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感情サイモン課題による単純接触効果の測定  
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In the aftective Simon task，Participants say either positive or negative words based on  

Stimulus features whilelgnOnng the valence of the stimulus、In the task，COngruenCy between the  

task－irrelevant valence of a stimulus and response valence facilitates responses．W白 seek to  

measure the mere exposure efEect with the affective Simon task．In both Experimentland  

Experiment 2，participants were requested to say either“like greatly”to 3－mOra WOrds or  

greatly dislike”to4－mOra WOrds・The pattern wasalso reversed sometimes・In Experimentl，  

WOrds to which the participants had already been exposed three times prior to the affective Simon  

task and words to which they had not been exposed were presented equal1y often．In Experiment  

2，highfrequency words andlow丘■equenCy WOrds within newspapers were presented equal1y often．  

Althoughexposure（or放equencyin Experiment2）facilitated responses，COngruenCy between the  

Valence of a stimulus and response valence did not affect reaction times．These results support the  

notion that mere exposure does not bring about genuine a庁ective changes and that participants only  

misattribute perceptualfluency toliking．  

Key words：mere eXPOSure e鮎ct，a鮎ctive Simon task，implicit measure  

問  題  

単純接触効果とは，繰り返し接触した対象が好意  

的に評価される現象である（Zajonc，1968）。単純  

接触効果は人間の好意度形成の一端を担っていると  

考えられ，多様な刺激を用いて多くの研究が行われ  

てきた（Bornstein，1989；生駒，2005）。   

単純接触効果の生起メカニズムについては様々な  

説明が提案されているが（宮本・太田，2008）．大  

きく分けて次の二つに分類することが可能である。  

一つは，接触した刺激は好意的に評価されるように  

なるが，刺激に対する感情状態は実際には変化して  

いないと考える立場である。例えば，Bornstein＆  

D’Agostino（1992，1994）は，繰り返して提示され  

た刺激の処理は促進され．流暢に行われるようにな   

り，その知覚的流暢性が刺激の好意度へと誤帰属さ  

れると主張している（知覚的流暢性誤帰属説）。ま  

た．Mandler．Nakamura＆Zandt（1987）は，刺激  

の掟示によって刺激表象が活性化され，その活性化  

が好意度だけではなく，刺激の明るさなどの様々な  

価値判断に利用されると主張している（非特異的活  

性仮説）。いずれの説も刺激に対して実際に感情的  

な変化が生じることはイ反定しておらず，好意度とは  

無関連な心的な変化が好意度に誤帰属されることを  

想定している。   

上記の立場とは異なり，刺激への接触が実際に感  

情的な変化を生じさせることを想定する仮説もあ  

る。例えば，Zajonc（2001）は古典的条件づけを用  

いて単純接触効果を説明している（古典的条件づけ  

説）。この仮説によれば，刺激の反復提示とその状   
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ない可能性が考えられる。そのため．単純接触効果  

の生起メカニズムを検討するためには，好意度を直  

接評価するように求める方法ではなく，間接的に，  

つまり好意度の評価を直接に求めない方法が望まし  

い。   

これまで単純接触効果の間接的測定法として主に  

生理指標が用いられてきた。例えば，Z如onc  

（1968）は接触した刺激を観察したときに皮膚電気  

反応が低下することを報告している。また，  

HarmonJones＆Allen（2001）は，快感情と関連す  

る頬骨筋の活動を測定し，接触した刺激を提示した  

ときに頬骨筋の活動が大きいことを報告している。  

また，刺激への好意度の評定を求めているため，厳  

密には間接的測定法とはみなせないが，PETを用  

いることによって，接触による脳の活動の変化を測  

定した研究もある（Elliot＆Dolan，1998）。このよ  

うに，単純接触効果を間接的に測定する試みはこれ  

までいくつかの研究で行われてきた。しかし，これ  

らの測定法は特殊な実験装置を必要とするために実  

験の実施が困難であり，より簡便な間接的測定法が  

開発される必要がある。   

間接的測定法とは，刺激の課題とは無関連な特徴  

（以下 刺激の課題無関連特徴）が反応に影響を及ぼ  

すこととして理解することができる。このような，刺  

激の課題錬関連特徴が反応に及ぼす影響は認知心理学  

や実験社会心理学において盛んに検討されてきた  

（Eriksen＆Eriksen，1974；Navon，1977；MacLeod，  

1991；Stroop，1935：実験社会心理学におけるレ  

ビューとして馳zio＆01son，2003を参照）。その代  

表的な方法の一つにサイモン課題がある（Simon，  

1969）。サイモン課題とは．課題とは無関連な刺激  

の空間的な位置と反応の空間的な位置との適合性の  

影響を測定する課題である。例えば，画面の左右い  

ずれかに緑または赤の四角形が提示され，四角形が  

緑であれば左のボタンを押し，赤であれば右のボタ  

ンを押すように求められるとき，四角形が画面の左  

右いずれかに提示されるかは実験参加者に課された  

課題とは無関係であるにもかかわらず，刺激の空間  

的な位置と反応の空間的な位置が一致している方が  

（例えば，赤い四角形が右に提示されたときに右の  

ボタンで反応）一致していないときより（緑の四角  

形が右に提示され．左のボタンで反応）も反応時間  

が短い。このような課題無間連特徴と反応との適合  

性を検討する実験手法を周いることにより，単純接  

触効果を間接的に測定できる可能性がある。   

実際，サイモン課題は空間的な適合性の効果を測定  

するだけではなく，刺激と反応の意味的な適合性  

（De Houwer；1998）や感情の適合性（De Houwer；   

況が安全であるということ，つまり嫌悪的な状況で  

はないことが連合することによって，接触した刺激  

が相村的にポジティブに知覚される。また，  

Winkielman＆Cacioppo（2001）も接触した刺激に  

対する感情状態が変イヒする仮説を捷案している（ヘ  

ドニツク流暢性促説）。ヘドニツク流暢性促説は知  

覚的流暢性誤帰属説と同様に接触刺激に対する流暢  

性に基づいて単純接触効果を説明するが，流暢性の  

増加それ自体が快感情を生み出すと仮定している点  

で知覚的流暢性誤帰属説とは異なる。   

このように単純接触効果の生起メカニズムについて  

複数の説明が提案されているが，いずれの説も既存の  

研究結果を十分に説明できるとはいえない。その理由  

の一つとして，単純接触効果の測定法の問題が挙げら  

れる。一般的に単純接触効果の研究では，提示された  

刺激がどれくらい好きか，どちらの刺激が好ましいか  

というように．刺激の好意度を直接評価することが求  

められる。このような直接的な評価に関わる問題点の  

一つとして要求特性の問題が挙げられる。つまり，実  

験参加者は接触した刺激を好意的に評価した方が望ま  

しいと推測し，そのように反応する可能性がある。そ  

の結果，本来であれば単純接触効果が起こりえない状  

況で接触した刺激が好意的に評価される可能性があ  

る。接触段階で提示された刺激か否かを再認できない  

状況において単純接触効果が生じることは  

（Bornstein＆D’Agostino，1992；Elliot＆Dolan，1998；  

Ⅹunst－Wilson＆Z毎onc，1980；Monahan，Murphy＆  

Zajonc，2000），全ての単純接触効果が要求特性に  

よって説明できるわけではないことを示している  

が，刺激の再認が不可能であるという状況は全ての  

実験において保証されているわけではない。特に．  

接触段階において刺激が明確に知覚できる場合や接  

触段階と好意度評定段階との時間的な間隔が短い場  

合では，刺激の再認成績が高くなり，要求特性の問  

題が強く表れる可能性がある。また．接触した刺激  

を好ましく評価することとは反対の方向に要求特性  

が表れる可能性もある。つまり，接触した刺激を好  

ましいと選んではいけないのではないかと推測し，  

純粋に好意度に基づいて反応しない可能性もある。  

実際，好意度を評価する刺激が接触した刺激である  

ことを伝えられた実験参加者は，接触した刺激であ  

ると伝えられていない実験参加者よりも，接触した  

刺激の好意度を低く評定することが報告されている  

（BornStein＆DAgostin0，1994）。このように，接  

触した刺激に対して直接的に好意魔の評価を求めた  

場合，要求特性が関与することで，本来単純接触効  

果が生じない状況で接触の効果が得られ，本来単純  

接触効果が生じるはずの状況で接触の効果が得られ  
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応の感情価が不適合なため．反応が困難になること  

が予測される。つまり，接触した刺激に対してポジ  

ティブな反応を行うときの反応時間はネガティブな  

反応を行うときの反応時間よりも短くなることが予  

測される。実験1では．好意度という点からニュー  

トラルな，つまり好意的でも嫌悪的でもない刺激を  

用いたため．接触していない刺激に対しては刺激の  

感情価と反応の感情価との適合性の影響はほとんど  

みられないことが予測される。つまり，接触してい  

ない刺激に対してはポジティブな反応を行うときの  

反応時間とネガティブな反応を行うときの反応時間  

には遠いがみられないことが予測される。   

方法   

実験参加者 日本語を母語とする大学生及び大学  

院生16名（男性8乳 女性8名）が実験に参加し  

た。裸眼または矯正によって正常な視力を有してい  

ることが，自己報告によって確認された。   

装置 実験の制御には，パーソナルコンピュータ  

（DELL DIMENSION9150）が用いられた。実験刺  

激はCRTモニタ上に提示された。観察距離は約  

57．3cmであった。実験参加者の反応は，マイクに  

接続されたボイスキーによって検出された。マイク  

は実験参加者が声を出したか否かを検出するのみ  

で．発声の内容は記録しなかった。   

刺激 実験で使用する単語の選択には，電子計算  

機による新聞の語彙調査2（国立国語研究所，  

1971）の同音短単位表を用いた。始めに，3モーラ  

または4モーラの単語で．使用頻度が低い単語を抽  

出し．インターネット検索サービスのgoogleにお  

けるヒット数が40万未満の語をすべて抽出した。そ  

の後，固有名詞，物音を含む語，読み方の難しい語  

などを除外し，また極端に感情価の高いと思われる  

語も除外した。最終的に3モーラの単語50個（例え  

ば．青戸），4モーラの単語50個（例えば，登院），  

計100語を実験刺激として使用した（実験1で使用  

した刺激の詳細に関してはAppendixlを参照）。3  

モーラの単語と4モーラの単語がそれぞれ10個ず  
つ，20語からなる刺激セットがランダムに5セット  

作成された。5セットのうちの1セットが接触段階  

で提示される刺激（接触刺激）として用いられ．残  

りの4セットが接触段階で提示されない刺激（新奇  

刺激）として用いられた。各刺激セットは接触刺激  

として用いられる回数ができるだけ等しくなるよう  

に，実験参加者に割り当てられた。   

手続き 実験は接触段階と刺激弁別段階の二つの  

段階から構成された。   

接触段階 始めに実験で使用する刺激100語が印   

Crombez，Baeyens＆Hermans，2001；De Houwer  

＆Eelen，1998；Duschereち Holender＆Molenaal；  

2008）の影響を測定できることが報告されている。  

感情の適合性の影響を測定するサイモン課題では  

（感情サイモン課題），ポジティブな単語またはネガ  

ティブな単語が画面上に提示され，提示された単語  

が名詞か形容詞かに基づいて，ポジティブもしくは  

ネガティブと声に出して反応することが求められた  

（De Houwer＆Eelen，1998）。その結果，ポジティ  

ブな意味を持つ単語に対してポジティブと反応する  

ときやネガティブな意味を持つ単語にネガティブと  

反応するときの方が，ポジティブな意味を持つ単語  

にネガティブと反応するときや，ネガティブな意味  

を持つ単語にポジティブと反応するときよりも，反  

応時間が短いことが明らかにされた。つまり，刺激  

の課題無間連特徴（単語の感情価）と反応の感情価  

（発声の内容）が適合しているときに，適合してい  

ないときよりも．反応が促進されることが報告され  

た（De Houwer＆Eelen，1998）。   

感情サイモン課題は刺激の感情価と反応の感情価  

との適合性を測定することができる。したがって，  

単純接触効果において接触した刺激に対する真の好  

意度が高まっているとすれば，つまり，接触した刺  

激に対する感情状態が実際に変化しているとすれ  

ば，感情サイモン課題を用いて好意度の変化を間接  

的に測定できる可能性がある。感情サイモン課題  

は，皮膚電気反応や表情筋の測定など．これまで単  

純接触効果の研究で用いられてきた間接的測定法よ  

りも，実施が容易であるため，単純接触効果におけ  

る真の好意度の変化を測定するためのより有用な課  

題となりうる。そこで本研究では．感情サイモン課  

題を用いて単純接触効果を測定することを目的とし  

た。実験1では，実験場面において反復接触させた  

刺激を用いて．感情サイモン課題で単純接触効果を  

測定することを試みた。実験2では，新聞における  

使用頻度が高い刺激を接触刺激とみなし，感情サイ  

モン課題で単純接触効果を測定することを試みた。  

実験1  

実験1の目的は，接触段階において反復提示した  

刺激を用いて．単純接触効果を感情サイモン課題で  

測定することであった。接触した刺激に対して真の  

好意度の増加が生じているのだとすれば．接触した  

刺激に対してポジティブな反応（大好きと発声）を  

行うときは，刺激の感情価と反応の感情価が適合し  

ているため反応が容易になり，ネガティブな反応  

（大嫌いと発声）を行うときは，刺激の感情価と反  
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が大好きと反応したときに1のキーが，大嫌いと反  

応したときに2のキーが，ボイスキーが実験参加者  

の反応を検出できなかったときに3のキーが入力さ  

れた。実験者がテンキーを押した1000ms後に再び  

注視点が提示され，次の試行が開始された。   

40試行を1ブロックとし，4ブロック計160試行  

を行った。1ブロック40試行のうち，半数の試行で  

は接触段階で用いた刺激（接触刺激）が提示され，  

残りの半数の試行では接触段階で用いていない刺激  

（新奇刺激）が提示された。4ブロックを通して，  

同一の刺激セットが接触刺激として用いられた。接  

触刺激として用いられたセットを除く4セットが各  

ブロック1セットずつ新奇刺激として用いられた。  

したがって，各接触刺激は計4回提示されたのに対  

し，各新奇刺激は1回のみ提示された。同一の新奇  

刺激をブロック間で繰り返し使用しなかったのは，  

新奇刺激に繰り返し接触することによって単純接触  

効果が生起するのを防ぐためであった。   

実験計画 接触の有無（あり，なし）×反応の感  

情価（ポジティブ，ネガティブ）の2要因被験者内  

計画   

結果   

実験参加者が反応を間遠った試行とボイスキーが  

反応しなかった試行は，反応時間の分析の対象から  

除外した。また，実験参加者ごとに各条件の平均値  

と標準偏差を算出し，各条件の平均値から±3SDを  

超える値は外れ値として分析の対象から除外した。  

除外した試行の各実験参加者の平均は9．2％であっ  

た。   

Fig．3に各条件の反応時間の平均を示す。反応時  

間について，接触の有無（あり，なし）×反応の感  

情価（ポジティブ，ネガティブ）を要因とした，2  

要因被験者内の分散分析を行ったところ，接触の主  

効果が有意であり（ダ（1，15）＝35．96，♪＜．01），接触  

段階で提示された刺激は提示されていない刺激より  

も，モーラ数の弁別が速く行われた。反応の感情価  

の主効果も有意であり（ダ（1，15）＝9．17，♪く01），  

ポジティプな反応の方がネガティブな反応よりも速  

く行われた。接触の有無と反応の感情価との交互作  

用は有意でなかった。   

考察   

接触の有無に関わらず，ポジティプな反応を行っ  

た条件とネガティブな反応を行った条件との間で，  

反応時間に有意な差は認められた。この結果は，感  

情サイモン課題では単純接触効果を測定できなかっ  

たことを示している。接触刺激の方が未接触刺激よ   

刷された紙を実験参加者に提示し，単語の読みの確  

認を行った。Fig．1に接触段階の1試行の刺激系列  

を示す。画面中央に注視点が500ms捷示され，続い  
て単語が1000ms提示された。その後，1000msのブ  
ランク画面が提示され．1試行が終了した。実験参  

加者は画面上の単語を黙読することが求められた。  
20語のランダム提示が3回線り返された。   

刺激弁別段階 Fig．2に刺激弁別段階の1試行の  

刺激系列を示す。画面中央に注視点が500ms捷示さ  
れ，続いて3モーラまたは4モーラの単語が提示さ  

れた。実験参加者の半数は，単語が3モーラのとき  

に大好きと声に出して反応し（ポジティブな反  

応），4モーラのときに大嫌いと声に出して反応す  
ること（ネガティブな反応）が求められた。残りの  

半数の実験参加者は，単語が3モーラのときに大嫌  

いと声に出して反応し，4モーラのときに大好きと  
声に出して反応することが求められた。反応はでき  

るだけ速く正確に行うように教示された。実験参加  

者の発声がボイスキーによって検出されると，単語  

が画面から消失した。実験参加者の発声の内容は．  
寛厳者によってテンキーで記録された。実験参加者  

ng．1実験1の接触段階の刺激提示系列  

ng．2 実験1の刺激弁別課題の刺激提示系列  

（実験者のキー押しは固から除外した）  
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実験 2  

実験1で使用した単語は，使用頻度が低いとはい  

え，日常でもすでに繰り返し接触した経験があるも  

のであった。そのため，実験1で行われた3回程度  

の反復接触では，十分な好意度の増加を生じさせる  

ことができなかったのかもしれない。そこで実験2  

では，実験室において接触頻度の操作を行うのでは  

なく，新聞での使用頻度が高い語と低い語とを比較  

することで，感情サイモン課題によって単純接触に  

よる好意度の増加を測定することを目的とした。使  

用頻度の高い語は低い語と比べて，日常的な接触頻  

度がかなり高いと考えられ，比較的大きな単純接触  

効果が得られることが期待できる。実際，日常での  

使用頻度が高い漢字ほどその漢字をより使いたいと  

思うことが報告されている（横山，2006）。横山  

（2006）は，旧字体と新字体の漢字のペアを提示し，  

どちらの漢字を使用したいか選択するように求めた  

ところ，便用頻度が高い旧字体ほど使いたいと選択  

されやすいことを報告している。したがって，接触  

による好意度の増加が単なる誤帰属によるものでは  

なく，接触刺激に対する真の好意度の変化によるも  

のであれば，高頻度語に対してポジティブな反応を  

行った条件と高頻度語に対してネガティブな反応を  

行った条件の反応時間の差分は，低頻度語に対して  

ポジティブな反応を行った条件と低頻度語に対して  

ネガティブな反応を行った条件の反応時間の差分よ  

りも．大きくなることが予測される。つまり，単語  

の使用頻度と反応の感情価との間に交互作用が見ら  

れることが予測される。   

方法   

実験参加者 実験1には参加していない大学生及  

び大学院生19名（男性4名，女性15名）が実験に参  

加した。裸眼または矯正によって正常な視力を有し  

ていることが．自己報告によって確認された。   

刺激 日常における使用額度が高い二字熟語と低  

い二字熟語をそれぞれ20語ずつ，計40語を用いた。  

二字熟語40語は，電子計算機による新聞の語彙調査  

2（国立国語研究所，1971）の同音短単位表から適  

訳した。刺激の発音の容易さの効果を統制するたガ  

に．便周頻度が高い単語と使用頻度が低い単語の躍  

で同音異義語のペアが作成された。二字熟語の同室  

異義語のペアにおいて，まず使用頻度の度数の差が  

50以上であり，かつ低い語の度数が10未満であるも  

のをすべて抽出した。その後，インターネット検索  

サービスのGoogleを使用し，ヒット数が，使用額  

度の高い語で1億以上，低い語で300万未満のペア   

りもモーラ数の弁別が速かった。つまり、接触に  

よって知覚的流暢性が高まっていた。それにもかか  

わらず，接触刺激において反応の感情偶の効果がよ  

り大きくみられなかったことは，知覚的流暢性その  

ものが其の好意度の増加につながるというヘドニツ  

ク流暢性仮説（Winkielman＆Cacioppo，2001）は  

妥当な仮説ではないことを示唆する。   

感情サイモン課題によって単純接触効果を測定で  

きなかったことは，単純接触効果は接触した刺激に  

対する真の好意度が高まる現象ではなく，誤帰属に  

よって好意的であるという反応が増えているにすぎ  

ない現象であることを示唆する。感情サイモン課題  

では，刺激に対する好意度を評定するように求めて  

いないので，刺激に対する好意度の誤帰属が生じる  

プロセスが存在しないため，知覚的流暢性の上昇に  

よる好意度反応の増加を検出できない。   

実験1では．接触した単語に対する好意度評定を  

求めなかった。そのため，反復提示された刺激に対  

して十分に単純接触効果が生起していないという可  

能性も考えられる。実験1で用いられた単語は，新  

聞での使用頻度が低く，おそらく日常でもそれほど  

接触することがない単語である 。しかし，日常での  

接触頻度が低いといってもすでに何度か接触したこ  

とがあると考えられる。そのため，すでにある程度  

単純接触効果が生起していたと考えられ，本実験で  

行った3回程度の接触回数では予め生起していた以  

上の単純接触効果を生じさせることができなかった  

可能性がある。  

接触  新奇  

刺激の種類  

ng．3 実験1の刺激弁別課題の反応時間（エ  
ラーバー は1SEを示す）  
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を選択した。その後，固有名詞，拗音を含むものな  

どを除外し さらに読み方の難しさなどを考慮し，  

最終自別二20ペア計40語を選定した。使用頻度が高い  

20語のうち，3モーラの単語は10語（例えば，意  

見），4モーラの単語は10語（例えば，金属）で  

あった（実験2で使用した刺激の詳細に関しては  

Appendix2を参照）。使用頻度が低い20語のう  

ち，3モーラの単語が10語（例えば，違憲），4モー  

ラの単語が10語（例えば，勤続）であった。   

手続き 実験2では，接触課題は行われなかっ  

た。刺激弁別課題の刺激提示系列は実験1と同株で  

あった。1ブロックは二字熟語40語のランダム提示  

からなり，4ブロック計160試行が行われた。刺激  

弁別課題終了後，実験参加者は実験で使用された40  

語が印刷された紙を渡され．それぞれの単語の好ま  

しさをとても好き（7）からとても嫌い（1）まで  

の7段階で評定するように求められた。この好意度  

評定は，接触頻度の高い項目の方が好ましいと評価  

されるか，つまり単純接触効果が生起しているかを  

確認するために行われた。   

実験計画 単語の使用頻度（高，低）×反応の感  

情価（ポジティブ，ネガティブ）の2要因被験者内  

計画   

結果   

実験参加者が反応を間違った試行とボイスキーが  

反応しなかった試行は，反応時間の分析の対象から  

除外された。また，実験参加者ごとに各条件の平均  

値と標準偏差を算出し，各条件の平均値から±3  

SDを超える値は外れ値として反応時間の分析の対  

象から除外された。除外した試行の各実験参加者の  

平均は5．1％であった。   

ng．4に各条件の反応時間の平均を示す。反応時  

間について，使用頻度（高，低）×反応の感情価  

（ポジティプ，ネガティブ）を要因とする2要因被  

験者内の分散分析を行ったところ，使用頻度の主効  

果が認められ（ダ（1，18）＝12．45，♪＜．01）．高頻度  

条件の反応時間は低頻度条件よりも有意に短かっ  

た。反応の感情価の主効果と交互作用は有意でな  

かった。   

好意度評定値の平均は，高頻度語については4．71  

（SE＝0．10）であり．低頻度語については3．99  

（SE＝0．07）であった。好意度評定値について対応  

のある才検定を行ったところ，好意度評定値は低頻  

度条件よりも高頻度条件において有意に高かった  

（パ18）ニ5．55，♪く01）。  

［コポジティブ  

圏ネガティブ  

0
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0
 
 

0
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時
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ミ
リ
秒
）
 
 

高頻度  低頻度  

刺激の頻度   

Rg．4 実験2の刺激弁別課題の反応時間（エ  
ラーバー は1SEを示す）   

考察   

好意度評定値は低頻度条件よりも高頻度条件の方  

が高かった。高頻度条件の単語の方が日常的に接触  

する頻度が高いと考えられるため，この結果は単純  

接触効果が生起したことを示す。それにもかかわら  

ず．刺激弁別課題において，接触刺激における反応  

の感情価の効果と新奇刺激における反応の感情価の  

効果との間には有意な差は認められなかった。つま  

り，単純接触効果が生起し，好意度評定値が高まっ  

たにもかかわらず，感情サイモン課題によって好意  

度評定値の上昇を検出することができなかった。こ  

の結果は，単純接触効果は接触刺激の好意度が本当  

に高まるのではなく，あくまでも誤帰属に過ぎない  

とする知覚的流暢性誤帰属説や非特異的活性化説を  

支持する。   

本実験で得られた単純接触効果が要求特性によっ  

て生じた可能性も考えられる。つまり．使用頻度が  

高い単語を好ましく評価した方が実験者にとって望  

ましいのではないかと推測し，そのように評定した  

可能性がある。実験参加者がそのように評定を行う  

ためには，提示された単語に使用額度が高いものと  

低いものという二つのカテゴリがあることを認識す  

る必要がある。しかし，本実験で用いられた使用頻  

度の低い単語は，使用額度が低いとはいえ，おそら  

く実験参加者にとって少なからず接触したことがあ  

る単語であった。そのため，使用額度の高低に基づ  

くカテゴリが存在したことや提示されたどの刺激の  

使用頻度が高いかに実験参加者が明確に気づくこと  

は困難であったと考えられる。このことから，使用  

額度が高い刺激を好意的であると評価した方が望ま   
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しいのではないかと実験参加者が推測し，評価した  

可能性は低いと考えられる。つまり，単語の使用頻  

度による好意度評定値の違いは，要求特性ではな  

く，単純接触効果に帰属した方が妥当である。  

総合考察  

本研究の目的は，感情サイモン課題を用いて単純  

接触効果を測定することであった。実験1では，日  

常での接触頻度が低いと考えられる二字熟語を用い  

て，実験室で接触回数を操作することにより検討し  

た。実験2では，新聞での使用頻度の高低を日常で  

の接触頻度の高低とみなし，感情サイモン課題で単  

純接触効果を測定することを試みた。しかし，実験  

1と実．験2のいずれにおいても，接触刺激（または  

使用頻度高刺激）における反応の感情価の効果と新  

奇刺激（または使用額度低刺激）における反応の感  

情価の効果との間には有意な差は認められず，感情  

サイモン課題によって単純接触効果を測定すること  

はできなかった。特に実験2では，使用頻度の高い  

刺激の方が使用額度の低い刺激よりも好意的に評価  

されること，つまり単純接触効果が得られることが  

確認されたにもかかわらず，感情サイモン課題に  

よって単純接触効果を測定することができなかった。   

単純接触効果が生起しているにもかかわらず．感  

情サイモン課題で好意度の増加を検出できないとい  

う本研究の結果は，単純接触効果は接触した刺激へ  

の好意度が実際に高まる現象ではなく，単に好意的  

であるという反応が増えるにすぎない現象であるこ  

とを示唆する。Bornstein＆DAgostin0（1992）や  

Mandler etal．（1987）は，接触によって刺激の処  

理の促進が生じ，その促進が好意度に誤って帰属さ  

れるため，単純接触効果が生じると主張している。  

つまり，単純接触効果とは，刺激に対する好意的な  

評価は高まるが，実際には刺激に対する其の好意度  

は変化しない現象であると主張している。感情サイ  

モン課題では刺激に対する好意度を直接評価するよ  

うに求めないため，このような誤帰属による好意度  

の増加を測定することはできない。したがって，感  

情サイモン課題を用いて単純接触効果を測定できな  

いことを示す本研究の結果は，単純接触効果は処理  

の促進の好意度への誤帰属に過ぎないとする知覚的  

流暢性誤帰属仮説や非特異的活性仮説を支持する。   

本研究の結果は，知覚的流暢性の増加それ自体が  

好意的な感情を生起させるというヘドニツク流暢性  

仮説（Winkielman＆Cacioppo，2001）とは一致し  

ない。実験1と実験2のいずれにおいても，接触し  

た刺激もしくは接触回数の多い刺激の方が接触して   

いない刺激もしくは接触回数の少ない刺激よりも，  

モーラ数の弁別にかかる反応時間が短かった。つま  

り，接触した刺激の知覚的流暢性が高まっていた。  

そのため，ヘドニツク流暢性仮説が正しいと仮定す  

れば，本研究の接触刺激に対しても真の好意度の増  

加が生じていたはずであり，感情サイモン課題に  

よって単純接触効果を測定できたはずである。した  

がって，感情サイモン課題で単純接触効果を測定で  

きなかった本研究の結果は．知覚的流暢性の増加そ  

れ自体が好意的反応を生じさせると仮定するヘド  

ニツク流暢性仮説が妥当でないことを示唆する。   

本研究の結果は，単純接触効果は誤帰属による好  

意度反応の増加に過ぎないことを示唆する。しか  

し，接触した刺激を観察したときに快感情と関連し  

た頬骨筋の活動が大きいことを示したHarmon＿  

Jones＆Allen（2001）の研究は．知覚的流暢性誤  

帰属況や非特異的活性化説などの誤帰属の立場から  

説明するのは困難であり，接触した刺激に対して其  

の好意度の増加が生じていたと仮定する方が妥当で  

ある。したがって，単純接触効果は単一のメカニズ  

ムによって生起しているのではなく．異なる複数の  

メカニズムによって生起している可能性がある。用  

いられる刺激の種類，接触回数，再認可能か否かな  

ど，実験状況の特徴によって，誤帰属による単純接  

触効果が生じるのか，真の好意度の変化による単純  

接触効果が生じるのかが異なるのかもしれない。   

最後に．本研究の問題点として．感情サイモン課  

題の感度の問題が挙げられる。感情サイモン課題に  

よって，刺激の感情価と反応の感情価の適合性の効  

果を検討した先行研究では（De Houwer＆Eelen，  
1998），“友人”，“正直な”，“がん”．“ぉろかな”な  

どのように明らかにポジティブな，もしくはネガ  

ティブな単語が用いられていた。そのため．ポジ  
ティブ単語とネガティブ単語の感情価の適いは7段  

階の評定スケールでおおよそ4点であり，かなり大  

きかった。それに対し．本研究の実験2で得られた  

単純接触効果は．7段階の評定スケールで1点にも  

満たないかなり小さいものである。また，単純接触  

効果の研究のメタ分析を行ったBornstein（1989）  

によれば，単純接触効果の大きさの最頻値は，刺激  

の提示頻度と評定値との相関が．1のときであり，か  

なり小さいものであった。相関係数が．1ということ  

は，評定値の分散のわずか1％程度しか接触によっ  

て説明できないことを示している。感情サイモン課  

題は．このような比較的小さな感情の変化を検出で  

きるほどの感度を持っていなかった可能性がある。  

単純接触効果が誤帰属によって生起する現象である  

ために感情サイモン課題では測定できないのか，感   
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情サイモン課題の感度の問題のために単純接触効果  

を測定できないのかを明確にするためには，感情サ  

イモン課題で単純接触効果と同程度の感情的な変化  

を検出できるか否かを今後検討する必要があるだろ  

う。  
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Appendixl実験1で使用した刺激の一覧  Appendix2 実験2で使用した刺激の一覧  
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