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テクスチャ画像による触覚擬態語へのプライミング効果の検討   
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This studyinvestigates the semantic pnming e任ect ofvisual1y presented texture Stimulion  

tactile－related onomatopoeicwords．Thirty undergraduate students completed a picture－primedlexical  

decision task．The prime stimuliwere texture pictures of various objects（e．g．fur；rOCk，fabric，  

iron），and the target stimuliwereJapanese onomatopoeic words that are related to tactile senses  

（e．g．，丑1Wafuwa／‥，座otsugotsu／‘’；SOA was1700ms）．A repeated measure one．way ANOVA  

revealed that response times were fhster for palrS Where the tactileimpression was congruent  

between the picture and the word．This resultindicates that semantic processes a鮎ct tactile  

impressionsforvisualtexture perception．  

Keywords：visualtexture perception，Semanticmemory；Pnmlng e鮎ct  

問題と目的  

日常場面において，我々は実際物体に触れずと  

も，その表面を見るだけで，その物体からどのよう  

な手触りを感じられるか知ることができる。触覚に  

関する体系的な実験現象学的研究を行ったカッツ  

（1925 東山・岩切訳 2003）はこうした現象を  

「記憶触」と呼び，「過去に触れたことがある面の触  

覚的イメージを，私たちが持っていることは疑いえ  

ない」と述べ，過去の触経験の記憶から触覚的イ  

メージが生成されうることを示唆した。すなわち，  

実際にその物に触れなくとも，過去その物に触れた  

経験とその記憶があれば，触覚的イメージを想起す  

ることは可能である事から，この現象には記憶が関  

与していると考えたのである。   

本来，触感のような物体の材質的側面に関する情  

報は，物体表面に元々備わっている物理的特性に  

よって与えられるものであり，そうした物理的特性  

は表面テクスチャ，または単にテクスチャと呼ばれ  

る（Whitakeち Simoes－Ftanklin＆Newell，2008）。   

物体表面のテクスチャに触れる事によって，その材  

質に関する触覚的情報を獲得する事が可能となる  

が，通常物体に触る際には．，同時にそれを目で見て  

いる事が多い。つまり，触覚単独でのテクスチャ知  

覚はむしろ稀で，多くの場合視覚によるテクスチャ  

知覚がそれに伴っていると言える。そのため，テク  

スチャの視覚的特徴と．そこから得られる触覚的情  

報が，何らかの形で結びついて保存されている可能  

性が考えられる。   

視覚的テクスチャ知覚による触覚情報の想起は．  

2つのモダリティ情報が関与するという点で，視覚  

一触覚間のクロスモダル現象の一種であると考えら  

れるが，実際，視覚と触覚間にはクロスモダル・プ  

ライミング効果が繰り返し報告されている（森本・  

菱谷．2003：Easton，Greene，＆Srinivas，1997：Eas－  

ton，Srinivas，＆ Greene，1997：Reales ＆ Bal1es－  

teros，1999：Fbron，Gentaz，＆Streri，2006）。視覚一  

触覚聞クロスモダル・プライミングに関する実験的  

研究では，物体を視覚呈示した後に，触覚呈示する  

といった手続きが取られる事が多い。そのため，視   
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覚的テクスチャ知覚による触覚的情報の想起が，そ  

の生起基盤として関与している可能性が考えられ  

る。これに関連して，こうしたモダリティ間現象の  

説明原理として「言語的媒介艶」がある（Blank  

＆Bridgeち1964）。すなわち，ある事柄から得られ  

る視覚，聴覚，触覚，喚風 味覚等のモダリティ特  

定的な情報は，それぞれが共通の言語的レベルで符  

号化され，その結果モダリティ間での情報の等価性  

が担保されるという（金光．1992）。また，物体の  

触感などの材料的特徴をイメージする際には，意味  

的な処理過程が強く活性化されることからも  

（Newman，Klatzky；LedermanandJust，2005），こ  

うした現象には言語的な処理過程が関与していると  

考えられる。   

本来，触覚情報ほ非言語的情報であるが（生駒，  

2005），言語的に表現される際には．特にふわふ  

わ・ごつごつのような擬態語が用いられることが多  

い（苧阪・辻，1999）。加えて．横井（2003）によ  

ると，触感覚と擬態語との間には感覚照応関係があ  

り，特定の触感覚を表現する際には，それぞれ特定  

の言語表現が結びつきやすい。そしてそのような対  

応関係は個人間でもある程度一貫しており，そのこ  

とが言語を介して触感覚のような非言語情報を共有  

するための認識基盤となっている可能性があるとい  

う。このことは，触感覚についての情報が，言語的  

に符号化されて長期記憶内に保持されている可能性  

を示唆している。これに関連して，よく知った対象  

についての視覚的情報は言語的に処理され，命名を  

導き．その結果その対象に関する視覚，触覚等の記  

憶にまで活性化が及ぶという（Lacey＆Campbell，  

2006）。また，池田・佐々木・清水（2002）による  

と，視覚的に呈示された物品の手触りをイメージす  

る際，その物品に関する知識を有していると．実際  

に触った場合と近似する手触りをイメージできると  

し．物品に関する知識の重要性を指摘している。こ  

うした知見は．視覚的テクスチャ知覚による触覚的  

情報の想起が，意味記憶ネットワークとその活性化  

拡散現象から説明可能であることを示唆している。   

しかしながら．Laceyand Campbell（2006）によ  

ると，言語的符号化によるモダリティ間の媒介は，  

本質的なものであるというよりも，むしろ方略的な  

ものであるという。この主張は，言語未習得の幼児  

においても視覚一触覚間クロスモダル現象が観察さ  

れることを根拠としており（Rose，1994），このこ  

とは．言語的符号化による媒介以外の要因がこうし  

た現象に関与する可能性を示唆している。これに関  

して，視覚一触覚間クロスモダル・プライミングの  

生起メカニズムを検討した森本・蒙谷（2004）は，  

言語的符号化を統制した場合にも，手触りや触感の  

ような材料的側面をイメージ的に符号化することで  

視覚一触覚間クロスモダル・プライミングが生起す  

る事を示した。同様に松田（2005）が材科的触覚情  

報の保持にはイメージ想起能力の個人差が影響する  

ことを示しており，視覚一触党閥のクロスモダリ  

ティ現象の基盤には，言語的符号化だけでなく，イ  

メージ的符号化の関与も認めることができる。視覚  

的テクスチャ知覚によって，単にその物体の触感が  

知識として分かるだけでなく，手触りの印象も想起  

される事があるのは，こうしたイメージ的符号化が  

その生起過程に関わっているからであると考えられ  

る。このように，視覚的テクスチャ知覚による触覚  

的情報の想起には，言語的・意味的な処理と，イ  

メージ的符号化という複数の過程が関わっているも  

のと思われる。しかしながら，日常場面において  

は．この両過程が相互作用的に機能している可能性  

が高い。そのため，本研究ではこの両過程を実験条  

件によって分離する事はせず，相互作用の結果とし  

て生じる触覚的情報の想起に焦点を当てることによ  

り．視覚的テクスチャ知覚による触覚情的情報の想  

起に意味記憶過程が及ぼす影響について検討する。   

本研究では以上のような立場から，視覚的に呈示  

された刺激は言語的符号化・イメージ的符号化の2  

つの過程で処理され，その結果意味記憶ネットワー  

クの活性化拡散が生じ，視覚と異なる感覚モダリ  

ティである触覚情報にまで活性化が及ぶことで，実  

際に触れることなく触覚的情報を想起することがで  

きると考えた。よって本研究では，この仮説を検討  

するために触感を喚起するようなテクスチャ画像  

が，その触感と対応する触覚的語嚢に与えるプライ  

ミング効果を実験的に検証することとする。   

プライミング効果を検出するための代表的な方法  

として語嚢決定課題（LexicalDecision Thsk）が挙  

げられる（Meyer＆SchvaneVeldt，1971）。本研究  

では視覚から入力されたテクスチャ情報が触覚的記  

憶に与えるプライミング効果を検討するために，プ  

ライム刺激として物体表面のテクスチャ画像を使用  

し．ターゲット刺激として触感を表現するのに用い  

られる単語を使用する。   

ターゲット刺激となる単語に関して．触感覚は言  

語的に表現する事が可能であり，特にふわふわ，ご  

つごつ等の擬態語によって表現されることが多いこ  

と（苧阪・辻，1999），触感と擬態語との間には一  

定の照応関係があり，特定の触感覚を表現する擬態  

語には，個人間でもある程度の一貫性があること  

（棲井，2003）などを考慮し，触感を表現するのに  

用いられる擬態語をターゲット刺激として採用す   
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る。擬態語は客観的な触感の性質だけでなく，触っ  

た際の情緒なども併せて表現する事のできる，より  

感覚的な「感性のことば」であると指摘されており  

（苧阪・う土1999），触覚的情報が喚起されたかどう  

かを検討する上で，適切な刺激であると言えるだろ  

う。なお，表面の印象や触感覚を表現するような擬  

態語を含む語彙の収集を行ったものとして，早川・  

井奥・阿久澤・斎藤・西成・山野・神山（2005）や  

苧阪・辻（1999）などが挙げられる。しかし早川ら  

（2005）は食品の食感を表現・評価するために行わ  

れた研究であり，純粋に触感覚を表現している擬態  

語であるとは言えない。また苧阪・辻（1999）は触  

覚のみに注目した研究ではないため，収集された擬  

態語が実際に触感覚を表現するものとして適してい  

るかどうかは明らかでない。そのため，本研究にお  

いては，触感覚を表現するのに用いられる擬態語  

（触覚擬態語）を新たに収集する必要があると言える。   

触感覚の次元については，硬さや租さなど様々な  

次元が報告されているが，自然物の物理的特性は非  

常に複雑であり，その全てを統制することは難しい  

（Whitaker etal．，2008）。視覚による物品の触感の  

印象評定には柔らかさ－硬さの軸が最も強い影響力  

を持つことが指摘されており（鳥宮・原田，1998）．  

柔らかさと硬さは触感を表現する用語の中でも定義  

が容易であるという（太田，2000）。よって本研究  

では，様々な触覚的性質のなかでも硬度，すなわち  

柔らかさと硬さの軸にのみ焦点を絞って検討する。  

具体的には，擬態語を収集する際に，その擬態語が  

何らかの触感をイメージさせるものであるかどうか  

という点に加え，イメージした触感がどのようなも  

のであったかについて，柔らかさと硬さの軸から刺  

激価を検討し，何らかの触感覚をイメージすること  

が容易で，かつ十分に柔らかい・硬い印象を与える  

擬態語を，触覚擬態語として採用する（調査1）。   

プライム刺激となる物体表面の触感喚起画像につ  

いては，まず何らかの触感覚を喚起しうるものであ  

ることが必要となる。さらに，触覚的情報を想起す  

る上で，対象物の名前等の知識が必要であるとの指  

摘を踏まえ（池田ら，2002），容易に命名可能で，  

かつ個人間でも高い命名一致率を示す画像を使用す  

る必要がある。加えて，イメージ的符号化が自然に  

生じる可能性を確保するために，触覚的イメージを  

鮮明に想起できるような刺激画像が必要となるだろ  

う。よって本研究では刺激画像に関する調査を行  

い，何らかの触感覚を十分に喚起し，個人間で高い  

命名一致率を示し，鮮明な触覚定期イメージを想起  

できる画像（触感喚起画像）をプライム刺激として  

採用する（調査2）。   

以上の刺激を用いて，視覚的テクスチャ情報の触  

覚的情報に対するプライミング効果を検討するため  

の語彙決定課題を作成する。その際，プライム一  

夕ーゲット間の意味的な関連が強いほど，生じるプ  

ライミング効果も強まることが知られていることか  

ら（Fischler＆Goodman，1978），画像刺激と，擬  

態語刺激とを刺激価によってマッチングし，呈示刺  

激対を作成する。具体的には，プライムである触感  

喚起画像について，ターゲットとなる触覚擬態語を  

用いた印象評定を行い，両者の関連性を基準としで  

呈示刺激対を作成する。その際．触感喚起画像の喚  

起する触覚的印象と触覚擬態語の印象が関連する刺  

激対（画像一触覚擬態語関連対．Related Pair：以  

下RP），両者が関連しない刺激対（画像一触覚擬態  

語無関連対，Unrelated Pair：URP，さらに画像と．  

触感を表現しない擬態語ほ巨触覚擬態語）からなる  

刺激対（画像一非触覚語村，Non－′mctile Pair：  

NTP），合計3種類の呈示刺激対を作成する（調査  

2）。   

本課題においては，触感喚起画像の呈示が，触覚  

に関連する意味記憶ネットワークを広く活性化し．  

触覚擬態語への反応が促進されるものと考えられ  

る。さらにそのため，RP・URPへの反応時間は  

NTPへの反応時間に比べ，短くなると考えられる。  

加えて，画像の喚起する触感と対応した触覚擬態語  

への反応が特異的に促進されるものと予想される。  

そのため，RPへの反応時間はURPへの反応時間に  

比べ．短くなると考えられる。なお本研究において  

は，被験者が触感のイメージ的符号化を行う可能性  

を考慮し，制御的処理過程を対象とする。よって本  

課題におけるSOAは700ms以上に設宝する（岡，  

2000）。なお，被験者が実験意図を読み取ることに  

よって，ターゲット語への予期が生じる可能性があ  

る。本研究は．フィラー試行を含んだ語彙決定課題  

を作成することで，この点に対処することとする。   

以上から，本研究ではまず語彙決定課題のター  

ゲットとなる触覚擬態語．非触覚擬態語を収集L  

（調査1），次いでプライムとなる触感喚起画像の収  

集を行い（調査2），収集された触覚擬態語・非触  

覚擬態語と触感喚起画像をマッチングすることで語  

彙決定課題のための呈示刺激対を作成する（調査  

2）。そして，以上の手続きで作成された語彙決定  

課題を実施し．触感喚起画像の触覚擬態語に対する  

プライミング効果の検討を行う（調査3：本案験）。  

これらの調査・実験によって，視覚的テクスチャ知  

覚による触覚的情報の想起という現象に対する，意  

味記憶過程の関与について検討することが本研究の  

目的である。   



筑波大学心理学研究  第38号   100  

調査対象者   

茨城県の国立大学生92名を対象に調査を実施し  

た。調査対象者のうち，欠損値や回答に不備のあっ  

た者を除いた73名（男性29名，女性44名）の回答を  

分析対象とした。分析対象者の年齢は18～23歳であ  

り，平均年齢は19．5歳（SD＝0．9）であった。  

調査手続き   

大学の講義時間中に無記名・個別記入形式の質問  

紙調査を実施し，回収した。調査実施にあたり，  

フェイスシートに同意の意思を記入する欄を設け．  

同意が確認された場合には，フェイスシートに必要  

事項（所属・年齢・性別）を記入し，質問項目に回  

答するよう求めた。記入に要する時間はおよそ10分  

程度であった。なお，調査時期は2006年10月であっ  

た。  

質問紙の構成と調査内容   

まず，この調査が様々な擬態語から受ける印象に  

ついての調査であることを教示した。その後，触覚  

擬態語候補28語，非触覚擬態語31語，合計59語につ  

いて，それぞれ以下の項目への回答を求めた。  

①イメージ価：「それぞれの語から何らかの触感を  

イメージできるかどうか」を問い，り0．全くでき  

ない”“1，あまりできない”，“2．ややできる”，  

“3．非常にできる”の4件法で回答を求めた。  

②触感価：「イメージした触感がどの程度柔らか  

い・硬いものであったか」を問い，“1．非常に硬  

い，“2．やや硬い’＼“3．どちらかというと硬  

い■r，“4．どちらとも言えない”，“5．どちらかと  

いうと柔らかい”，“6．やや柔らかい川，“7．非常  

に柔らかい”の硬さ柔らかさを両極とした7件法で  

回答を求めた。よって，評定値が高ければ高いほど  

印象が柔らかく，低ければ低いほど印象が硬かった  

ことを示す。   

なお，（Dイメージ価において“0．全くできな  

い”と評定した項目については．その擬態語から何  

らの触感覚をイメージできなかったものと見なし．  

③触感価においては“4．どちらとも言えない”に  

丸を付けるよう教示した。  

結果と考察   

触覚擬態語・非触覚擬態語のイメージ価と触感  

価の検討   

触覚擬態語と非触覚擬態語を選定するために，全  

項目についてのイメージ価と触感価について，平均  

値と標準偏差を算出した。触覚擬態語として採用す  

る際の基準は，（Dイメージ価において評定平均が2  

以上で，かつ1SDに1を含まないこと，②触感価   

調査1：触覚擬態語と非触覚擬態語の収集  

目  的  

調査1では∴語桑決定課題において，ターゲット  

刺激となる触覚関連擬態語，非触覚擬態語を収集す  

ることを目的として，刺激価の調査を実施し，刺激  

語の収集を行う。  

方  法   

刺激語候補の収集   

刺激語選定のための調査に先だって．擬態語に関  

する刺激の調査を行った先行研究（早川ら，2005；  

苧阪・辻，1999）ならびに擬態語について詳しい辞  

書類（山口，2003；国立国語研究所，2003；飛田・  

浅軋 2002）より，触感覚を表現するのに用いられ  

ると著者が判断した擬態語261語を抽出した。抽出  

された擬態語261語の中から，本研究で使用する触  

覚擬態語の候補を選出するために．以下の基準を設  

定した。すなわち①4文字であること，②柔らかさ  

と硬さを表現する擬態語であること，③日常的に利  

用する擬態語であること，④温感や湿凰 粘度を表  

現する擬態語は除くこと，①音を表現することが明  

らかな語を除くことの5点であった。これらの261  

語について，設定した基準に従い心理学を専攻する  

国立大学大学院生4名（男性2名，女性2名）で協  

議を行った結果，28語が触覚擬態語候補として選定  

きれた。   

次に非触覚擬態語候補を抽出するために，苧阪・  

辻（1999）の擬腰語連想基準表より，動詞から連想  

された擬態語のうち ，連想価が100以上であった擬  

態語31語を非触覚擬態語候補として抽出した。苧  

阪・辻（1999）における連想価とは，連想のために  

呈示された刺激語と，連想された語との連想的な繋  

がりの強さの程度を表すものである。上記の連想基  

準表における連想価の平均値が43．87（SD＝53．17）  

であったことから，連想価100以上という基準は抽  

出において十分に高い基準であると言える。   

以上の手続きにより‡由出された触覚擬態語候補28  

語と，非触覚擬態語候補31語，合計59語を刺激語候  

補とした。   

収集された刺激語候補59語の刺激価を測定し，最  

終的な刺激語を選定するために，それぞれの語につ  

いて，どの程度①触感をイメージできるか（イメー  

ジ価），②イメージした触感はどのようなものか  

（触感価）を尋ねる質問紙を作成した。  
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において，評定平均が3未滴，かつ1SDに4を含ま  

ないものを硬さに関連する触覚擬態語，評定平均が  

5以上，かつ1SDに4を含まないものを柔らかさに  

関連する触覚擬態語とすること，であった。その結  

果，22語の触覚擬態語が選定された。   

非触覚擬態語として選定する際の基準とは，①イ  

メージ価の評定平均が1未満で，かつ（鋤虫感価の評  

定平均が3以上5未満であること，の2点であっ  

た。その結果，24語の非触覚擬態語が選定された。  

調査1で選定された刺激語の一覧を胤1elに示す。   

調査1では，個人間で一貫して十分に硬さ・柔ら  

かさの印象を与えるもの，さらにその語から触感を  

イメージすることが比較的容易なもの22語を触覚擬  

態語として選定した。先行研究（早川ら，2005）で  

得られているテクスチャ語のリストは食感の官能評  

価を目的とLたものであり，本研究で得られた触覚  

擬態語のリストは，触感覚のみに焦点を当てたもの  

として，今後触覚的印象に関する実験・調査を行う  

際に利用可能なものであると言える。また，数ある  

擬態語の中から非触覚擬態語を併せて選定したこと  

で，これを比較対象とした実験・調査を実施するこ  

とが可能となった。以上から，調査1で得られた刺  

激語は，触感喚起画像が触覚擬態語に与えるプライ  

ミング効果を検討する語彙決定課題における呈示刺  

激として適切なものであると言える。  

調査2：触感喚起画像の収集と，  

呈示刺激対の作成  

日  的  

調査2では，語彙決定課題における呈示刺激対を  

作成することを目的とする。そのため，語彙決定課  

題においてプライム刺激となる触感喚起画像を収集  

することを目的として，まず刺激価の調査を実施  

し，刺激画像の選定を行う。さらに，選定された触  

感喚起画像と触覚擬態語とをマッチングし，呈示刺  

激対を作成するために，触覚擬態語を用いた触感喚  

起画像の印象評定を行う。  

方  法   

刺激画像候補の収集   

刺激画像となる触感喚起画像選定のために，様々  

な物品の表面画像を収録した素材辞典イメージブッ  

ク1（データクラフト，2002）より．（D硬さか柔ら  

かさを感じるものであること，（∋色調が他の画像と  

比べて著しく異ならないこと，（∋明らかに重複した   

Tablel触覚擬態語・非触覚擬態語のイメージ価・  

触感価の平均値（SD）  

種 類  擬態語   イメージ価  触感価  

触覚（硬） がさがさ  2．34（0．80）  

触覚（硬） かちかち  2．60（0．72）  

触覚（硬） がちがち  2．51（0．78）  

触覚（硬） かちこち  2．71（0．59）  

触覚（硬） こちこち  2．胡（0．78）  

触覚（硬）  ごつごつ  2．81（0．52）  

触覚（硬）  ごりごり  2．25（0．83）  

触覚（硬）  ごわごわ  2．38（0．68）  

触覚（硬）  ざらざら  2．凱（0．40）  

触覚（硬） つるつる  2．66（0．71）  

触覚（硬） でこぼこ  2．12（0．8鋸  

触覚（硬）  ほこほこ  2．18（0．75）  

2．63（0．79）  

1．53（0．82）  

1．42（0．76）  

1．30（0．86）  

1．64（0．86）  

1．30（0．糾）  

1．79（0．87）  

2．88（1．05）  

2．48（0．93）  

2．75（1．19）  

2．44（1．03）  

2．62（0．91）  

触覚（柔） すべすべ  2．40（0．88）  

触覚（柔）  ふかふか  2．46（0．64）  

触覚（菜） ふさふさ  2．56（0．67）  

触覚（柔）  ぶよぶよ  2．56（0．65）  

触覚（菜）  ぷよぷよ  2．62（0．52）  

触覚（柔）  ふわふわ  2．77（0．57）  

触覚（柔）  ふんわり   2．79（0．41）  

触覚（柔）  ほわほわ  2．53（0．65）  

触覚（柔）  もこもこ  2．56（0．60）  

触覚（柔）  もちもち  2．60（0．66）  

5．27（1．10）  

6．11（0．78）  

5．73（0．98）  

6．18（0．73）  

6．29（0．72）  

6．82（0．48）  

6．41（0．72）  

6．27（0．93）  

6．04（0．61）  

5．60（0．88）  

非触覚   おいおい  

非触覚   がぶがぶ  

非触覚  くすくす  

非触覚   けらけら  

非触覚   げらげら  

非触覚   ごくごく  

非触覚  しくしく  

非触覚  じろじろ  

非触覚   ずけずけ  

非触覚   すたすた  

非触覚   ずばずば  

非触覚   けたけた  

非触覚   てくてく  

非触覚  とことこ  

非触覚   にやにや  

非触覚   ばしばし  

非触覚  よたよた  

非触覚   わいわい  

非触覚   ほろほろ  

非触覚   もぐもぐ  

非触覚   にたにた  

非触覚   ばくばく  

非触覚   びかびか  

非触覚   わなわな  

0．42（0．78） 3．95（0．33）  

0．67（1．05） 3．90（0．53）  

0．88（1．12） 4．30（0．57）  

0．60（0．92） 4．00（0．44）  

0．63（0．99） 3．86（0．65）  

0．66（1．06） 3．90（0．63）  

0．82（0．82） 4．05（0．40）  

0．85（1．14） 3．59（0．88）  

0．78（1．00） 3．53（0．83）  

0．84（1．07） 3．84（0．55）  

0．82（0．95） 3．44（0．85）  

0．52（0．52） 3．86（0．54）  

0．81（1．24） 3．89（0．68）  

0．68（1．01） 3．90（0．48）  

0．81（1．10） 4，37（0．66）  

0．79（0．91） 3．53（0．77）  

0．81（0．95） 4．47（0．67）  

0．64（1．06） 4．25（0．55）  

0．79（0．88） 4．48（0．84）  

0．85（1．11） 4．21（0．69）  

0．62（0．92） 4．14（0．58）  

0．64（1．03） 4．15（0．49）  

0．59（0．91） 3．97（0．71）  

0．60（0．89） 4．03軋67）   
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覚擬態語にそれぞれどの程度当てはまるかを問い，  

“1．全くあてはまらない，”“2．あまりあてはま  

らない”，“3．どちらとも言えない”。“4．ややあ  

てはまる”，“5．非常によくあてはまる”の5件法  

で回答を求めた。  

結果と考察   

画像の命名一致率の検討   

画像の命名において得られた回答について，心理  

学を専門とする大学院生2名が，同じ内容を示して  

いると思われる記述を，協議の上でまとめて整理し  

た。   

上記の手続きによって整理された命名の記述を用  

いて，各触感喚起画像候補32枚の命名一致率を算出  

した（取ble2）。選定基準を命名率70％以上と設定  

して検討を行った結果，32枚の内，基準に合致した  

24枚の画像が選定された。なお除外された画像は，  

画像番号5．1乙13，14，23，24，28，32であった。  

画像のイメージ価の検討   

命名一致率の検討によって除外されなかった触感  

喚起画像候補24枚について，イメージ価の平均値と  

標準偏差を算出した（職ble2）。選定基準をイメー  

ジ価の評定平均値が1以上かつ1SDに0を含まない  

ものと設定して検討を行った結果，新たに除外され  

る画像はなかった。よって，最終的に24枚の画像が  

触感喚起画像として採用された。   

採用された触感喚起画像は命名について個人間で  

ある程度一貫した結果が得られており，さらに触覚  

イメージを鮮明に想起することが可能であった。  

よって，採用された触感喚起画像は．語桑決定課題  

において呈示される刺激として妥当なものであると  

考えられる。  

触覚擬態語による印象評定についての検討   

採用された触感喚起画像24枚について，触覚擬態  

語による印象評定を検討するために，各画像に対す  

る触覚擬態語22語による印象評定値の平均値と標準  

偏差を算出した。   

算出された結果について，以下の基準を設定して  

分析を行った。まず，各触感喚起画像について評定  

平均値が4以上でかつ1SDに3を含まなかった触覚  

擬態語を，画像一触覚擬態語関連対（Related  

Pair：以下RP）とした。次いで，各画像について，  

評定平均値が2以下かつ1SDに3を含まない触覚擬  

態語を，画像一触覚擬態語無関連対（Unrelated一  

馳ir：以下URP）とした。   

その結果，RP59対とURP180対が両群共に上記の  

基準を満たした。その中で一つもRPが得られな   

画像は複数抽出しないこと，④容易に命名可能であ  

ることの4点の基準を設定し，これに従って第1著  

者が単独で抽出作業を実施した結果，触感喚起画像  

候補32枚が抽出された。   

抽出された触感喚起画像候補32枚の刺激価を測定  

し，最終的な利敵画像を選定するために，それぞれ  

の画像について，①それが何であるか名称を記入す  

る項目（画像の命名），（卦どの程度触感をイメージ  

できるか（イメージ価），③イメージした触感が触  

覚擬態語22語それぞれに対してどの程度あてはまる  

か（触覚擬態語による印象評定），を尋ねる質問紙  

を作成した。  

対象者   

一般大学生27名（男性8名，女性19名）を対象  

に，触感喚起画像候補に関する調査を実施した。な  

お，全ての回答をチェックしたところ，欠損億や回  

答の不備は見られなかった。そのため，調査対象者  

全貞の回答を分析対象とした。調査対象者の年齢は  

19～30歳であり，平均年齢は20．07歳（SD＝2．29）  

であった。  

調査手続き   

大学の講義時間中に，調査への協力を依頼するプ  

リントを配布し，協力の意志を示した者に対して個  

別に連絡を取り，調査協力への同意を得た。調査は  

実施者1名と調査協力者1～2名によって，個別に  

実施され，第1著者が全ての調査を実施した。最終  

的な調査への同意が得られた者に対して，質問紙の  

フェイスシートに必要事項（所属・年齢・性別）を  

記入し，PCの画面を見ながら質問に回答するよう  

求めた。実施に要した時間はおよそ10分程度であっ  

た。なお，調査時期は2006年11月であった。  

質問紙の構成と調査内容   

調査協力者にはこの調査が様々な物から受ける印  

象についての調査であることを教示し，一枚ずつ  

PCのディスプレイ上に呈示される32枚の画像につ  

いて，それぞれ以下の各項目への回答を求めた。  

①画像の命名：「それぞれの画像に写っているもの  

は何であるか」を問い，記入して命名する事を求め  

た。  

③イメージ価：「まず，この写真に写っているもの  

を，実際に触っているところをイメージしてくださ  

い。この写真から，何らかの手触り，触感をイメー  

ジできますか？」と教示し，それぞれの画像からど  

の程度触感をイメージすることができるかを，“0．  

全くできない”，“1．ややできる”，“2．よくでき  

る”の3件法で回答を求めた。  

③触覚擬態語による印象評定：各画像から受ける触  

感の印象が，調査1において選定された22項目の触  
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かったぷよぷよ・ぷよぷよの2語を除き，敢終約に  

RP59対とURP146対が得られたぐ職ble2）。なお，  

触感喚起画像の内，画像番号3，9，絡 20．31に  
はRPが一つも得られなかったため，触感喚起画像  

から除外した。   

採用されたRP・URPは．共に画像との関連性・  

無関連性が検証されている。先行研究において特定  

の触感と特定の擬態語との間に一定の照応関係があ  

ることが指摘されているため（穫井，2003），これ  

らの刺激語は各画像の喚起する触感と強く関連す  

る，もしくは関連しない言語表現であると言える。  

よって，これらを語彙決定課題における呈示刺激と  

して使用することは妥当であると考えられる。   

調査3：触感喚起画像の触覚擬腰語に対する  

プライミング効果の検討  

目  的  

触感喚起画像の聴覚擬態語に対するプライミンダ  

効果を検討することを目的とLて，調査1．2で収  

集された呈示刺激を用いた語食決定課題を作成・賽  

施する。その際．RP・URPへの反応時間はmPへ  

の反応時間に比べて短くなり．RPへの反応時間は  

URPへの反応時間に比べ．短くなるという仮親を  

検証し，視覚的テクスチャ知覚による触覚的情報の  

想起に，意味記憶過程が関与するかどうかを検討す  

る。  

nble2 触感喚起画像の刺激価と画像関連・無関連触覚擬態語  

No  名称  命名→致宰  イメージ価t5か）  関連触覚簸態語  無関連触覚敬懇請  

1  毛布  100qb  l．74tO．45）  ふわふわ ふさふさ ふんわり   

2  砂  74．1％  1．41（0．50J  ざらざら でこぼこ  

かちこち ごつごつ かちかち こちこち  
がちがち ぼこぼこ ごわご巧  

ふわふわ もこもこ ほわほわ ふさふさ  
ふかふか もちもち ふんわり  

4  岩  81．51も  11510．66）  ざらざら でこぼこ かちかち ごつごつふわふわ もこもこ つるつる ほわほわ  
ぼこぼこ こりごり  ふさふき すべすべ がちがち ふかふか  

もちもち ふんわり  

6  砂壁  77．9％  1．39rO．471  ぎらぎら  ふわふわ もこもこ ほわほわ ふきふき  
ふかふか もちもち ふんわ均  

7  毛皮  粥．3％  ユ．7・い0．45き  ふわふわ もこもこ ふさふさ ふかふかかちこち ごつごつ かちかち がちがち  
ふんわり  ほこぼこ ごりごり  

8  石壁  70．4％  1．15 鳳66）  かちこち  ふわふわ もこもこ ほわほわ ふさふさ  
すべすべ ふかふか もちもち ふんわき）  

10  石壁  8乳9％  1．48（0．70）  でこぼこ かちかち ごつごつ  ふわふわ もこもこ ほわほわ ふきふさ  
ふかふか もちもち ふんわり  

11  毛皮  弧2％  1．釘札4鋸  ふわふわ もこもこ ふかふか ふんわり でこぼこ かちこち ごつごつ かちかち  
こちこち がちがち ぼこぼこ ごを†ご牒  

15  樹皮  100鞄  1．70沌．471  ぎらぎら でこぼこ ごつごつ  ふわふわ もこもこ ほわほわ ふさふさ  
ふかふか もちもち ふんわり  

17  箸  別．5％  1．19胞56ノ   ぎらぎら でこぼこ ごつごつ  ふわふわ もこもこ ほわほわ ふさふさ  
ふかふか もちもち ふんわり  

18  セーター   100％  1．85丑36）  ふわふわ ほわほわ ふかふか ふんわり かちこち ごつごつ かちかち こちこち  
がちがち ごりごり  

19  大理石   81．5鞄  137fO4鋸  つるつる かちこち かちかち  ふわふわ もこもこ ほわほわ ふきふき  
ふかふか もちもち ふんわり  

ごりごつ  かちかち  
ぼこぼニ ニりこ守  

21  毛皮  100t海1  1．滋服3か  ふわふわ もこもこ ほわほわ ふさふさ でこぼこ かちこち  
ふかふか ふんわり  こちこち がちがち  

22  岩壁  拓．2％  1．22≠0，42）  ぎらぎら でこぼこ ごつごつ  ふわふわ もこもこ ほわほわ ふさふき                                                  べべ ふかふ ちち ふんわij  

すす か もも   

25  毛皮  粥．3％  ユ59も0．501 ふさふさ  でこぼこ かちこち ごつごつ かちかち  
こちこち ちがちが ぼこぼこ ごか）ご㌻）  

26  石  姐3く夜，  エ．嘉】0．5い  ぎらぎら でこぼこ ごつごつ ぼこぼこふわふわ もこもこ つるつる ほわほわ  
ごりごり  ふさふき すべすへ ふかふか もちもち  

ふんわ湖  

ごつごつ かちかち  

ほこほこ ごサニ主1  

ごつごつ かちかち  

ほこぼこ ごりこて  

つるつる がきがさ  

すべすべ もちもち  

かちこち  
がちがち  

かちこち  
がちがち  

もこもこ  
ふさふさ  
ふんわり  

でこぼこ  

こちこち  

でこぼこ  

こちこち  

ふわふわ  

ほわほわ  

ふかふか  

27  毛皮  1勅‘奪1  1．5こZ†0．51〉   ふわふわ ふきふさ  

29  毛皮  96．3均一  1．63 ㈹．49）  ふさふさ   

罰  石壁  74，1悔  1．嘉（0．531  ぎらぎら でこぼこ ごつごつ  

礫「ぷよぷよ」・「ぶよぷよ」は全ての画像に無間建たったため．刺激語としてほ不採用とLた。画像池5．12．13．141刀．24．器一32は命名一致率とイよ－   
ジ価の低さから．画像池3－9．沌．劫．31は関連触盤擬懲漕が一つも得られなかったことから．それぞれ触感喚麗画像から除外した 
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から除外された画像も含めて刺激対の作成を行っ  

た。以下2種類の無意味綴りをまとめて無意味綴り  

と呼ぶ。   

以上から，RP24試行，URP24試行，NTP24試行，  

フィラー48試行，無意味綴り72試行，合計192試行  

からなる語嚢決定課題を作成した（≠ble3）。  

実験デザインと語彙決定課題の構成   

本実験は．呈示刺激対の違い（RP，URP，NTP）  

を要因として，それぞれへの反応時間を従属変数と  

した，一要因被験者内計画であった。   

本研究における語桑決定課題について，刺激の呈  

示順序と呈示時間をRg．1に示した。まず各試行の  

はじめに①注視点（＊＊＊＊）を画面中央に200ms  

呈示した。次いで②プライム刺激である刺激画像を  

640×媚0のサイズで1500ms呈示した。次に③画面  

中央に注視点（＊＊＊＊）が200ms呈示された。最  

後に④ターゲット刺激である刺激語を画面中央に呈  

示し，キーボード上で語桑判断を求めた。なお，  

SOA（Stimulus OnsetAsynchrony：プライム刺激  

の呈示からターゲット刺激の呈示までの時間間隔）  

は1700msであった。呈示された刺激語のフォント  

はゴシック体（96pt）であった。刺激語は最長で  

2000ms呈示され，時間内に反応が得られなかった  

場合には自動的に次の試行に移るよう設定した。そ  

の際，次の試行開始までに500msの時間間隔を設け  

た。   

ターゲット語に貯する反応にはキーボードを用い  

た。具体的には，キーボード上のFキーに○印，J  

キーに×印をそれぞれ印刷して貼り付け，呈示さ  

れた刺激語が田本語として意味のある言葉の場合は  

○を押し，日本語して意味のない言葉である場合は  

×を押すことで反応するよう求めた。  

実験器具   

実験の作成と実施に用いられた券具はEPSON製  

ノート型PCであり．ディスプレイは15型TFT XGA  

カラー液晶であった。また，語桑決定課題は心理学実  

験ソフトであるSuperLab ver12．04によって作成し，  

反応時間と反応の正誤を記録した。  

実験対象者ならびに実施時期   

茨城県の国立大学の講義時間中に，実験の趣旨，  

簡単な内容，少額の謝礼（500円分のQUOカード）  

方  法   

語彙決定課題の呈示刺激   

予備調査において収集された刺激対RP59対と  

URP146対から，画像の呈示頻度に偏りが生じるこ  

と，同一画像に対して同じ刺激語が繰り返し呈示さ  

れることがないよう考慮して，RP・URPを24試行  

ずつ採用した。さらに非触覚擬態語24語と触感喚起  

画像を上記と同様の点に注意して組合せ，NTP24試  

行を作成した（取ble3）。   

次に，語彙決定課題において刺激語として呈示さ  

れるフィラー語と無意味綴りの収集を行った。フィ  

ラー語は，漢字2字からなる二字熟語の感情価を測  

定した五島・太田（1999）から抽出し，表記をひら  

がなに直して使用した。抽出の際に設定された基準  

は，感情的にニュートラルであるニュートラル語  

で，かつひらがなに直した際に4文字になること，  

の2点であった。上記の基準に従って検討した結  

果 57語が抽出された。その中からランダムに48語  

を選び，フィラー語とした。   

無意味綴りは．2音節の無意味音節（楓1976）  

をA丑AB型に並べることによって擬態語を模した無  

意味綴りと．フィラー語の一部に同様の無意味音節  

を挿入して作成した無意味綴りを収集した。2音節  

の無意味音節は，ナンセンスシラブル新基準表  

（林．1976）のなかで，連想率が15％以下と著しく  

低かった104偶の2音節からランダムに抽出した。  

以上の手続きにより，ABAB塑の無意味綴り24語，  

フィラー語の一部を改変した無意味綴り48語が作成  

された。   

上記の手続きによって作成されたフィラー語と無  

意味綴りを画像と組合せ，フィラー語48試行，  

ABAB型無意味綴り24試行，フィラー語を改変した  

無意味綴り48試行を作成した。その際，画像の呈示  

頻度に偏りが生じないよう考慮した。なお，フィ  

ラー語と無意味綴りに関しては，触感喚起画像候補  

取ble3 呈示刺激対の例  

種類  画像  単語  

RP  布  ふかふか  

RP  毛皮  すべすべ  

URP  岩  ごつごつ  

URP  鉄  つるつる  

NTP  砂  わいわい  

m  木  ごくごく  

1500ms  2（】  

SOA三1700ms  

※RP＝画像一擬態語関連対1URP＝画像一擬態語   

無関連対，NTP＝非触覚語対  刑g．1語彙決定課凄の刺激呈示順序   
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を支払うこと等を明記した募集用紙を配布した。そ  

の上で，実験に協力してもよいと応えた，大学生51  

名（男性21名女性30名）に対して個別に連絡をとり，  

改めて実験に協力する意志を示した30名（男性9各  

女性21名）を対象とした。対象者の年齢は18～28歳  

で，平均年齢は19．4歳（SD＝0．3）であった。なお，  

実施時期は2006年11月～12月であった。  

実験手続き   

実験は，全て被験者1名と実験者1名によって個  

別に行われ，第1著者が全ての実験を実施した。   

課題実施に先だって，本課題は呈示される単語が  

意味のある日本譜の単語であるか，意味がなく日本  

語に存在しない単語であるかを判断する課題である  

こと，そして，反応時間を計測するため，なるべく  

早く正確に反応することを教示した。さらに，反応  

はキーボード上で行い，利き手のみで実施するこ  

と，その際，指はキーボード上に固定しておくこと  

を教示し，最後に呈示される画像をよく見ながら課  

題を行うよう求めた。   

教示に次いで，練習試行を10試行実施した。練習  

試行では，予備網査で選定された刺激対とは異なる  

刺激を呈示した。   

練習試行に次いで，192試行からなる語嚢決定課  

題を，24試行ずつの8ブロックに分けて実施した。  

呈示刺激はブロックごとに呈示順をランダム化して  

呈示した。被験者は各ブロックが終了する度に，自  

由に休憩を取ることができた。実験に要する時間は  

約15分程度であった。実験終了後，実験実施者がデ  

ブリーフィングを行ったうえで，謝礼を支払った。   

なお，語彙決定課題実施前に，ロールシャッハ法  

と他の質問紙調査を実施したが，本研究では分析対  

象外のため記述しない。  

結果と考察   

誤反応と外れ値の除去   

分析に先だって，誤反応と外れ億を分析対象から  

除外した。全被験者における誤反応数の範囲は0～  

9で，全体の誤反応率は3．33％であった。次に，外  

れ億の基準を150ms以下，ならびに各被勝者の反応  

時間の平均＋3SDとして検討した（Brown＆  

Besner；2002）。その結果全データのうち1．58％が  

外れ催として除去された。これは，先行研究と此戟  

しても問題の無い範囲の結果であったと言える。   

加えて全試行について，誤反応と外れ借を合計し  

た除去率が25％以上であった試行を分析から除外し  

た。除外の対象となった試行は5試行であり，全て  

NTPであった。除外された刺激対がNTPに集中し  

たことについては，2つの可能性が考えられる。一  

点日としては，触感喚起画像によって触覚擬態語へ  

の予期が生じ，その結果NTPへの反応が阻害され  

た可能性が考えられる。実験後に，実験意図に関し  

て気付いていたかどうかを尋ねた際，全ての実験協  

力者が本葉験の意図に気付いていなかった事が確認  

されているが．本実験が制御的処理過程を対象とし  

ている尊から，予期による効果を無視する事はでき  

ない。二点目としては，mPについては予備調査  

で十分な刺激価の調査が行われておらず，牡易度の  

統制が十分でなかった辛が挙げられる。そのため，  

NTPとその他の対との反応時間の差に関する考察  

は慎重に行う必要があろう。   

触感喚起画像による触覚擬態語へのプライミン  

グ効果の検討   

上記の手続きによって除外されなかった全RP・  

URP・NTPそれぞれについての平均値と標準誤差  

を算出した（nble4）。   

次いで，RP・URP・NTPそれぞれの反応時間の  

違いを検討するために，一元配置の反復測定分散分  

析とBonferroni法に基づく多重比較を行った（Ta－  

ble4）。その結果，呈示刺激対の違いによる効果が  

有意であった（ダ（1．38，39．93）＝58．12，♪＜．001）。   

Bo血汀Oni法に基づく多重比較の結泉 RPは  

U貯よりも反応時間が有意に短く 払＜．01），mP  

よりも反応時間が有意に短かった抜く001）。ま  

た，URPはNTPよりも反応時間が有意に尊かった  

抜く001）。以上より各刺激対への反応時間は，仮  

説通りRPが最も早く，次いでURP，そしてNTPの  

nble4 語彙判断課題における記述統計量と，ANOVAの結果（乃＝30）  

記述統計量  ANOⅥ1の結果  

刺激対  平均値（5g）  ダ催（〃） 多重比較（Bon無rroni法）  

RP  595．47（12．92）   58．12＊＊  RP＜U貯＊＊  

URP  608．37（13．85） （1．38，39．93） RP＜m＊＊＊  

NTP  659．36（14．49）  URP＜m＊＊＊  

＊＊‥♪＜．01 ＊…：少＜．001   
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効果が生じていた可能性がある事などの問題点が示  

唆された。  
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順で遅くなっていることが示された。この結果は，  

視覚的に呈示されたテクスチャ画像によって，触覚  

擬態語に対するプライミング効果が生起する事を示  

している。   

本研究の促説は，視覚的テクスチャ知覚による触  

覚情報の想起には．意味記憶過程が関与していると  

いうものであった。実験の結果はこれをある程度支  

持するものであると言えるが，以下のような問題点  

を指摘する事ができる。まず，言語的処理過程とイ  

メージ的処理過程を分経せず実験を行ったために．  

観察されたプライミング効果がどちらの過程によっ  

て生じていたかを，厳密に区別する事が推しい。  

よって，今後の研究ではこの点を明確にするため  

に，イメージ的処理を統制した形での実験を行う必  

要がある。さらに，本実験が制御的処理過程を対象  

としたものであったため．観察されたプライミング  

効果が意味記憶ネットワークの活性化拡散よりも，  

むしろターゲット語への予期によって生じていた可  

能性を否定することができない。よって，今後の研  

究においては，短いSOAを条件として加える事で，  

自動的処理過程においてもこうしたプライミング効  

果が観察されるかを改めて検証する必要がある。   

以上のような問題点を有しているものの．視覚的  

テクスチャ知覚による触覚情報の想起が，語嚢決定  

課題を通したプライミング効果として観察可能であ  

ることを示した事は一定の価値があるものと思われ  

る。今後は，前述の問題点を考慮しながら，更なる  

検討を加えていく事で，目で見てその物の触感が分  

かる，という現象を更に詳細に理解していくことが  

可能であると思われる。   

本研究のまとめ   

本研究では，視覚的テクスチャ知覚による触覚的  

情報の想起に，意味記憶過程が関与しているという  

促説を検証するために，実験的な検討を行った。そ  

の際，テクスチャ画像を視覚呈示した結果生じる，  

触覚擬態語へのプライミング効果に着目した語嚢決  

定課題を行った。呈示された刺激は刺激価の確かめ  

られたものであり．本研究で用いた触覚擬態語や触  

感喚起画像は．今後の研究においても利用可能なも  

のであると言える。実験からは，仮説を部分的に支  

持する結果が得られたが，刺激対の難易度の調整が  

不十分である事，言語的処理とイメージ的処理とを  

分離していないために，観察されたプライミング効  

果がそのどちらの過程によって生じていたかを区別  

できない事，そして制御的処理過程を対象としたた  

めに，意味記憶ネットワークの活性化拡散よりも，  

むしろターゲット語への予期によってプライミング  
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