果
表 3－6 に，各条件の正答率を示す。言語化なし条件に比べて，有用性高条件（眉，鼻言
語化条件）の成績が低くなった。これに対し，有用性低条件（目，口言語化条件）は，言
語化なし条件と比較するとやや再認成績が低下したが，有用性高条件程ではなかった。再
認成績（ターゲット画像を選択できたか否か）と，言語化条件（有用性高条件，有用性低
条件，言語化なし）を 2 項ロジスティック回帰分析に投入した。その結果，言語化の影響
が有意であった(Χ(2) = 6.217, p = .05; Nagelkerke R2 = .06)。表 3－7 にロジスティック解析の結
果の概要を示す。偏回帰係数より，言語化なし条件に比べて有用性高条件（眉，鼻言語化
条件）の再認成績が有意に低く(W(1) = 6.47, p = .02; OR = 0.36, 95%CI = 0.16, 0.82)，言語陰蔽
効果が生じていた。これに対し，有用性低条件（目，口言語化条件）と言語化なし条件の
再認成績の差は有意ではなかった(W(1) = 2.00, p = .13; OR = 0.54, 95%CI = 0.24, 1.20)。すなわ
ち，有用性高条件でのみ，言語陰蔽効果が生じた。
次に，言語化内容の正確さと再認成績との関連について検討した。研究 3 と同様に，2 名
の独立した評定者がそれぞれの記述を正確な記述，誤った記述，その他の 3 カテゴリーに
分類した。妥当な評定者間一致度が得られたため(κ = .66)，それぞれのカテゴリーの記述量
の平均値を算出した（表 3－8）
。記述量そのものに言語化条件による差は観察されなかった
(t (93) = 0.58, p = .56, Cohen’s d = 0.12)。また，正しい記述の量(t (93) = 0.41, p = .67, Cohen’s d =
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0.09)，その他の記述量(t (93) = –1.23, p = .22, Cohen’s d = –0.25)も言語化条件による差はなか
った。誤った記述のみ，条件間の差が有意であった。有用性低条件の参加者の方が，有用
性高条件に比べてより誤った記述を多く行っていた(t(93) = 3.14, p < .01, Cohen’s d = 0.65)。再
認成績と各カテゴリーの記述量の間に，有意な相関は観察されなかった(rs < .15, ps > .30)。
表 3－6 各条件の正再認率
n
Condition

Recognition Accuracy

Described Feature
(Proportion Correct)

Distinguishing features

Eyebrows and nose

47

0.36

Non-distinguishing features

Eyes and mouth

48

0.46

49

0.61

Control
（出典：Hatano, Kitagami, & Kawaguchi, 2014）

表 3－7 ロジスティック回帰分析結果
Characteristics

B

SE

Control (reference)

Wald

df

6.03

2

Odds Ratio

95%CI

p
.05

Distinguishing features (eyes
-0.62

0.41

2.29

1

0.54

0.24-1.20

.13

-1.03

0.42

5.90

1

0.36

0.16-0.82

.02

0.46

0.29

2.43

1

1.58

and mouth)
Non-distinguishing

features

(eyebrows and nose)
Intercept

（出典：Hatano, Kitagami, & Kawaguchi, 2014）
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.12

表 3－8 各言語化条件の正確な記述，不正確な記述，その他の記述数と，全体
の記述数の平均値
Correct
Condition

Distinguishing features

Incorrect

Other

Sum

Described Feature
M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Eyebrows and nose

0.60

0.71

0.70

0.78

3.55

1.89

4.85

2.32

Eyes and mouth

0.67

0.93

1.35

1.19

3.10

1.68

5.13

2.27

Non-distinguishing
features
（出典：Hatano, Kitagami, & Kawaguchi, 2014）

3－4－4 考察
顕著性は低いがターゲットとディストラクタの識別に有効な情報（眉，鼻）を言語化し
た場合には言語陰蔽効果が生じたが，顕著性が高くディストラクタの識別に役立たない情
報（目，口）を言語化した場合には言語陰蔽効果が生じなかった。すなわち，眉，鼻の言
語記述は，ターゲットの識別に有用な情報であったにもかかわらず，言語陰蔽効果を生じ
させた。本研究では，ターゲットの眉と鼻を変化させたディストラクタを用いた。それゆ
え，眉と鼻に注意を向けることが，ターゲットとディストラクタの識別において合理的な
方略であると考えられる。しかしながら，通常，人間は他者の顔を識別する際に眉や鼻で
はなく，目の情報をより利用している(Mckelvie, 1976)。眉や鼻に関する情報は，このような
通常の顔再認の方略に適合しなかったために，ターゲットの再認に役立たなかったと考え
られる。
眉，鼻の言語記述に対し，目，口の言語記述は，ターゲットの識別に有用でなかったに
も関わらず，言語陰蔽効果を生じさせるほどの影響は及ぼさなかった。目は顔の中で最も
顕著性が高い特徴である(Mckelvie, 1976)。先行研究においても，目が顔の再認において他の
特徴よりも重要な役割を果たしていることは明らかになっている(Ellis et al., 1975; Haig,
1986)。目，口言語化条件では，目を言語化することで，再認時に目への注意が阻害されな
かったと考えられる。それにより，眉の微妙な違いにも注意が向けられやすくなり，言語
陰蔽効果が生じなかったのかもしれない。
研究 3，研究 4 を通して，目，口の言語化は言語陰蔽効果を生じさせなかった。これらの
結果は，部分情報であっても，その情報が再認に役立つ情報であれば，言語陰蔽効果を生
じさせない，ということを示している。すなわち，再認に役立つ情報を言語化するか否か
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は，言語陰蔽効果の生起に関わる重要な要因であるといえる。また，研究 4 においては，
目，口の情報そのものはターゲットとディストラクタで共有されており，これらを識別す
るために有効な情報ではなかった。それにもかかわらず，一貫して目，口の言語化が言語
陰蔽効果を生じさせなかったということは，ターゲットとディストラクタの識別に有用な
情報であることよりも，顕著性が高く，顔の識別に重要な情報であることのほうが，言語
陰蔽効果の生起に強い影響を与えうると考えられる。反対に，眉，鼻の言語化はターゲッ
トとディストラクタの識別に役立つ場合でも言語陰蔽効果が生じた。たとえ言語化した情
報がターゲットとディストラクタの再認に役立つ情報であっても，特徴そのものの顕著性
が低ければ，再認を阻害する可能性がある。
眉，鼻の情報の言語化が，言語陰蔽効果を常に生じさせるかについては，検討の余地が
残っている。なぜなら，研究 3 において，言語化なし条件と眉，鼻言語化条件の間には有
意な再認成績の差は確認されていない。これには，研究 3 の再認課題の難易度が関係して
いる可能性がある。研究 3 のテストセット（目，口を変化させたテストセット）と比較し
て，顕著性の低い情報を変化させた研究 4 のテストセット（眉，鼻を変化させたテストセ
ット）の方が，再認は困難であると考えられる。しかしながら，研究 3 と研究 4 で，言語
化なし条件の再認成績に違いはなかった。このことは，研究 3 のテストセットのほうが，
研究 4 に比べてターゲットとディストラクタの類似性が高く，再認が困難であった可能性
を示している。これによって，言語化なし条件と言語化条件の再認成績の差が小さくなり，
言語陰蔽効果の観察を難しくしていたかもしれない。
言語記述の内容は，研究 3 と同様に，目，口を言語化した条件で誤った記述量が多かっ
たにも関わらず，正確な記述の量と再認成績の正確さや，誤った記述量と再認成績の正確
さに相関はなかった。これらの結果は，たとえ言語記述の内容が第三者からみて正確でな
くとも，顕著性の高い情報を言語化していれば再認は阻害されない可能性を示している。
先行研究において，一貫しない結果が報告されていたのは，言語化された情報が再認に有
用であるかが考慮されていなかったためである可能性がある。

3－5 第三章のまとめ
本章では，言語記述の内容の違いが言語陰蔽効果に及ぼす影響を検討した。言語化され
る情報の違いが言語陰蔽効果の生起に影響を与えるか否かは，再符号化干渉説と TIPS 説の
妥当性を検討する上で重要な要因である。再符号化干渉説では，言語化によって生成され
る不完全な記憶表象がターゲットの再認を阻害すると主張されている。それゆえ，言語化
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される情報の違いは言語陰蔽効果の生起を左右すると考えられる。これに対し，TIPS 説で
は，言語化によって処理のシフトが生じ，非言語情報の再認に適した処理が利用できなく
なることで再認が阻害されると説明されている。すなわち，非言語情報を言語化すること
そのものが言語陰蔽効果の要因であり，言語化の様式や言語化される情報に関係なく，言
語化を行えば言語陰蔽効果は生じると考えられる。

3－5－1 全体情報の言語化と部分情報の言語化が再認に及ぼす影響
研究 1，研究 2 では，顔のパーツの位置関係や輪郭などの情報（全体情報）を言語化した
場合と，個々の顔のパーツの情報（部分情報）を言語化した場合とで，言語陰蔽効果の生
じやすさを比較した。その結果，部分情報を言語化した場合は言語陰蔽効果が観察された
が，全体情報を言語化した場合には観察されなかった。先行研究においては，全体情報を
言語化しても言語陰蔽効果が生じるとする知見と(Clare & Lewandowsky, 2004; Kitagami et al.,
2002)，全体情報の言語化では言語陰蔽効果が生じないとする知見(MacLin, 2002)が報告され
ていた。全体情報の言語化には，ターゲットの性格や職業を言語化する方法（”ホワイトカ
ラーの職業に就いていそう”，”誠実そう”など）と，個々のパーツの位置関係に起因する顔
の印象を言語化する方法（”大人っぽい顔立ち”，”整った顔立ち”）があるが，これらは先行
研究において厳密に分けられていなかった。研究 1，研究 2 では，後者の方法を用いた。本
研究の結果は，少なくとも，個々のパーツの位置関係を言語化することでは，言語陰蔽効
果は生じない可能性を示している。
ただし，部分情報の言語化と全体情報の言語化で言語陰蔽効果の生起に違いがあったと
しても，
その結果を以て TIPS 説が否定されるわけではない。処理のシフトの生じやすさが，
部分情報を言語化する場合と，全体情報を言語化する場合で異なるという可能性もある。
TIPS 説で想定されている処理のシフトは，顔情報の処理に適した全体処理
（holistic/configural processing）から部分処理（featural/local processing）へのシフトである。
全体情報の言語化よりも，部分処理に近い，個々のパーツの情報の言語化を行うほうが，
処理のシフトが起こりやすいのかもしれない。

3－5－2 顕著性の高い情報の言語化が再認に及ぼす影響
言語化される情報の違いが言語陰蔽効果に及ぼす影響を更に検討するため，研究 3，研究
4 では，部分情報の中でも，顔の識別に有用な情報とそうでない情報がある場合に，言語陰
蔽効果の生じやすさに違いがあるかを検討した。その結果，顕著性が高く，顔の識別にお
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いて他の部分情報よりも重要な役割を果たしている目の特徴を言語化した場合には，言語
陰蔽効果は生じないことが明らかになった。これらの研究では，言語化される情報はいず
れも部分情報だが，ターゲットの再認に対する有用性が異なっていた。もし，言語化によ
り処理がシフトしたならば，どのような情報を言語化したとしても，言語陰蔽効果が生じ
るはずである。同じ部分情報でも，言語化される情報の有用性によって言語陰蔽効果の生
起が異なるという結果は，処理のシフトでは説明できない。
しかしながら，これらの研究の結果は，全面的に再符号化干渉説を支持しているわけで
もない。なぜなら，再符号化干渉説の妥当性を示すとされる，再認の正確さと言語記述の
正確さの正の相関関係が，これらの研究では示されなかったからである。また，いずれの
研究でも，有用性の高い情報を言語化した条件で，再認成績の向上は観察されなかった。
処理が変化せず，さらに再認に有用な情報を言語化したのであれば，再認課題の前に再認
に有効な情報をリハーサルすることで，ターゲットとディストラクタの弁別が容易になる
可能性もある。再認に有用な情報を言語化した場合でも，再認成績が言語化なし条件より
も向上しない理由として考えられる一つの可能性は，言語化によって処理のシフトは生じ
ているが，言語化課題でリハーサルした情報が再認課題の遂行に役立つ情報であったため，
言語陰蔽効果が観察されるほどの再認の阻害が生じなかった，というものである。すなわ
ち，研究 1 から研究 4 の結果は，TIPS 説を完全に支持するものではないが，否定するもの
でもない。
これまで，言語化される情報や方法を操作することで言語陰蔽効果について検討を行っ
てきた。得られた結果は，TIPS 説が仮定する言語化による処理のシフトだけでは説明が難
しい。しかしながら，TIPS 説を完全に否定するものでもない。これには，手続き上の問題
も影響していると考えられる。通常の言語陰蔽効果の実験パラダイムでは，言語化される
情報を操作しても，再認テストの結果から推測することでしか言語化操作の効果を検討す
ることが出来ない。すなわち，参加者がターゲットの特徴を記述している時に，参加者の
表象がどのように変化しているかを直接検討することは出来ず，条件間の再認成績の違い
を比較することでしか，言語化操作の影響を検討することはできない。しかし，これまで
の研究が検討の対象にしているのは，記銘した非言語情報を言語記述している間に，参加
者の表象にどのような変化が生じているか。という点である。次章では，このような問題
を解決し，再符号化干渉説，TIPS 説の妥当性を検討するために，コンピュータシミュレー
ションによる検討を行った。
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第四章 言語化が内部表象に及ぼす影響の検討
本章では，並列分散処理(parallel distribution processing: PDP)モデル(McClelland, Rumelhart,
& Hinton, 1986)によるコンピュータシミュレーションによって言語陰蔽効果の生起メカニ
ズムを検討した。並列分散処理モデルとは，ニューロンを想定した多数のユニットが同時
並行的に情報処理を行うモデルである。コンピュータシミュレーションによる言語陰蔽効
果の検討は，Clare and Lewandowsky (2004) においても行われているが，彼らの使用したモ
デルは一般的な記憶モデルに基づくものであり，厳密には顔再認をシミュレーションして
いるわけではない。 PDP モデルを用いた先行研究では，既に顔再認を扱ったものがあり
(Plaut & Behrmann, 2011; Valentin & Abdi, 1996)，言語陰蔽効果を再現するうえでより適当で
あるといえる。さらに，PDP モデルは，モデル内に分散した複数のユニットが同時に情報
処理を行うモデルを構築することで，モジュール性を前提としない理論の妥当性を検討す
ることが可能である。それゆえ，シミュレーションに PDP モデルを適用することは，言語
陰蔽効果に複数のシステムを仮定する必要があるかを検討するという本研究の目的とも合
致しているといえる。
研究 1 から研究 4 より，評定課題のような，詳細な言語記述を伴わない場合でも再認成
績に悪影響が生じること，言語化される情報の違いによって，言語陰蔽効果の生起しやす
さが異なることが明らかになった。特に，研究 3，研究 4 では，同じ部分情報でも，顔の識
別に有用であれば言語陰蔽効果が生じないという結果が得られた。これらの結果は，TIPS
説と一致しないが，再符号化干渉説でも充分に説明することができず，いずれの説が言語
陰蔽効果の説明としてより妥当であるかについて決着をつけることが難しい。
この問題を解決し，言語陰蔽効果の生起メカニズムについて検討するために，本章では
コンピュータシミュレーションを採用した。コンピュータシミュレーションは，特定の現
象を成り立たせていると考えられているメカニズムを実装させた時に，その現象を再現で
きるのかという観点から，メカニズムの妥当性に対して検証を行うことができる。また，
ディストラクタの種類，言語記述の内容など，様々な要因，条件のコントロールが可能で
ある。さらに，PDP によるシミュレーションは，隠れ層の発火パタンを分析することで，
モデルの内部で表象にどのような変化が生じているかを直接検討することができる。これ
までの研究では，言語記述の内容を操作したり，合成顔を使用して検討をおこなってきた
が，言語化される情報を厳密に統制することは難しい。また，通常の行動実験において，
言語化によって記憶表象の変容が起こるのか，それとも処理のシフトが起こるのかは，言
語化による操作の後の再認課題の成績から判断するしかなく，言語化を行っている際に，
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内部表象にどのような変化が生じているかを直接検討することは難しい。このように，コ
ンピュータシミュレーションを用いることで，行動実験での課題を克服し，言語陰蔽効果
の生起メカニズムを検討した。
本研究では，顔画像の再認をモデル化するために，顔画像の情報が呈示される視覚網膜
層，顔の特徴を言語化する言語層，視覚網膜層に呈示された顔を認識する視覚イメージ層，
隠れ層を実装したモデルを構築した。それぞれの層は，隠れ層を通してつながっており，
全ての層が隠れ層を通して与えられた課題の解決に貢献した（図 4－1－1，図 4－1－2）
。
網膜像は視野の中心を除いて解像度が低いため，我々が認識するよりもノイズの混ざった
情報が表象されていると考えられる。この状態を模するため，ガウスぼかしをかけた顔画
像が視覚網膜層に呈示された。モデルはノイズのない，呈示された顔画像特有の情報を視
覚イメージ層に再現することを求められた。すなわち，過去の顔再認のコンピュータシミ
ュレーションに倣って，顔再認はノイズの混ざった入力情報からターゲット特有の情報を
計算できるかを再認成績の基準とした(Plaut & Behrmann, 2011; Valentin & Abdi, 1996)。言語
層は，視覚網膜層に呈示されたガウスぼかし付き顔画像から，顔画像を形容する言語情報
（”垂れ目”など）を計算した。
このモデルは，言語システム，視覚システムに対してそれぞれ別個のシステム，すなわ
ち固有の表象を仮定しておらず，ある課題を達成するための表象形成に言語層からの入力
も視覚層からの入力も影響する並列分散処理モデルである。図 4－1－1 にモデルの概念図
を，図 4－1－2 に実際のモデルの模式図を示す。図 4－1－1 が示すように，このモデルで
は，顔の認識に言語情報と視覚情報の両方が貢献した。この点で，本モデルの構造は Bruce
and Young (1986)の顔情報処理モデルを踏襲しているといえる。そして，非言語情報の処理
と言語情報の処理との間にモジュール性を仮定する考え方である TIPS 説よりも，再符号化
干渉説の前提に沿ったモデルであるといえる。これまでコネクショニストモデルによる研
究は，顔認識，文字認識などの，伝統的に「独立した複数のシステム(モジュール)を仮定さ
れてきた認知過程」を単一メカニズムモデルで説明することに様々な分野で成功してきた
(Plaut & Behrmann, 2011; Plaut & Booth, 2000; Plaut, McClelland, Seidenberg, & Patterson, 1996)。
それゆえ，本研究において，非言語情報に適した全体処理と言語情報の処理との関連が深
い部分処理，という独立した処理システムを仮定する TIPS 説と，そのようなモジュール性
の仮定がない再符号化干渉説の妥当性を検討する上でも有効であると考えられる。
研究 5 では，このモデルで言語陰蔽効果の一般的な現象が再現可能かを検討した。研究 6
では，モデルの再認成績の評価方法を洗練させ，研究 5 と同様の再現を行い，さらに再符
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号化干渉説の反証とされる現象が，このモデルで再現可能かを検討した。

4－1 研究 5 並列分散処理モデルによる言語陰蔽効果の再現
4－1－1 研究の概要
本研究ではモデルが一般的な言語陰蔽効果を再現可能か検討することを目的とした。第
一章で述べたとおり，言語陰蔽効果の特徴として，ターゲットとディストラクタの類似性
が高い場合に観察されやすいことが挙げられる(Kitagami et al., 2002; Wickham & Swift, 2006)。
また，言語陰蔽効果は，虚再認によって生じやすいことも知られている(Meissner et al., 2001)。
すなわち，ターゲットの言語化をした後，ターゲットと似たディストラクタを呈示される
と，ターゲットとディストラクタを混同してしまい再認成績が低下するが，ターゲットと
似ていないディストラクタを呈示されても，ターゲットとディストラクタを混同すること
はなく，再認成績の低下も生じない，という状態が，言語陰蔽効果の一般的な現象である
と考えられる。本研究では，ターゲットとディストラクタが似ている時に言語陰蔽効果が
生じる，という実際の現象を，モデルが再現可能かを検討した。

図 4－1－1 モデルの構造を示す概念図
モデルは視覚から得た網膜像を処理し，視覚イメージを生成すると同時に，言語ラベ
ルも生成する。言語ラベルの処理，視覚イメージの処理，網膜像はいずれも内部処理
を通じてつながっていた。
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図 4－1－2 実際のモデルの構造図
視覚網膜層（4200unit），視覚イメージ層（4200unit），言語層（6unit）が隠れ層（20unit）を
通じて相互に情報をやり取りした。モデルは視覚網膜層に呈示されるガウスぼかしのかかっ
た顔画像をもとに視覚イメージ層にクリアな視覚像を再現したり，顔画像の言語的特徴を言
語層に再現する課題を行った。

4－1－2 方法
モデル

PDP モデルの構築には，Light Efficient Neural Simulator (LENS)を使用した

(http://tedlab.mit.edu/~dr/Lens/)。図 4－1－1 に模式図，図 4－1－2 に実際のモデルの構造を示
す。モデルは視覚網膜層（4200 ユニット）
，視覚イメージ層（4200 ユニット），言語層（6
ユニット）
，隠れ層（20 ユニット）からなるコンティニュアスネットワークであった。コン
ティニュアスネットワークとは，入力層に情報が呈示されて出力層に計算結果が出力され
るまでの時間が細かく別れたモデルである。すなわち，入力層に呈示された情報が徐々に
他の層に伝播する過程を表現することができる。コンティニュアスネットワークにするこ
とで，モデルが刺激を呈示されてから出力層に計算結果を出力するまでに，どのような情
報処理がなされたかを観察することが可能になる。視覚網膜層には顔画像刺激が入力され，
クリアな顔画像が視覚イメージ層に再現されるようになっていた。さらに，呈示された顔
画像の言語情報は，言語層で出力された。これらの 3 つの層は，隠れ層を通して相互につ
ながっていた。ただし，計算負荷を低減するため，各層と隠れ層との結合は，外部入力と
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ターゲットによって値が変化するユニットに限られていた。例えば，図 4－1－2 における，
視覚網膜層と視覚イメージ層の角に配置されたユニットは，顔画像の輪郭情報の外側に配
置されており，外部入力やターゲットによって値が変化しないため，隠れ層と結合されな
かった。
材料 まず，64 種類の顔画像を用意した。目，鼻，口の 3 種類の特徴に対して，2 種類
の言語ラベルを用意した（垂れ目／吊目，長鼻／団子鼻，厚唇／への字口）
。そして，これ
ら 6 種類の言語ラベルに対して，さらに 2 種類の下位タイプを作成した（大きい／細い垂
れ目，大きい／細い吊目，など）
。これにより，目，鼻，口それぞれに 2×2=4 種類の形状を
用意し，64 種類（4×4×4）の組み合わせを用意した。これらの組み合わせを元に，64 種類
の顔の線画（70×60pixel）を作成した。線画を用いたのは，モデルが学習可能なように，可
能な限りシンプルな顔画像を用いる必要があったためである。線画は，モンタージュソフ
ト(http://www1.mahoroba.ne.jp/~matumoto/nitaroS.html)を使用して作成した。作成した顔画像
をさらに 2 値化し，4200bit のベクトルパタン（黒いピクセル=1，白いピクセル=0）に変換
した。次に，先行研究にしたがって(Plaut & Behrmann, 2011)，これらの画像にガウスぼかし
をかけた(SD = 0.2)。実際に作成した顔画像とガウスぼかしをかけた顔画像の例を図 4－1－
3 に示す。
言語層の 6 つのユニットは，それぞれ“吊目”，“垂れ目”といった 6 種類の言語ラベル
を表現した。例えば，
“垂れ目，長い鼻，厚い唇”という言語的特徴を有した顔画像が視覚
網膜層に呈示された場合，言語層では 6 ユニットのうち，“垂れ目，長い鼻，厚い唇”に相
当するユニットが活性化された。しかし，“大きい垂れ目”，
“細い垂れ目”といった下位の
形状は言語層では表現されなかった。すなわち，言語層では，ある顔画像が呈示された時
に，その顔画像が“吊目”か“垂れ目”か，を表現することはできたが，
“大きい吊目”か
“細い吊目”か，を表現することはできなかった。このように，モデルは 2 種類の顔の特
徴を，1 つの言語ラベルを用いて言語層で表現した。例えば，図 4－1－4 の 1 行目と 2 行目
の顔は，言語層では同じ活性化パタンだが，視覚イメージ層では異なる特徴を持つ顔が表
示されていた。これに対し，3 行目と 4 行目の顔は，視覚イメージ層でも言語層でも異なる
活性化パタンが示されていた。
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図 4－1－3 実際に作成した顔画像(a)とガウスぼかしをかけたあとの顔画像(b)の例
（各顔画像の下の数字は項目番号）

視覚再認課題 この課題では，ガウスぼかしのかかった顔画像が視覚網膜層に呈示され
た。これは，実際に人間の網膜像に様々なノイズがかかっていることを再現するためであ
る。モデルは，視覚網膜層に呈示された顔画像から，呈示された刺激独自のクリアな視覚
表象を視覚イメージ層に再現することを求められた。顔再認は，モデルが呈示された刺激
に特異的な情報をノイジーな入力パタンから計算する課題として模式化された(Plaut &
Behrmann, 2011; Valentin & Abdi, 1996)。網膜像のノイズをどのように再現すべきかには様々
な議論があるが(Young, 1987)，本研究では先行研究に従い，ガウスぼかしのかかった顔画像
を呈示した(Plaut & Behrmann, 2011)。このモデルは，コンティニュアスネットワークである
ため，各試行において活性化拡散は徐々に進行した。具体的には，各試行において，活性
化拡散が 10 の時間ステップに分かれて進行するように設定されていた。それぞれのステッ
プで，下記の式に基づいて各ユニットの重み付けを変化させた。計算は，前の時間ステッ
プに基づいて行われた。

si.t  si.t 1  0.1

 w

ai.t 

j

j .i

a j .t  si.t 1



1
............(2)
1  e si .t
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............(1)

si.t は，時間ステップ t における全ての投影 j からユニット i への入力である。 ai.t は，時間
ステップ t におけるユニット i の活性度を示す。ai.t は 0 から 1 のロジスティック関数で表現
される。
ターゲット，すなわち，視覚イメージ層の各ユニットの正確な活性値と実際の出力パタ
ンは最初のステップから誤差の計算が行われた。もし，出力パタンとターゲットの誤差が
0.5 以下になった場合，10 回（ステップ）の計算を行う前であっても計算が打ち切られて次
の試行（次の顔画像の計算）が開始された。つまり，モデルはできるだけ速く正しいター
ゲットパタンを計算できるように設計された。エラー（出力とターゲットの差）はクロス
エントロピー法で計算された。
言語化課題 この課題では，視覚再認課題と同様に視覚網膜層に顔画像刺激が呈示され，
呈示された顔画像と一致する言語層のユニット（正しい言語ラベル）を活性化させること
を求められた。例えば，視覚網膜層に呈示される顔画像が垂れ目で，長い鼻で，厚唇出で
あった場合，モデルは“垂れ目”
，
“長い鼻”，
“厚唇”のユニットを活性化させるよう訓練
された。視覚再認課題と同様に 10 ステップの計算が許されており，各試行のトレーニング
は，出力とターゲットとの差が 0.5 以下になると打ち切られた。
イメージ課題 この課題では，視覚網膜層には刺激が呈示されず，言語層が入力層，視
覚イメージ層が出力層となった。言語層に 64 種類の顔画像のうちの 1 つを表現する言語ラ
ベルが呈示され，モデルは，呈示された言語ラベルに基づいてクリアな顔画像を視覚イメ
ージ層に再現するよう求められた。トレーニングのタイムスケジュールは他の 2 課題と同
様であった（後に詳述する）
。この課題においては，モデルの正答率が 100%になることは
ありえない。なぜなら，異なるターゲットパタンが同じ入力パタンから計算されねばなら
ないからである。例えば，図 4－1－4 の 1 行目と 2 行目の刺激は，視覚イメージ層のター
ゲットパタン（出力されるべきパタン）は異なるが，言語層の活性化パタンは同一である。
モデルはいずれのパタンを視覚イメージ層に出力するか判断出来ないため，結果として出
力の正答率は 100%にならない。このような状態は，人間が顔の特徴を説明する言語記述を
聞いて他者の特徴をイメージする状況と同じである。すなわち，“垂れ目で，鼻が長くて，
唇が厚い”という言語情報を共有する複数の顔から，特定の他者を判別することは人間で
も不可能であるからである。
トレーニング 64 刺激のうち 55 刺激をトレーニングに使用した。残りの 9 刺激は一般化
テストに使用した。人間の子どもが言語習得の前に視覚再認を学習することを考慮し，同
様の制約をモデルのトレーニングスケジュールにも適用した。まず，モデルは視覚再認課
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題を正答率が 50％になるまで学習した（プレトレーニング）
。50％に達した後，視覚再認課
題と合わせて他の 2 課題についても学習を行った。それぞれの課題について，充分な正答
率になるまでトレーニングを繰り返した。ユニットの結合強度は逆伝播法により調整され
た。モデルは以前の学習結果（重み付けの変化）を進行中のトレーニングに追加しなかっ
た（momentum parameter を 0 に設定した）。もし，出力パタンとターゲットパタンとの差異
が 0.1 未満であった場合はエラーとカウントされず，ユニットの調整も行われなかった。モ
デルの learning rate は 0.05，decay parameter は 0.00000001，batch size は 1 に設定された。隠
れ層により極性の強い出力を促すため，隠れ層の入力には，少量のガウスノイズ(SD = 0.2)
が追加された。

図 4－1－4 視覚網膜層に呈示される画像，視覚イメージ層，言語層に再現されるべ
き出力パタンの例
4－1－3 結果
5 つの独立したモデルが異なる乱数の種でシミュレーションを行った。この操作によって，
通常の行動実験において 5 名の参加者に同じ課題に参加してもらう，という状況を再現し
た。トレーニングは 2837 回で終了した（各トレーニングでは，それぞれの課題で刺激がラ
ンダムな順序で呈示された）
。この時点で，モデルの視覚再認課題と言語課題の正答率はい
ずれも 100％に達した。イメージ課題の正答率は 0％であった。
言語化を行った場合と行わなかった場合の視覚再認課題の出力結果を検討するため，ネ
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ットワークが 10 回の計算を終了した後の視覚網膜層の入力と視覚イメージ層の出力パタン
を記録した（図 4－1－5）
。(a)は言語化なし条件の出力パタンを示している。上が旧顔の出
力パタン，下が新顔の出力パタンである。新顔はトレーニング課題で呈示された顔（旧顔：
細い垂れ目，高い長い鼻，下厚唇）によく似ているが，トレーニング課題で呈示されなか
った顔（新顔：大きい垂れ目，高い長い鼻，下厚唇）である。この旧顔と新顔は，目の大
きさのみが異なる類似度の高い顔だが，新顔は旧顔と混同することなく，視覚イメージ層
に出力しているすなわち，言語化を行わない場合，モデルは 2 つのよく似た顔を正しく区
別できているといえる。(b)は，同じよく似た 2 つの顔を，言語化後に再認した結果を示し
ている。このとき，モデルは先に言語層に旧顔の入力（垂れ目，長い鼻，厚唇）を呈示さ
れ，10 回の計算を行った。この計算を行う間に，ネットワークの活性は他の層に拡散した
（モデルは言語層に呈示された入力に適した顔を視覚イメージ層でイメージした）
。この操
作は，参加者が旧顔を呈示された後に，旧顔の特徴を正しく言語化した状況を模したもの
である。10 回の計算が後わると，視覚網膜層にトレーニングで呈示された旧顔（ターゲッ
ト）と，ターゲットに似ているがトレーニングで呈示されなかった顔（新顔）がそれぞれ
呈示され，ネットワークはさらに 10 回計算を行ってモデルの状態をアップデートした。こ
の操作が，言語化課題の直後にターゲットやディストラクタを呈示され，再認テストを受
ける状況を模している。図 4－1－5b より，新顔が呈示された場合の視覚イメージ層の出力
が，旧顔の出力に近づいていることが確認できる。これに対し，旧顔の出力は，言語化を
行わなかった場合に比べてやや出力が弱まっているが，正しいパタンを出力していること
がわかる。このときの新顔の出力パタンのユークリッド距離は，旧顔の出力パタンのユー
クリッド距離よりも大きかった。この結果は，モデルが実際に旧顔に特有の情報を計算し
てしまった（新顔を旧顔と判断した）ことを示している。同様の分析を，全ての新顔（9 個）
で実施し，5 モデルの結果を平均した結果，再認成績は 60％（40％は虚再認）となった（SD
= 14.9%）
。言語化を行わない場合のトレーニング成績（100％）と比較して，有意に再認成
績が低下した(t (4) = 5.99, p = .003)。(c)は，新顔と似ていない旧顔の言語ラベル（吊り目，
団子鼻，への字口）を出力した後に，新顔を提示した場合の視覚網膜層の入力と視覚イメ
ージ層の出力を示したものである。モデルは言語層に呈示された言語ラベルに影響されず
に，新顔のパタンを出力している。つまり，モデルは以前に呈示された旧顔と新たに呈示
された新顔を混同することなく視覚再認を成功させており，ターゲットとディストラクタ
の類似度が低い場合には言語化による再認の妨害が生じなかったことを示している。この
結果は，Kitagami et al. (2002)において報告されていた，ターゲットとディストラクタの類似
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度が高い場合に言語陰蔽効果が生じたとする結果を再現するものであるといえる。

図 4－1－5 言語化なし条件(a)，言語化あり条件(b), (c)の視覚網膜層の入力（左）と
視覚イメージ層の出力パタン（右）
（出典：Hatano, Ueno, Kitagami, & Kawaguchi, 2013）

4－1－4 考察
本研究において構築されたモデルによって，言語陰蔽効果を再現することができた。モ
デルは視覚網膜層に呈示されたノイズ混じりの顔画像を，トレーニングで学習した顔画像
を呈示された場合も，学習しなかった顔画像を呈示された場合も，視覚イメージ層に顔画
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像固有のクリアな像を出力できた。さらに，トレーニングで呈示された顔画像（旧顔）と
類似度の高い顔画像（新顔）を，混同せずに弁別することができた。しかしながら，顔画
像が視覚網膜層に呈示される前に言語層を活性化させ，計算を行った後に，顔画像を呈示
した場合，モデルは旧顔と新顔を混同し，旧顔の特徴を新顔の特徴と誤って視覚イメージ
層に再現した。すなわち，モデルはターゲットとディストラクタの類似度が高い場合に，
言語化によってターゲットとディストラクタを弁別することが出来なくなっており，言語
陰蔽効果を再現出来たと考えられる。
本研究のモデルは，各層が隠れ層を通じて相互に情報をやりとりし，課題を遂行した。
視覚再認課題を遂行している時でも，言語課題を遂行している時でも，言語層，視覚イメ
ージ層のいずれかが独立して活動するのではなく，どの層も課題の遂行中に計算を行い，
課題の遂行に貢献した。すなわち，本研究のモデルは，言語情報の処理と，非言語情報の
処理が独立してなされており，言語化によって言語情報処理プロセスへの処理シフトが生
じると考える TIPS 説よりも，再符号化干渉説に基づいたモデルであったといえる。このよ
うな構造のモデルで言語陰蔽効果が再現できたという本研究の結果は，再符号化干渉説に
よって言語陰蔽効果を説明する可能性を示唆しているといえる。ただし，モデルそのもの
が再符号化干渉説を前提としたものであるため，この結果のみをもって，再符号化干渉説
が TIPS 説よりも妥当であると主張することはできない。そこで，研究 6 では再符号化干渉
説の反証事例とされる事象の再現を試み，モデルの妥当性を検討した。

4－2 研究 6 Polarity を再認評価に用いた言語陰蔽効果の再現と，先行研究に見られる現
象の再現検討
4－2－1 研究の概要
本研究では，研究 5 で考案したモデルに基づいて，より行動実験で用いられる再認評価
に近い評価手法で言語陰蔽効果の再現を行った。具体的には，モデルの再認成績の評価に
Polarity（極性）を用いた。Polarity とは，モデルの出力層の活性状態を表す指標であり，各
ユニットの出力が 1 か 0(極値)に近づいているか，あるいは 0.5 付近にとどまっているかを
数値化した指標である。
0 から 1 の数値で表現され，
各ユニットの出力が 1 か 0 に近ければ，
Polarity は高くなり，0.5 に近ければ低くなる。刺激が呈示された時に，出力層でどのユニッ
トを活性化させ(1 に近い出力)，どのユニットを抑制するのか(0 に近い出力)がモデルにとっ
て明確である場合は，モデルにとって呈示された刺激に対する familiarity が高いといえる。
反対に，出力層でどのユニットを活性化・抑制させるかが明確でない場合(つまり，ユニッ
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ト出力が 0.5 付近の場合)，モデルは刺激に対してどのように反応すべきかをわかっていな
いということになり，モデルにとって刺激に対する familiarity が低いといえる。Polarity が
高いということは，呈示された刺激がモデルにとって familiar であることを示す。一方，低
いということは，
呈示された刺激がモデルにとって unfamiliar であることを示す。すなわち，
Polarity は，モデルにとっての個々の顔の familiarity の指標と捉えることができる。新顔よ
り旧顔の Polarity(familiarity)が高ければ，モデルの再認成績はチャンスレベル以上であると
言える。一方，同程度であれば，モデルの再認成績はチャンスレベルであるとみなすこと
が出来る。それゆえ，旧顔 32 項目，新顔 32 項目それぞれを提示した場合の視覚イメージ
層の Polarity を算出することで，各顔に対する familiarity を評価することが可能である
(Norman & O’Reilly, 2003)。
さらに，本研究では，再符号化干渉説の反証とされる現象の再現が可能かを検討した。
再符号化干渉説では説明が難しく，TIPS 説でのみ説明が可能だとされる現象に，ターゲッ
ト以外の顔を言語化しても言語陰蔽効果が生じるという現象(Dodson et al., 1997)と，記述内
容の正確さと再認の正確さとの間に正の相関関係が観察できないとする現象(Fallshore &
Schooler, 1995; Finger, 2002; Kitagami et al., 2002)の二つがある。もし，これらの現象が再符号
化干渉説に基づいたモデルで再現可能であれば，再符号化干渉説のように，言語情報の処
理と非言語情報の処理に独立性を仮定しなくても，言語陰蔽効果のメカニズムを説明する
ことは可能であると考えられる。本研究では，これらの現象の再現に加え，隠れ層の発火
パタンの変化を分析し，言語化によって再認成績が低下するプロセスについても検討を行
った。また，言語陰蔽効果が何故再現に失敗することが多いかについて，個々のモデルの
シミュレーション結果から検討を行った。

4－2－2 方法
モデル 研究 5 と同様の構造のモデルを使用した。
材料 研究 5 と同様の顔画像 64 種類を使用した。研究 5 と異なり，半数の 32 個をトレ
ーニングで呈示し，残りの 32 個を一般化テストで呈示した。すなわち，モデルにとってト
レーニングで呈示された 32 個は旧顔で，呈示されなかった 32 個は新顔であった。
トレーニング 研究 5 と同様に，モデルは視覚再認課題，言語課題，イメージ課題を遂
行した。モデルはまず，視覚再認課題のみトレーニングされた。旧顔 32 個の正答率が 50％
を超えた後，視覚再認課題に合わせて言語課題，イメージ課題をトレーニングした。それ
ぞれの課題で，トレーニングは 3000 回繰り返され，充分な正答率になることを確認した（詳
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細は後述）
。
課題遂行に関連する主なパラメータは研究 5 と同様であった。
研究 5 と同様に，
5 つの独立したモデルをトレーニングした。

4－2－3 結果と考察
4－2－3－1 トレーニング成績
トレーニング終了後，5 モデルはいずれも 100%の正答率で視覚網膜層に呈示された顔画
像の特徴を言語化することができるようになった。研究 5 と同様に，イメージ課題の正答
率は向上しなかった。次に，トレーニングによってモデルが充分に顔画像を弁別できるよ
うになったかを確認した。一般的な顔の再認課題においてその精度を測定する場合，通常
は参加者に自分が見た顔と見ていない顔の区別ができるかを問うものである(Coin &
Tiberghien, 1997)。つまり，モデルが顔画像固有の特徴を，視覚イメージ層に正確に再現し，
新顔と旧顔を異なる顔として区別できるかが，再認の指標となるといえる(Sporer, 1991;
Winograd, 1981)。図 4－2－1a は，モデルに呈示された視覚網膜層のイメージと，呈示され
たイメージからモデルが計算した視覚イメージ層の出力を示している。視覚再認課題にお
いて，モデルは，視覚網膜層に呈示される不完全な（ぼやけた）情報(図 4－2－1a 左側)を，
隠れ層を通して視覚イメージ層(図 4－2－1a 右側)にぼやけていないイメージとして再現す
ることが求められる。図 4－2－1a 上側は，モデルがトレーニング時に呈示された旧顔のイ
メージ，下はトレーニングで呈示されなかった新顔のイメージである。図に示された旧顔
と新顔は，目の大きさのみ微妙に異なる，非常によく似た顔である。それぞれの網膜像入
力は，視覚イメージ層(右側)では旧顔と新顔，それぞれの個人に特有の特徴（旧顔：細い垂
れ目，新顔：大きい垂れ目）が正確に再現されており，両者の顔ははっきりと区別されて
いる。つまり，モデルは自分の知らない顔（新顔）と知っている顔（旧顔）を正確に区別
できているといえる(correct rejection)。
よりシステマティックに再認成績を評価するために，最近傍基準分析
（nearest-neighborhood criterion analysis）という手法を用いた。顔画像 1 つひとつの視覚イメ
ージ層のベクトルパタンを，64 種の顔画像のベクトルパタンと比較した。もし，ある顔画
像にたいする視覚イメージ層のベクトルパタンが，ターゲットパタン（モデルが出力すべ
きパタン）に最も近ければ（ユークリッド距離が最短）
，モデルは正しく視覚網膜層に呈示
された顔画像特有の情報を視覚イメージ層に再現出来たことになる。この評価方法を用い
て視覚再認課題の成績を評価したところ，旧顔の再認成績は全てのモデルで 100%，新顔の
再認成績は 84%(SD= 0.05%)であった。すなわち，モデルは充分に高い精度で視覚網膜層に
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呈示された顔画像の特徴を言語化し，さらに刺激特有の情報を視覚イメージ層に正確に再
現することができたといえる。

図 4－2－1 言語化なし条件(a)，言語化あり条件(b)の視覚網膜層の入力（左）と
視覚イメージ層の出力パタン（右）
（出典：Hatano, Ueno, Kitagami, and Kawaguchi, 2015）

次に，視覚再認課題において，モデルの内部表象がどのように変化しているかを検討す
るために，隠れ層の発火パタンを分析した。隠れ層には，20 個のユニットがあるため，あ
る顔を呈示した際のモデルの内部表象は，20 個のユニットの活性化パタンとして表現され
る。言い換えると，20 個の要素を持つベクトルパタンとして，ある顔の内的表象が表現さ

52

れている。これらの内部表象を分析するために，視覚再認課題において，視覚網膜層に刺
激が呈示されてから，ネットワークの活動が安定した状態，すなわち，正しい解に近づい
た状態（attractor state: 引き込み領域）に落ち着くまでの 10 サイクル分の隠れ層の発火パタ
ンを測定し，多次元尺度構成法を用いて低次元空間における点の布置で表現した。図 4－2
－2 は，隠れ層の発火パタンの変化（顔画像が呈示されてから 10 サイクル分）を 3 次元空
間に布置したものである。図中の円と四角形のマーカーは，3 種類の刺激が呈示された際の
隠れ層の変化のプロセスを示している。円のマーカーは図 4－2－1 における旧顔と新顔の
処理プロセスを示している。両者は同じ特徴の鼻と口を持ち，目の形も大きさが異なるだ
けの，類似度の高い顔である。それゆえ，隠れ層の発火パタンもよく似た軌跡をたどって
引き込み領域へと落ち着いている。これに対し，四角形のマーカーは円のマーカーが示す
顔とは異なる特徴（吊目）を持つ顔を呈示された際の隠れ層の発火パタンを示している。
この顔は円のマーカーが示す顔とは全く異なる特徴を持っているため，隠れ層の発火パタ
ンも全く異なる軌跡をたどって引き込み領域へと落ち着いている。このように，類似した
刺激が呈示されると，類似した内部表象が形成され，視覚イメージ層へと出力される。す
なわち，よく似た顔を処理する場合，その情報を処理する内部の状態も類似しやすくなる
といえる。

図 4－2－2 隠れ層の発火パタンの 3 次元図
（出典：Hatano, Ueno, Kitagami, and Kawaguchi, 2015）
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4－2－3－2 言語化後の再認成績の変化
次に，言語化を行った場合の再認成績の変化について検討した。言語化の方法は研究 5
と同じで，本研究においても，モデルの言語層に入力を与え，10 サイクルの計算を行った。
その後，言語層の入力を残したまま，視覚網膜層に顔画像を呈示し，更に 10 サイクルの計
算を行った。図 4－2－1b は，言語化を行った場合の視覚網膜層のイメージと視覚イメージ
層の出力を示したものである。上は旧顔，下は旧顔によく似た新顔である。図 4－2－1a と
異なり，モデルは旧顔と新顔の区別ができておらず，新顔の目の大きさ（大きい垂れ目）
が旧顔（細い垂れ目）に近づいている。すなわち，言語化によってモデルは新顔を旧顔と
混同しており，言語陰蔽効果が生じているといえる。
言語化なし条件と同様に，言語化を行った場合の隠れ層の変化パタンを図 4－2－2 に示
した。図 4－2－2 における三角形のマーカーは，言語層に入力を与えた後に 10 サイクルの
計算を行っている間の隠れ層の変化（白）と，視覚網膜層に旧顔によく似た新顔を呈示し
た後の変化（黒）を示している。言語層に入力が与えられると，モデルの内部状態は入力
された旧顔の言語ラベルにしたがって，旧顔と似た軌跡をたどりながら変化する。その後，
新顔を呈示されても，内部状態は旧顔に寄った軌跡を描いたままになっている。すなわち，
言語化によって内的表象がよく似た旧顔に引きずられたため，最終的によく似た旧顔に近
い内的表象を示してしまう，ということがこの図からわかる。この内的表象の変化が，言
語陰蔽効果の生起メカニズムの一つであるといえる。つまり，類似度の高い顔は，そもそ
も顔を認識するまでの内部表象の変化もよく似た軌跡をたどる。そして，旧顔の言語化は，
内部表象の状態を，旧顔を識別する際の状態に引き寄せる。その状態で旧顔によく似た新
顔を見せられると，内部表象の状態がより旧顔に近づき，新顔を旧顔と混同してしまうの
である。

4－2－3－3 Polarity による再認成績の評価
顔画像に対する familiarity を評価するために，各顔画像が視覚網膜層に呈示され，計算が
終了した後の視覚イメージ層の Polarity を取得し，5 モデル間で平均してヒストグラムを作
成した。Polarity は下記の計算式によって算出した。

Polarityinuniti  ai  log 2  ai   1  ai   log 2 1  ai   1
𝑎𝑖 は𝑢𝑛𝑖𝑡𝑖 の活性値を示す。
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図 4－2－3 は，言語化を行わない条件での旧顔（丸マーカー）と新顔（三角マーカー）
の Polarity の分布を示したものである。図中の垂線は，Polarity の値が 0.942 の地点を示す。
この値を基準に再認成績を評価（0.942 以上を Yes 反応，未満を No 反応として評価）した
ところ，旧顔は 100%旧顔と判断され，新顔の 30%が新顔と判断された。この判断成績を平
均したところ，再認成績は 65%となり(SE = 0.02)，先行研究における言語化なし条件の再認
成績と同等になった(64%, Schooler & Engstler-Schooler, 1990)。

図 4－2－3 言語化なし条件の Polarity 分布図
図中の破線は基準値を示す（出典：Hatano, Ueno, Kitagami, and Kawaguchi, 2015）

4－2－3－3 言語化後の再認成績：高類似度条件と低類似度条件
まず，研究 5 と同様に，ターゲットとディストラクタの類似度が高い条件で言語陰蔽効
果が生じる，という現象(Kitagami et al., 2002; Wickham & Swift, 2006)が再現可能かを検討し
た。これらの心理学研究は，以下のようにみなすことが可能である。(1) まず，被験者は顔
を学習する。(2)学習した旧顔の情報を言語化する。 (3) そして，その言語情報を共有した
旧顔・新顔をみて，ターゲットだと思われる顔を選択する。言い換えると，参加者は旧顔・
新顔どちらにとっても同程度正しい言語情報を，再認テスト前に言語化している実験事態
とみなすことが出来る。よって，これらの研究を再現するために，モデルにおいて言語化
される情報(言語層が受けとる入力)は，旧顔，新顔共に，正しい言語情報とした。まず，旧
顔の言語情報を活性化させ，テスト時に旧顔を呈示した場合の Polarity を取得した。次に，
活性化した言語情報と同じ特徴を持つ新顔を提示して Polarity を評価した（図 4－2－4）
。そ
の結果，言語化を行わない条件に比べて旧顔と新顔の Polarity 分布が重なった。これは，モ
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デルの旧顔に対する familiarity と新顔に対する familiarity の差が小さくなっており，旧顔と
新顔の区別がうまくできなくなっていることを示している。言語化なし条件と再認成績を
比較したところ，有意に再認成績が低下した(50% correct, SE = 0, t (4) = 6.69, p = .002)。すな
わち，言語陰蔽効果が生じた。

図 4－2－4 言語化あり条件（高類似度）の Polarity 分布図
図中の破線は基準値を示す（出典：Hatano, Ueno, Kitagami, and Kawaguchi, 2015）
次に，ターゲットとディストラクタの類似度が低い場合の再認成績を検討した。この場
合は，言語化した情報は旧顔をある程度正確に表していると考えられるが，新顔は正確に
表していないと考えられる。なぜなら，低類似度条件では，旧顔と新顔は似ておらず，言
語情報を共有していないと考えられるためである。それゆえ，旧顔の情報を正しく言語化
し，旧顔を呈示された場合の Polarity と，不正確な言語情報が入力された後に新顔が呈示さ
れた場合の Polarity を比較することで，低類似度条件の再現を試みた（図 4－2－5）
。その結
果，
旧顔と新顔の Polarity 分布は重ならず，再認成績も低下しなかった(66% correct, SE = 0.06,
t (4) = -0.11, p = .914, n.s.)。すなわち，言語陰蔽効果は生じなかった。これらの結果は，ター
ゲットとディストラクタの類似度が高い場合に言語陰蔽効果が生じるとする，先行研究の
結果(Kitagami et al., 2002; Wickham & Swift, 2006)をモデルが再現出来たことを示している。
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図 4－2－5 言語化あり条件（類似度低）の Polarity 分布図
図中の破線は基準値を示す（出典：Hatano, Ueno, Kitagami, and Kawaguchi, 2015）

4－2－3－4 再符号化干渉説の検討：ターゲットと無関係の顔の言語化
本モデルにおいては，
「処理のシフト」という，個々の処理の独立性を仮定する概念は一
切実装されていない。そのため，本モデルは，TIPS 説ではなく，
「言語化によって隠れ層の
表象が変化し，Polarity(再認成績)が変化する」というメカニズムを実証するモデル，すなわ
ち，再符号化干渉説を支持するモデルであると言える。それゆえ，再符号化干渉説の反証
としてこれまで挙げられてきた心理学実験をいかにこのモデルが説明できるかが重要であ
る。まず，ターゲットと無関係の顔を言語化した場合に言語陰蔽効果が生じるとする現象
(Dodson et al., 1997)を検討した。
ターゲットと無関係の顔を言語化するよう求められるということは，ターゲットと異な
る顔，すなわち，”旧顔を不正確に描写する”ということと同義であると考えられる。また，
この場合，実験参加者は自分が言語化した顔とテストに呈示される顔に関連性がないこと
を分かった上でテストを受けていると考えられる。この状況をモデルで再現するため，言
語層の活性化を言語化段階のみに限定した。すなわち，言語層に不正確(=旧顔とも新顔とも
無関係な情報)な言語入力を与えて活性化させ，隠れ層や他の層へ活性化拡散を 10 サイクル
行った後，言語層への入力を取り去ってから，網膜層に顔情報を与えた(再認時)。その後，
各顔に対する視覚イメージ層の Polarity を測定した（図 4－2－6）
。その結果，言語化を行わ
ない条件に比べて旧顔と新顔の分布が重なり，再認成績が低下した(M = 50% correct, SE =
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0.03, t (4) = 6.55, p = .002)。すなわち，処理のシフトを仮定しないモデルにおいても，ターゲ
ットと無関連の顔を言語化した場合に言語陰蔽効果が生じた。

図 4－2－6 言語化あり条件（類似度低）の Polarity 分布図
図中の破線は基準値を示す（出典：Hatano, Ueno, Kitagami, and Kawaguchi, 2015）

4－2－3－5 記述内容の正確さと再認の正確さとの関係
再符号化干渉説では，記述内容の正確さと再認の正確さには正の相関関係が想定されて
きた。しかし，言語陰蔽効果を扱った複数の先行研究で，両者の間に相関が観察されない
と報告している(Fallshore & Schooler, 1995; Finger, 2002; Kitagami et al., 2002)。そこで，
「言語
化された情報がターゲット顔をどれだけ正確に捉えているか」と「その情報がディストラ
クタ顔に対してどれだけ正確・不正確なのか」といった二つの要因が再認成績(Polarity)に影
響する程度を検証するため，それぞれを独立に操作して，旧顔・新顔それぞれの Polarity の
変化を検討した。
モデルは，言語層における 6 つのユニットの活性値を変化させることで，3 種類の顔情報
（目：垂れ目/吊り目）
，
（鼻：高い/団子），
（口：厚い/への字）を表現している。よって，例
えば，
「垂れ目，高い鼻，厚い唇」の顔の呈示前に，
「垂れ目，高い，厚い」
，という言語ユ
ニットを活性化させれば，3 種類の言語情報を 100%正しく言語化した状態で再認テストを
しているとみなすことができる。一方，3 種類ある情報のうちいずれか 2 種類の情報につい
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て，正しいユニットを活性化した状態で顔情報を網膜層に呈示すれば，言語情報を 66%正
しく言語化した状態で再認テストをしているとみなすことができる。このようにして，0%
正解(3 つの顔情報全て不正確)，33.33%正解(1 つの情報が正解)，66.66%正解(2 つの情報が
正解)，100%正解の 4 段階において，旧顔・新顔それぞれの Polarity がどのように変化する
かを検証した（図 4－2－7）
。図 4－2－7a は，旧顔の Polarity 分布，図 4－2－7b は新顔の
Polarity 分布を示している。いずれの分布でも，記述の正確さが下がるごとに Polarity が低
下した。以下，様々な状況について検討していく。
まず，言語記述が 100%正確であった状況を考える。このような状況において，呈示され
た新顔と旧顔の類似度が高い場合，すなわち，言語化された情報(=旧顔にとって 100%正解
の情報)が新顔を 100%正確に捉えていた場合(高類似度条件)，Polarity 分布が重なり，言語
陰蔽効果が生じる（図 4－2－4 を参照）。次に，旧顔の記述内容が 66.66%正確に捉えられて
おり，新顔の記述内容の正確さが 33.33%であった場合について考える。このような状況に
おける，旧顔と新顔の Polarity 分布を抜き出したものを図 4－2－8 に示す。2 つの分布は記
述内容が 100%正確であった時（図 4－2－4）ほどは重ならない(54% correct, SE = 0.01, t (4) =
4.57, p = .01)。つまり，この場合，1 つ目の場合に比べて言語陰蔽効果の効果量は小さくな
る。また，旧顔の記述内容の正解率が 33%で，新顔の記述内容の正解率が 0％である場合，
Polarity 分布は図 4－2－9 のようになる。両者の分布はやはり重なっておらず，この場合は
言語陰蔽効果が生じない(62% correct, SE = 0.05, t (4) = 0.67, p = .537)。以上のように，言語記
述の「旧顔に対する」正確さは，旧顔の Polarity を高めて分布を右に移動させるが，右に移
動した分布が新顔の Polarity 分布と重なるか否かは，言語化された情報がどれだけ新顔を正
確に捉えているかという要因によって規定される。上記に例示したように，言語記述の「旧
顔に対する」正確さが 100%であろうとも，旧顔と新顔の類似度が高く，言語化した情報が
新顔の情報をも 100％正確にとらえていた場合は，新顔の Polarity 分布も右に移動して
Polarity 分布が重なり，言語陰蔽効果が生じる。また，言語記述の「旧顔に対する」正確さ
が 33.33%と低くなろうとも，言語化した情報が新顔の情報を正確に捉えていなければ，
Polarity 分布が重ならないこと(言語陰蔽効果が生じないこと)はあり得るのである。
つまり，
言語化された情報とどの程度同じ特徴を持つ新顔が呈示されるかによって，再認成績が変
化するため，言語記述の「ターゲットに対する」正確さのみでは，再認の正確さを直線的
に予測することはできない。すなわち，言語化による成績の低下は，その言語記述がター
ゲットをどの程度正確に表しているかだけでなく，ディストラクタとして呈示されるアイ
テムをどの程度正確に表すか（どの程度言語化された情報を共有する新顔が呈示されるか）
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にも影響されるのである。

図 4－2－7 言語記述の正確さを変化させた Polarity 分布図（100％正しく記述，
66.66％正しく記述，3333％正しく記述，0％正しく記述）
。
(a) が旧顔の分布，(b)が新顔の分布を示す。図中の破線は基準値を示す
（出典：Hatano, Ueno, Kitagami, and Kawaguchi, 2015）
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図 4－2－8 旧顔の言語記述の正解率が 66%，新顔の言語記述の正解率が 33%の場
合の Polarity 分布
丸いマーカーが旧顔の Polarity 分布，三角マーカーが新顔の Polarity 分布を示す。

図 4－2－9 旧顔の言語記述の正解率が 33%，新顔の言語記述の正解率が 0%の場合の
Polarity 分布
丸いマーカーが旧顔の Polarity 分布，三角マーカーが新顔の Polarity 分布を示す。
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4－2－3－6 個アイテム差と個人差が言語陰蔽効果に及ぼす影響
最後に，なぜ言語陰蔽効果が追試されにくいのかを説明するために，個人差が結果の変
動に与える影響を検討した。言語陰蔽効果が最も生じやすい条件（100%正しく言語記述し，
かつ言語化された特徴をすべて共有する新顔が呈示された条件）
を用いた。
図 4－2－10 は，
5 つのモデル(心理学実験における 5 人の被験者に対応)が同じ回数トレーニングを行った上
で，同じ条件で言語化後の再認テストを受けた際の，Polarity の分布をヒストグラムにした
もの，すなわち，5 モデルを平均せず，個々のデータを図示したものである。
この条件は，Kitagami et al. (2002)の高類似度条件に対応し，上記のように言語陰蔽効果が
起こりやすい（Polarity 分布が重なりやすい）とされる条件である。しかしながら，この条
件においても，モデルによって，旧顔の Polarity 分布と新顔の Polarity 分布の重なりには個
人差がある。すなわち，モデルによって，言語陰蔽効果の生じやすさが異なっており(個人
差)，これが追試を妨げている一つの理由であると考えられる。
また，個アイテム差も，再現性の低さに影響を与えている可能性がある。これまで見て
きた Polarity 分布は，旧顔・新顔「全体」の分布であり，それらから旧顔・新顔が選択され
て，心理学実験の 1 試行が作られる。ここで，もし実験が単一試行研究の場合，これらの
分布から旧顔一つ，そして新顔一つ(あるいは複数)を選定し，実験をする，ということのみ
で終わる。この単一試行の場合，たまたま Polarity が 0.94 の旧顔と New 顔を選定するかも
しれないし，旧顔の Polarity が 0.94 で新顔の Polarity が 0.80 になってしまうかも知れない。
前者の場合，familiarity が同程度であるために言語陰蔽効果は生じるが，後者の場合言語陰
蔽効果は生じない。このように，単一試行研究の場合は，個アイテム差（どの刺激をター
ゲットとディストラクタとして選定するか）が大きく影響し，言語陰蔽効果が生起するか
どうかも影響を受ける。試行を重ねれば重ねるほど，結果は上記の Polarity 分布を正確に表
したものとなり，分布の重なっている条件では安定して言語陰蔽効果を再現することが出
来ると考えられる。
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図 4－2－10 言語化あり（類似度高）条件の各モデルの Polarity 分布図
（出典：Hatano, Ueno, Kitagami, and Kawaguchi, 2015）

4－3 第四章のまとめ
本章では，並列分散処理モデルによる言語陰蔽効果の再現を行い，言語陰蔽効果がどの
ように生じるのかを検討した。また，言語陰蔽効果について報告されている様々な現象の
再現を行い，その要因を検討した。モデルは視覚網膜層，隠れ層，視覚イメージ層，言語
層からなり，隠れ層を通してつながっていた。モデルは視覚網膜層にノイズの混ざった顔
画像を呈示され，顔画像固有のクリアな視覚情報を視覚イメージ層に再現する課題（視覚
再認課題）
，顔画像の言語的特徴を言語層に表現する課題（言語化課題），言語層に呈示さ
れた言語情報から視覚イメージ層に顔画像を出力する課題（イメージ課題）をトレーニン
グした。そして，言語層に入力を行って 10 サイクル計算を行った後に顔画像を視覚網膜層
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に呈示した際の視覚再認課題の成績（言語化あり条件）と，言語層に入力を行わずに顔画
像を視覚網膜層に顔画像を呈示した際の視覚再認課題の成績（言語化なし条件）を比較し
た。その結果，研究 5，研究 6 いずれでも，言語化なし条件では区別できていた顔画像が言
語化あり条件では区別できなくなり，言語陰蔽効果を再現することができた。さらに，
Kitagami et al. (2002)と同様に，言語陰蔽効果の生起にはターゲットとディストラクタの類似
度が関係していた。
本章のモデルは，再符号化干渉説を前提とするモデルであった。非言語情報のみを処理
する層は存在せず，課題遂行中に“言語処理モード”，“顔処理モード”といったような特
定の処理システムの活性や，処理のシフトは生じなかった。また，隠れ層の分析から，モ
デルは特徴を共有するよく似た顔を処理する際に，よく似た内部表象を利用する（情報を
処理する隠れ層の活性化パタンが類似する）こと，視覚網膜層に顔画像が入力される前に
顔の特徴を言語化することで，言語ラベルに沿って内部表象に変化が生じ，旧顔に似た新
顔に対して旧顔に近い反応をしてしまうことが明らかになった。すなわち，再符号化干渉
説が想定するように，顔の記憶を言語化することで，内部表象が歪められることで，再認
成績が低下した。本研究におけるモデルは，再符号化干渉説を支持したといえる。
さらに，研究 6 では，これまで再符号化干渉説では説明できないとされてきた 2 つの現
象を再現することができた。一つは，ターゲットと無関連な顔の言語化による言語陰蔽効
果である(Dodson et al., 1997)。モデルは，言語化した内容が後の再認テストとは関係ないこ
とが明らかな状態でも，言語化によって言語化を行わない場合よりも再認成績を低下させ，
言語陰蔽効果を再現した。この場合の隠れ層の発火パタンの変化を分析したところ，図 4
－3 の通りになった。白い三角のマーカーはモデルが吊目の情報を言語層に入力され，10
サイクル計算を行った際の発火パタンの変化を示している。その後，モデルは想起した顔
とは関係のない新顔を呈示され，さらに 10 サイクル計算している（黒い三角）。丸いマー
カーは言語化しない場合の新顔を再認した際の隠れ層の変化，四角いマーカーは言語化し
た情報を共有する顔を呈示された際の隠れ層の変化を示している。図 4－3 より，ターゲッ
トと無関係な顔を言語化した場合でも，言語化を行うことで隠れ層の状態が変化し，それ
により言語化なしの場合とは異なる状態で顔の再認を行わねばならなくなっていることが
わかる。すなわち，ターゲットと無関係な情報であっても，言語化によって内部表象が変
化し，再認成績が低下するリスクが高まるのである。
再符号化干渉説では説明できないとされてきたもう一つの現象は，言語記述の正確さと
再認の正確さとの間に相関関係が見いだせないとするものである(Fallshore & Schooler,
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1995; Finger, 2002; Kitagami et al., 2002)。本研究におけるシミュレーションより，言語化の正
確さは，ターゲットだけでなく，ディストラクタに対しても影響を及ぼすことが明らかに
なった。ターゲットとディストラクタが多くの特徴を共有している場合，言語記述の内容
が正確になればなるほど両者の familiarity は上昇し，ターゲットとディストラクタを混同す
るリスクは高まる。言語記述の内容が正確でなくても，ターゲットとディストラクタの類
似度が低ければ，ディストラクタの familiarity が上昇しないため，ターゲットの familiarity
よりもディストラクタの familiarity が低くなり，再認成績が低下しないこともある。したが
って，言語記述の正確さが言語陰蔽効果の生起に及ぼす影響を検討する場合，ターゲット
だけでなく，ディストラクタにとっての正確さを考慮に入れる必要がある。
言語陰蔽効果のシミュレーションによって，言語化課題において使用される言語ラベル
が，表象を変容させることで，微妙な差異をもつターゲットとディストラクタを正確に区
別することが難しくなり，言語化による再認成績の低下が生じる可能性が示された。次章
では，言語ラベルが知覚対象の専門的知識と関連付けられている場合と，関連付けられて
いない場合とで，再認に与える影響がどのように異なるかを検討した。

図 4－3 ターゲットと無関係の顔を言語化した場合の隠れ層の変化
（出典：Hatano, Ueno, Kitagami, and Kawaguchi, 2015）
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第五章 専門的知識を要する言語課題が再認に与える影響の検討
研究 7 カテゴリー分類課題が楽曲の再認に与える影響
5－1 研究の概要
シミュレーション実験より，言語陰蔽効果が記憶の言語化による表象の変容によって生
じた可能性が示された。一方，知覚対象の記憶にはその対象に関する熟達度や知覚対象に
対する専門的知識の有無が影響することはしばしば指摘されている（ e.g., Melcher &
Schooler, 1996）が，シミュレーション実験ではこの点については扱われなかった。すなわ
ち，シミュレーション実験において，視覚イメージ課題のトレーニング回数を変化させて，
言語ラベルの活性化が顔再認に及ぼす影響を検討したり，顔の特徴を言語化する技能を変
化させて検討したりするということは行われなかった。そこで本章では，熟達の途上にあ
る中級者が，未熟な知識をもとに言語化を行った場合と，そのような知識を持たない初心
者が言語化を行った場合で，言語化が再認成績に異なる影響を及ぼすかを検討した。
第一章で指摘した通り，先行研究では，熟達の途上にある中級者では言語陰蔽効果が生
じ，初心者では生じないことが報告されている。Melcher and Schooler (1996)は，専門教育を
受けたことのあるワイン愛好者（上級者）と，普段好んでワインを飲むが専門教育を受け
たことのないワイン愛好者（中級者），普段ほとんどワインを飲まない非ワイン愛好者（初
心者）が実験参加者となった。そして，熟達の程度によってワインの味の言語記述が再認
課題の成績に異なる影響を与えるかを検討した。その結果，中級者にのみ言語陰蔽効果が
生じ，初心者は反対に言語記述をすることで再認成績が向上する傾向がみられた。この結
果の解釈として Melcher & Schooler（1996）は，中級者はワインの味の知覚は熟達している
が言語記述には熟達していないため，通常は知覚において記銘している対象を言語的に記
述することで，獲得しているはずの知覚的スキルを発揮できなくなり再認成績が低下した
のだと主張した。このような知覚的熟達の影響は，ワイン以外を題材とした研究でも検討
されている(Fallshore & Schooler, 1995; Melcher & Schooler, 2004)。
これに対して，Hughson and Boakes (2009)は，Melcher and Schooler (1996)の実験における
中級者が，地域の講習会などでワインに関する訓練を受け，限定的ではあるがワインにつ
いての専門的知識を獲得しており，それが言語陰蔽効果を生じさせた可能性を指摘した。
その上で，ワインを摂取する経験年数が十分長いにもかかわらず，ワインの専門的知識テ
ストの得点が十分に低い者，すなわちワインについての知識をほとんど持たない者を中級
者として実験を行った。その結果，中級者と初心者どちらにも再認成績に言語による促進
効果が生じ，言語陰蔽効果はみられなかった。これを受けて，彼らは Melcher and Schooler
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(1996)の結果について，中級者が不十分な訓練によって得たあり合わせの専門的語彙を用い
てワインの弁別を行ったために中級者の再認成績が低くなったと主張している。
Hughson and Boakes (2009)の結果は，知覚対象の言語記述ではなく，不十分な訓練によっ
て得た限定的な専門的知識の利用が，後の記憶成績を低下させる可能性を示している。こ
こで言う限定的な専門的知識とは，中途半端に知覚情報と結びついた言語的知識と言い換
えることが可能であると考えられる。例えば，
“ラズベリーの香り”
“パイナップルの香り”
といった表現は，ワインの専門家の間で共有されたルールや，その表現に紐付けられた知
覚情報に基づいて使用される。中級者においては，このような言語ラベルに関連する専門
的知識や知覚情報との結びつきが曖昧で，不正確であると考えられる。すなわち，中級者
は未熟な知識に基づいた言語ラベルによって，表象が再認に適さない方向に変容し，再認
成績が低下した可能性がある。これに対し，初心者はそもそも専門的知識がなく，言語化
を行っても不正確な情報によって表象が変容しないため，再認成績は低下しないと考えら
れる。しかしながら，先行研究では実験操作に標準的な言語記述課題を用いているため，
中級者が専門的知識を利用したかどうかは明確ではない。
そこで，本研究では，中級者と初心者に同じ言語ラベルを用いたカテゴリー分類課題を
課し，熟達の程度の違いと言語化の有無が，再認課題の遂行成績に与える影響を検討した。
そのために，言語表現を伴う技能としてクラシック音楽に関する技能を取りあげ，クラシ
ック音楽の中級者と，初心者とで，楽曲の様式カテゴリー分類が後の再認成績に与える影
響を比較した。
クラシック音楽は，聴取して楽しむこと自体には専門的な技術を必要としない。しかし，
様々な時代における個々の作曲家の特徴，楽器や演奏などの表現手段の変化，作曲技法や
モティーフとなる文芸思想の潮流の変化などについての専門的知識を得ることで，一つの
楽曲から様々な情報を取り出すことができる。それゆえ，クラシック音楽の初心者と，あ
る程度専門的な知識を有している者とでは，同じ楽曲でも取り出す情報が異なると予想さ
れる。
クラシック音楽の作曲様式は，メロディや和声の使用法，各パッセージの組み合わせに
よっていくつかのカテゴリーに分類される。作曲様式は時代によって変化しており，各様
式の代表的な作品については明確に分類可能である。このような作曲様式のカテゴリー分
類を正確に行うためには，まず，個々の楽曲のメロディ，和声，そしてパッセージの組み
合わせなどを聞き分ける知覚的スキルが必要である。それに加えて，作曲様式によって異
なるメロディや和声，そしてパッセージの組み合わせなどについての体系的な専門的知識
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が必要となる。先行研究では，移調したメロディの再認や検出において，音楽の訓練を受
けた人は，受けていない人よりもすぐれた成績を示すことが報告されている (Bartlett &
Dowling, 1980; Dowling, 1984; Halpern, Bartlett, & Dowling, 1995)。これは移調してもメロディ
を同定できるという知覚的スキルによる効果と考えられるが，メロディや移調に関する知
識も影響しているだろう。
本研究ではアマチュアの学生オーケストラの若手団員（入団 1 年から 3 年程度）を中級
者として，新奇な楽曲を聞かせて様式カテゴリー分類を行わせた。ワインのテイスティン
グと同様に，オーケストラの楽器演奏者は，クラシック音楽の専門的知識をもとに自分の
過去の演奏や他の奏者の演奏の特徴を言語化し，自身の技術の向上へと生かす技能を必要
とする。学生オーケストラでは，演奏する曲についてスコアを用いて曲の仕組みを学習す
る機会や，演奏技法や表現について専門家の指導を受ける機会はあるが，西洋音楽史につ
いて体系的に学ぶ機会は少ない。そのため，学生オーケストラで演奏経験を積んだだけの
中級者は，初心者よりもクラシック音楽についての知覚的スキルや専門的知識はある程度
獲得しているが，その知識は限定的で様式カテゴリー分類に十分対応できないと考えられ
る。このようなクラシック音楽中級者と初心者に対して，様式を示す“バロック”
“古典派”
“ロマン派”という 3 つの言語ラベルで楽曲を分類させた。この課題ならば，中級者に専
門的知識を利用させ，かつ初心者に対しても同じラベルに基づいた言語化課題を課すこと
が可能である。
もし，不正確な専門的知識によって表象の状態が変容し，再認に妨害効果が生じるなら
ば，中級者の再認成績は低下すると予測される。反対に，初心者はターゲットについて単
純なリハーサルを行うことで記憶成績が向上すると予測される。

5－2 方法
実験参加者 大学生で 6 か月以上オーケストラ部に所属し，クラシック音楽を演奏した
経験のあるクラシック音楽愛好者（中級者）20 名，大学生でクラシック音楽を普段ほとん
ど聞かず，オーケストラでの演奏経験のない者（初心者）20 名計 40 名が実験に参加した。
中級者のオーケストラ経験年数の平均は 24.2 ヵ月（SD = 14.01）であった。クラシック音楽
を演奏・鑑賞する頻度は，中級者で週 3 回以上，初心者ではごくまれであることを確認し
た。初心者と中級者のどちらにも吹奏楽やピアノ教室などの経験者がいたが，それらは演
奏（の練習）を中心とした経験であり，また，ポピュラー音楽や比較的単純な曲の演奏経
験がほとんどであるため，クラシック音楽の経験としてはカウントしなかった。また，中
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級者，初心者両方の実験参加者に実験前に聞き取り調査を行い，西洋音楽史や楽典を扱っ
た専門教育を受けたことがないことを確認した。
実験計画 2（熟達度：中級者/初心者）×2（様式カテゴリー分類：あり/なし）の 2 要因
被験者間計画であった。被験者は 4 群に 10 名ずつ割り振られた。
材料 バロック，古典派，ロマン派に分類されるピアノ曲 30 曲を刺激として使用した（表
5－1）
。刺激はすべてピアノによって演奏された市販の録音を音源として使用した。楽曲は
各様式の代表的な曲を，クラシック音楽の専門家の協力のもと選定した。各カテゴリーに
つき，2 曲ずつ計 6 曲をターゲット刺激として選定し，残りの 24 曲を妨害刺激とした。こ
れらの刺激を記銘時には冒頭から 30 秒提示した。再認テスト時には単純な既聴感によって
回答するのを防ぐために冒頭の 10 秒を除いて 20 秒提示した。また，参加者には実験以前
に聞いたことのある曲が提示刺激に含まれていなかったと確信を持って言えるかどうかを
実験後口頭で確認した。
手続き 実験は 1 名もしくは 2 名で行った。
“これからピアノの曲を 6 曲流すので，よく
注意して聞いてください”と教示したあと，ターゲット刺激を呈示した。楽曲の呈示順序
はランダムにし，条件間でカウンターバランスを取った。ターゲット刺激をすべて呈示し
た後，様式カテゴリー分類条件の参加者には，“今聞いた曲をバロック，古典派，ロマン派
の 3 つに分けてください”と教示し，様式カテゴリー分類を 5 分間行わせた。実験参加者
が，各カテゴリー名が何を指すかを全く理解していない場合は，各様式に分類される代表
的な作曲家の名前（バロックはバッハ，ヴィヴァルディ，スカルラッティ，古典派はモー
ツアルト，ハイドン，ベートーヴェン，ロマン派はシューベルト，メンデルスゾーン，シ
ューマン）を挙げて，3 つのカテゴリーの中でバロック音楽が最も古く，ロマン派が最も現
代に近いことを実験者が教示した。このような手続きは，実験参加者にとって必要以上に
難易度が高くなるおそれがあった。しかし，ターゲット刺激の再提示や，各カテゴリーの
代表的な楽曲の呈示は，再認成績にこちらが意図しない影響を及ぼすおそれがあったため，
口頭による教示のみを行った。各ターゲット刺激の呈示順序による難易度の違いについて
は，カウンターバランスを取ることで対応した。それ以外の参加者にはフィラー課題とし
て日本の都道府県の名前を 5 分間書き出させた。その後，即座に再認課題を行った。課題
は，刺激の呈示，再認判断，確信度の回答（3 段階）という順序をくり返す形で行った。テ
スト刺激はランダムに呈示した。課題終了後，分類判断の基準について口頭で回答させた。
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表 5－1 使用した楽曲リスト
Table 1: The list of stimuli which used in the experiment
楽派

刺激の種類
ターゲット

バロック
ディストラクタ

ターゲット

古典派
ディストラクタ

ターゲット

ロマン派
ディストラクタ

曲名
スカルラッティ ソナタ ト短調 K30
スカルラッティ ソナタ ト長調 K427
スカルラッティ ソナタ ホ長調 K381
スカルラッティ ソナタ ロ短調 K497
スカルラッティ ソナタ ロ短調 K498
スカルラッティ ソナタ ト長調 K259
スカルラッティ ソナタ ト長調 K260
スカルラッティ ソナタ ト長調 K425
スカルラッティ ソナタ ト短調 K426
スカルラッティ ソナタ イ長調 K323
モーツアルト ピアノソナタ5番 ト長調 K283
ベートーヴェン ピアノソナタ5番 ハ短調 Op10-1
モーツアルト ピアノソナタ6番 ニ長調 K284/205
モーツアルト ピアノソナタ12番 ヘ長調 K332
モーツアルト ピアノソナタ14番 ハ短調 K457
ハイドン ピアノソナタ ニ長調 Hob XVI-37
ハイドン ピアノソナタ 変ロ短調 Hob XVI-32
ベートーヴェン ピアノソナタ1番 へ短調 Op2-1
ベートーヴェン ピアノソナタ5番 ハ短調 Op10-1（3）
ベートーヴェン ピアノソナタ10番 ト長調 Op14-2
シューベルト ピアノソナタ21番 変ロ長調 D960
シューベルト ピアノソナタ5番 変イ長調 D557
メンデルスゾーン 無言歌 ホ長調 Op38-3
メンデルスゾーン 無言歌 変ホ長調 Op67-1
メンデルスゾーン 無言歌 ト長調 Op62-1
シューベルト ピアノソナタ21番 変ロ長調 D960(4）
シューベルト ピアノソナタ20番 イ長調 D959
シューベルト ピアノソナタ20番 イ長調 D959(4)
シューベルト ピアノソナタ18番 ト長調 D894
シューベルト ピアノソナタ9番 ロ長調 D575

*括弧内の数字は楽章を示す．特に明記されていないものについてはすべて第1楽章を使用した．

（出典：波多野・天ヶ瀬, 2013）

5－3 結果
再認成績 表 5－2 は，各条件における正再認率（Hit 率），虚再認率（FA 率）の平均値で
ある。これらの値について逆正弦変換を行い，分析を行った。まず，Hit 率について 2 要因
の分散分析を行ったところ，熟達度とカテゴリー分類の有無どちらの主効果とも有意では
なく（熟達度：F(1, 36) = 3.634, n.s. カテゴリー分類：F(1, 36) = 0.015, n.s.）
，それらの交互作
用のみ有意であった（F(1, 36) = 5.234, p < .05）。単純主効果の検定を行ったところ，様式カ
テゴリー分類あり条件において，熟達度の単純主効果のみ有意であった（F (1, 36) =8.795, p
<.01）
。その他，様式カテゴリー分類なし条件における熟達度（F (1, 36) =0.073, n.s.）
，中級
者におけるカテゴリー分類（F (1, 36) =2.902, n.s.），初心者におけるカテゴリー分類（F (1, 36)
=2.346, n.s.）いずれの単純主効果も有意でなかった。FA 率についても同様の分析を行った
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ところ，条件間に有意な差は見られなかった（熟達度：F(1, 36) = 0.002, n.s. カテゴリー分類：
F(1, 36) = 0.132, n.s. 熟達度×カテゴリー分類：F(1, 36) = 0.572, n.s.）
。Hit 率が 1.00 の実験参
加者がおり，d’が算出できないため，実験参加者ごとに高閾値モデルによる修正再認率を算
出した(Wickens, 2001; Yonelinas, Dobbins, Szymanski, Dhaliwal, & King, 1996)。図 5－1 に各条
件の平均を示す。このモデルよる修正再認率は正規分布を仮定できない場合に用いる記憶
指標で，再認を扱った研究(Johnson, Kounios, & Reeder, 1994)において用いられているため，
本研究における記憶指標として採用した。修正再認率について 2 要因の分散分析を行った
ところ，カテゴリー分類の主効果は有意ではなく（F(1, 36) = 0.095, n.s.），熟達度の主効果（F
(1, 36) = 6.261, p<.05）と様式カテゴリー分類と熟達度の交互作用（F (1, 36) = 4.432, p <.05）
が有意であった。単純主効果の検定を行ったところ，様式カテゴリー分類あり条件におい
て熟達度の単純主効果が有意であった（F (1, 36) = 10.515, p <.01）
。すなわち，様式カテゴリ
ー分類を行った場合において，中級者が初心者よりも再認成績が低かった。しかし，様式
カテゴリーなし条件においては，熟達の程度による差は有意ではなかった（F (1, 36) = 0.075,
n.s.）
。また，初心者において様式カテゴリー分類の効果に有意傾向が認められた（F (1, 36) =
2.864, p <.10）
。そして，中級者ではカテゴリー分類による単純主効果は見られなかった（F (1,
36) = 1.593, n.s.）
。
分類課題

分類課題の正答率について平均値を算出し，中級者と初心者で比較した。中

級者の平均正答率は 0.42(SD = 0.23)，初心者は 0.58(SD = 0.21)であった。熟達度による正答
率の違いを検討するために 1 要因の分散分析を行ったところ，有意な主効果は見られなか
った（F (1, 19) = 2.727, n.s.）
。すなわち，様式カテゴリー分類に関しては，中級者において
も初心者と同程度の成績であった。このことは，中級者が様式カテゴリー分類に必要な専
門的知識を初心者と同程度にしか持っていないことを示している。口頭で回答してもらっ
た分類方略について中級者と初心者で比較したところ，中級者・初心者ともに特定の作曲
家との類似性や，“華やか”“重い”など，曲から受け取る雰囲気をもとに分類を行ってい
た。初心者においては，そもそも明確な基準を示せない参加者もいた。
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Table 表
2: Mean
rates(SD) and false alarm rates(SD) as aAlarm)
function of
5－2 hit各条件の正再認率(Hit)と虚再認率(False
each condition

Category classification
No category classification

Intermediate
Novice
Intermediate
Novice

Hit
False Alarm
0.62 (0.18) 0.15 (0.09)
0.85 (0.09) 0.17 (0.15)
0.73 (0.2) 0.20 (0.15)
0.73 (0.14) 0.15 (0.07)

※カッコ内は標準偏差
（出典：波多野・天ヶ瀬, 2013）
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。修正再認率は高閾値
each condition. This modified memory performance score was calcuated by
high threshold model: (Hit - FA)/(1-FA).
high score
indicates high
理論にもとづいて算出した（(Hit
率－FA The
率)/(1-FA
率)）。得点が高いほど再認成
memory performance
績が高いことを示している。
（出典：波多野・天ヶ瀬, 2013）

5－4 考察
本研究の目的は，クラシック音楽の中級者と初心者を実験参加者として，カテゴリー分
類による限定的な専門的知識の利用が，後の再認成績に与える影響を検討することであっ
た。そのために，クラシック音楽に日常的に親しんでいるが，西洋音楽史についての訓練
を十分に受けていないクラシック音楽中級者と，クラシック音楽に親しんでいない初心者
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において，専門用語による様式カテゴリー分類の遂行が再認成績に与える影響を比較した。
その結果，参加者の熟達度と様式カテゴリー分類の有無に有意な交互作用がみられた。様
式カテゴリー分類をした場合，初心者の再認成績は向上する傾向が認められたが，中級者
では再認成績に変化がなかった。
まず，実験参加者に関して確認すると，様式カテゴリー分類の正確さにおいて初心者と
中級者に差は見られなかった。この結果は，本実験における中級者が，Melcher and Schooler
(1996)が用いた中級者よりも，むしろ Hughson and Boakes (2009)が用いた中級者と類似して
おり，クラシック音楽に関してそもそも専門的知識を有していなかった可能性を示してい
る。ただし，この実験で用いられた用語を中級者は知っていた。また，Hughson and Boakes
(2009)と異なり，様式分類による促進効果が中級者には見られなかった。それゆえ，本実験
における中級者は，クラシック音楽に対する専門的知識を全く保持していなかったのでは
なく，作者名や時代についての情報なしに，新奇な曲を聴いて様式分類できるような専門
的知識を持っていなかったと考えられる。
また，様式分類しない場合（統制条件）の再認成績に熟達の効果が見られなかった。こ
れも，先行研究とは異なる結果である。この結果の解釈としてまず考えられるのは，手続
き上の問題が影響した可能性である。言語陰蔽効果の先行研究では，ターゲット提示後に
再認課題があることを明示することが多い(Fallshore & Schooler, 1995; Kitagami et al., 2002;
Schooler & Engstler-Schooler, 1990)。これらの研究と違い，本研究では再認課題が後にあるこ
とを明示しなかった。しかも，楽曲をすべて提示した後に分類課題を行った。それらによ
って記銘―再認課題が過度に困難になった疑いがある。あるいは，中級者の知覚的スキル
が再認において初心者との差を生じる水準に達していなかった疑いがある。ただし，音楽
的熟達による促進効果は単音の短いメロディの再認において認められているにすぎない
（例えば，Bartlett & Dowling, 1980）
。本研究では複数の声部からなる楽曲を 30 秒という比
較的長い時間提示して再認させた。このため，熟達でなく刺激自体の問題によって中級者
においても再認が困難であった疑いを否定できない。
また，再認成績においてカテゴリー分類の有無と熟達レベルの間に交互作用が示された。
初心者はカテゴリー分類によって再認成績が高まったのに対し，中級者には影響がなかっ
た。初心者は，クラシック音楽についての専門的知識がなく，カテゴリーのラベルと専門
的知識や知覚情報との結びつきが殆ど無い状態であったため，カテゴリー分類時に単純な
精緻化リハーサルを行い，カテゴリーラベルとターゲットとの関連付けを行ったことで，
再認成績が向上したと考えられる。しかしながら，中級者において，Melcher and Schooler
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(1996)が報告したような妨害効果は得られなかった。
妨害効果が得られなかった結果の解釈としてまず考えられるのは，初心者のほうがより
慎重にリハーサルを行ったために再認成績が向上したという可能性である。すなわち，中
級者は様式名を普段から何となく聞いたり使ったりしていたために分類作業を気軽に行っ
た。これに対し，初心者はクラシック音楽に親しんでおらず，不慣れな用語での分類を求
められたために，提示された曲をより慎重に思い浮かべながら分類した。そのため，初心
者のみ再認成績が向上した。しかし，逆に，中級者はオーケストラの団員だったので失敗
をおそれてむしろ慎重になっていた可能性も考えられる。いずれにしても，以上の説明は
推論の域を出ない。
次に考えられるのは，中級者では様式名にすでに知っている曲が結びつけられており，
楽曲を再認する際に結び付けられた曲も想起され，ノイズとなったという可能性である。
しかし，もしそうだとすれば，経験が重なるほど記銘－再認課題の遂行成績が低下するは
ずであり，メロディ再認における熟達の効果( Bartlett & Dowling, 1980)に矛盾する。
第三に考えられるのは，妨害効果が明確に生じる条件が本実験では揃わなかったという
可能性である。これはさらに 2 つの可能性に分けられる。まず，中級者の知覚的熟達レベ
ルが影響した可能性である。統制条件の結果から，楽曲に対する弁別と記銘－再認に関し
て中級者の知覚的スキルが十分に高くなかった疑いがある。もしそうだとすると，音楽に
おける知覚と言語記述に熟達の不均衡(Melcher & Schooler, 1996)がなく，かつ，統制条件で
の再認成績が低かったために，中級者の再認成績が抑制されるまでには至らなかったと考
えらえる。次に考えられるのは，知識を利用させる操作として分類課題を用いたことが，
結果に影響した可能性である。本研究では，対象の言語記述は行わないが，専門的知識を
利用する必要がある課題として，3 種類の専門用語をもとにカテゴリー分類を行わせた。
Melcher and Schooler (1996)は，個々の差異が微妙な対象に対する熟達した繊細な知覚が，未
熟な言語記述によって妨害されるとしている。だとすれば，不適切ではないが不十分にし
か知らない専門用語をあいまいなまま多く使えば使うほど，言語陰蔽効果が強くなるはず
である。それゆえ，カテゴリー分類課題では逆に言語陰蔽効果が生じにくかったのかもし
れない。
本研究では，明確な妨害効果は観察されなかったものの，初心者に比べて，中級者にお
ける様式カテゴリー分類が再認の助けにならなかったことは明らかである。なぜ，様式カ
テゴリー分類が中級者にとって再認の助けにならなかったのかについて，ここで考察して
おく必要がある。第四章のシミュレーション実験において，言語ラベルが表象の状態を変
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容させる可能性が示されている。本研究においても，カテゴリー分類課題において呈示さ
れた言語ラベルが，中級者が保持している限定的な専門的知識と関連しており，言語ラベ
ルによって活性化された専門的知識が記憶表象に影響を与えた可能性が考えられる。中級
者は，楽曲様式に対する専門知識はなくとも，カテゴリー名や，カテゴリーに関連する作
曲家名などの知識は初心者よりも保持していたと考えられる。すなわち，
“古典派といえば
モーツアルトで，モーツアルトといえば明るく軽快な曲，明るく軽快なのが古典派”とい
った，正確ではないが初心者よりも豊富な情報が，
“古典派”というカテゴリー名に結びつ
いていたと考えられる。それらの知識がカテゴリー名によって活性化し，記憶表象に影響
が及んだために，分類課題が再認課題にプラスの効果をもたらさなかったと考えられる。
先行研究で用いられたワインの味の記憶と，本研究で用いたクラシック音楽の記憶は，
他者から教えられて習得する必要がある専門的知識が存在し，刺激の正確な弁別に高度な
知覚的スキルが必要である点など，共通する特徴が多い。その反面，クラシック音楽は音
譜という記号によって，曲の構成を視覚化し，記録する方法が確立されており，楽譜から
楽曲を正確に再現することも可能である。この点において，クラシック音楽はワインや顔
といった，これまで言語陰蔽効果研究で扱われてきた刺激と比べ，より人工的で，言語で
捉えることが比較的容易な刺激であるといえる。それにもかかわらず，カテゴリー分類が
熟達レベルによって異なる影響を及ぼすという本研究の結果は，非記号的・非言語的な知
覚対象を無理に言語化することよりも，熟達の途上において不用意に専門的知識を利用す
ることが，後の課題成績に悪影響を与える可能性を強く示唆するものであるといえる。
しかしながら，本研究では，中級者がどのような専門的知識を保持しており，また具体
的にどのような知識をカテゴリー分類の際に利用したかが明確ではない。また，カテゴリ
ー分類による明確な抑制効果が得られているわけではない。熟達の程度と専門的知識の利
用が後の課題遂行成績に与える影響をさらに明らかにするには，今後，中級者の知覚的熟
達のレベルや，クラシック音楽についての知識構造の統制，弁別のための適切性，言語記
述の量，課題の難易度など，様々な要因を統制または操作して検討する必要がある。また，
上述した通り，この実験では，再認課題が予告なく行われたこと，曲をすべて提示した後
に分類課題をさせたこと，そして，参加者とした中級者の知覚的熟達の低さもしくは曲の
複雑さが，実験結果に影響した疑いがある。これらについても，今後統制もしくは操作し
た実験が必要である。
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5－5 第五章のまとめ
研究 7 では，熟達の程度が異なる場合に，楽曲のカテゴリー分類を行うことが，専門的
知識が全くないクラシック音楽の初心者の再認成績は向上させるが，熟達の途上にあり，
クラシック音楽に対して限定的な専門的知識を持った中級者の再認成績は向上させないこ
とを示した。シミュレーション実験より，言語陰蔽効果は言語化時に使用した言語ラベル
が表象を変容させ，再認成績を低下させることで生じる可能性が示されている。研究 7 で
は，同じ言語ラベルを使用した場合に，その言語ラベルに対して限定的な専門的知識があ
ると想定される中級者と，全く知識を持たない初心者で，言語陰蔽効果の生じやすさがど
のように異なるかを検討した。その結果，前述の通り，初心者はカテゴリー分類によって
再認成績が向上したが，中級者は向上しなかった。この結果から，少なくとも熟達の途上
にあると，一度記銘した対象を言語ラベルにもとづいて分類することが，再認の助けには
ならないことが明らかになった。
中級者においてカテゴリー分類が再認の助けにならなかったのは，様式カテゴリー分類
についての正確な知識はほとんど持っていなかったが，オーケストラの活動の中で培われ
た限定的なクラシック音楽の知識が，カテゴリーのラベルと結びついており，表象が変容
する危険性が高まったためではないかと推測される。しかしながら，中級者がどのような
知識を有していたか，様式カテゴリー名から何を想起したかは明らかになっていない。ま
た，言語化を行わない場合の中級者の再認成績が初心者と同程度に低く，言語化による妨
害効果を十分に観察できるほど熟達が成立指定なかった可能性がある。今後は，これらの
問題を解決したうえで，さらに検討する必要がある。
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第六章 総合考察
本研究では，非言語情報の記憶に言語が影響を与える現象の背景に，モジュール性を仮
定する必要があるかを明らかにする目的のために，言語陰蔽効果を取り上げた。本章では，
一連の研究によって明らかとなった言語陰蔽効果の生起メカニズムについて述べ，それが
どのようにモジュール性による説明と関連するかを議論する。

6－1 言語陰蔽効果の生起メカニズム
6－1－1 研究結果の総括
本研究の目的は，言語陰蔽効果の生起メカニズムの解明を通して，非言語情報の記憶に
言語が影響を与える現象の背景に，モジュール性を仮定する必要があるかを検討すること
を目的としていた。言語陰蔽効果を説明する理論の中でも，長年決着のついていなかった
再符号化干渉説と，転移不適切性処理シフト（transfer inappropriate processing shift: TIPS）説
を取りあげて研究を行った。研究 1 から研究 4 では，言語化課題をおこなう情報および方
法を変えて，それによって言語陰蔽効果が生じるかを検討した。研究 1 から研究 2 では，
顔の再認に適さないとされる部分情報（featural information）を言語化した場合と，顔の再
認に重要な役割を果たすとされる全体情報（holistic information）を言語化した場合を比較す
ると，部分情報を言語化した場合にのみ言語陰蔽効果が生じることが明らかになった。さ
らに，研究 2 では，言語化の方法が評定課題であっても，評定する対象が部分情報である
場合には，言語陰蔽効果が生じることが明らかになった。研究 3 と研究 4 では，言語陰蔽
効果の生起に関連すると考えられる部分情報の中でも，顔の識別における重要度によって
言語陰蔽効果の生じやすさが異なることを明らかにした。すなわち，部分情報であっても，
顔の識別において注意が向けられやすく，再認における重要度の高い部分情報を言語化し
た場合は，そうでない情報を言語化した場合に比べて言語陰蔽効果が生じにくいことが明
らかになった。
これら，研究 1 から研究 4 の結果は，言語陰蔽効果の生起が言語化の方法（詳細な記述
か，呈示された情報をもとにラベル付けをする評定か）に関係なく，ターゲットの再認に
適した情報を言語化するか否かに決定されている可能性を示唆している。すなわち，言語
化することそのものではなく，どのような情報を言語化するかによって，言語陰蔽効果が
生じるか否かが決定されている可能性がある。
研究 5 から研究 6 では，行動実験では直接検討できない，言語化時の内部過程を直接操
作し検討することを可能とするために，並列分散処理モデルによる言語陰蔽効果のシミュ
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レーションを行った。その結果，再符号化干渉説を前提とするモデルで言語陰蔽効果の再
現が可能であること，再符号化干渉説では説明が困難であると考えられてきた，ターゲッ
トと無関連な顔の言語化が言語陰蔽効果を生じさせる現象も，モデルが再現可能であるこ
とを明らかにした。そして，なぜ再符号化干渉説が想定する言語記述の正確さと再認の正
確さの間に相関が観察できないかについては，言語記述の正確さが高まることでターゲッ
トに対する familiarity が上昇するが，テストセットとなるディストラクタがターゲットに類
似している場合，ディストラクタに対する familiarity も上昇するために再認成績が低下し，
言語記述の正確さを線形に予測できない可能性が示唆された。さらに，隠れ層の分析から，
顔の言語化を行うことで内部表象が変化し，それによってモデルが新顔を旧顔と混同し，
再認成績が低下することも明らかになった。
研究 7 では記憶対象となる情報の熟達度の影響について検討したところ，クラシック音
楽に対する専門的知識を有すると想定される参加者（中級者）と，想定されない参加者（初
心者）とで，楽曲の様式カテゴリー分類が再認成績に異なる影響を及ぼすことが明らかに
なった。初心者は様式カテゴリー名とクラシック音楽の知識が全く結びついていないため，
カテゴリー分類時の精緻化リハーサルやカテゴリー名とターゲットとの関連付けによって，
再認成績が向上したと考えられる。これに対し，中級者は，クラシック音楽の経験を通じ
て，様式カテゴリー名にこれまでの経験で蓄積したクラシック音楽の限定的な知識が結び
ついており，カテゴリーラベルによってターゲットの記憶表象が変容したことで，再認成
績が向上しなかった可能性がある。Melcher and Schooler (1996)において，中級者のみ言語陰
蔽効果が生じたのも，ターゲットを言語化することで，言語ラベルと結びついた限定的な
専門的知識が表象を変容させたことが要因かもしれない。ただし，研究 7 では，明確な言
語陰蔽効果が生じたわけではなく，また中級者がどのような知識を保持して様式カテゴリ
ー分類に臨んだかについても不明確であるため，今後更に検討を行う必要がある。

6－1－2 再符号化干渉説と TIPS 説の妥当性
6－1－2－1 行動実験の結果と両仮説の関係
本研究では，言語化される情報を操作すると，言語陰蔽効果が生じる場合と生じない場
合の両者がおこることが明らかになった。具体的には，顔の輪郭やパーツの付置関係を示
す全体情報や，目などの顕著性の高い情報を言語化した場合は，言語陰蔽効果は生じない。
これらの情報は，個々の顔の識別を行う際に注意を向けられやすく，顔の識別に重要な役
割を担っていると考えられている(Althoff & Cohen, 1999; Coin & Tiberghien, 1997; Ellis et al.,
1975; Hills et al., 2011; Maurer et al., 2002; Tanaka & Farah, 1993)。すなわち，顔の再認を妨げ
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ない情報を言語化することで，言語陰蔽効果が生じるリスクは低減される可能性がある。
これらの結果は，言語化によって処理のシフトが生じ，非言語情報の再認に最適な処理
が利用できなくなると考える TIPS 説を支持しない。なぜなら，TIPS 説では，記憶を言語化
することそのものが非言語情報の処理を妨げており，言語化される情報の質に関係なく言
語陰蔽効果が生じると考えるからである。もし，TIPS 説が正しければ，部分情報，全体情
報に関わらず，言語化によって言語陰蔽効果が生じるはずである。また本論文における結
果は，非言語的記憶を言語で表現することが必ずしも，例えば Navon 課題における局所情
報処理のような分析的処理を意味しないことを示している。Schooler (2002)は，言語処理が
分析的，意図的処理に近く，非言語情報の処理が全体的，無意図的処理に近いと説明して
いる。それゆえ，TIPS 説では，非言語的記憶を言語化することで分析的処理が活性化し，
顔をはじめとする非言語的記憶の処理に最適なシステムの利用ができなくなると考える
(Chin & Schooler, 2008; Schooler, 2002)。しかしながら，研究 3，4 において，同じ部分情報で
あっても，顔の識別における重要度の違いによって言語陰蔽効果の生起が変化したことや，
研究 1，2 において，全体情報の言語化であれば言語陰蔽効果が生じなかったことは，対象
を言語で表現することが，TIPS が想定する分析的処理とは必ずしも一致しないことを示し
ている。言語の分析的な側面だけに着目するのではなく，言語ラベルが指示対象への注意
を方向づけたり，情報をカテゴライズする側面にも着目しなければ，言語陰蔽効果のメカ
ニズムを説明することはできないと考えられる。また，分析的処理以外の側面に着目する
ことで，分類学習(Lupyan, Rakison, & McClelland, 2007; Yoshida & Smith, 2005)，カテゴリー
分類(Lupyan, 2009)，記憶課題(Fausey & Boroditsky, 2011; Feist & Gentner, 2007; Lupyan, 2008)
など，より広く言語的機能と非言語的機能との関わりを示す現象と言語陰蔽効果の関係に
ついても議論することができると考えられる。これに対し，再符号化干渉説では，言語記
述を行う段階で，非言語的記憶がどのように言語化されるかが再認成績を左右すると考え
る。それゆえ，言語化される情報によって，非言語的記憶の言語化が再認に及ぼす影響が
異なるという本研究の結果は，どちらかといえば，再符号化干渉説を支持している。ただ
し，本究においても，記述内容の正確さと再認成績には，正の相関を見出すことはできな
かった。すなわち，どのような情報を言語化するかは再認成績に影響を与えるが，その情
報が正確に言語化されるかは，再認成績に影響しなかった。Meissner and Brigham (2001)が
想定するように，詳細に言語記述を行えば行うほど言語陰蔽効果が生じるリスクが高まる
のではなく，再認に役立たない情報を言語化することが言語陰蔽効果に関係している可能
性がある。以上の議論において，本実験結果が TIPS 説，再符号化説による説明と一致する
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点，一致しない点の両者が存在することが明らかとなった。ただ，本研究における行動実
験の結果だけでは，TIPS 説がより妥当であるのか，再符号化干渉説が妥当であるのかにつ
いて結論を出すことができなかった。

6－1－2－2 言語陰蔽効果シミュレーションが明らかにした再符号化干渉説の妥当性
研究 4 までの結果をふまえ，研究 5，6 では，ニューラルネットワークによる言語陰蔽効
果のシミュレーションを行った。行動実験では，参加者が言語化課題を行っている間に，
参加者の内部状態がどのように変化しているかを直接観察することができない。また，言
語化課題において参加者が記述する情報を厳密に統制したり，あえて不正確な情報を言語
化させるといった操作が難しい。一方，シミュレーションは，このような行動実験での弱
点を解消して，対象としている現象を引き起こすメカニズムについての検討を行うことが
できる利点がある。また，再符号化干渉説や TIPS 説のように，既に提案された仮説を実装
させてシミュレーションを行うことで，仮説の妥当性を検討することができる。
そこで研究 5，6 では，より節約性の高い（単一メカニズムを前提とする）仮説である再
符号化干渉説を支持するモデルを構築し，言語陰蔽効果の再現を行った。用いたモデルは，
ターゲットとディストラクタの類似度が高い場合に，顔の言語化によって再認成績を低下
させ，言語陰蔽効果の再現することに成功した。そして，類似度の高い顔の識別には，よ
り精緻な知覚表象が必要であり，言語化によってその知覚表象が影響を受ける（言語ラベ
ルに基づいた表象に引きずられる）ことで，ターゲットに似た新顔を旧顔と取り違えてい
ることが明らかになった。
さらに，モデルは再符号化干渉説の反証事例とされてきた現象の一つである，ターゲッ
トと無関係な顔の言語化による言語陰蔽効果(Dodson et al., 1997)を再現することにも成功し
た。隠れ層の分析から，たとえ無関連な情報であっても，言語ラベルによって表象の状態
が変化してしまうことで，言語化を行わない状態とは異なる表象が形成されやすくなって
しまう可能性が示唆された。このことは，非言語情報の処理に最適なシステムと，その利
用を阻害する言語情報処理システムの存在を仮定しなくても，言語陰蔽効果のメカニズム
を説明可能であることを示唆している。
シミュレーションを行うことで，研究 3，4 で解決されなかった，言語記述の正確さと再
認の正確さとの関係についても検討することができた。言語記述の正確さと再認の正確さ
に正の相関関係が観察できないという現象は，研究 3，4 のみならず，言語陰蔽効果を扱う
他の先行研究(Fallshore & Schooler, 1995; Finger, 2002; Kitagami et al., 2002; Melcher &
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Schooler, 2004)においても報告されてきた。今回のシミュレーションより，正の相関関係が
観察されない要因は次の通りである。ターゲットを正しく言語で形容することで，再認テ
ストにおいてターゲットに対する familiarity を高く評価する可能性は高くなるが，同時にタ
ーゲットと言語的特徴を共有する（ターゲットによく似ている）ディストラクタに対する
familiarity も高まってしまうことが明らかになった。すなわち，言語記述が正確であっても，
記述された情報がターゲットとディストラクタの間で共有されていれば，ターゲットとデ
ィストラクタに対する familiarity の高さに差がなくなり，再認成績が不正確になる可能性は
高くなる。そのため，これまでの研究で正の相関関係が観察されなかったと考えられる。
研究 3，4 では，ターゲットの部分的な情報を一部入れ替えた，ターゲットとの類似度が高
いディストラクタを用いていた。それゆえ，ターゲットの記述内容がディストラクタと共
有されていた可能性が考えられる。言語記述の正確さと再認成績の正確さとの相関関係を
検討する場合には，言語記述がターゲットを正確に記述できているかに加えて，ディスト
ラクタも正確に記述しているかを視野に入れて検討する必要がある。

6－1－3 再現性の問題
第二章でも触れたように，言語陰蔽効果の研究において解決されるべき問題の一つに，
言語陰蔽効果の再現の難しさが挙げられる。言語陰蔽効果は，再現に失敗する研究が少な
くなく(Meissner & Brigham, 2001 を参照)，その再現性に疑問が投げかけられることもあった
が，近年実施された再現プロジェクトによって，言語陰蔽効果が確かに存在することが示
された(Alogna et al., 2014)。しかしながら，なぜ再現が難しいのかについては，明らかにな
っていなかった。
本研究における研究によって言語陰蔽効果の再現が困難な要因は 3 つ挙げられる。一つ
目は，言語化される情報の有用性の問題である。本研究の行動実験の結果は，言語記述し
た情報が対象の識別に有用な情報であれば，言語化を行わない状態と遜色がない程度の再
認成績を保つことが可能であることを示している。これまでの言語陰蔽効果研究において
も，全体情報の言語化と部分情報の言語化を統制した研究は行われているが (Clare &
Lewandowsky, 2004; Kitagami et al., 2002; MacLin, 2002)，一貫した結果は示されて来なかった。
また，部分情報に関して言語化される情報を細かく統制する研究は行われてこなかった。
同じテストセットであっても，参加者が自発的に言語化する情報によっては言語陰蔽効果
が生じないのであれば，言語陰蔽効果の再現に失敗することがあっても不思議ではない。
二つ目は，個人差の問題である。シミュレーション実験において，5 モデルの Polarity を
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比べた際に，最も言語陰蔽効果が生じやすい状況（ターゲットとディストラクタの類似性
が高い状況）でも，5 モデルの振る舞いにはかなりの個人差が見られた（図 4－2－10 参照）
。
全く同じ顔を学習したモデルであっても，言語化によって新顔と旧顔の Polarity 分布が重な
るモデルと重ならないモデルがあるということは，実際の行動実験において，個人差はよ
り強く言語陰蔽効果に影響していると考えられ，実験参加者の特性が強く結果に反映した
と考えられる。例えば，視覚イメージを言語化する能力の違いによって，言語陰蔽効果の
生じやすさは異なると考えられる。実際に，Ryan and Schooler (1998) は，言語能力が低く，
視覚情報の処理能力が高い参加者において，言語陰蔽効果が生じやすいという結果を示し
ている。また，顔の再認ではないが，ワインの味の再認を扱った Melcher and Schooler (1996)
においても，ワインに対する専門知識が豊富で，ワインの味の表現に長けたソムリエでは
言語陰蔽効果が生じないことを報告している。Ryan and Schooler (1998) の研究は，言語能力
の指標として GPA（アメリカの学業成績を示す指標）を採用しており，直接記憶対象を言
語表現する能力を測定しているわけではないが，少なくとも，参加者個人の視覚イメージ
を言語化する能力の違いが言語陰蔽効果の生起に影響をおよぼす可能性は高い。
三つ目は，個アイテム差である。シミュレーション実験における Polarity 分布は，64 種類
の顔画像それぞれに対する分布であった。Polarity 分布は，言語化によって重なる箇所と重
ならない箇所がある。このことは，分布からどの刺激をターゲットとディストラクタに選
択するかによって，言語陰蔽効果が起きるかどうかが変化することを示している。例えば，
図 4－2－4 において，分布の右端（最も Polarity が高い顔画像）に位置する旧顔と，左端（最
も Polarity の低い顔画像）に位置する新顔をテストセットとして選択した場合，言語陰蔽効
果を観察することはできない。過去の研究では，この個アイテム差についての論議はない
が，今回のシミュレーション結果はこれまでの研究で使用されたアイテムによる違いが影
響した可能性を示している。
通常の言語陰蔽効果の実験が，1 トライアル実験であることも，再現の難しさに大きく影
響している。上述の通り，どのテストセットを実験で呈示するかは，言語陰蔽効果の生起
に重大な影響を与える。そして，この個アイテム差の影響は，再認テストを行う試行が 1
度だけである場合に，最も強くなると考えられる。ここに，個人差の影響や情報の有用性
の影響が加わることで，言語陰蔽効果の再現はさらに難しくなると考えられる。参加者の
人数だけでなく，顔画像の呈示数を増やし，個アイテム差や個人差の影響を低減させるこ
とで，言語陰蔽効果の再現可能性は向上させることができると考えられる。実際に，通常
のパラダイムではないながらも，ターゲットを複数提示する複数呈示パラダイム(Brown &
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Lloyd-Jones, 2002, 2003)は，言語陰蔽効果の再現に成功している。

6－1－4 言語陰蔽効果の生起メカニズム
本論文の研究で明らかになったことを踏まえ，言語陰蔽効果の生起メカニズムについて
考察する。図 6－1 は，言語陰蔽効果の実験手続きにおける，ターゲットの記銘，言語化課
題，再認課題の模式図である。記銘段階において，参加者はターゲットの記憶表象を生成
する。言語化課題では，ターゲットの特徴を言語化するという教示に従い，ターゲットの
想起を行いながら特徴を記述する。このとき，全ての情報を過不足なく言語化することは
できないため，多くの場合，情報を取捨選択しながら言語化を行う。そして，この時点で
は参加者はどのようなディストラクタから顔を識別するかを知らないため，ターゲットと
ディストラクタの識別に役立たない情報を言語化してしまう。また，言語ラベルの影響を
受けて，表象の状態が変化する。再認テストの段階では，記憶を言語化したことによって
記憶表象が変化しており，ターゲットとディストラクタを取り違えやすい状態にある。特
に，ターゲットとディストラクタの類似度が高く，言語化された情報が両者で共有されて
いる場合には，ターゲットとディストラクタを正しく識別することが困難になり，再認成
績は低下してしまう。このようなメカニズムによって言語隠蔽効果が生じると考えられる。

図 6－1 言語陰蔽効果の生起メカニズム
6－2 言語陰蔽効果とモジュール性
次に本研究の最終的な目的である，非言語的情報の記憶と言語との関係，すなわち，両
者の関係が単一システムによって説明できるのか，モジュール性を仮定する必要があるの
かについて考察する。
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6－2－1 言語情報の処理と非言語情報の処理にモジュール性を仮定する考え方
言語陰蔽効果の背景メカニズムにモジュール性を仮定する必要かあるかどうかを議論す
る前に，言語的機能と非言語的機能が独立したシステムに支えられているとする立場
(Carruthers, 2002; Evans, 2003; Fodor, 1985; Heider & Olivier, 1972; Heider, 1972; Kleinschmidt &
Cohen, 2006) について説明する。そもそも，モジュールとは，Fodor (1983)が提唱した概念
である。Fodor (1983)は，人間の認知的活動は領域特異的な計算機構（心的モジュール）に
よって支えられていると主張した。彼の定義では，心的モジュール（以降モジュールと表
現する）は，1）領域固有的で，2）情報的に遮蔽されており，3）強制的（自動的）で，4）
意識へのアクセスがなく，5）処理が速く，6）浅い出力を行い，7）一定の神経機構と結び
ついており，8）特徴的かつ固有の崩壊形状を示し，9）特徴的な個体発生の進行・順序を
示す。モジュールに対する考え方は，Fodor 以降様々な主張が展開されている。Fodor (1983)
は，心的機能の一部がモジュールに支えられており，非領域特異的な機構の存在を認めて
いるが，そのような機構の存在を認めず，形式的に定義可能な情報入力を伴う，機能的に
特化された情報処理メカニズムが人間の認知の特徴であり，モジュール性の主な性質であ
るとの主張もある(Barrett & Kurzban, 2006)。このように，モジュールに対する細かな定義の
違いはあるが，それぞれの処理システムの発達に進化的，もしくは遺伝的圧力が存在する
と い う 見 方 は 多 く の モ ジ ュ ー ル 性 を 認 め る 考 え 方 に 共 通 し て い る (Chomsky, 1959;
Grill-Spector, Knouf, & Kanwisher, 2004)。
このような考え方に基づけば，例えば顔認識であれば，顔情報の処理に特化した顔認識
モジュールが存在し，言語には言語処理に特化したモジュールが存在することになる。顔
認識研究において，顔の識別には個々の特徴の位置関係や全体の微妙なバランスが重要な
役割を果たしていることが知られている(Maurer et al., 2002; Tanaka & Farah, 1993; Tanaka &
Sengco, 1997)。Tanaka and Farah (1993)は，目，鼻，口といった個々のパーツを再認する際に，
パーツを単独で提示する場合よりも，顔に埋め込んだ状態で提示する場合の方が正確に再
認されること，さらに，このような文脈の重要性が，他の刺激（顔のパーツの基本的な位
置関係を壊した画像，倒立顔，建物の画像）では観察されないことを実験で示した。彼ら
の研究は，顔の個々の特徴が顔全体の情報とは切り離されずに処理されている，すなわち，
顔の認識は顔の全体的情報（holistic information）に依存しており，その情報処理の傾向が顔
に限定されている可能性を示唆している。他にも，物体を上下逆さまにすると（倒立条件），
正立条件に比べて識別が困難になる現象（倒立効果）は，他の事物に比べて，特に顔の認
識において生じやすいことが知られている(Diamond & Carey, 1986; Valentine & Bruce, 1986)。
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これらの知見は，顔の識別が顔情報の処理に特化した情報処理システムに支えられている
可能性を示唆している。脳神経科学の知見も，顔情報処理のモジュール性を示唆している。
たとえば，脳には顔の識別に特異的に反応する部位（紡錘状回顔領域，fusiform face area: FFA）
が 存 在 し ， 相 貌 失 認 の 患 者 は FFA が 正 常 に 機 能 し て い な い こ と も 報 告 さ れ て い る
(Grill-Spector et al., 2004; Kanwisher, 1997; Kleinschmidt & Cohen, 2006)。このように，顔の識
別に特異的に反応する脳部位の存在と，その脳部位の機能不全が顔認識を妨げるという二
重乖離は，モジュール性を支持する考え方の主要な論拠となっている。

6－2－2 単一システムによる言語陰蔽効果の説明可能性
言語陰蔽効果を説明する仮説としてこれまで取りあげてきた再符号化干渉説と TIPS 説は，
前者がどちらかというと言語と非言語的情報の処理の間にモジュール性を仮定していない
のに対し，後者はどちらかと言うと複数のシステムの存在とモジュール性を仮定する立場
をとっている。本研究においては，言語陰蔽効果は単一システムによるモデルで再現可能
であること，すなわち，顔モジュール，非言語モジュール，言語モジュール，といった，
個々の刺激の種類に応じて独立したモジュールが情報処理を担うと仮定しなくても，言語
陰蔽効果の説明が可能であることが示された。このような単一システムによる説明（分散
された認知）と複数システムによる説明（各システムが個々のプロセスに固有の原理や表
象を持つ）の論争は，単語の読み(Coltheart, Rastle, & Perry, 2001; Plaut et al., 1996)，単語認知
(Coltheart et al., 2001; Plaut, 1997)，プライミング効果(Plaut & Booth, 2000)，過去時制の語尾
変化(Joanisse & Seidenberg, 1999; Pinker & Ullman, 2002)，動作(Botvinick & Plaut, 2004; Cooper
& Shallice, 2000)など，言語陰蔽効果以外にも様々な現象においてなされている。
これらの領域では，いずれもいくつかの行動実験の結果が単一システムを前提とする説
明の反証事例として主張されていた。実際に，無数の処理システムを想定すれば，いかな
る理論でも現象を説明できてしまうことになる。このような複数システムによる説明は，
理論の節約性を犠牲にして成り立っており，一つのモデルに対してしか有効でない。もち
ろん，複数システムによる説明のほうがもっともらしく結果を説明できることもある。し
かしながら，上記の並列分散処理モデルを実装した計算モデル（単一システムを仮定する
モデル）は，これらの反証事例を再現し，より節約性の高い説明を提供してきた。
言語陰蔽効果のメカニズムに対する説明も，同様の道程をたどってきた。まず，再符号
化干渉説による説明が試みられ(Meissner et al., 2001; Meissner & Brigham, 2001a)，それに対す
る“反証事例”が報告された(Brown & Lloyd-Jones, 2002, 2003; Dodson et al., 1997; Fallshore &

85

Schooler, 1995; Finger, 2002; Kitagami et al., 2002; Westerman & Larsen, 1997)。これらの事例は，
処理システムを増やし，それらが独立して操作されると考えた方が説明しやすい（TIPS 説：
Schooler, 2002）
。しかし，これらの事例は，言語陰蔽効果が分散した表象によって相互に情
報をやりとりし合うシステムに支えられている可能性を完全に排除するものではない。本
研究は，実際にシミュレーションでこの可能性を検討した。研究 5，6 において構築された
モデルは，異なる処理原理や特定の働きに固有の表象を必要としていなかった。そして，
このモデルを用いることによって，本研究は，相互作用的なシステム（並列分散処理モデ
ル）における分散した認知を想定する理論と，複数のシステムにおける特定の処理を想定
する理論の対立というより広い文脈に位置づけられることになった。
上記で述べた，言語陰蔽効果のより広い文脈における位置づけに関連して，本研究のシ
ミュレーションにおいて行われている計算メカニズムと，過去の PDP モデルにおいて示さ
れたプライミング効果(Plaut & Booth, 2000)との一貫性を検討することは有益であろう。本研
究では，行動実験，シミュレーションいずれにおいても言語化課題の直後に再認テストを
行っている。また，大規模な再現プロジェクトにおいても，同様の手続きを取った場合に
言語陰蔽効果を観察している(Alogna et al., 2014)。プライミング効果とは，先行刺激の処理
が後続刺激の処理を促進する現象であるが（抑制が生じる場合もあるが，その場合は負の
プライミングと呼んでいる），記憶対象の言語化という処理が後続（直後）の顔刺激の再認
に影響を及ぼすという点で，言語陰蔽効果はプライミング効果(Tulving, Schacter, & Stark,
1982)に結びつく現象でもあるといえる。研究 6 における隠れ層の分析より，再認テストの
直前に旧顔を言語化すると，言語ラベルに基づいて表象の状態が変容し，後続の新顔の再
認において出力パタンが旧顔の情報に引き寄せられ，結果として旧顔に近い出力が行われ
ることが明らかになった。プライミング効果を PDP で再現した先行研究(Plaut & Booth,
2000)においても，同様の理論を実装したモデルが，プライミング効果の複雑なパタンの再
現に成功している。すなわち，本研究における言語陰蔽効果のモデルは，プライミング効
果という，より一般的な現象とも繋がりをもつ可能性がある。

6－2－3 顔再認における複数システム仮説と単一システム仮説
本研究の知見は，言語陰蔽効果だけでなく，顔再認そのものとの関連も深い。顔再認に
おける中心的な議論の一つに，顔の識別が分散された処理システム（単一システム）を基
盤としているのか，すなわち，顔の表象が言語などの他領域と共有されているのか否か，
というものである。この問題について，神経科学における研究知見は，モジュール性を仮
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定する見方を支持するものとして主張されてきた。例えば，前述の通り， FFA は，顔の再
認 に 対 し て ， 他 の 刺 激 を 呈 示 さ れ た 時 よ り も 強 く 活 動 す る (Grill-Spector et al., 2004;
Kanwisher & Yovel, 2006; Kanwisher, 1997)。さらに，FFA の損傷は単語認知に対する障害を
伴わずに，顔認知に対してのみ障害を引き起こすことがある(Kanwisher, 2000)。このような
乖離は，言語に特定的な処理システム（そしてその処理に特定的な表象）と，顔に特定的
な処理システムが独立して存在するとする，複数モジュールを前提とした見方によって説
明されてきた。しかしながら，Plaut and Behrmann (2011)は計算モデルによって顔認識のメ
カニズムを単一システムで説明する可能性を示した。すなわち，モデル内の層に表象が分
散するモデルにおいて，モデル内の全てのユニット，ユニット間の結合，そしてユニット
の活性が，顔を含めた全ての刺激（顔，単語，建物）の再認に寄与していることを示した
のである。実際に，ヒトを対象とした神経科学研究で，FFA が右紡錘状回に存在すること
は，遺伝的，生得的に決定しているわけではなく，解剖学的な制約や競合が，右紡錘状回
の顔への選択的な活動を引き起こしているとする研究も報告されている(Bukowski, Dricot,
Hanseeuw, & Rossion, 2013; Pinel et al., 2015)。本研究のモデルは，言語陰蔽効果というより特
定的な現象をターゲットにしているが， Plaut and Behrmann (2011)の顔再認モデルにもとづ
いている。このことから，本研究は Plaut and Behrmann (2011)の顔認識の単一システム理論
の可能性を広げるものであるといえる。

6－2－4 知覚的熟達と言語陰蔽効果の関係
本研究の結果から，再符号化干渉説で想定されている，“言語ラベルによる表象の変容”
で言語陰蔽効果が説明できるという可能性が示された。その上で，研究 7 において，言語
ラベルや記銘対象に対する熟達度の違いが再認に及ぼす影響を検討した。研究 7 は，顔を
刺激としておらず，Melcher and Schooler (1996)の先行研究にもとづいて行ったものである。
Melcher and Schooler (1996)より，知覚的熟達のレベルや，記憶対象に対する専門的知識の習
熟度（e.g., 素人のワイン愛好家か，ソムリエとしての専門教育を受けているか）は，言語
陰蔽効果に影響を及ぼす重要な要因であると考えられる。しかしながら，顔を刺激とする
場合，顔認知の熟達のレベルを参加者間で変化させることはできても，顔を言語的に表現
するための体系化された知識の習熟度を変化させて検討することは難しい。これに対し，
楽曲は作曲様式やクラシック音楽の知識に対する熟達の影響を検討することが可能である
ため，研究 7 においては楽曲の再認を採用した。楽曲と顔は，いずれも非言語的情報では
あるが，それぞれ異なる刺激である。しかしながら，知覚的熟達が進んだ状態にあると，
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倒立効果などの顔に特異的に生じる現象が，知覚的熟達が進んだ対象の記憶に生じるなど，
熟達によって対象の知覚や記憶の特徴が顔処理に類似していくことは先行研究においても
報告されている(Calvo-Merino, Ehrenberg, Leung, & Haggard, 2010; Diamond & Carey, 1986;
Gauthier, Tarr, Anderson, Skudlarski, & Gore, 1999; McKeeff, McGugin, Tong, & Gauthier, 2010)。
それゆえ，研究 7 の結果や知覚的熟達を扱った先行研究の結果の説明に，顔を刺激とした
言語陰蔽効果で明らかになったメカニズムを援用することは全くの見当違いではないだろ
う。
知覚対象を正しく弁別するには対象の違いを決定する情報（示差的特徴）の抽出と，そ
れにもとづいた適切な判断が必要である。このような示差的特徴の抽出は以前には気づく
ことのできなかった微妙な差異を敏感に見出すようになることによって熟達すると考えら
れている(Gibson, 1969; Gibson & Gibson, 1955; Goldstone, 1998)。しかし，熟達の途上におい
ては，どのような情報にもとづいて対象を弁別しているかを意識化し言語で表現すること
は困難である。このような意識化または言語化できない知識のことを Polanyi (1966)は暗黙
知（tacit knowledge）と呼んだ。彼によれば，熟達の途上においては，その知識が個人的（私
的）である場合がある(Polanyi, 1966)。例えば，不十分な教育において音楽様式の用語を聞
きかじっただけで音楽鑑賞経験を重ねている場合，
“古典派といえばモーツアルトで，モー
ツアルトといえば明るく軽快な曲，明るく軽快なのが古典派”というような，実際の専門
的な分類基準とはずれた知識が暗黙的に獲得される可能性がある。このような知識が楽曲
のカテゴリー名に結びついていると，カテゴリー名によって再認に必要のない情報まで活
性化される可能性も大きくなると考えられる。
Schooler (2002)は，顔以外の知覚刺激に生じる言語陰蔽効果も TIPS 説で説明できると主
張している。TIPS 説においては，知覚的熟達は，知覚情報を弁別する非分析的，無意図的
処理システムに支えられており，知覚対象を想起して言語化すると，言語的処理が知覚情
報処理システムの利用を阻むために言語陰蔽効果が生じると説明される。しかし，研究 7
で引用した Hughson and Boakes (2009)では，十分にワインを飲み慣れているがワインの専門
的な表現方法は知らない中級者において，ワインの味の言語化がむしろ再認を促進するこ
とを示している。また，研究 7 における中級者は，初心者に比べて再認成績が高くなく，
知覚的熟達が十分にすすんでいるとは言いがたい状態であったが，それでも中級者と初心
者ではカテゴリー分類によるターゲットへの言語ラベル付けが再認成績に異なる影響を及
ぼしていた。これらの結果から推測すると，熟達の途上にある中級者に選択的に観察され
る言語陰蔽効果も，複数の処理システムを仮定せずに説明できる。熟達の程度と言語陰蔽
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効果の関係は，学習や教育に関わる重要なテーマでありながら，研究がほとんどなされて
いない。どのように中級者に知識を与えれば，より効率的にエキスパートに成長するかと
いった，教育や発達の領域への示唆にもつながるだろう。

6－2－5 モジュール性を仮定しないことの意義
モジュール性を仮定しない，すなわち言語的機能と非言語的機能という複数のモジュー
ルを仮定しないことで，どのようなメリットがあるだろうか。まず考えられるのは，これ
までに示した通り，モジュール性を仮定しないことで，よりシンプルで，節約性の高いモ
デルで現象を説明することが可能になるという点である。また，モジュール性を仮定しな
いことで，言語的機能が非言語的機能に及ぼすその他の現象を，相互に関連付けながら論
じていくことができる点も，モジュール性を仮定しないことの意義であるといえる。言語
相対性仮説 (Boroditsky, 2012; Hunt & Agnoli, 1991; Regier & Kay, 2009)に代表されるように，
言語で事物を表現することが，言語以外の認知的機能に影響を及ぼすことは，言語陰蔽効
果に限らず古くから報告されている。言語相対性仮説とは，ある言語における情報の捉え
方や表現の仕方が，情報の知覚や記憶のされ方，思考のやりやすさに影響を及ぼすとする
考え方である。例えば，何を表しているか曖昧な画像を特定の言語ラベルと一緒に提示す
ると（図 6－2）
，参加者は次にその画像を想起する際に，対提示された言語ラベルにより近
い形で呈示された画像を想起する(Carmichael, Hogan, & Walter, 1932)。言語相対性仮説につ
いては，言語が思考を決定する，といった強い仮説については概ね否定されているが，記
憶や知覚，思考のされ方に言語が何らかの影響を与えうることについては否定されていな
い(Lund, 2003)。このように言語的機能が非言語的機能に影響を及ぼすという現象は，視覚
情報に基づいた分類学習(Lupyan et al., 2007; Yoshida & Smith, 2005)，カテゴリー分類(Lupyan,
2009)，記憶課題(Fausey & Boroditsky, 2011; Feist & Gentner, 2007; Lupyan, 2008)など，様々な
認知課題の遂行において報告されている。言語的機能と非言語的機能という複数のモジュ
ールを仮定すると，例えば知覚情報に基づいた分類学習には言語処理と視覚情報処理，言
語相対性仮説であれば，言語処理と色の知覚，といったように，それぞれ別の異なる処理を
想定する事になり，非言語的機能に言語的機能が与える影響の理解がより複雑になる。言
語的機能と非言語的機能が一つのシステムを共有し，影響を及ぼしあっていると考える方
が，言語的機能が関わる上記の現象を一繋がりの現象として捉え，理解することができる。
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図 6－2 Carmichael et al. (1932)で使用された刺激例
（出典：Carmichael et al., 1932）

6－3 目撃証言研究における本研究の位置づけと応用的な示唆
6－3－1 目撃証言研究における本研究の位置づけ
言語陰蔽効果研究は，目撃証言研究の文脈で始められたものである。実際の犯罪捜査場
面において目撃者が写真面割りや面通しを行う際にも，目撃者は犯人の同定の前に犯人の
容貌の特徴や服装についての質問に答えなければならない(伊東, 1996)。本研究で明らかに
なったことが，実際の犯罪捜査場面において，いかに目撃者の記憶を損なわずに犯人の情
報を引き出すかという課題や，いかに冤罪を防ぐかという課題に対して，どのような示唆
を与えうるかについて，ここで整理しておく必要がある。
本研究より，犯人の記述をいかに正確に行うかは，写真面割りにおける犯人識別の正確
さを高める上で無視できない要素であることが明らかになった。これまでの言語陰蔽効果
の研究では，言語記述の内容と，再認成績の間に関連はないとする結果も報告されていた
(Fallshore & Schooler, 1995; Finger, 2002; Kitagami et al., 2002; Schooler & Engstler-Schooler,
1990) 。これらの結果は，言語記述の内容を分析することの重要性を低下させることにつな
がるおそれがある。しかしながら，研究 6 において，言語記述の正確さは，その記述がタ
ーゲットを正確に捉えているかという要因と，ディストラクタの特徴を捉えているかとい
う要因が合わさり，より複雑な形で再認成績に影響を及ぼしていることが明らかになった。
それゆえ，犯人を正確に識別させるうえで，ディストラクタは目撃者の証言した情報をど
の程度共有するかを考慮し，慎重に選定される必要がある。
また，目撃証言研究において，言語陰蔽効果との関連が深いトピックとして認知面接
（cognitive interview）(Geiselman, Fisher, MacKinnon, & Holland, 1986)があげられる。認知面
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接とは，面接官の問いかけや想起方法を工夫し，できるだけ目撃者の記憶を損なわず，最
大限に情報を引き出すために考案された面接法である。目撃者に対し遭遇場面の想起を求
めるだけでなく，文脈復元や第 3 の複数視点，異なる順序からの想起といった方法をとる(山
内・高橋・伊東, 2008)。80 年代後半に考案されて以降，多くの効果研究が実施され，通常
の面接（standard interview）に比べてより多くの情報を正確に引き出すことができることが
知られている(Memon, Meissner, & Fraser, 2010 を参照)。しかしながら，事件や事故に遭遇し
た目撃者に，事件に遭遇した際の記憶を想起させ，言語による詳細な説明を求めるため，
認知面接の後に言語陰蔽効果が生じる可能性も高まるおそれがある。Finger and Pezdek
(1999)は，実際に認知面接が後の再認に妨害的な効果を及ぼすかを検討している。彼女らは
認知面接の手順でターゲットの顔を想起する条件（認知面接条件）と，通常の面接の手順
でターゲットの顔を想起する条件（通常面接条件）を設け，その後の再認成績を比較した。
その結果，認知面接条件の方が通常面接条件に比べて再認成績が低かった。また，認知面
接条件では通常面接条件に比べて正確な情報も不正確な情報も多く記述されていた。この
結果は，本研究において明らかになった言語陰蔽効果の生起メカニズムとも合致する。詳
細に言語化を行うことで誤った情報を言語化するリスクが高まり，言語化により表象が影
響を受けて，言語陰蔽効果が生じたと考えられる。また，近年の研究では，認知面接を行
うことで，より誤誘導情報の影響を受けて誤った情報を見たと反応するリスクが高まるこ
とも報告されている(Lapaglia, Wilford, Rivard, Chan, & Fisher, 2014)。このような現象にも，
詳細な言語化による表象の変化が影響を与えているかもしれない。今後，言語陰蔽効果と
認知面接，誤情報効果等の関連を更に検討していく必要がある。

6－3－2 本研究から考えられる応用的な示唆と今後の課題
まず，本研究より，顔の個々のパーツの特徴，特に，鼻や眉といった，顔の識別におけ
る重要度が低い情報は，言語陰蔽効果を生じさせる可能性が高いと言える。それゆえ，写
真面割りの直前は，できるだけそれらの情報について詳述させることは避けた方が良い。
また，言語化する情報が部分情報であれば，“二重まぶただったか”といった，“はい・い
いえ”で回答させる単純なクローズド質問であっても，言語陰蔽効果が生じる可能性があ
るため，注意が必要である。また，想起する情報が部分情報でなくても，主観的な印象判
断や職業の推測が言語陰蔽効果を生じさせる可能性がある(Clare & Lewandowsky, 2004;
Kitagami et al., 2002)。年齢や顔の布置情報といった，顔の構造にもとづく全体情報の言語化
は，部分情報や印象などに比べると言語陰蔽効果を生じさせる可能性は低い。また，目の
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言語化も，本研究では言語陰蔽効果を生じさせなかった。しかし，前者については，どこ
までが主観的な印象判断で，どこからが客観的な情報に基づいた全体情報の評価であるか
の線引きが難しい。後者については，目を言語化することが通常の顔画像を用いた場合で
も言語陰蔽効果を生じさせないかを今後検討する必要がある。
次に，本研究では，言語化を行うことで表象の状態が変化し，後続の顔画像を弁別でき
なくなることで，言語陰蔽効果が生じる可能性が示された。この結果は，一見すると犯人
の顔を言語化することで犯人の記憶が書き換えられてしまうという現象を示しているよう
にも見える。しかしながら，言語化課題の後に無関連な課題を挟むと言語陰蔽効果が消失
するとする先行研究の結果(Alogna et al., 2014; Finger, 2002)から考えると，本研究における表
象の変化はあくまでも一時的なものであり，記憶そのものが書き換えられることはないと
考える方が自然である。このことから，現実場面においても，犯人の特徴を言語化した直
後に面通しや写真面割りを行わなければ，言語陰蔽効果を防ぐことは可能であると考えら
れる。ただし，本研究では，どの程度時間を空ければ表象の状態が言語化前の状態に戻る
のか，どのような課題が言語陰蔽効果の消失に最も効果的なのか，といった，具体的な対
策につながる要因は検討していない。これらの問題についても，今後検討を行い，知見を
積み重ねていく必要がある。

6－4 本研究の限界と言語陰蔽効果を解明する上でさらに明らかにされるべき課題
6－4－1 本研究の限界
最後に，本研究の限界と今後の課題について整理しておく。本研究では，言語化する情
報が再認に有用であれば言語陰蔽効果が生じない可能性を示した。しかし，どのような情
報が言語陰蔽効果を生じさせるかは，更に検討を重ねる必要がある。例えば，研究 1，2 に
おいて使用した全体情報（顔のパーツの布置情報や輪郭の情報）が，先行研究(Clare &
Lewandowsky, 2004; Kitagami et al., 2002)で使用されている印象の記述に比べて言語陰蔽効
果を生じさせる可能性が低いかは，直接比較されておらず，推測の域にとどまっている。
また，研究 3 における，眉と鼻の言語化（顕著性が低く，ターゲットとディストラクタで
共通の情報の言語化）が言語陰蔽効果を生じさせる可能性は，効果量からの推測であり，
眉と鼻の言語化が本当に言語陰蔽効果を生じさせるかに関しては，更なる検討が必要であ
る。
また，PDP によるシミュレーションについても，更に検討が必要な事項が幾つかある。
まず，本研究のシミュレーションは，これまでに報告された先行研究についての検討はで
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きているが，本研究における行動実験の結果は直接検討していない。顔のパーツの位置関
係や輪郭の言語化が，目や口といった部分情報の言語化に比べて言語陰蔽効果を生じさせ
にくいのか，また，同じ部分情報であっても，言語化される部分情報の顔識別における重
要性の違いによって，言語陰蔽効果の生起に異なる影響があるかについても，再符号化干
渉説を支持するモデルによって再現可能かを検討する必要がある。さらに，顔の言語化が
後の記憶成績を高める言語促進効果(Baddeley & Patterson, 1977; Bartlett, Till, & Fields, 1980;
Brown & Lloyd-Jones, 2005; Jones, Armstrong, Casey, Burson, & Memon, 2013; Winograd, 1981)
との関係についても，今後シミュレーションによって検討していくことで，顔の認知や記
憶に言語がどのように関わっているかというより広い文脈での議論が可能になるだろう。
モデルの振る舞いをより現実の顔認識に近づける試みも，今後必要であると考えられる。
本研究におけるシミュレーションには，顔の線画を一度に視覚網膜層に呈示し，目，鼻，
口という限定的な情報について適合する言語ラベルのユニットを活性化させるという，単
純化されたモデルを用いた。しかし，現実の顔認知では，顔全体の情報が一度に注視され
ることはないし，注視されやすいパーツ，あまり注視されないパーツといったように，顔
のパーツごとの情報の豊富さは異なると考えられる。また，言語化される情報も，
“垂れ目”
“吊り目”などのパーツの情報だけではない。このような条件をより現実場面に近づけた
モデルが，顔の言語化を行った時にどのような振る舞いを見せるかは，今後の重要な検討
課題であるといえる。
シミュレーションだけでなく，行動実験での知見の積み重ねも必要である。本研究にお
けるシミュレーションの結果から，言語陰蔽効果の再現性を高めるための幾つかの示唆が
得られた。これらの示唆が本当に実際の行動実験での言語陰蔽効果の再現率を高めるかは，
今後確かめていく必要がある。

6－4－2 言語化による再認基準の変化と言語陰蔽効果
言語陰蔽効果を説明する仮説として，基準シフト（criterion shift）説がある(Clare &
Lewandowsky, 2004)。これは，顔の記憶を言語化することで，再認基準がより厳しいものに
なり，ターゲットを選択できなくなるために言語陰蔽効果が生じるとする説明である。Clare
and Lewandowsky (2004)は，再認テスト時に呈示するテストセットの中に，ターゲットを呈
示する場合と呈示しない場合を設けて再認成績を比較した。その結果，ターゲットを呈示
した場合にのみ，言語陰蔽効果が生じた。具体的には，ターゲットが呈示される条件では，
ターゲットが呈示されているのに“この中にはいない”という選択肢を選んでしまい，統
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制条件と比較して再認成績は低下した。しかし，ターゲットを呈示しない場合は，“この中
にはいない”という選択肢を選ぶことが正解であるため，再認成績の低下は生じなかった。
つまり，彼らの実験では，言語化を行うことで，参加者がより“この中にはいない”とい
う反応を選択していた。この結果から，著者らは言語化を行うことで再認判断の基準が変
化し，ターゲットを選択できなくなることで，言語陰蔽効果が生じると説明した。実際に，
近年の言語陰蔽効果を扱う行動実験では，再認の失敗がディストラクタをターゲットと混
同する False alarm 反応だけでなく，
“この中にはいない”と反応してしまう Miss 反応も少
なからず生じていることが報告されている(Alogna et al., 2014; Smith & Flowe, 2014)。
本研究では，どちらかというとモジュール性を仮定する説明（TIPS 説）と，仮定しない
説明（再符号化干渉説）の妥当性に焦点をあてたため，シミュレーション実験においても
基準シフト説の妥当性に関わるような検討は行っていない。しかしながら，研究 6 におけ
るモデルの振る舞いは，PDP モデルによるシミュレーションによって，言語化による再認
判断基準が変化するプロセスについても検討できる可能性を示している。研究 6 における
視覚イメージ層の Polarity 分布は，言語化を行うことで Polarity が高まる方向に変化した（図
4－2－4）
。実際に，図 4－2－1b において，言語化後の視覚イメージ層の出力は非常に明確
な反応を示している。すなわち，発火させるユニットとさせないユニットの区別が明確で，
不明確な反応を示すユニットが極めて少ない状態である。Polarity の高さは，モデルの
familiarity の高さを反映している。ターゲットとディストラクタ双方の Polarity が言語化に
よって上昇するということが，再認判断基準の変化にも影響を与えているかも知れない。
記憶の言語化とそれに伴う再認基準の変化については，今後検討を行う必要がある。

6－4－3 言語陰蔽効果と言語促進効果
6－4－1 においても言及したが，言語促進効果と言語陰蔽効果の関係についても，今後検
討を加える必要がある。言語陰蔽効果とは反対に，知覚対象に言語ラベルを付けることが，
後の記憶に促進的な影響を及ぼすことはこれまでにも頻繁に報告されている(Baddeley &
Patterson, 1977; Bartlett et al., 1980; Brown & Lloyd-Jones, 2005; Jones et al., 2013; Winograd,
1981)。ただし，言語促進効果は，多くの場合ターゲットを呈示されている間や直後にその
特徴を言語記述させており，言語化を行うタイミングが言語陰蔽効果のパラダイムよりも
早い。このような状況では，参加者はターゲットを見ながらターゲットに適した言語ラベ
ルを生成するため，言語ラベルと知覚情報との対応関係がより緊密になり，言語ラベルの
特定性が想起時よりも高く保たれると考えられる。さらに，言語化を行うためによりター
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ゲットに注意を集中させるため，言語化を行わなかった場合よりも課題成績が高くなると
考えられる。このような説明が妥当であるかは，今後言語陰蔽効果を再現したモデルで言
語促進効果の再現が可能かを検討しながら，確かめていく必要がある。

6－4－4 顔以外の知覚刺激の記憶に生じる言語陰蔽効果
本研究では，顔再認に生じる言語陰蔽効果を主な対象とした。顔再認を主な対象とした
のは，言語陰蔽効果研究において，顔再認を対象とした研究が最も多くなされており，目
撃者による犯人の識別という応用的問題との関連が深いことが理由として挙げられる。ま
た，上記で議論したように，顔識別に関しては，他のオブジェクトの知覚とは異なる，独
立したモジュールの存在を仮定する立場と，モジュール性を否定する立場がある。それゆ
え，顔を刺激として言語陰蔽効果の生起メカニズムを解明し，言語陰蔽効果の背景にモジ
ュールが必要かを検討することが，上記の顔識別におけるモジュール性の問題へも示唆を
与えうると考えられたため，顔再認を主な研究対象とした。
しかしながら，言語陰蔽効果は，顔の再認以外にも声(Perfect et al., 2002; Vanags et al., 2005)，
ワインの味(Melcher & Schooler, 1996)，マッシュルーム(Melcher & Schooler, 2004)の再認に生
じるとされている。これら顔以外の知覚刺激の記憶に対して言語陰蔽効果が生じるとする
知見は，言語陰蔽効果が顔処理に特定的に生じるものではなく，知覚刺激に対する記憶全
般に生じる現象である可能性を示唆している。本研究においても，研究 7 で楽曲を刺激と
して言語陰蔽効果の検討を行い，ターゲットをカテゴリー名で整理することが熟達の程度
によって異なる影響をもつことを示したが，顔を刺激とした研究と比較して，十分な検討
が行われているとは言いがたい状況である。
前述の通り，知覚学習が進むことで，刺激に対する反応の特徴が顔認知の特徴に類似す
るようになることが指摘されている(Diamond & Carey, 1986; Gauthier et al., 1999)。
それゆえ，声や味の記憶に生じる言語陰蔽効果も，本研究のシミュレーションで示され
たような過程を辿って再認の失敗に至る可能性は十分にあると考えられる。顔以外の知覚
刺激に対して生じる言語陰蔽効果が，顔の再認に対して生じる言語陰蔽効果と同一のメカ
ニズムで説明可能かは，今後の検討課題の一つであるといえる。

6－5 第六章のまとめ
第六章では，本研究で行った実験の結果を概観し，言語陰蔽効果の生起メカニズムの説
明として，再符号化干渉説，TIPS 説のいずれがより妥当かを検討した。そして，本研究の
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結果にもとづいて，言語陰蔽効果の背景メカニズムにモジュール性を仮定する必要がある
かについて議論を行い，言語陰蔽効果研究の位置づけについて考察した。また，目撃証言
研究への示唆，本研究の限界と展望について議論した。
本研究の行動実験は，言語化される情報の質によって，言語陰蔽効果が生起するか否か
が異なる可能性を示した。この結果は，言語される情報や質にかかわらず，言語処理によ
って非言語情報の処理が利用できなくなるとする TIPS 説を支持しない結果であり，言語の
分析的な側面だけでなく，言語ラベルが注意を方向づける側面などに着目しなければ，説
明することはできない。TIPS 説に比べると，再符号化干渉説はより本研究の結果を説明で
きると思われる。しかし，本研究においても，言語記述の正確さと再認成績の正確さの間
に相関関係は観察されなかった。この問題については，シミュレーション実験によって検
討をおこなった。言語記述の正確さと再認成績の正確さには，言語記述がディストラクタ
をどの程度正確に捉えているかも影響するために，正の相関が観察できないことがある。
しかし言語記述の正確さと再認成績の正確さとの間に正の相関関係が観察されなかった先
行研究においても，その記述がディストラクタの特徴をどの程度正確に記述しているかを
考慮して分析することで，言語記述と再認成績の間に相関関係が観察できる可能性がある。
また，シミュレーションの結果から，言語化を行うことで表象の状態が変化し，その状態
で顔を呈示されると，新顔と旧顔を混同しやすくなることが示された。これらの結果を総
合すると， TIPS 説が想定するように，異なる処理システムを想定しなくても，再符号化干
渉説が想定する単一システムを想定することで言語陰蔽効果の説明が可能であると考えら
れる。
続いて，言語陰蔽効果とモジュール性，言語陰蔽効果を単一システムで説明できること
の意義と，本研究の位置づけについて考察した。言語陰蔽効果を扱ったこれまでの研究で
は，当初単一システムによる説明（再符号化干渉説）が提案された後，単一システムでは
説明が難しい現象が複数報告され，言語による分析的処理と，顔の処理といった，複数の
処理システムを想定する説明が提唱されるという流れで議論が進められてきた。このよう
な説明は，現象をより説明できているように見えるが，言語陰蔽効果という現象しか説明
できない。本研究によって，単一システムを仮定しても，再符号化干渉説の反証事例が再
現可能であることが示されたことで，言語陰蔽効果は，より節約性の高い説明が可能とな
り，ヒトの認知機能に複数システムを仮定する立場と単一システム（分散された認知）を
仮定する立場との議論や，顔認知におけるモジュール性の仮定に関する議論など，より広
い研究文脈に位置づけられることになった。
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次に，本研究の目撃証言研究における位置づけと，応用的な示唆について考察した。目
撃証言研究において，目撃者から正確に記憶を引き出す技術として，認知面接という手法
が開発されている。この手法は，誤った記憶を抑えて正しい情報の想起を促す効果が数多
くの研究で確認されているが，犯人の特徴を詳細に言語化する，という点で，言語陰蔽効
果が生じるリスクもはらんでいる。認知面接において誤った情報の想起が増えると，後の
再認課題の成績が低くなることは先行研究より示されており，本研究が示した，言語化に
よる表象の変容が認知面接においても生じる可能性がある。応用という観点からは，本研
究より，顔再認における重要度が低い部位の言語化は，クローズド型の質問であっても，
再認課題の直前は特に避けるべきであると言える。ただし，言語化の表象への影響は一時
的なものである可能性が高く，言語化後に何をすれば言語陰蔽効果を防ぐことができるか
については，更なる検討が必要である。本研究の限界としては，全体情報の言語化が部分
情報の言語化に比べて記憶成績を低下させないかなど，言語化の質や内容の違いが言語陰
蔽効果に及ぼす影響については，シミュレーションで検討されていない点，シミュレーシ
ョン自体が，単純な線画を一度に網膜層に呈示するという，単純化されたモデルで行われ
ている点などが挙げられる。今後は，これらの限界点を修正した検討を行う必要がある。
また，言語化による再認基準の変化や，言語促進効果との関係，顔以外の知覚情報の記憶
に対する言語陰蔽効果についても，今後検討していく必要がある。
本研究の結果から，記銘対象を言語で表現するための認知機能と，非言語的情報を想起
し，再認するための認知機能が単一の処理システムに支えられており，記銘対象を言語化
する際に，言語ラベルが非言語情報の記憶表象に影響を与えている可能性が示された。そ
して，このような表象の変容が再認テストの直前に生じることで，ターゲットとディスト
ラクタが混同される可能性が高まり，再認成績の低下を招く可能性があることが明らかに
なった。

97

引用文献
Alogna, V., Attaya, M., Aucoin, P., Bahník, Š., Birch, S., Birt, A., & Al., E. (2014). Registered
Replication Report: Schooler and Engstler-Schooler (1990). Perspectives on Psychological
Science, 9(5), 556–578. doi:10.1177/1745691614545653
Althoff, R. R., & Cohen, N. J. (1999). Eye-movement-based memory effect: A reprocessing effect in
face perception. Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory, and Cognition, 25(4),
997–1010.
Baddeley, A. D., & Patterson, K. E. (1977). When Face Recognition Fails. Journal of Experimental
Psychology: Human Learning and Memory, 3(4), 406–417.
Barrett, H. C., & Kurzban, R. (2006). Modularity in cognition: Framing the debate. Psychological
Review, 113(3), 628–647. doi:10.1037/0033-295X.113.3.628
Bartlett, J., & Dowling, W. (1980). Recognition of transposed melodies: A key-distance effect in
developmental perspective. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and
Performance, 6(3), 510–515.
Bartlett, J., Till, R., & Fields, W. (1980). Effects of label distinctiveness and label testing on
recognition of complex pictures. The American Journal of Psychology, 93(3), 505–527.
Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2009). Converting Among Effect Sizes. In
Introduction to Meta-Analysis (pp. 45–49). doi:10.1002/9780470743386.ch7
Boroditsky, L. (2012). How the languages we speak shape the ways we think. In K. McRae & M.
Joanisse (Eds.), The Cambridge Handbook of Psycholinguistics (1st ed., pp. 615–632).
Cambridge: Cambridge University Press.
doi:http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139029377.042
Botvinick, M., & Plaut, D. (2004). Doing without schema hierarchies: a recurrent connectionist
approach to normal and impaired routine sequential action. Psychological Review, 111(2),
395–429. doi:10.1037/0033-295X.111.2.395
Brandimonte, M., & Gerbino, W. (1993). Mental image reversal and verbal recoding: when ducks
become rabbits. Memory & Cognition, 21(1), 23–33.
Brown, C., Brandimonte, M., Wickham, L., Bosco, A., & Schooler, J. (2014). When do words hurt?
98

A multiprocess view of the effects of verbalization on visual memory. Journal of Experimental
Psychology. Learning, Memory, and Cognition, 40(5), 1244–1256. doi:10.1037/a0037222
Brown, C., & Lloyd-Jones, T. J. (2002). Verbal overshadowing in a multiple face presentation
paradigm: effects of description instruction. Applied Cognitive Psychology, 16(8), 873–885.
doi:10.1002/acp.919
Brown, C., & Lloyd-Jones, T. J. (2003). Verbal overshadowing of multiple face and car recognition:
effects of within- versus across-category verbal descriptions. Applied Cognitive Psychology,
17(2), 183–201. doi:10.1002/acp.861
Brown, C., & Lloyd-Jones, T. J. (2005). Verbal facilitation of face recognition. Memory & Cognition,
33(8), 1442–56.
Bruce, V., & Young, A. (1986). Understanding face recognition. British Journal of Psychology
(London, England : 1953), 77 ( Pt 3), 305–27.
Bukowski, H., Dricot, L., Hanseeuw, B., & Rossion, B. (2013). Cerebral lateralization of
face-sensitive areas in left-handers: Only the FFA does not get it right. Cortex, 49(9), 2583–
2589. doi:10.1016/j.cortex.2013.05.002
Calvo-Merino, B., Ehrenberg, S., Leung, D., & Haggard, P. (2010). Experts see it all: Configural
effects in action observation. Psychological Research, 74(4), 400–406.
doi:10.1007/s00426-009-0262-y
Carmichael, L., Hogan, H. P., & Walter, A. A. (1932). An experimental study of the effect of
language on the reproduction of visually perceived form. Journal of Experimental Psychology,
15(1), 73–86.
Carruthers, P. (2002). The cognitive functions of language. The Behavioral and Brain Sciences,
25(6), 657–74; discussion 674–725.
Chin, J. M., & Schooler, J. W. (2008). Why do words hurt? Content, process, and criterion shift
accounts of verbal overshadowing. European Journal of Cognitive Psychology, 20(3), 396–413.
doi:10.1080/09541440701728623
Chomsky, N. (1959). A Review of B. F. Skinner’s Verbal Behavior. Language, 35(1), 26–58.
Clare, J., & Lewandowsky, S. (2004). Verbalizing facial memory: criterion effects in verbal
99

overshadowing. Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory, and Cognition, 30(4),
739–55. doi:10.1037/0278-7393.30.4.739
Cohen, C. (1981). Person categories and social perception: Testing some boundaries of the
processing effect of prior knowledge. Journal of Personality and Social Psychology, 40(3),
441–452. doi:10.1037/0022-3514.40.3.441
Coin, C., & Tiberghien, G. (1997). Encoding activity and face recognition. Memory, 5(5), 545–68.
doi:10.1080/741941479
Coltheart, M., Rastle, K., & Perry, C. (2001). DRC: A dual route cascaded model of visual word
recognition and reading aloud. Psychological Review, 108(1), 204–256.
Cooper, R., & Shallice, T. (2000). Contention scheduling and the control of routine activities.
Cognitive Neuropsychology, 17(4), 297–338. doi:10.1080/026432900380427
Diamond, R., & Carey, S. (1986). Why faces are and are not special: An effect of expertise. Journal
of Experimental Psychology. General, 115(2), 107–17.
Dodson, C., Johnson, M., & Schooler, J. (1997). The verbal overshadowing effect: Why descriptions
impair face recognition. Memory & Cognition, 25(2), 129–39.
Dowling, W. (1984). Musical experience and tonal scales in the recognition of octave-scrambled
melodies. Psychomusicology: A Journal of Research in Music Cognition, 4(1-2), 13–32.
doi:10.1037/h0094206
Ellis, H., Shepherd, J., & Davies, G. (1975). An investigation of the use of the photo-fit technique
for recalling faces. British Journal of Psychology, 66(1), 29–37.
doi:10.1111/j.2044-8295.1975.tb01437.x
Evans, J. (2003). In two minds: Dual-process accounts of reasoning. Trends in Cognitive Sciences,
7(10), 454–459. doi:10.1016/j.tics.2003.08.012
Fallshore, M., & Schooler, J. (1995). Verbal vulnerability of perceptual expertise. Journal of
Experimental Psychology. Learning, Memory, and Cognition, 21(6), 1608–23.
Fausey, C. M., & Boroditsky, L. (2011). Who dunnit? Cross-linguistic differences in eye-witness
memory. Psychonomic Bulletin & Review, 18(1), 150–7. doi:10.3758/s13423-010-0021-5

100

Feist, M. I., & Gentner, D. (2007). Spatial language influences memory for spatial scenes. Memory
& Cognition, 35(2), 283–96.
Finger, K. (2002). Mazes and music: using perceptual processing to release verbal overshadowing.
Applied Cognitive Psychology, 16(8), 887–896. doi:10.1002/acp.922
Finger, K., & Pezdek, K. (1999). The effect of the cognitive interview on face identification
accuracy: release from verbal overshadowing. The Journal of Applied Psychology, 84(3), 340–
8.
Fiore, S., & Schooler, J. (2002). How did you get here from there? Verbal overshadowing of spatial
mental models. Applied Cognitive Psychology, 16(8), 897–910. doi:10.1002/acp.921
Flegal, K., & Anderson, M. (2008). Overthinking skilled motor performance: Or why those who
teach can’t do. Psychonomic Bulletin & Review, 15(5), 927–932. doi:10.3758/PBR.15.5.927
Fodor, J. (1983). The Modularity of Mind: An Essay on Faculty Psychology. MIT Press. Cambridge,
Massachusetts.
（フォーダー, J. 伊藤笏康・信原幸弘(訳) (1985) 精神のモジュール形式 産業図書）
Fodor, J. (1985). Precis of the modularity of mind. Behavioral and Brain Sciences, 8(1), 1–5.
Fox, M., Ericsson, K., & Best, R. (2011). Do procedures for verbal reporting of thinking have to be
reactive? A meta-analysis and recommendations for best reporting methods. Psychological
Bulletin, 137(2), 316–44. doi:10.1037/a0021663
Fraser, I. H., Craig, G. L., & Parker, D. M. (1990). Reaction time measures of feature saliency in
schematic faces. Perception, 19(5), 661–673. doi:10.1068/p190661
Gauthier, I., Tarr, M., Anderson, A., Skudlarski, P., & Gore, J. (1999). Activation of the middle
fusiform “face area” increases with expertise in recognizing novel objects. Nature
Neuroscience, 2(6), 568–73. doi:10.1038/9224
Geiselman, R., Fisher, R., MacKinnon, D., & Holland, H. (1986). Enhancement of eyewitness
memory with the cognitive interview. The American Journal of Psychology, 99(3), 385–401.
Gibson, E. J. (1969). Principles of perceptual learning and development. Prentice-Hall, Inc.
Englewood Cliffs, New Jersey, U.S.A.

101

（ギブソン, E.J. 小林芳郎(訳) (1985). 知覚の発達心理学 田研出版株式会社）
Gibson, J., & Gibson, E. (1955). Perceptual learning: Differentiation or enrichment? Psychological
Review, 62(1), 32–41.
Gilhooly, K., Fioratou, E., & Henretty, N. (2010). Verbalization and problem solving: Insight and
spatial factors. British Journal of Psychology (London, England : 1953), 101(Pt 1), 81–93.
doi:10.1348/000712609X422656
Goldstein, A. G., & Mackenberg, E. J. (1966). Recognition of human faces from isolated facial
features: A developmental study. Psychonomic Science, 6(4), 149–150.
doi:10.3758/BF03328001
Goldstone, R. (1998). Perceptual learning. Annual Review of Psychology, 49, 585–612.
doi:10.1146/annurev.psych.49.1.585
Grill-Spector, K., Knouf, N., & Kanwisher, N. (2004). The fusiform face area subserves face
perception, not generic within-category identification. Nature Neuroscience, 7(5), 555–62.
doi:10.1038/nn1224
Haig, N. (1986). Exploring recognition with interchanged facial features. Perception, 15(3), 235–47.
Halpern, A., Bartlett, J., & Dowling, W. (1995). Aging and experience in the recognition of musical
transpositions. Psychology and Aging, 10(3), 325–342. doi:10.1037/0882-7974.10.3.325
Heider, E. (1972). Universals in color naming and memory. Journal of Experimental Psychology,
93(1), 10–20.
Heider, E., & Olivier, D. (1972). The structure of the color space in naming and memory for two
languages. Cognitive Psychology, 354, 337–354.
Henderson, J., Williams, C., & Falk, R. (2005). Eye movements are functional during face learning.
Memory & Cognition, 33(1), 98–106.
Hills, P., Ross, D., & Lewis, M. (2011). Attention misplaced: The role of diagnostic features in the
face-inversion effect. Journal of Experimental Psychology. Human Perception and
Performance, 37(5), 1396–406. doi:10.1037/a0024247
Hole, G., & George, P. (2011). Evidence for holistic processing of facial age. VISUAL COGNITION,

102

19(5), 585–615.
Hughson, A., & Boakes, R. (2009). Passive perceptual learning in relation to wine: Short-term
recognition and verbal description. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 62(1), 1–8.
doi:10.1080/17470210802214890
Hunt, E., & Agnoli, F. (1991). The Whorfian hypothesis: A cognitive psychology perspective.
Psychological Review, 98(3), 377–389. doi:10.1037//0033-295X.98.3.377
伊東 裕司. (1996). 目撃者による人物特徴の言語記述と人物同定. 認知科学, 3(1), 19–28.
Joanisse, M., & Seidenberg, M. (1999). Impairments in verb morphology after brain injury: A
connectionist model. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America, 96(13), 7592–7.
Johnson, M. K., Kounios, J., & Reeder, J. A. (1994). Time-course studies of reality monitoring and
recognition. Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory, and Cognition.
doi:10.1037/0278-7393.20.6.1409
Jones, T. C., Armstrong, R., Casey, A., Burson, R. A., & Memon, A. (2013). Verbal description
benefits for faces when description conditions are unknown a priori. Quarterly Journal of
Experimental Psychology (2006), 66(9), 1818–39. doi:10.1080/17470218.2013.771688
Kanwisher, N. (1997). The fusiform face area: A module in human extrastriate cortex specialized for
face perception. The Journal of Neuroscience, 17(11), 4302–11.
Kanwisher, N. (2000). Domain specificity in face perception. Nature Neuroscience, 3(8), 759–63.
doi:10.1038/77664
Kanwisher, N., & Yovel, G. (2006). The fusiform face area: A cortical region specialized for the
perception of faces. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B,
Biological Sciences, 361(1476), 2109–28. doi:10.1098/rstb.2006.1934
Kitagami, S., Sato, W., & Yoshikawa, S. (2002). The influence of test-set similarity in verbal
overshadowing. Applied Cognitive Psychology, 16(8), 963–972. doi:10.1002/acp.917
北神 慎司. (2001). 非言語情報の記憶・認知における言語的符号化の妨害効果 : 広義におけ
る言語隠蔽効果研究の展望. 京都大学大学院教育学研究科紀要, 47, 403–413.

103

Kleinschmidt, A., & Cohen, L. (2006). The neural bases of prosopagnosia and pure alexia: Recent
insights from functional neuroimaging. Current Opinion in Neurology, 19(4), 386–91.
doi:10.1097/01.wco.0000236619.89710.ee
Lane, S. M., & Schooler, J. W. (2004). Skimming the surface. Verbal overshadowing of analogical
retrieval. Psychological Science, 15(11), 715–9. doi:10.1111/j.0956-7976.2004.00747.x
Lapaglia, J., Wilford, M., Rivard, J., Chan, J., & Fisher, R. (2014). Misleading suggestions can alter
later memory reports even following a cognitive interview. Applied Cognitive Psychology,
28(1), 1–9. doi:10.1002/acp.2950
Lewis, M. B., Mills, C., Hills, P. J., & Weston, N. (2009). Navon letters affect face learning and face
retrieval. Experimental Psychology, 56(4), 258–64. doi:10.1027/1618-3169.56.4.258
Lund, N. (2003). Language and Thought. Routledge.
（ランド, N. 若林成則・細井友規子(訳) (2006). 言語と思考 新曜社）
Lupyan, G. (2008). From chair to “chair”: A representational shift account of object labeling effects
on memory. Journal of Experimental Psychology. General, 137(2), 348–69.
doi:10.1037/0096-3445.137.2.348
Lupyan, G. (2009). Extracommunicative functions of language: Verbal interference causes selective
categorization impairments. Psychonomic Bulletin & Review, 16(4), 711–718.
doi:10.3758/PBR.16.4.711
Lupyan, G. (2012). What Do Words Do ? Toward a Theory of Language-Augmented Thought. In B.
H. Ross (Ed.), The Psychology of Learning and Motivation (Vol. 57, pp. 255–297). Academic
Press. doi:10.1016/B978-0-12-394293-7.00007-8
Lupyan, G., Rakison, D., & McClelland, J. (2007). Language is not just for talking: redundant labels
facilitate learning of novel categories. Psychological Science, 18(12), 1077–83.
doi:10.1111/j.1467-9280.2007.02028.x
MacLin, M. K. (2002). The effects of exemplar and prototype descriptors on verbal overshadowing.
Applied Cognitive Psychology, 16(8), 929–936. doi:10.1002/acp.923
Macrae, C. N., & Lewis, H. L. (2002). Do I know you? Processing orientation and face recognition.
Psychological Science, 13(2), 194–6.
104

Maurer, D., Grand, R. Le, & Mondloch, C. J. (2002). The many faces of configural processing.
Trends in Cognitive Sciences, 6(6), 255–260. Retrieved from
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12039607
McClelland, J., Rumelhart, D., & Hinton, G. (1986). The appeal of Parallel Distributed Processing.
In Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, Vol 1:
Foundations (pp. 3–44). Cambridge,MA: MIT Press.
McKeeff, T. J., McGugin, R. W., Tong, F., & Gauthier, I. (2010). Expertise increases the functional
overlap between face and object perception. Cognition, 117(3), 355–360.
doi:10.1016/j.cognition.2010.09.002
Mckelvie, S. J. (1976). The role of eyes and mouth in the memory of a face, 89(2), 311–323.
Meissner, C., & Brigham, J. (2001a). A meta-analysis of the verbal overshadowing effect in face
identification. Applied Cognitive Psychology, 15(6), 603–616. doi:10.1002/acp.728
Meissner, C., & Brigham, J. (2001b). Thirty years of investigating the own-race bias in memory for
faces: A meta-analytic review. Psychology, Public Policy, and Law, 7(1), 3–35.
doi:10.1037//1076-8971.7.1.3
Meissner, C., Brigham, J., & Kelley, C. (2001). The influence of retrieval processes in verbal
overshadowing. Memory & Cognition, 29(1), 176–86.
Meissner, C., Sporer, S., & Susa, K. (2008). A theoretical review and meta-analysis of the
description-identification relationship in memory for faces. European Journal of Cognitive
Psychology, 20(3), 414–455. doi:10.1080/09541440701728581
Melcher, J., & Schooler, J. (1996). The misremembrance of wines past: Verbal and perceptual
expertise differentially mediate verbal overshadowing of taste memory. Journal of Memory
and Language, 245(35), 231–245.
Melcher, J., & Schooler, J. (2004). Perceptual and conceptual training mediate the verbal
overshadowing effect in an unfamiliar domain. Memory & Cognition, 32(4), 618–31.
Memon, A., Meissner, C. A., & Fraser, J. (2010). The Cognitive Interview: A meta-analytic review
and study space analysis of the past 25 years. Psychology, Public Policy, and Law, 16(4), 340–
372.
105

Morris, C. D., Bransford, J. D., & Franks, J. J. (1977). Levels of processing versus transfer
appropriate processing. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 16(5), 519–533.
doi:10.1016/S0022-5371(77)80016-9
Navon, D. (1977). Forest before trees: The precedence of global features in visual perception.
Cognitive Psychology, 9(3), 353–383. doi:10.1016/0010-0285(77)90012-3
Norman, K., & O’Reilly, R. (2003). Modeling hippocampal and neocortical contributions to
recognition memory: a complementary-learning-systems approach. Psychological Review,
110(4), 611–46. doi:10.1037/0033-295X.110.4.611
O’Toole, A., Deffenbacher, K., Valentin, D., & Abdi, H. (1994). Structural aspects of face
recognition and the other-race effect. Memory & Cognition, 22(2), 208–24.
Perfect, T., Hunt, L., & Harris, C. (2002). Verbal overshadowing in voice recognition. Applied
Cognitive Psychology, 16(8), 973–980. doi:10.1002/acp.920
Pinel, P., Lalanne, C., Bourgeron, T., Fauchereau, F., Poupon, C., Artiges, E., … Dehaene, S. (2015).
Genetic and Environmental Influences on the Visual Word Form and Fusiform Face Areas.
Cerebral Cortex, 25(9), 2478–2493. doi:10.1093/cercor/bhu048
Pinker, S., & Ullman, M. (2002). The Past-Tense Debate. Trends in Cognitive Sciences, 6(11), 456–
463.
Plaut, D. (1997). Structure and Function in the Lexical System: Insights from Distributed Models of
Word Reading and Lexical Decision. Language and Cognitive Processes, 12(5-6), 765–806.
doi:10.1080/016909697386682
Plaut, D., & Behrmann, M. (2011). Complementary neural representations for faces and words: A
computational exploration. Cognitive Neuropsychology, 28(3-4), 251–75.
doi:10.1080/02643294.2011.609812
Plaut, D., & Booth, J. (2000). Individual and developmental differences in semantic priming:
Empirical and computational support for a single-mechanism account of lexical processing.
Psychological Review, 107(4), 786–823.
Plaut, D., McClelland, J., Seidenberg, M., & Patterson, K. (1996). Understanding normal and
impaired word reading: Computational principles in quasi-regular domains. Psychological
106

Review, 103(1), 56–115.
Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
（ポラニー, M. 佐藤敬三(訳) 伊東俊太郎(序) (1985). 暗黙知の次元 言語から非言語
へ

紀伊國屋書店）

Regier, T., & Kay, P. (2009). Language, thought, and color: Whorf was half right. Trends in
Cognitive Sciences, 13(10), 439–46. doi:10.1016/j.tics.2009.07.001
Rhodes, G., Proffitt, F., Grady, J. M., & Sumich, A. (1998). Facial symmetry and the perception of
beauty. Psychonomic Bulletin & Review, 5(4), 659–669. doi:10.3758/BF03208842
Rhodes, M., & Anastasi, J. (2011). The own-age bias in face recognition: A meta-analytic and
theoretical review. Psychological Bulletin, 138, 146–174.
Ryan, R., & Schooler, J. (1998). Whom do words hurt? Individual differences in susceptibility to
verbal overshadowing. Applied Cognitive Psychology, 12(7), S105–S125.
doi:10.1002/(SICI)1099-0720(199812)12:7<S105::AID-ACP597>3.0.CO;2-V
Schooler, J. (2002). Verbalization produces a transfer inappropriate processing shift. Applied
Cognitive Psychology, 16(8), 989–997. doi:10.1002/acp.930
Schooler, J., & Engstler-Schooler, T. (1990). Verbal overshadowing of visual memories: Some
things are better left unsaid. Cognitive Psychology, 22(1), 36–71.
Schooler, J., Ohlsson, S., & Brooks, K. (1993). Thoughts beyond words: When language
overshadows insight. Journal of Experimental Psychology: General, 122(2), 166–183.
doi:10.1037//0096-3445.122.2.166
Smith, H., & Flowe, H. (2014). ROC Analysis of the Verbal Overshadowing Effect: Testing the
Effect of Verbalisation on Memory Sensitivity. Applied Cognitive Psychology, 29(2), n/a–n/a.
doi:10.1002/acp.3096
Snyder, M., & Uranowitz, S. W. (1978). Reconstructing the past: Some cognitive consequences of
person perception. Journal of Personality and Social Psychology, 36(9), 941–950.
doi:10.1037//0022-3514.36.9.941
Sporer, S. L. (1991). Deep--deeper--deepest? Encoding strategies and the recognition of human faces.

107

Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory, and Cognition, 17(2), 323–33.
Tanaka, J., & Farah, M. (1993). Parts and wholes in face recognition. The Quarterly Journal of
Experimental Psychology Section A, 46(2), 225–245. doi:10.1080/14640749308401045
Tanaka, J., & Sengco, J. (1997). Features and their configuration in face recognition. Memory &
Cognition, 25(5), 583–92.
Trope, Y., & Liberman, N. (2003). Temporal construal. Psychological Review, 110(3), 403–421.
doi:10.1037/0033-295X.110.3.403
Tulving, E., Schacter, D., & Stark, H. (1982). Priming effects in word-fragment completion are
independent of recognition memory. Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory,
and Cognition, 8(4), 336–342.
Valentin, D., & Abdi, H. (1996). Can a linear autoassociator recognize faces from new orientations?
JOSA A, 13(4), 717. doi:10.1364/JOSAA.13.000717
Valentine, T., & Bruce, V. (1986). The effects of distinctiveness in recognising and classifying faces.
Perception, 15, 525–535.
Vanags, T., Carroll, M., & Perfect, T. (2005). Verbal overshadowing: a sound theory in voice
recognition? Applied Cognitive Psychology, 19(9), 1127–1144. doi:10.1002/acp.1160
Viera, A. J., & Garrett, J. M. (2005). Understanding interobserver agreement: The kappa statistic.
Family Medicine, 37(5), 360–363.
Westerman, D., & Larsen, J. (1997). Verbal-overshadowing effect: Evidence for a general shift in
processing. The American Journal of Psychology, 110(3), 417–428.
Weston, N. J., & Perfect, T. J. (2005). Effects of processing bias on the recognition of composite
face halves. Psychonomic Bulletin & Review, 12(6), 1038–42.
Weston, N., Perfect, T., Schooler, J., & Dennis, I. (2008). Navon processing and verbalisation: A
holistic/featural distinction. European Journal of Cognitive Psychology, 20(3), 587–611.
doi:10.1080/09541440701728557
Wickens, T. D. (2001). Elementary signal detection theory. New York (Vol. 1). Oxford University
Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780195092509.001.0001

108

（ウィッケンズ, T. D. 岡本安晴 (訳) (2005). 信号検出理論の基礎, 協同出版）
Wickham, L., & Lander, K. (2008). The effect of verbal description and processing type on face
identification. European Journal of Cognitive Psychology, 20(3), 577–586.
doi:10.1080/09541440701728433
Wickham, L., & Swift, H. (2006). Articulatory suppression attenuates the verbal overshadowing
effect: A role for verbal encoding in face identification. Applied Cognitive Psychology, 20(2),
157–169. doi:10.1002/acp.1176
Williams, C., & Henderson, J. (2007). The face inversion effect is not a consequence of aberrant eye
movements. Memory & Cognition, 35(8), 1977–85.
Wilson, T., & Schooler, J. (1991). Thinking too much: introspection can reduce the quality of
preferences and decisions. Journal of Personality and Social Psychology, 60(February 1991),
1–23.
Winograd, E. (1981). Elaboration and distinctiveness in memory for faces. Journal of Experimental
Psychology. Human Learning and Memory, 7(3), 181–90.
Wyer, N., Perfect, T., & Pahl, S. (2010). Temporal distance and person memory: thinking about the
future changes memory for the past. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(6), 805–
816. doi:10.1177/0146167210370965
山口真美, 加藤隆, & 赤松茂. (1996). 顔の感性情報と物理的特徴との関連について : 年令/
性の情報を中心に. 電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界, 79(2), 279–287.
山内 佑子, 高橋 雅延, & 伊東 裕司. (2008). 認知インタビューの有効性に及ぼす被面接者
の性格特性の影響. 法と心理, 7(1), 83–92.
Yonelinas, A., Dobbins, I., Szymanski, M., Dhaliwal, H., & King, L. (1996). Signal-detection,
threshold, and dual-process models of recognition memory: ROCs and conscious recollection.
Consciousness and Cognition, 5(4), 418–441. doi:10.1006/ccog.1996.0026
Yoshida, H., & Smith, L. (2005). Enhance the Linguistic Cues of Perceptual Learning.
Psychological Science, 16(2), 90–95. doi:10.1111/j.0956-7976.2005.00787.x
Young, R. (1987). The Gaussian derivative model for spatial vision: I. Retinal mechanisms. Spatial
Vision, 2(4), 273–293. doi:10.1163/156856887X00222
109

謝辞
本論文は，筆者が奈良女子大学大学院人間文化研究科博士前期課程，名古屋大学大学院
環境学研究科博士後期課程に在籍中に行った研究をまとめたものです。本論文を執筆する
にあたり，終始暖かい激励と御指導を賜りました，環境学研究科教授，川口潤先生に，心
から感謝の意を表明致します。川口先生には，研究のノウハウだけでなく，研究者として
の心構えを御指導頂き，さらに，学術論文の投稿や英文校閲に伴う金銭面でも援助頂きま
した。心より御礼申し上げます。
また，本論文の審査過程において，数々の御助言と御指導を賜りました，環境学研究科
教授，唐沢穣先生と，環境学研究科准教授，北神慎司先生に，この場を借りて感謝します。
特に，北神先生には，本論文にまとめられた実験を実施するにあたり，実験計画から相談
に乗っていただき，実験の実施，学術論文の執筆においても，御指導頂きました。厚く御
礼申し上げます。
そして，学部，博士前期課程において御指導賜りました奈良女子大学文学部准教授，天
ヶ瀬正博先生，シミュレーション実験の計画・実施・論文執筆において御指導賜りました，
日本学術振興会特別研究員（SPD）
，上野泰治博士に，深く感謝致します。
最後に，研究をすすめる過程において，院演習やゼミにおいて示唆に富むコメントをく
ださりました，名古屋大学大学院環境学研究科心理学講座の先生方，公私ともに支えにな
ってくださった川口研究室，近隣研究室の皆様，実験に協力して下さった参加者の皆様，
なかなか論文を書かない娘を黙って支えてくれた家族に感謝いたします。ありがとうござ
いました。

110

