学

位

論

文

絵画の形状が印象に及ぼす影響

平

成

27 年

栗 川

3 月

直 子

岡 山 大 学 大 学 院
社 会 文 化 科 学 研 究 科

目
第1章

次

序論

1．物体としての絵画 ·································································································1
1.1．絵画において利用できる情報
1.2．絵画の形の歴史
1.3．表現の一部となった形
2．心理学における先行研究と問題点 ············································································6
2.1．美的反応に影響を及ぼす要因(1)：作品側
2.2．美的反応に影響を及ぼす要因(2)：観察者側
2.3．先行研究のまとめと問題点
3.

本研究の目的 ···································································································· 14
3.1．絵画の形の重要性
3.2．額縁の役割
3.3．本研究における研究対象者と刺激，従属変数
3.4．本論文の構成

第2章

輪郭・額縁の形状が絵画の印象に及ぼす影響

1．美的反応の測定法 ······························································································· 19
1.1．絵画の印象評価因子
1.2．図形の生成特徴と印象の対応
2．実験 1：輪郭の形状が絵画の印象に及ぼす影響 ························································· 22
2.1．目的
2.2．方法
2.3．結果と考察
2.4．実験 1 のまとめ
3．実験 2：額縁の形状が絵画の印象に及ぼす影響(1) ····················································· 33
3.1．実験 1 の問題点
3.2．方法

3.3．結果と考察
4．第 2 章のまとめ ·································································································· 36

第3章

尺度・刺激の再検討と額縁・余白が絵画の印象に及ぼす影響

1．予備調査：絵画と形容詞の選定 ············································································· 38
1.1．目的
1.2．方法
1.3．結果と考察
2．実験 3：額縁の形状が絵画の印象に及ぼす影響(2) ····················································· 41
2.1．目的
2.2．方法
2.3．結果と考察
3．実験 4：余白（マット）の大きさが絵画の印象に及ぼす影響 ······································ 43
3.1．目的
3.2．方法
3.3．結果と考察
4．第 3 章のまとめ ·································································································· 47
4.1．額縁の形状の効果
4.2．余白（マット）の大きさの効果
4.3．額縁の有無の効果
4.4．尺度と印象評価因子
4.5．絵画間の差異

第4章

絵画と額縁の組み合わせ効果

1．問題と目的 ········································································································ 50
2．実験 5：絵画の理解度と額縁の調和度 ····································································· 52
2.1．目的
2.2．方法
2.3. 結果と考察
2.4. 全体的考察
3．実験 6：絵画の具象性と理解度 ·············································································· 61
3.1．実験 6－1：モザイクフィルタが絵画の理解度と額縁との調和度に及ぼす影響
3.2．実験 6－2 ：表現の異なる絵画におけるモザイクフィルタの影響
3.3．全体的考察
4．実験 7：理解度と印象評価における背景の効果 ························································· 73
4.1．目的
4.2．方法

4.3．結果と考察
4.4．まとめ
5．第 4 章のまとめ ·································································································· 78

第5章

総合考察

1．絵画の形状と印象 ······························································································· 80
2．絵画と額縁の組み合わせ効果と理解度 ···································································· 81
2.1．理解度とは何か
2.2．絵画の典型性に基づく期待と感情
2.3．期待からの逸脱が感情に及ぼす影響
3．研究の意義と課題 ······························································································· 88
3.1．本研究の意義
3.2．残された問題
3.3．絵画作品を刺激とすることの意義と問題

引用文献 ······························································································· 91
付録 ····································································································· 98

第１章

序

論

1．物体としての絵画
1.1．絵画において利用できる情報
絵画とは何であろうか。知覚心理学者 Gibson（1971）は，絵画とは情報の呈示である
と定義した。一度も訪れたことがない場所が描かれた絵を見て，あたかもその地に降り立
ったかのような気になることがある。しかし，絵画はどれほど実物に忠実に，生き写しに
なろうとも，描かれた対象そのものではない。外界を見るのと同じように絵を見ることが
できるのは，外界と絵画が同一の刺激情報をもたらすためである。Gibson（1971）はこれ
を「絵画において利用できる情報（information available in pictures）」と呼んだ。Gibson
（1971）によれば，画家の仕事は対象に関する情報を捉えて画面に埋め込むことであり，
絵画を見ることとは画家が画面に埋め込んだ情報を探求することである。
では人はどのように「情報を探求」しているのだろうか。Gibson（1971）は絵画知覚の
二重性を指摘している。絵画には，描かれた対象を見るための情報と，それが絵画という
物体であることを示す情報が含まれており，観察者は，絵の中に存在する仮想的対象と，
絵そのものという現実的対象との間で行き来するのだという。例として次のような実験が
紹介されている。実験室の壁を，街路や木々を撮影した写真で覆い，観察者に木々のうち
の一本までの距離やその高さを見積もるよう求めると，確信をもってほぼ正確な距離や高
さを答える。しかし，観察者は求められれば，写真が貼り付けられた実験室の壁面までの
距離や，プリントされた木の大きさも判断できる。写真が存在する空間と撮影された木が
存在する空間は同じではない。観察者は 2 つの空間を行き来しつつ，物体としての写真も
撮影された対象もともに知覚できるのである。
絵画は芸術として歴史・文化の文脈上に位置づけられると同時に，視覚的対象としてあ
るいは美的反応を引き起こす刺激として心理学者の興味をかき立てる存在でもある。これ
まで，さまざまな角度から心理学的手法を用いた絵画研究が行われてきたが，その主な目
的 は ， 刺 激 に 対 す る 観 察 者 の 美 的 反 応 に 法 則 性 を 見 出 す こ と で あ っ た 。 例 え ば Berlyne
（1971）は，刺激の複雑性・新奇性が中程度である場合に，最大の快感情がもたらされる
ことを明らかにした。また，Winston & Cupchik（1992）は，芸術に関する教育を受けた
専門家は崇高芸術を選好し，教育を受けた経験のない非専門家は大衆芸術を選好すること
を示した。多くの研究において注目されるのは絵画の表現内容，つまり，
「何を描いている
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か」「どのように描かれているか」という側面である。しかし，Gibson（1971）が指摘し
たように，観察者は描かれた内容だけでなく物体としての絵も同時に見ているのだとすれ
ば，絵画が「どのような形態の物体に描かれているか」という情報もまた，美的反応に影
響を及ぼす要因となりうると考えられる。しかしながら，表現内容以外に観察者が何を「見
て」いるのかについて考慮した研究は見当たらない。
絵画の物体としての側面に注目したとき，そこから得られる情報は形状，大きさ，厚さ，
凹凸感，素材感などさまざまなものが挙げられる。本研究では，このような情報の 1 つで
ある形状に注目する。形状とは，この場合，物体としての外形を指している。後に述べる
ように，実際の絵画作品は，縦長・横長の四角形，円形，多角形，あるいはそれらのどれ
にも当てはまらない複雑な形など，さまざまな形状を伴って私たちの眼前に現れる。本研
究の目的は，このような絵画の形状が，鑑賞者の絵画に対する印象にどのような影響を及
ぼすのかを明らかにすることである。そして，絵画を見るというとき，私たちはいったい
何を「見て」いるのかを明らかにすることを目指す。

1.2．絵画の形の歴史
ルネサンス期に活躍したイタリアの理論家アルベルティ（Alberti, L. B.）は，著書『絵
画論』において「絵画とは，与えられた距離と視点と光に応じて或る面上に線と色を以て
人為的に表現されたピラミッドの截断面に外ならない」
（三輪訳, 1971）と記した。截断面
を作るには，まず，
「自分が描きたいと思うだけの大きさの四角の枠」を引き，これを「描
こうとするものを通してみるための開いた窓」であるとみなす。そして，
「四角形の内部の
自分が思うところ」に消失点を定め，四角の枠に平行なすべての平行線群は平行線として、
枠と垂直に交わる直線はすべて 1 つの消失点へと収束するように放射線状に描く。こうし
て，2 次元平面に 3 次元の空間を仮象的に表したのが絵画であるとアルベルティは説いた。
アルベルティのいう「四角い枠の中に切り取られた外界」は，今日の私たちがよく知る
絵画の姿の 1 つであり，違和感なく受け入れられる絵画の定義であろう。しかし，そこに
至るまでの歴史を振り返ると，絵画とは決して四角の枠の中にとどまることを目指して描
かれたものではないことが分かる。ここでは西洋における絵画の形の変遷について概観す
る。
人類最初の絵画は，ラスコーやショーヴェ，アルタミラなど，現在のフランス南西部か
らスペイン北東部にかけた地域において発見されている洞窟壁画であると言われる。そこ
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では牛や馬などの動物，人の手形などが壁面いっぱいに描かれた。洞窟の壁面と絵画の支
持体としての壁面は連続しており，画枠は存在しない。また，洞窟壁画は洞窟の奥深い場
所に足を踏み入れたものだけが目にすることのできるものであった。なぜ光も届かないよ
うな洞窟の奥に絵が描かれたのかについて，そこで行われた何らかの儀式に利用されたの
ではないかとする説がある。また，壁面の凹凸を表現の一部として取り入れているという
分析もある（中原, 2001）。いずれにせよこの場合，絵は偶然そこに描かれたのではなく，
意図的に描く壁面が選択されたと考えられる。
古代ギリシャでは，皿や壷に幾何学模様や人間，動物の姿などが描かれた。皿や壷は平
面ではなく湾曲している。その形に合わせるように，人間や動物の姿や抽象的な図形が帯
状に並べて描かれた。ただし，絵付けに用いることができる色は限られており，焼き物の
性格上，細部の表現にも制約があったため，一部を除き，再現性には乏しいものが多かっ
た。
キリスト教美術が盛んになった中世ヨーロッパでは，教会の壁に聖書の物語を題材にし
たモザイク画やフレスコ画が描かれた。モザイクは貴石や大理石，彩色ガラスなどを細か
く砕いたものを並べて一定の形や模様を表す技法であり，フレスコは，壁に塗られた漆喰
がまだ生乾きの状態の間に，水または石灰水で溶いた顔料をしみこませる技法である。ど
ちらも内装の一部として教会の建造に合わせて制作されるものであり，柱や梁によって複
雑に区分された内壁や天井の形に当てはめるように聖人の姿や聖書の一場面などが描かれ
ている。また，天井やそれに近い位置にはキリストや聖母，天使など最高位の人物を描く
など，上下の位置関係を利用し，人物の位の高さを表現する工夫もみられる（Demus, 1948）。
これらの教会壁画もまた，基本的に外に持ち出すことは想定されていないため，洞窟壁画
同様，そこに行かなければ見られないという性質を持っていた。
描かれる場，展示される場が自由に選べるようになったのは，15 世紀に入り，長方形の
木枠に麻などでできた布をかぶせて張ったもの，つまりキャンバスが油彩画の支持体とし
て用いられるようになってからのことである（Grimm, 1978; 前堀訳, 1995）。キャンバス
は，主要部分が布であるため板絵よりも軽く持ち運びに便利である，壺や皿の表面とは違
って下地は白色で表面は平らである，陶器のように焼成という過程を経ないので油で溶い
た顔料をそのままの状態で定着させられるなどの特徴があった。キャンバスの普及によっ
て絵画は建物から切り離され運搬可能なものとなり，商品としての売り買いが容易になっ
た。また，キャンバス画の形状は布を張りやすいよう長方形であり，さらに立派な額縁に
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納められ，壁画と同じように壁に掛けることができた。透視遠近法の普及とあいまって，
長方形のキャンバスに描かれたイメージは，あたかも部屋の窓から眺められたかのような
組み立てを持つようになった（前田・要，2011）。すなわち，アルベルティの言うところ
の「窓」としての絵画の始まりである。絵画が商取引の対象になると，これまで多く描か
れてきた歴史画や肖像画に加え，支配階級の要望によって，美しい花々や食材，動物や貴
族の邸宅，庭園など，これまであまり描かれることのなかった題材が取り上げられるよう
になった。さらに時代が進むと，画家たちは教会や貴族の注文に応じた絵画制作だけでな
く，はじめから市場に向けて制作される作品が多くなった。絵画愛好家たちの目を楽しま
せるような，単純に見て感嘆できる絵がもてはやされるようになったのである（前田・要，
2011）。
このように，絵画の形状は表現内容と複雑に絡み合いながら時代を経て変遷を重ねてき
た。アルベルティによって定義された「窓のように外界を四角く切り取った絵画」は，は
じめから存在していたわけではない。絵画はそれが描かれる土台となる物体（支持体）の
特性に合わせて描かれ，支持体もまた，表現の要請に合わせて変化してきたといえる。

1.3．表現の一部となった形
パリにあるオランジュリー美術館には，モネの連作『睡蓮』を展示した楕円形の部屋が
2 つある。天井から自然光を取り入れた高さ 2m，広さ 500cm 2 の空間には，ゆるやかに湾
曲した睡蓮の絵が合計 8 点，部屋を取り囲むように配置されている。形を利用して，鑑賞
者をまるで絵画の中に立っているような気分にさせるこの展示室は，画家自身の構想に基
づく設計だという。
Gibson（1971）の指摘に沿って，絵画の物理的形態に注目した場合，モネの『睡蓮』の
ように，形を表現の一部として積極的に利用した作品を見つけることができる。ここでは，
日本美術の豊かな形式のバリエーションに注目し，形を利用した表現の例を挙げる。
日本美術には，屛風，襖，扇，掛軸，絵巻など，さまざまな形式が存在する。中でも屛
風という画面形式には，大きな表現上の可能性が潜んでいる（太田, 1995）。屛風はもとも
と部屋の仕切りや装飾に用いる家具である。ここに，古代から中世にかけて風景画や人物
画などさまざまな絵がさかんに描かれた。太田（1995）は，これらの絵を平面的な写真図
版の上で理解するのではなく，屛風という形式に組み立てた上で実際に座敷においてその
前に座ってみた時に屛風絵の表現の特質が見えてくると述べている。
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屛風という画面形式の特性が表現において果たす役割について分析を行ったのが奥平
（1980,1996）である。奥平（1980）は，国宝『彦根屛風』における登場人物像の姿型に，
相似，線対称，面対称の呼応関係が成立していることを指摘した。金箔を貼りつめた 6 枚
のパネル（右から第一扇，第二扇と数える）に描かれているのは近世初頭の遊里の様子で
ある。第一場，第一扇の遊女と禿は黒髪の抑揚や下肢の表現からほぼ相似形になっている
といえる。一方，第二扇の，左右に身をくねらせた若衆と犬を曳く女は線対称の関係にあ
る。さらに，第一扇の禿の上半身のみを 180 度回転すると第二扇の犬を曳く女とほぼ同じ
姿型になることから，面対称の関係にあるといえる。第二場，第三場にも相似形，線対称，
面対称の関係が見られる。このような姿型の呼応関係によって，六面の屛風は一つの場面
としてのまとまりを造成しながらも左右の場面との微妙な連続に成功しており，画家はこ
の画面形式に包含された造形の可能性を生かす意図を持っていたと考えられる（奥平,
1980）。
さらに奥平（1996）は，『彦根屏風』には明らかに山折り谷折りの屈曲部の意識が看取
されるという。屈曲した屛風と向き合うと，第一扇の遊女と禿は第一扇と第二扇の間の谷
折り目へ，つまり若衆と犬を曳く女が待つ空間へ歩んでいるように見える。また，第二場
も第三扇の禿と第四扇の三者のつながりが，折って見たほうがより自然であり，場面とし
ての密度が高まると奥平（1996）は指摘する。谷折りの屈曲部をはさんで向き合うように
設定された人物像が，折って見ることによりその絵画空間設定を一層明らかにするのであ
る。
奥平（1980）の研究を受け，栗川（2006）は，『彦根屛風』の屈曲角度を変えて呈示し
た際の鑑賞者の印象の変化とそのメカニズムを検証した。平面呈示（屈曲角度 180 度）と
比べ，屈曲呈示（屈曲角度 90 度・135 度）では，充実した，まとまった，という印象が
強くなり，また，それに伴って，わかりやすさや美しさ，おもしろさといった個人的な評
価に関わる尺度の評定値も上昇する傾向が見られた。このような印象の変化の理由は，屈
曲呈示によって画中の登場人物が何らかの会話をする場面，物語の存在が感じられ，作者
が設定した仕掛けが理解できたためではないかと考察された。屈曲呈示と平面呈示の違い
は，視空間中における物体としての立体性が増すこと，そして輪郭が複雑な形となり知覚
される画像に歪みが加わることである。次の実験では，様々な構図について屈曲呈示を想
定した歪みを加えて呈示した際の奥行き判断を求めたところ，斜めのラインという構図的
特徴が屈曲により強調され，二次元平面における空間性知覚を増大させることが示された。
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『彦根屛風』は，パネルが屈曲するという屛風特有の画面形式を利用し，奥行きを持った
絵画世界の表現を試みた作品といえる。

2．心理学における先行研究と問題点
先に述べたとおり，心理学における絵画研究は，美的対象物に対する人の反応の研究と
して発展した。その原初とされる人物の一人がドイツのフェヒナー（Fechner, G. T.）であ
る。19 世紀後半，フェヒナーは，実証的な手続きに基づき，快不快感情の数量的測定を試
みる実験美学を開始した。美という超越的な概念を想定した上でこれを演繹していくよう
な従来の美学（「上からの美学」）に対し，フェヒナーは，自らの立場を「下からの美学」
と呼んだ。
フェヒナー以降，心理学では芸術の美やそこから派生する感情を巡って様々な研究が行
われてきた。先行研究において報告されている，絵画を含む美的対象物への反応に影響を
及ぼす要因は，主に作品側に由来するものと観察者側に由来するものとに分けることがで
きる。

2.1．美的反応に影響を及ぼす要因（1）：作品側
1）複雑性（complexity）と新奇性（novelty）
Berlyne（1971）は刺激の複雑性，新奇性などの変数を照合変数と呼んだ。照合とは，
刺激がどのくらい複雑で新奇的かという判断が，すでに知っていること，予期しているこ
ととの比較・照合によって決定されることを指す。そして，美術や音楽を対象にそれらの
複雑性や新奇性と，それらに対応する感情や感性評価の関係を検討し，大脳の覚醒水準の
観点から理論化を試みた。彼が提唱した覚醒ポテンシャルモデルによると，刺激が単純す
ぎる場合や刺激に対する観察者の親近性が高い場合，脳の覚醒水準は低下し，逆に，刺激
が複雑すぎる場合や観察者への新奇性が高い場合，脳の覚醒水準は上昇する。単純すぎる
あるいは親和性が高すぎる刺激に対し人はあまり快さを感じないが，逆に，複雑すぎたり
新奇性が高すぎたりしても不快に感じるのだという。よって複雑性と単純性，新奇性と親
近性の中間に最適な覚醒水準が存在し，快感が最大になると考えられた。
2）プロトティピカリティ（prototypicality）
Berlyne（1971）が取り上げた複雑性・新奇性に代わる要因として，絵画の選好に影響
を及ぼすとされたのがプロトティピカリティである。この説の基盤となったプロトタイプ
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モデルは，経験を通して得られた刺激から，典型性や類似性によって代表的事例（プロト
タイプ）が形成され，そのプロトタイプを用いてカテゴリ化が行われるとする考え方であ
る。Whitfield & Slatter（1979）は，モダン，ジョージアン，アールヌーボーという 3 つ
の様式の異なる家具のセットを用いて，呈示された様式と同じ様式の家具を選択するよう
実験参加者に求めたところ，モダンとジョージアンの弁別性が高かった。さらに，先の実
験とは異なる参加者に対して好きな家具を選ぶよう求めたところ，弁別性の高かったモダ
ンとジョージアン様式の家具に対する好ましさはアールヌーボーより高かった。この結果
より Whitfield & Slatter（1979）は，美的反応はカテゴリ化プロセスを通して生成される
のであり，カテゴリの事例の良さとしてのプロトティピカリティは好ましさの評定値と相
関するというプロトタイプ－選好モデルを提唱した。
Hekkert & van Wieringen（1990）は，プロトティピカリティを絵画の写実性と定義し，
美的選好との関連を実験的に検討した。人物を題材にしたキュビズム絵画について，人の
姿が描かれていることが確認できるまでの時間によって 3 つのカテゴリに分類した。その
結果，反応時間が長かった，つまり人の姿が描かれていることが確認しにくかった絵画で
は，美しさと複雑性の間に逆 U 字関係が見られた。一方，人の姿が容易に確認できた絵画
では，美しさとプロトティピカリティの間に逆 U 字関係が見られた。この結果より，
Hekkert & van Wieringen（1990）は，馴染みの深い現実世界の物体に対する美的評価は
まず刺激のプロトティピカリティによって決定されるが，カテゴリ判断が難しくプロトテ
ィピカリティが役割を果たせない時には複雑性が美的評価に強い影響を及ぼすと考察して
いる。
Farkas（2002） は，シュルレアリズム絵画を用いて，プロトティピカリティと好みの
関係を検証した。40 点の作品のうち最もよく知られている作品 10 点を選び，まず，残り
30 点を 4 回呈示した。その後，5 回目の呈示で先に選んだ 10 点を呈示したところ，前に
呈示された 30 点と比べて好ましさの評定値が高かった。一方，ほとんど知られていない
作品 10 点を選び，同様の手続きで実験を行ったところ，前に呈示された 30 点と比べて好
ましさの評定値は低かった。この結果から Farkas（2002）は，よく知られている作品が
好まれたのは，新奇性ではなくプロトティピカリティの効果だとしている。
Shortess, Clarke, Richter, & Seay（2000）は，標準的な美術史の教科書から選んだ絵
画 110 点を大学生に呈示し，写実性および（絵画としての）典型性の評定を求めた。その
結果，典型性と写実性の間に正の相関がみられた。また，同一の絵画に対する複雑性，好
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ましさ，親和性の評定値（Shortess & Clarke, 1988）と照合すると，写実性および典型性
と好ましさ・親和性の間に正の相関がみられた。これより Shortess et al.（2000）は，典
型的な絵画の特徴とは相対的な写実性にあり，典型性が高いために写実的絵画は好まれる
と述べている。
3）処理流暢性（processing fluency）
Reber, Schwartz, & Winkielman（2004）は，美的快楽は観察者の処理のダイナミクス
によってもたらされるという処理流暢性理論を提唱した。対象の処理が流暢に行われると，
観察者の美的反応はポジティブなものになるという。処理流暢性を高める要因として，シ
ンメトリー，図と地のコントラスト，形のよさ，典型性，反復接触などが挙げられる。例
えばシンメトリーについて，Reber & Schwarz（2006）は，シンメトリーな図形とアシン
メトリーな図形を呈示し，好ましさの評定を求めたところ，シンメトリーな図形に対する
好ましさが有意に高かったことを報告している。
また，先に挙げたプロトティピカリティも処理流暢性を高める要因に含まれると考えら
れている。Winkielman, Halberstadt, Fazendeiro, & Catty（2006）は，8 つのドットか
ら成る 2 種類のパタンを作成しこれをプロトタイプとし，ドットの位置を様々に変化させ
たパタンについてカテゴリ判断と魅力度の評定を求めた。その結果，パタンがそれぞれの
プロトタイプに近いほど分類はより速く行われ，より魅力的と判断されていた。
実際の絵画作品を用いた実験においても，流暢性の効果が確認されている。Kuchinke,
Trapp, Jacobs, & Leder（2009）の実験では，抽象度が比較的低いキュビズム絵画は，抽
象度の高いキュビズム絵画と比べて何が描かれているかを認識するのに必要な時間が短く，
好ましさの評定値も高かった。また，ポジティブな感情反応を示す瞳孔の拡大もみられた。
Belke, Leder, Strobach, & Carbon（2010）は意味的プライミング手続きを用い，絵画の
表現内容と意味的に関連した題名，無関連の題名，“無題”という文字列を，異なる抽象レ
ベルの絵画に先行して呈示したところ，関連した題名を先行呈示された場合に絵画の好ま
しさ評定値が高く，特に写実的絵画においてその傾向が顕著であった．また，筒井・近江
（2010）では，具象画に対してモザイクフィルタをかけて具象性を低下させると理解度が
低下し，それに伴って快さ，好ましさ，美しさも低下した．一方，抽象画はモザイクフィ
ルタをかけても理解度に変化が見られず，美的評価にも有意差はみられなかった。
な ぜ 流 暢 性 が 美 的 対 象 に 対 す る ポ ジ テ ィ ブ な 評 価 と 結 び つ く の か に つ い て ， Schwarz
（1990）は，処理の容易さは，現状に対処するための適切な知識構造の利用可能性を示す
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のであり，そのことが脳にとって喜ばしいものであるためであると述べている。また，
Winkielman et al.（2006）は，処理の流暢性が，エラーなしの認知処理，刺激認識の成功
を示すためであるとしている。さらに流暢性は，多くの文脈において，その刺激が比較的
良性のものであったことを示す確率的手がかりともなるという。
4）様式・ジャンル
特定の様式や画家に対する選好については，主に美術教育的関心に基づいた調査が行わ
れている。柿沼（1979）は，女子大学生を対象に絵画一般に関する質問調査を行った。絵
画の様式と好みについて，古典的な絵，印象派風の絵が好きと答えた人は全体の 60％を超
えていたのに対し，抽象画については約 22％と低く，どちらともいえないと答えた割合が
50％に近かったことから，抽象画は好き嫌いの判断がつきにくいと述べている。また，小
中学生を対象に西洋と日本の人物画を呈示して嗜好調査を行った福本・藤縄・辻・日野・
宮本・藤飯・笹山・木津・高木（1989）は，学年にかかわらず好まれる絵に共通する特徴
として，表現の写実性，作者の技術の巧緻性を挙げている。一方，多くの生徒が嫌いと答
えた絵は，現実の人物像とはかけ離れたデフォルメがなされた絵であり，気味が悪い，変
といった反応が見られた。2000 年に行われた種倉・小松（2001）の調査でも，調査対象
者である高校生，大学生が最も好きと答えたのはフェルメールやモネの具象画であった。
また，よい絵の条件として「ここちよさを与えてくれる表現であること」
「伝えたいことが
明確であること」が選択されており，何が描かれているかが分かりやすい写実的絵画，具
象画への根強い選好傾向をうかがわせる。鑑賞場面だけでなく制作場面においても，本物
そっくりに描く写実的表現を目標とする傾向が指摘されており，このような傾向を指して
辻（1992）は“写実的表現へのあこがれ”,石橋・岡田（2010）は“写実的制約”と呼ん
でいる。
絵画のジャンルは，歴史画，風景画，肖像画，静物画，抽象画などに区分されるが，い
くつかの研究において，ジャンルによる処理の違いが指摘されている。Polzella, Hammar,
& Hinkle（2005）は，伝統的様式と現代的様式で描かれた風景画各 5 点と肖像画各 5 点
について，オリジナルのカラー絵画を呈示した場合と白黒に変換した絵画を呈示した場合
での鑑賞者の印象の違いを調べた。全体として，好意的な評価を受けたのは現代的様式よ
り伝統的様式，肖像画より風景画であった。さらに，快さ，美しさの尺度において，風景
画の場合カラーのほうが白黒に比べ評定値が高く，肖像画の場合は白黒のほうが高いとい
う結果が得られた。この結果について Polzella et al.（2005）は，風景と顔では脳におけ
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る処理に違いがあるのではないかと考察している。
Kawabata & Zeki（2004）は，機能的磁気共鳴画像法（functional magnetic resonance
imaging; fMRI）を使い，絵画鑑賞時の脳の活性化部位を調べた。すると，肖像画では紡
錘状回，風景画では海馬傍回，静物画では V3 や側方後頭皮質にそれぞれ活動の高まりが
見られた。ただし，肖像画と顔写真，風景画と風景の写真，静物画と商品の写真に反応す
る部位は似通っており，絵画鑑賞に特化した領域というわけではない（川畑, 2012）。一方，
抽象画を呈示した場合には，特定の部位に目立った活動は見られなかった。これは，抽象
画には様々な視覚的特徴が含まれており，あらゆる脳の部位と関連しているためであると
考えられている。

2.2．美的反応に影響を及ぼす要因（2）：観察者側
1）専門知識
美的反応に影響を及ぼす観察者側の要因として，最も盛んに研究されているのが，観察
者の有する専門知識レベルの問題である。多くの研究において，専門知識レベルの有無に
よる美的反応の違いが報告されている。
Winston & Cupchik（1992）は，芸術に関する教育を受けた専門家と教育を受けた経験
の な い 非 専 門 家 に 対 し ， よ い 絵 と は ど の よ う な も の か を 問 う 16 項 目 か ら な る Art
Philosophy questionnaire への回答を求め，2 つの因子を見出した。第 1 因子は喜びであ
り，第 2 因子は挑戦であった。また，美術館に展示されるような崇高芸術と，自然や家族
を写実的に描いた大衆芸術を複数呈示し，好みとその理由を訊ねた。非専門家に比べ専門
家は崇高芸術を好み，その理由として独創的，抽象的，複雑，ダイナミック，表現が豊か，
などを挙げていた。一方，非専門家は大衆芸術を好み，幸せな気持ちになる，暖かい，平
和で夢見心地，写実的，記憶を呼び覚ますなどの理由を挙げていた。これらの結果より，
Winston & Cupchik（1992）は，専門家は作品の構造的複雑性に敏感であり，非専門家は
自分自身の感情的反応に敏感であると述べている。
Hekkert & van Wieringen（1996）は，画像編集ソフトによって色と具象性を操作した
印象派絵画を用いて，専門家と非専門家の選好の違いを調べた。オリジナルの絵画とフィ
ルタによって具象性を低下させた絵画を比較した場合，非専門家では好ましさの評定に大
きな差がみられたが，専門家の場合，その差は小さかった。色についても同様に，カラー
絵画と白黒絵画に対する好ましさの差は，非専門家では大きく，専門家では有意ではなか
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った。
Leder, Gerger, Brieber, & Schwarz（2014）は，ネガティブあるいはポジティブな感情
誘発性の高い現代美術作品を用いて，専門家と非専門家の芸術に際する感情的反応の違い
を調べた。作品観察時の表情筋の活動を測定したところ，非専門家では，ネガティブな作
品に対してはネガティブな感情の生起を示す皺眉筋に，ポジティブな作品に対してはポジ
ティブな感情の生起を示す大頬骨筋に反応がみられた。一方，専門家は非専門家と比べ，
ネガティブな作品に対する皺眉筋の反応が弱かった。また，感情誘発性の主観的評定値に
ついても，専門家の場合，作品間の差がみられず，感情的反応が小さいことが示された。
さらに，好ましさ評定値について，全体として値が高いのはポジティブな作品であったが，
ネガティブな作品については非専門家に比べ専門家の評定値が高かった。
な ぜ 専 門 知 識 レ ベ ル の 高 低 に よ っ て こ の よ う な 違 い が み ら れ る の か 。 Cupchik &
Gebotys（1988）は，非専門家と専門家では意味の探索の仕方が異なるためであるとして
いる。非専門家は日常的な知覚における視覚的ストラテジーを芸術にも適用するため，意
味の土台として識別可能な内容を求めるのだという。また，Hekkert & van Wieringen
（1996）によると， 専門家は芸術の知覚・評価に影響する特有の認知モデル／カテゴリ
を有するが，非専門家は日常の経験の延長にある認知モデル／カテゴリを芸術にも適用す
るため，芸術は快く，親しみやすくあるべきと考えるのだという。一方，Leder et al.（2014）
は，専門家は芸術作品を見たり評価したりする経験を積んでおり、このことが認知的負荷
を軽減させるとしている。また、専門家は、現代美術が時にネガティブな感情をもたらす
ことを予期しており，よってネガティブな作品に対する感情的反応が非専門家ほど大きく
ないのではないかと解釈している。
2）パーソナリティ
観察者のパーソナリティは，専門知識と並び，美的選好の個人差を説明する変数として
しばしば取り上げられてきた。パタンの良さと性格特性の関連を調べた仲谷（1986）は，
非対称的で不規則なパタンを好む者は気が変わりやすく感情的な情緒不安定傾向が強く，
いつも何らかの刺激を求め，よく考えずに行動してしまうなどの衝動的性質の傾向がある
としている。Furnham & Walker（2001）は，写実的絵画，抽象絵画，ポップ・アート，
伝統的日本絵画を鑑賞した際の好ましさ評定値と観察者のパーソナリティの関連を調べ，
絵の好みに影響を及ぼす変数は，保守的傾向，性別，親和性だとしている。
Chamorro-Premuzic et al.（2010） は，情緒安定性，外向性，経験への開放性，調和性，
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誠実性（Big-Five）と絵の好みの関連について調べた。実験に用いた絵画のジャンルは肖
像画，抽象絵画，幾何学的絵画，印象派であったが，全体として絵画の好ましさ評定と関
連が見られたのは経験への開放性と外向性であった。同じく，経験への開放性を取り上げ
た Silvia（2007）では，芸術に対する知識関心度の高さと関連することが報告されている。
また， Wiersema, van der Schalk, & van Kleef（2012）は認知的完結性欲求（need for
cognitive closure）と絵の好みの関連について調べ，物事に完結性を求める人は，何が描
かれているのかを捉えにくいために抽象画を嫌うことを明らかにした。
3）情報
絵画を鑑賞する際に，作品のタイトルや制作の背景，作品に用いられている技法などに
ついての情報を与えられると美的反応が変化することが報告されている。情報の付加は，
作品もしくは作者に対する理解を促進し，絵画鑑賞の喜びにつながるといわれる（Russell,
2003）。
タイトルと作品説明の効果について，Russell（2003）は，20 世紀前半に制作された抽
象絵画を用い，絵画とともに作品のタイトルおよび作者名を呈示する条件，作品のタイト
ルと作者名に加えて作品の説明文を呈示する条件，絵画のみを呈示する条件の 3 つを設定
した実験を行った。その結果，絵画のみを呈示された時に比べ，作品のタイトルと説明文
を呈示された場合に好ましさの評定値が上昇していた。Russell（2003）と同様に，作品
のタイトルと好ましさの関連を調べた Belke et al.（2010）は，情報の付加によって作品
への理解度が上昇すると，それに伴って好ましさが高まるとしている。
技法に関する情報の効果について，石坂・高橋（2006）は，呈示された絵画が不正確な
遠近法で描かれていることを教示する群としない群とで印象の比較を行った。その結果，
実験に使用した 3 点の絵画に共通して，遠近法の歪みに対する気づきが新奇性を高めるこ
とが確認された。
作品の価値に関する情報によっても美的反応に変化がみられるという。Leder（2001）
は，ゴッホの作品を用い，親和性と好ましさの評定に正の相関関係があることを見出した。
しかし，観察時にゴッホの作品には贋作が混在している可能性があるという情報を与える
と，相関は減少したという。また，Wagner, Menninghaus, Hanich, & Jacobsen（2014）
は，腐った食品，ウジ虫など，嫌悪感をもたらすような写真を呈示し，有名美術館におけ
る展覧会に出品された写真家の作品であるとの教示を行った。その結果，写真は衛生に関
する教育素材であると教示された群に比べて，ポジティブ感情評定値の上昇がみられた。
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一方，ネガティブ感情評定値はどちらの群もともにポジティブ感情よりも高く，教示の効
果は，嫌悪度の高い刺激に対するネガティブ感情を消去したり，低減したり，変換したり
するものではないことが確認された。このことより，Wagner et al.（2014）は，芸術作品
であるという教示は作品全体の価値を高める威光効果をもたらしたのではなく，芸術作品
に関するスキーマ（アートスキーマ）を活性化させたのだと解釈している。アートスキー
マが活性化されると，芸術作品への期待，すなわち，芸術作品は鑑賞者に楽しみをもたら
す存在であるという期待が高まる。この期待が，ポジティブ感情評定値を上昇させたと
Wagner et al.（2014）は述べている。

2.3．先行研究のまとめと問題点
以上に挙げた先行研究の結果をまとめると，絵画に対する美的反応について，写実的・
具象的絵画と抽象絵画，芸術に関する教育を受けた専門者と受けていない非専門家との間
で顕著な違いが見られることがわかる。鑑賞においても制作においても，好まれるのは写
実的・具象的絵画である。これは，何が描いてあるかがわかりやすく，また，比較的明る
い色が用いられているためと説明されている。また，処理流暢性理論（Reber et al., 2004）
によると，わかりやすさは快さをもたらすため，絵画鑑賞に暖かさや喜びを求める鑑賞者
に好まれるとされる。この傾向は，特に専門知識を持たない鑑賞者において顕著であった。
一方，抽象画に対する非専門家の選好はきわめて低い。しかしながら，専門家の場合，非
専門家のようにあからさまな嫌悪を示すことはないという。また，抽象絵画を選好するパ
ーソナリティとして経験への開放性や認知的完結性欲求の低さが挙げられている。芸術に
関する専門的知識や物事に対する開かれた姿勢が，抽象絵画に対する選好と関連している
と推察される。
これらの知見から浮かび上がるのは，先行する経験やそれに基づく予期が，絵画に対す
る美的反応に影響を及ぼすという，予期と反応のインタラクションである。これはしばし
ば非常に個人的で，ときに神秘的な体験として捉えられることもある美的経験が，知識，
記憶，情報処理システムといった認知的メカニズムの観点から説明可能であることを示し
ている。
いくつか問題点も残されている。まず，プロトタイプに近い絵画に対する選好が明ら
かにされているが，プロトティピカリティの定義は研究によって様々である。絵画の写実
性，あるいは事例の良さとした研究もあれば，作品の知名度や鑑賞者の主観的判断に委ね
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た研究もある。また，抽象絵画と写実的・具象的絵画に対する美的反応の違いを指摘する
研究が多いが，なぜ反応が異なるのかについては，主題のわかりやすさの違いという以上
の分析はなされていない。主題のわかりやすさとは，表現の具象性・抽象性の言い換えに
過ぎず，美的反応の本質を説明には至っていない。
さらに，作品の表現方法が鑑賞者の美的反応に及ぼす影響を検証した研究では通常，刺
激はスライドスクリーンやコンピュータディスプレイ上に呈示されるが，刺激がどういっ
た形状かという，物体としての絵画の形状に注意を払った研究は見当たらない。観察者は
あたかも絵画という枠を通してその向こう側に広がる世界だけを知覚する存在として捉え
られており，その物理的な土台がどのような形状であるかという情報を独立変数とする研
究は見当たらず，よってその効果についても考察されていないという問題がある。そこで
本研究では，美的反応の本質的理解をめざしてこれまでの研究方法を一歩進め，絵画の形
状が観察者の印象に及ぼす影響について検討することとした。

3.

本研究の目的

3.1．絵画の形の重要性
私たちはふだん「絵画」と聞くと，四角く平面的で，額縁に入ったもの，いわゆるタブ
ローを思い浮かべがちである。15 世紀，イタリアの理論家アルベルティは『絵画論』（三
輪訳, 1971）において，絵画とは外界を四角く切り取った窓のようなものであると述べて
いる。つまり，画家の仕事とは，決められた形の枠の中にあたかも現実かのような世界を
構築することであり，観察者の仕事は枠の向こうに広がる世界を知覚することと考えられ
てきたのである。このような絵画の定義は今日の私たちにとっても受け入れやすいもので
ある。
しかしタブローが一般的になる以前の西洋画に目を向けてみると，支持体の形状や特質
に合わせて描かれた絵画が多数存在することがわかる。例えば教会内部の壁画は曲線と直
線が入り交じり，非定型の輪郭を有する湾曲した壁面に聖人の肖像や聖書の一場面が描か
れている。このように複雑な形状を示す支持体は，日本美術にも多くみられる。たとえば，
掛軸は縦に細長く，障壁画は横長の構図が多い。また，扇の伸縮，屛風の屈曲など，観察
者が形を自在に変化させることのできるメディアもある。これらの作品を精査すると，与
えられた媒体の形状を活かすように構図を整え絵を描いた画家の工夫を見てとることがで
きる（栗川, 2006）。
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このような作品の存在を考慮に入れると，絵画の知覚について考える場合には「何が描
かれているか」だけではなく「何に描かれているか」にも注意を払う必要があるだろう。
絵画は私たちの視空間中に存在する物体であり，観察者にとっては絵画の形状そのものも
切り離すことのできない知覚刺激の一部であると考えられる。しかしながら，絵画におけ
る形の問題は，心理学的な絵画研究においてこれまで議論されてこなかった。

3.2． 額縁の役割
複製技術の発達した今日では，絵画はもはや「そこに行かなければ見ることのできない」
ものではない。カタログ，ポストカード，コンピュータの画面などを通して，私たちは好
きな時に見たい絵を眺めることができる。その時，カタログやポストカード，コンピュー
タの画面が，絵画を表示する枠となっていることを意識する観察者は少ないだろう。しか
しながら，観察者が枠をも含めて絵画を「見る」のだとすると，そういった枠の形もまた，
絵画から得られる情報の一部として（無意識的に）処理されていると考えられる。
絵画の形状が観察者の美的反応に及ぼす影響について検討するにあたり，本研究では絵
画を特定の形に切り抜いた輪郭，そして，絵画を取り囲む枠である額縁に注目した。額縁
の形は，時代の趣向や絵画の表現内容に従って，円形，楕円形，縦長の長方形あるいは横
長の長方形など，さまざまな変貌を遂げてきており（金田, 1978），そのような額縁の形も
また絵画の表現の一部として意図的に選択されてきたものとみられる。
相性の良い額縁は絵画の魅力をいっそう引き立てるものである。絵画を見る際，同時に
観察者が目にしている（はずの）額縁の物質的な構成要素は，レリーフなどの装飾，形，
色，大きさなど多様である。また，版画や水彩画など厚みの薄い作品の場合には，額縁と
作品の間にマットと呼ばれる中枠が挿入されることが多い。Penny （1997; 古賀訳, 2003）
は，絵画と額縁の関係を主従関係にたとえ，両者の調和の重要性を説いている。また，絵
画そのものには目を向けていないときでも，額縁は敷物や照明器具，家具との一体感によ
って，部屋の雰囲気を演出するのに一役買っている。このため，絵画が置かれる環境によ
って，額縁はたびたび取り替えられてきた。額縁はそのデザイン性によって絵画を輝かせ
ると同時に，部屋と絵画を仲介する役割も担っているのである。
また，額縁には，絵画をそれが設置された壁面と区別する役割もある。額縁はその厚み
によって壁面平面と絵画を切り離し，絵画が表現する世界をその中に閉じ込める。現実世
界に立つ観察者は，額縁を窓口として，絵画が表現する虚構の世界に入り込むことができ
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るのである（Bailey, 2002）。額縁は壁面との境界として絵画の独立を助け，私たちの目を
作品世界へといざなう役目も持っている。
額縁は絵画作品にとってあってもなくてもよい偶然的存在なのではなく，作品の存在構
造を規定する力を持つと金田（1978）は言う。よって額装を手がける者は，絵画と周囲の
環境をつなぎ，かつ，作品を引き立てるような額縁のデザイン，素材，マットの広さ，色
を吟味するという（小笠原, 2008）。しかし，このような額装家がどのような法則に従って
額縁を選択しているのか，あるいはそのように選択された額縁と作品の組み合わせに対し
て観察者がどのような印象を抱くのかについて言及した研究はほとんどない（大中, 2005）。
本研究では，絵画の印象において額縁がどのような影響を及ぼしているのかを明らかにす
るために，額縁の形の効果の検討を行った。さらに，形の効果が見出された場合，その効
果はどのような絵画においても共通してみられるのか，それとも絵画によって異なるのか
についても検討を行った。

3.3．本研究における研究対象者と刺激，従属変数
本研究の主たるテーマは，絵画がどのように見られているかを心理学的な手法によって
明らかにすることであった。絵画を見る主体は芸術に関する専門的知識を持たない一般的
な鑑賞者であり，彼らがどのような反応を示すかに主眼を置くものであった。したがって，
芸術作品を中心に据えて，作品本来の意味や価値を問う研究とはやや異なる点があった。
1）研究対象者
本研究の参加者はすべて，芸術以外を主専攻とする大学生・大学院生であった。先行研
究においても多くの場合，実験参加者は大学生であり，大学での専攻が美術史や芸術制作
など芸術にかかわる領域である場合は専門家，それ以外の専攻である場合は非専門家とい
う区分が用いられている。したがって，本研究の参加者は非専門家に該当するものと考え
られる。
2）刺激
本研究では実在の絵画作品を実験刺激として用いた。実在の作品を刺激とすることは，
条件統制を困難にする一方，多角形やランダムドットではなく，絵画作品でしか引き出し
得ない美的反応もある（Hekkert & van Wieringen, 1990）。本研究では，絵画作品をまず
正方形にトリミングした上で，特定の形状に切り抜く，もしくは特定の形状の額縁を組み
合わせるという方法をとった。正方形に統一したのは，画像の長短比が印象に影響を及ぼ
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す可能性があったためである（例えば大中・竹澤・松田（2003）参照）。また，輪郭・額
縁の形の影響を検証するためには，同一の絵画でそれらの形状の異なるものを作成する必
要があった。これらの理由により，実験参加者には実在の絵画作品に意図的な変更を加え
た刺激が呈示された。
物体としての絵画に対する認知を取り扱うにあたっては，実験参加者に対して絵画を立
体的に呈示することが適していると考えられた。しかしながら，物体としての絵画には形
の他にも大きさ，厚さ，凹凸感，素材感などさまざまな変数が含まれるため，各要素に的
を絞った研究が必要となる。それらについてすでに十分な知見が蓄積されているとはいえ
ず，したがって本研究では物体としての絵画を「見る」ことのしくみを明らかにする第一
歩として，絵画を二次元平面上に呈示した際の形を独立変数として取り上げることとした。
3）額縁，輪郭の定義
本研究では，絵画を特定の形に切り抜いたものを輪郭，絵画を取り囲む枠を額縁と呼ぶ
こととした。額縁は形の要素のみに注目し，装飾や色といった他の要素については検討さ
れなかった。そのため，実験に用いられた額縁は実際の絵画作品に装着される額縁とは異
なっていた。また，形の特徴と印象の対応関係を確認するため，特に不規則性や複雑性を
強調するような刺激を用いた。この点においてもまた，実際の額縁とは異なっていた。
4）従属変数
Leder, Belke, Oeberst, & Augustin（2004）の情報処理モデルでは，美的対象の処理結
果として美的判断（Aesthetic Judgment）と美的感情（Aesthetic Emotion）の 2 つが得
られるとされる。絵画に対する観察者の美的反応についての研究では，先に述べたように，
好み（preference, liking）の他，快さ（pleasant），美しさ（beautiful），おもしろさ
（interesting），複雑性，新奇性，親和性（familiarity）など，さまざまな従属変数が扱
われてきた。
美的反応に対応する従属変数として想定されるものは多様だが，先行研究ではそれらの
変数のうち 1 つか 2 つのみを取り上げているものが多い。また，Silvia（2011）が指摘し
たように，好ましさや快さなど，絵画に対する美的反応として注目されているのはポジテ
ィブな反応ばかりであり，それ以外の反応についてはほとんど扱われていない。そこで本
研究では，複数の形容詞対を用いて対象の印象を測定する SD 法（semantic differential
method）を用い，観察者の反応を多元的に把握することを目指した。
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3.4．本論文の構成
本論文は序論と総合考察を含め，5 つの章から構成される（図 1）。第 1 章，序論では，
絵画に対する美的反応の研究において形の要因を考慮に入れることの必要性について考察
がなされた。第 2 章では，額縁の形による印象の増大・減少について，絵画内比較が行わ
れた。第 3 章では，評定尺度の再検討の後，額縁の形と余白の大きさによる印象の増大・
減少について検討がなされた。第 4 章では，額縁と絵画の組み合わせ効果について絵画間
比較が行われた。第 5 章，総合考察では，本研究の結果から示された，絵画認知のメカニ
ズムについて考察がなされた。

図1

本論文の構成
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第2章

輪郭・額縁の形状が絵画の印象に及ぼす影響

1．美的反応の測定法
1.1．絵画の印象評価因子
Osgood, Suci,& Tannenbaum（1957）は，対になる形容詞を左右に配置したスケール
をいくつか用い，対象の印象の測定を試みた。そして，得られたデータについて因子分析
を行い，印象を構成する主要次元として，評価性，活動性，力量性という 3 つの因子を見
出した。このように，対象の印象やイメージ，言外の感情も含めた言葉の意味などを知る
ための方法を SD 法という。SD 法を用いることで，認知的・感情的構造を数量的に把握
することが可能となる。
日本では 1960 年代後半より，SD 法を用いて絵画の評価因子を探索する研究がいくつか
行われている。市原（1968）は，大学生を対象に西洋および日本の具象画 15 点について
SD 法による印象評定を求めた。その結果，4 つの因子（好み，感情，軽快，やわらかさ）
が見出された。しかし，実験参加者と絵画を変えて同様の評定を求めたところ，先に見出
された 4 つの因子とは異なる因子が抽出された。そこで，市原（1969）は因子分析の方法
を変え，再度同じデータについて分析を行ったところ，2 つの実験における因子の類似性
が上昇した。しかし，完全に一致したとはいえず，対象とする絵画が異なると因子構造は
異なるようだと市原（1969）は述べている。
磯貝・千々岩（1971）は，絵画批評に見られる絵画の印象語（1055 語）の種類と出現
頻度を調べた。その結果，明るい，美しい，繊細な，暖かい，鮮やかななど，多数回使わ
れる語は比較的狭い範囲に限られることがわかり，これらの語を含む 39 語を絵画印象の
基本用語と名づけた。基本用語を用いた絵画の印象記述を求めたところ，使用頻度が高か
った語は，静かな，素朴な，大胆な，ふしぎな，暗い，個性的な，などであり，出現頻度
順位との相関はかなり高かった。さらに，一般の大学生を対象に絵画 31 点について，30
組の形容詞対を用いて SD 法による絵画の印象記述を求めたところ，活動性，評価性，力
量性，暖かさという 4 つの因子が見出された。
柿沼（1979）は，西洋の肖像画，風景画，抽象画計 5 点を用いて 20 個の形容詞対によ
る印象評定を求めた。因子分析の結果，動き・力の因子，明るさ・暖かさ・柔らかさの因
子・評価の因子の 3 つが抽出された。また，柿沼（1982）は鑑賞の観点を調べるため自由
記述による回答を求め，「形」「変化・動き」「色彩」「精神的なもの」など 16 項目が得ら
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れたこと，それらは風景画や肖像画など絵画の種類によって異なっていたことを報告して
いる。
表 1 に示すように，上に挙げた以外にも，SD 法を用いた絵画の印象評価研究は多数行
われている。しかし，表 1 からも分かるように，各研究に用いられた形容詞および結果と
して抽出された因子はさまざまであり，必ずしも一致しているとはいえない。その理由の
1 つは，調査対象とされた絵画が多岐にわたっているためであろう。特に，具象画と抽象
画では抽出される因子が異なることが報告されている（柿沼, 1979; 岡田・井上, 1991）。
そこで本研究では，特別な場合を除き，実験に用いる絵画を具象画に限定することにした。
また，評定に用いる尺度は，表 1 に示した先行研究，および，次に述べる図形の印象評価
研究を参考にし，本研究に適したものを選択することにした。
1.2．図形の生成特徴と印象の対応
図形の印象研究では，図形の生成特徴と印象あるいは言語と図形の印象の対応関係につ
いて検討されている。Oyama & Haga（1963）は，14 個の線画について SD 法による印
象測定を行い，力量性，評価性，活動性という 3 つの因子を見出した。そして，それらの
因子のうち力量性は角張っていて鋭さや硬さのある図形と，評価性は対称性と規則性があ
ってバランスの良い図形との間に対応がみられ，活動性は評価性とは逆に規則性があって
バランスの良い図形には当てはまりにくく，複雑性を備えた図形と結びつきやすいことが
報告されている。Kikuchi（1971）は，25 個のランダム図形を用い，それらを一対提示し
て類似性判断を求めた。得られた結果について，多次元尺度法による解析を行ったところ，
図形の属性として集約性，複雑性，対称性の 3 次元が見出された。また，同様の図形につ
いて SD 法による印象評定を求めたところ，活動性，力量性，評価性の 3 因子が抽出され
た。大山・宮埜（1999）は，図形生成アルゴリズムを用いて物理的特性を操作することで
作成された 16 種類の図形について類似性判断を求め，多次元尺度法による解析を行って
おり，その結果，図形の属性として，複雑性，規則性，曲線性の 3 つが見いだされたとい
う。これらの結果を受け，山口・王・椎名（2004）は曲線性，複雑性，規則性，開閉性を
軸とする 32 種類の図形を生成し，SD 法による印象評定を求めた。その結果，柔和性，安
定性，活動性という 3 つの因子が抽出され，さらに，曲線性と柔和性，規則性と安定性，
複雑性と活動性の間に密接な関係が見られることがわかった。また，意味的特徴に対する
心理物理的特徴の関連は「曲線性＞複雑性＞規則性・開閉性」の順で大きいことが明らか
になった。
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表1

SD 法による絵画の印象評価研究において用いられた形容詞と抽出された因子
刺激

市原(1968)

西洋・日本の具象画
計15点

磯貝・千々岩(1971)

武蔵野美大教官合同
展に出品された作
品，学生卒業制作，ブ
リヂストン美術館，大
原美術館所蔵の外国
作品など計31点

柿沼(1979)

西洋の肖像画，風景
画，抽象画計5点

因子Ⅰ
好み
好き
色が好き
線が好き
題材が好き
作者が好き
活動性
新鮮な
自由な
冴えた
楽しい
はでな
明快な
積極的な
奔放な
いきいきとした

動き・力
個性的な
自由な
静かな
新鮮な

高木(1979)

19世紀～20世紀まで
の西洋画24点

荒木(1981)

西洋画・日本画計20
点

山ノ下(1989)

1944年以降の絵画作
品16点

岡田・井上(1991)

19世紀以降の西洋絵
画10点（具象画・抽象
画各5点）

石坂・高橋(2006)

不正確な遠近法で描
かれた絵画3点（キリ
コ・セザンヌ・ゴッホ）

因子Ⅱ
感情
個性的
興奮的
感情的
不安定な
評価性
美しい
柔らかな
静かな
慎重な
おだやかな
繊細な
豊かな
弱々しい
おとなしい
よい
充実した
明るさ・暖かさ・
柔らかさ
温和な
柔らかい
暖かい
陽気な
明るい

評価性
好き
おもしろい
美しい
色彩
はでな
陽気な
明るい
色彩豊か
あたたかい
楽しい
新しい
あざやか
明朗さ
軽々しい
明るい
自由な
軽い
豊かな
はでな
など
活動性
明るい
にぎやかな
派手な
鮮やかな
軽い
動的
新奇性
まれな
驚くべき
今までにない
異質な
非現実的な
変化に富んだ

明るさ
楽しい
陽気な
明るい
美的評価
嫌い
悪い
雑な
不調和な
ぶかっこうな
不安定な
不規則的
みにくい
明晰さ
強烈な
力強い
大胆な
奔放な
不透明な
粗野な
評価性
好き
おもしろい
美しい
芸術的
深みのある

対極的な

新しい

感情的印象
楽しい
うれしい
やわらかい
安心する
あたたかい
明るい

大規模な
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因子Ⅲ
軽快
陽気な
たのしい
表面的
単純な
神経質でない
力量性
充実した
重厚な
力強い
重い

因子Ⅳ

因子Ⅴ

やわらかさ
やわらかい
女性的
ゆるんだ

暖かさ
暖かい

評価
豊かな
美しい
まとまった
素朴な
繊細な
おもしろい
好き
活動性
沈静
平凡
安定
潜勢力
女性的
静的
ぼんやり
やさしい
やわらかい

価値観
充実した
良い
洗練された
美しい
装飾的な
わかる
個性とバランス
個性的
不安定
むずかしい
大胆な
ばらばらな
絵画空間の密集
込み合っている
密集した
狭い
すぐ近くの
複雑な

解放感
あっさり
自由な
単純な
新しい
軽い

感性的評価
鋭い
きざな
冴えた

整然さ
不思議でない
非個性的な
明快な

女性的やわらかさ
やわらかい
暖かい
鈍い
女性的

絵画に対する好み
規則性
好きな
規則的な
親しみのある
対称的な
興味をひく
連続的な
快い

また，図形には感性評価だけでなく，言葉との対応関係も認められている。Köhler（ 1929）
は，それぞれ曲線と直線から成る 2 つの図形と 2 つの無意味語との対応関係を例に挙げ，
形の象徴性とその普遍性について述べている。これについて実験による検討を行った
Oyama, Yamada & Iwasawa（1998）は，喜びや不安などの抽象語にあてはまるコンピュ
ータ生成図形を選ぶように求めたところ，いくつかの語について安定的な対応関係がみら
れたことを報告している。さらに，同様の実験をアジア，アメリカ，ヨーロッパなど言語
の異なる 9 つの地域で実施したところ，複数の図形と抽象語の対応関係に類似した傾向が
みられたことが報告されており，図形の象徴性には言語や文化を越えた普遍性があること
が示唆されている（Oyama, Agostini, Kamada, Marković, Osaka, Sakurai,
Sarmány-Schuller, & Sarris, 2008）。

2．実験 1：輪郭の形状が絵画の印象に及ぼす影響
2.1．目的
絵画と図形の印象評価研究から，絵画においても図形においても，印象評定には一定の
判断軸が存在すると考えられる。さらに，大山・奥山・纓坂・鎌田（2002）によれば，そ
れらの判断軸に基づく図形の印象評定には文化の枠を超えた共通性がみられるという。絵
画を取り囲む形も図形の 1 つと考えるならば，その生成特徴と印象には一定の対応関係が
みられると予想される。さらに，絵画の印象が，その絵がもともと持っている印象と形か
ら得られる印象の結合効果であるとすれば，それは輪郭から得られる印象と絵画から得ら
れる印象から計算によって予測できると考えられる。そこで実験 1 では，数種類の絵をさ
まざまな形に切り抜いたものを実験刺激とし，輪郭の生成特徴と印象の対応関係や，それ
らが絵の印象にどのようにかかわっているのかを検証した。

2.2．方法
2.2.1．参加者
大学生・大学院生 220 名（男性 62 名・女性 158 名，平均年齢 20.73 歳）。
2.2.2．刺激
黒塗りの正方形（モノクロ図形）および，主題や様式の異なる 4 種類の絵画作品（①鶴
沢探真≪四季花鳥図≫，②スティルマン≪メッセール・アンサルドの魔法の庭≫，③コロ
ー≪モルトフォンテーヌの思い出≫，④リキテンシュタイン≪In The Car≫ ） の中から一
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部を正方形に切り抜いた合計 5 種類を基準刺激（輪郭 a）とし，これらを 9 種類の輪郭（b
～j）で切り抜いた合計 10 種類の刺激を評定対象とした。図 2 に輪郭 a～j のモノクロ図形
刺激を示す。
2.2.3．評定用紙
評定用紙 1 枚につき，約 45×45mm の範囲内の大きさの刺激１つを評定スケールの上に
配置した。モノクロ図形か 4 種類の絵画いずれか 1 つを基準とし，輪郭の異なる 10 枚を 1
組の質問紙とした。評定尺度には，SD 法を用いた絵画の印象研究においてこれまでよく
使われてきた形容詞（表 1）および，図形の印象に関する研究（山口他，2004）において
用いられた形容詞を参考に選定した 10 組の形容詞対（明るい－暗い，やわらかい－かた
い，安定した－不安定な，あたたかい－冷たい，静かな－にぎやかな，重い－軽い，はげ
しい－おだやかな，よい－悪い，繊細な－おおざっぱな，美しい－醜い）を使用した。評
定用紙は形容詞対の極性や刺激の呈示順序が異なるものを各基準刺激につき 2 種類作成し
た（付録 1-1，1-2 参照）。

図2

10 種類のモノクロ図形刺激

2.2.4．手続き
実験参加者には 5 種類の刺激のうちいずれか 1 つの質問紙を配布し，呈示された絵から
受ける印象が，評定スケールの左右に示された形容詞のどちらにより近いかを 7 段階で評
定するよう求めた。なお，評定にあたっては絵をよく観察してから回答するよう教示をお
こなった。
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2.3．結果と考察
2.3.1.

輪郭の生成特徴と印象の対応関係

まず，モノクロ図形のデータについて，因子分析（主因子法・プロマックス回転）をお
こなった。その結果，2 因子が抽出された（表 2）。第 1 因子は美しい，安定した，繊細な，
よいの因子負荷量が高く，にぎやかな，はげしいは負の負荷量が高かったため調和性因子
と命名した。第 2 因子はやわらかい，あたたかい，明るいの因子負荷量が高く，重いは負
の負荷量が高かったため柔和性因子と命名した。

表2

モノクロ図形における因子分析結果

第1因子 第2因子
形容詞
調和性
柔和性
美しい
.803
.013
安定した
.785
-.191
よい
.677
.332
にぎやかな
-.558
.247
繊細な
.542
-.128
激しい
-.474
-.263
あたたかい
.025
.806
やわらかい
-.203
.680
明るい
.104
.505
重い
.178
-.395
因子相関行列 Ⅰ
―
.240
Ⅱ
―

調和性因子は落ち着き，安定のよさを示しており，先行研究（山口他，2004）における
安定性因子と対応すると考えられる。一方，柔和性因子は朗らかな柔らかさを示しており，
山口他（2004）と共通する因子であった。この他に山口他（2004）の研究では活動性因子
が抽出されていた。ここに含まれていた項目は「活気のある」と「静かな」
（ただし負の方
向）であったが，本研究においてこれらの項目に相当すると考えられる「激しい」と「に
ぎやかな」は，調和性因子に負の負荷を示していた。このような因子構造の違いがみられ
た理由として，彼らが用いた刺激には複雑な線図形が含まれていたことが挙げられる。本
研究では絵画の輪郭として図形を扱っているため，面積を持たない線図形は刺激に含まれ
ていない。このような刺激の違いによって因子構造に違いがみられたのではないかと考え
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られる。
次に，輪郭ごとに「調和性」因子項目の平均評定値と「柔和性」因子項目の平均評定値
を求めた。10 種類の輪郭の平均は「調和性」が 4.11 であり，
「柔和性」が 3.85 であった。
これらの平均値に基づき，輪郭 a～j を高群・低群に分類した（表 3）。分類結果から，「調
和性」高群では対称性，規則性，「柔和性」高群では曲線性といった生成特徴が見られた。
調和性（安定性）と規則性，曲線性と柔和性という対応関係は先行研究（山口他, 2004）
と一致していた。

表3

モノクロ図形における各因子の平均値（ SD ）
輪郭

調和性

柔和性

a

4.91 (0.76)

2.68 (0.83)

b

4.78 (0.88)

3.22 (0.62)

c

5.27 (0.74)

4.30 (1.01)

d

4.89 (0.74)

5.25 (0.84)

e

2.73 (0.67)

4.38 (0.71)

f

2.61 (0.85)

3.63 (0.82)

g

4.02 (0.85)

3.08 (0.72)

h

3.72 (0.79)

3.05 (0.76)

i

3.77 (0.73)

3.91 (0.84)

j

4.35 (0.77)

4.96 (0.88)

平均

4.11 (1.16)

3.85 (1.15)

高群

低群

4 種類の絵画においても同様に調和性因子項目の平均評定値と柔和性因子項目の平均評
定値を求め，各絵画の平均値によって高群・低群に分類したところ，モノクロ図形と同様，
対称性や規則性といった特徴を持つ刺激は調和性高群，曲線性を持つ刺激は柔和性高群に
分類された（表 4）。
以上の結果から，輪郭の生成特徴と印象の対応関係が示され，輪郭が異なることによっ
て絵画の印象も変化することが確認された。
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表4

4 種類の絵画における各因子の平均値（ SD ）

調和性

柔和性

輪郭

絵画①

絵画②

絵画③

絵画④

絵画①

絵画②

絵画③

絵画④

a

5.35 (0.79)

5.23 (0.68)

5.52 (0.75)

3.56 (0.67)

3.70 (0.80)

3.74 (0.80)

4.13 (0.72)

3.04 (0.90)

b

4.43 (0.72)

4.31 (0.64)

4.29 (0.71)

3.59 (0.87)

3.58 (0.66)

3.54 (0.82)

3.42 (1.00)

3.33 (0.87)

c

5.35 (0.82)

5.45 (0.73)

5.64 (0.84)

4.17 (0.72)

4.96 (0.92)

5.04 (0.66)

5.13 (0.85)

4.18 (0.83)

d

4.39 (0.99)

4.70 (0.74)

4.94 (0.75)

4.64 (0.84)

5.13 (0.89)

5.16 (0.70)

5.39 (1.06)

5.19 (0.87)

e

2.88 (0.85)

3.02 (0.80)

2.94 (0.74)

3.21 (0.67)

4.43 (0.66)

4.24 (0.80)

4.39 (0.88)

4.47 (1.13)

f

2.63 (0.81)

2.89 (0.56)

2.57 (0.70)

2.76 (0.72)

3.77 (0.82)

3.71 (0.68)

3.71 (0.81)

3.73 (0.83)

g

4.03 (0.86)

3.91 (0.88)

3.80 (0.69)

3.41 (0.60)

3.62 (0.79)

3.66 (0.74)

3.46 (0.93)

3.28 (0.86)

h

3.54 (0.91)

3.66 (0.83)

3.48 (0.72)

3.21 (0.73)

3.83 (0.69)

3.57 (0.95)

3.36 (0.70)

3.44 (0.82)

i

4.49 (0.90)

4.24 (0.95)

4.23 (0.74)

3.70 (0.90)

4.61 (0.75)

4.37 (1.01)

4.56 (0.81)

4.06 (0.71)

j

4.63 (0.88)

4.71 (0.73)

4.24 (0.93)

3.74 (0.84)

4.93 (0.73)

5.04 (0.86)

4.99 (0.92)

4.62 (0.79)

平均

4.17 (1.22)

4.21 (1.12)

4.17 (1.22)

3.60 (0.90)

4.26 (0.97)

4.21 (1.02)

4.26 (1.12)

3.93 (1.08)

高群

低群

2.3.2．輪郭と絵画の組み合わせ効果
次に，輪郭と絵画の組み合わせ効果について検討をおこなった。輪郭から得られる印象
が絵画の印象に加算的に影響を及ぼすとすると，モノクロ図形と絵画の基準刺激（輪郭 a）
の評定値から期待値を算出することができる。例えば，絵画①について，輪郭 c の期待値
を求める場合，モノクロ図形における基準刺激と輪郭 c の比は 1.07，モノクロ図形と絵画
①の基準刺激の比は 1.09 であることから，輪郭 c の期待値はモノクロ図形における基準刺
激の 1.17 倍，つまり 5.74 となる。このようにして算出した期待値に対して実際の評定値
（実測値）がどのような値をとっていたか比較をおこなった。表 5 では，比が 1 以上，つ
まり実測値が期待値を上回った場合を太字で，逆に，比が中央値（調和性 0.96，柔和性
0.80）以下の場合を下線で示している。
まず，比が 1 以上の刺激についてみていく。図 3 は，縦軸がモノクロ図形における調和
性・柔和性の高群・低群，横軸が 4 つの絵画（基準刺激）の平均値（調和性 4.04，柔和性
4.16）で分類したときの高群・低群を示している。図 3 から，調和性の高い輪郭との組み
合わせによって絵の調和性が予測より増加した刺激は全 36 個中 5 個であり，さらにその
中でも高い調和性を持つと判断されたのは絵画②の輪郭 j と絵画④の輪郭 c および d であ
ったことがわかる。一方，調和性の低い輪郭を組み合わせているにもかかわらず絵の調和
性が予測より増加した刺激は 10 個あり，そのうち 7 個は平均よりも低い評定値であった。
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また，モノクロ図形では調和性が低かった輪郭 i は，絵画①～③と組み合わせることによ
って印象が向上していた。柔和性については絵画④の輪郭 h のみに柔和性の増加が見られ
たが，輪郭自体の柔和性は低く，絵全体の平均値と比較しても実測値の伸びは見られなか
った。また，輪郭自体の調和性・柔和性にかかわらず，絵画④において実測値が期待値を
上回った刺激が多いことがわかった。

表5

4 つの絵画における期待値と対実測比

調和性
絵画①
輪郭

絵画②

柔和性
絵画③

絵画④

絵画①

期待値 対実測比 期待値 対実測比 期待値 対実測比 期待値 対実測比

絵画②

絵画③

絵画④

期待値 対実測比 期待値 対実測比 期待値 対実測比 期待値 対実測比

b

5.20

0.85

5.09

0.85

5.37

0.80

3.46

1.04

4.44

0.81

4.49

0.79

4.95

0.69

3.64

0.91

c

5.73

0.93

5.60

0.97

5.92

0.95

3.81

1.09

5.93

0.84

5.99

0.84

6.61

0.78

4.86

0.86

d

5.32

0.83

5.20

0.90

5.49

0.90

3.54

1.31

7.24

0.71

7.33

0.71

8.08

0.67

5.94

0.87

e

2.97

0.97

2.91

1.04

3.07

0.96

1.98

1.63

6.04

0.73

6.11

0.69

6.74

0.65

4.95

0.90

f

2.84

0.93

2.78

1.04

2.94

0.88

1.89

1.46

5.01

0.75

5.06

0.73

5.59

0.66

4.11

0.91

g

4.37

0.92

4.27

0.92

4.51

0.84

2.91

1.17

4.25

0.85

4.30

0.85

4.74

0.73

3.48

0.94

h

4.05

0.87

3.96

0.92

4.18

0.83

2.69

1.19

4.21

0.91

4.26

0.84

4.70

0.71

3.45

1.00

i

4.10

1.10

4.01

1.06

4.23

1.00

2.73

1.36

5.39

0.85

5.45

0.80

6.02

0.76

4.42

0.92

j

4.73

0.98

4.62

1.02

4.88

0.87

3.15

1.19

6.85

0.72

6.92

0.73

7.64

0.65

5.61

0.82
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図3

期待値≧実測値の刺激

逆に，比が中央値以下のもの，つまり実測値が期待値を下回った刺激についてみていく。
図 4 に示したように，調和性・柔和性ともに共通の傾向が見られた。すなわち，調和性・
柔和性の高い輪郭を持つ刺激は，期待値には届いていないものの絵全体の平均値と比較し
て評定値が高く，調和性・柔和性の低い輪郭を持つ刺激は，期待値だけでなく絵全体の平
均値をも下回る低い評定値であった。また，調和性・柔和性に共通して，絵画③において
実測値が期待値を下回った刺激が多いことがわかった。
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図4

期待値＜実測値の刺激

以上の結果から，絵によって輪郭との組み合わせ効果がみられる絵とそうでない絵があ
ることが示された。その違いは特に絵画③と④において顕著であった。絵画③は，表 4 に
示したとおり基準刺激（輪郭 a）は元々高い調和性・柔和性を持っているが，それらの印
象を得やすい輪郭との組み合わせによってさらにその印象が高まるという相乗効果はみら
れなかった。逆に，印象との対応が弱い輪郭との組み合わせにおいては調和性・柔和性が
著しく低下するという相殺効果がみられた。一方，絵画④は元の調和性・柔和性は低いが，
輪郭のもたらす印象の強さにかかわらず，組み合わせによって予測以上の増加が見られた。
しかし，期待値を超えても，その実測値は他の 3 つの絵画と比較すると低いものが多かっ
た。
このような違いがみられた理由として，まず，実測値と組み合わせ効果の有無との関係
から，絵画③では天井効果が生じていたのではないかと考えられる。すなわち，元の印象
が強いがゆえに輪郭の効果が加わっても値が上昇する余地がなかった可能性がある。逆に，
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印象との対応が弱い輪郭を組み合わせた場合には，特に柔和性において期待値を大きく下
回ったものが多かった。これも，元の絵の印象が強かったために値が降下する余地が大き
く，輪郭のネガティブな効果が強く現れたものと考えられる。一方，絵画④は元の印象が
弱く，伸び代があったため，輪郭によるポジティブな効果がみられたのではないだろうか。
逆に，ネガティブな効果がみられた刺激はなかった。このことを確認するため，今度は刺
激間の差異を考慮に入れず，単純な輪郭効果について検討することとした。
2.3.3．単純な輪郭効果
各刺激において，基準刺激である輪郭 a を 1 としたときの他輪郭の比を算出した。これ
らを 1 以上と 1 未満に分類し，1 以上の刺激を図 5 に示した。図 3 と同様，縦軸がモノク
ロ図形における調和性・柔和性の高群・低群，横軸が 4 つの絵画（基準刺激）の平均値（調
和性 4.04，柔和性 4.16）で分類したときの高群・低群を示している。
図 5 から，調和性では絵画①～④の輪郭 c と絵画④の輪郭 d において，輪郭のポジティ
ブな効果が現れていることが確認できた。一方，柔和性については絵画①～④の輪郭 c，d，
e，j と絵画①～③の輪郭 i において輪郭の効果がみられた。つまり，曲線的な輪郭を有す
る刺激において，輪郭 a と比較したときの柔和性が高くなっていることが確認できた。ま
た，柔和性の低い輪郭を持っているにもかかわらず，基準刺激を上回った刺激が絵画①に
おいて 2 つ，絵画④においては 4 つみられた。これらの結果より，調和性においては輪郭
c が，柔和性においては曲線的な輪郭が絵の印象をいっそう高めること，また，この輪郭
効果は今回の実験に使用した 4 種類の絵すべてにおいてみられることがわかった。
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図5

対基準刺激比が 1 以上の刺激

2.3.4．絵画の違いによる輪郭の影響の有無
刺激間の差異を考慮に入れた場合と入れない場合を比較すると，相違点と共通点がみら
れた。相違点は，差異を考慮に入れない場合，絵画①～③において調和性・柔和性の高い
輪郭のポジティブな影響がみられたことである。この傾向は特に柔和性において顕著であ
った。このことから，曲線性を持つ輪郭は絵の種類にかかわらず柔和性をある程度高める
が，元々その印象が強い絵と組み合わせた場合には天井効果が生じ，相乗効果は得られな
いことがわかった。一方，共通点は，輪郭のもたらす印象の強さにかかわらず，絵画④に
おいて輪郭との組み合わせによる印象の増大がみられた刺激が多かったことである。特に，
柔和性については基準刺激である輪郭 a の値が 10 種類の輪郭中，最も低かった。また，
調和性においても輪郭 a の値は 3.56 と，絵画④の平均値 3.60 を下回っていた。ここから，
本実験の結果について 2 つの解釈が考えられる。
2.3.5.

絵画④の特徴からわかること

第一の解釈は，真四角な輪郭よりも変化に富んだ輪郭のほうが調和度が高まる絵が存在
するということである。絵画①～③は表現様式，主題ともに異なるものの，それぞれ基調
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とする色があり，筆致から穏やかな雰囲気が感じられるという共通点があった。これに対
し，絵画④は赤・青・黄など原色に近い色遣いがみられるなどコントラストが高く，人物
像を囲む黒い輪郭線からはスピード感が感じられる。このような絵の特徴から，単調な絵
と比べると輪郭の形状の変化が感じ取りやすかったのではないかと考えられる。
また，絵画①～③にはそれぞれ動物，人物，樹木がメインに描かれていたが，どの輪郭
においても切り抜かれた領域内にメインの事物の背景となる部分を含んでいた。背景が描
かれていると，観者はそこに空間の広がりを看取することができる。絵を切り取る輪郭が
変化しても，その奥に知覚される絵画空間が同じであれば，輪郭の影響は小さくなるかも
しれない。このような絵の場合，輪郭の役割として重要なのは，空間の知覚を妨げないこ
とであろう。モノクロ図形では調和性が低いと判断された輪郭 i において，絵を組み合わ
せることによって期待値を超える上昇がみられたのは，この輪郭が空間の広がりを感じる
のに適していたからかもしれない。一方，調和性においてネガティブな影響をもたらして
いた輪郭 b や f，h は，形そのものがもたらす印象に加えて空間を遮断する意味も持ってい
たと考えられる。これに対し，男女の顔の後ろに背景部分を含まない絵画④は，これらの
輪郭のネガティブな影響を受けなかった。背景が描かれていないため絵の空間性が知覚さ
れず，輪郭によってメインとなる事物が切り取られることで，絵の見えの変化が感知され
やすくなる。このような空間性の違いにより，絵画④では輪郭の変化が敏感に感じ取られ
たのではないかと考えられる。
しかし，ポジティブな印象をもたらす輪郭だけではなく，ネガティブな印象をもたらす
輪郭までが絵の印象を増大させた点は非常に興味深い。この点については次の第二の解釈
が関わっていると考えられる。
第二の解釈は，刺激によって異なる評価軸が存在する可能性があるというものである。
本研究では印象評定の指標として調和性，柔和性という 2 つの因子を採用し，これらは先
行研究とも対応するものであった。しかし，絵画①～③の調和性・柔和性の平均値にはあ
まり差がみられなかったのに対し，絵画④の平均値は他の絵と比較するとどちらもやや低
かった。このことから，絵画④には調和性や柔和性という基準では計測できない印象が含
まれていたのかもしれないと考えることができる。本研究を含め，通常，絵画の印象は，
美しさや快さといったポジティブな方向について議論されることが多い（Silvia, 2011）。
しかし，絵画の印象は常にポジティブなものとは限らず，観察者に不安や悲しみ，恐れと
いったネガティブな感情をもたらす場合もある。仮に，絵画④の基準刺激が調和性や柔和
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性とは異なる評価基準に高い属性を持っていたとすると，他の輪郭はその評価を低くする
効果があり，逆に他の評価（調和性・柔和性）を高めることにつながったのかもしれない。
この点については今後，印象評定に用いる形容詞対や作品を変えて検討する必要があると
考える。

2.4．実験 1 のまとめ
実験 1 の目的は，輪郭の生成特徴と印象の対応関係およびそれらが絵の印象にどのよう
にかかわっているのかを検証することであった。まず，輪郭の生成特徴と印象について，
規則性と調和性，柔和性と曲線性という対応関係がみられた。これは図形の印象に関する
先行研究と一致していた。しかしながら，これらの特徴を持つ輪郭が絵画の印象を増大さ
せることは確認できたものの，絵との組み合わせによって予測以上に調和性や柔和性が高
まるという相乗効果が認められたのは 4 作品中 1 つのみであった。他の 3 作品では，期待
値を超えない程度の輪郭のポジティブ効果と，期待値を大きく下回るような輪郭のネガテ
ィブ効果がみられた。実験の結果から，輪郭が絵にもたらす効果とは，組み合わせによっ
て輪郭が絵の印象をより高めるという相乗効果，あるいは印象を打ち消しあう相殺効果だ
けではなく，元の弱い印象を輪郭によって補うという補完の効果，あるいは元々強い印象
が輪郭によって弱められてしまう干渉の効果が存在すると考えられる。また，このような
効果の現れ方は作品の性質によって異なる可能性が示唆された。

3．実験 2：額縁の形状が絵画の印象に及ぼす影響（1）
3.1．実験 1 の問題点
実験 1 では，数種類の絵をさまざまな形に切り抜いたものを実験刺激とし，輪郭の生成
特徴と印象の対応関係や，それらが絵の印象にどのようにかかわっているのかについて検
討がなされた。その結果，輪郭の生成特徴と印象の対応関係が見られ，それらの特徴を持
つ輪郭が絵画の印象を向上させることが確認された。しかし，実験刺激作成の際に絵を切
り抜くため，形状によっては描かれた要素が一部見えなくなるという問題点があった。そ
こで実験 2 では絵画を切り抜く代わりに，絵画を取り囲む様々な形の枠（額縁）を組み合
わせることによって，輪郭の場合と同様の効果が見られるかを確認した。
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3.2．方法
3.2.1.

実験参加者

大学生・大学院生 188 名（男性 94 名，女性 93 名，不明 1 名，平均年齢 19.4 歳）。
3.2.2.

刺激

実験 1 と同じ 4 種類の絵画（①日本画②西洋人物画③西洋風景画④ポップ・アート）を
正方形に切り抜いたものに，輪郭の場合と同形の 10 種類の額縁（図 6）を組み合わせた，
合計 40 個の刺激を用いた。額縁の色は黒，線の太さは 2mm であった。

図6

3.2.3.

10 種類の額縁

尺度

実験 1 と同じ 10 個の形容詞対（7 段階評定）。
3.2.4.

評定用紙

用紙 1 枚につき 1 つの刺激図形を評定スケールの上に配置した。額縁の大きさは約
70×95mm の範囲内，絵の大きさは 30×30mm であった（付録 2 参照）。参加者は 4 種類の
絵画のいずれかに回答した。回答の際には，刺激全体をよく観察するよう教示を行った。
回答は個人のペースで行われ，要した時間は 10～15 分程度であった。

3.3．結果と考察
3.3.1．因子分析
まず，各項目における評定値について因子分析（主因子法, プロマックス回転）を行っ
た結果，表 6 に示すように 2 因子が抽出された。第 1 因子：調和性（美しい・良い・繊細
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な・安定した・静かな・おだやかな； α =.76）と第 2 因子：柔和性（暖かい・やわらかい・
明るい・軽い； α =.68）という因子構造は実験 1 の輪郭の場合と全く同じであった。

表6

因子分析結果

にぎやかな
激しい
繊細な
安定した
美しい
よい
暖かい
明るい
やわらかい
重い
因子相関
Ⅰ
Ⅱ

第1因子 第2因子
-.641
.361
-.609
-.147
.602
-.184
.556
-.009
.554
.179
.541
.338
.043
.677
-.108
.624
.049
.562
.135
-.541
－
.358
－

3.3.2．額縁の生成特徴と印象の対応
刺激ごとに調和性・柔和性得点を求め，それぞれの平均値と比較を行ったところ，調和
性が高かった額縁は a，b，c，d，j であり，これらに共通する生成特徴は規則性および対
称性であった。一方，柔和性が高かったのは c，d，e，i，j であり、これらの額縁には曲
線性という共通特徴がみられた。調和性と規則性・対称性，柔和性と曲線性という対応関
係は，輪郭の場合と同様であった。つまり、額縁であっても輪郭であっても，絵を取り囲
む形は同じように印象判断に影響を及ぼすことが明らかとなった。
3.3.3.

額縁と輪郭との比較

a～j の額縁ごとに，輪郭の場合との得点比較を行った（表 7）。絵画ごとに t 検定を行っ
たところ，一部において有意差がみられた（表 7 下線部）が，特定の絵画や額縁に偏った
ものではなく，大部分では額縁と輪郭の間に顕著な差はみられなかった。輪郭の場合，絵
を切り抜いたことによる遮断が何らかの影響を及ぼすかもしれないと予想されたが，今回
の結果から，絵を取り囲む形の影響が強く，観察者は描かれた内容だけではなく形を含め
た絵全体を見ている可能性が示唆された。
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表7

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
M

各絵画の調和性・柔和性得点（ SD ）

絵画①
額縁 輪郭
5.32 5.35

調和性
絵画②
絵画③
額縁 輪郭 額縁 輪郭
4.95 5.23 5.06 5.52

絵画④
額縁 輪郭
3.78 3.56

絵画①
額縁 輪郭
4.01 3.70

柔和性
絵画③
絵画②
額縁 輪郭 額縁 輪郭
3.16 3.74 3.88 4.13

絵画④
額縁 輪郭
3.12 3.04

(0.73)

(0.79)

(0.85)

(0.73)

(1.05)

(0.84)

(0.79)

(0.84)

(1.08)

(0.80)

(0.94)

(0.70)

(0.94)

(1.06)

(0.71)

(0.87)

4.72

4.43

4.61

4.31

4.52

4.29

4.31

3.59

3.32

3.58

3.34

3.54

3.38

3.42

3.20

3.33

(0.76)

(0.72)

(0.70)

(0.68)

(0.98)

(0.75)

(0.73)

(0.72)

(0.73)

(0.66)

(0.87)

(0.66)

(0.94)

(0.85)

(0.77)

(0.79)

5.11

5.35

4.79

5.45

5.06

5.64

4.61

4.17

5.03

4.96

4.79

5.04

4.94

5.13

4.43

4.18

(0.76)

(0.82)

(0.72)

(0.73)

(0.86)

(0.75)

(0.90)

(0.84)

(0.90)

(0.92)

(0.97)

(0.86)

(0.91)

(0.92)

(0.98)

(1.13)

4.45

4.39

4.83

4.70

4.75

4.94

4.52

4.64

5.32

5.13

4.92

5.16

5.08

5.39

4.98

5.19

(0.73)

(0.99)

(0.67)

(0.74)

(0.82)

(0.71)

(0.78)

(0.90)

(0.75)

(0.89)

(1.01)

(1.01)

(1.06)

(0.81)

(1.01)

(0.83)

3.06

2.88

3.31

3.02

3.08

2.94

3.10

3.22

4.61

4.43

4.39

4.24

4.18

4.39

4.03

4.47

(1.07)

(0.85)

(1.09)

(0.64)

(0.92)

(0.93)

(0.88)

(0.87)

(0.82)

(0.67)

(0.96)

(0.80)

(0.94)

(0.88)

(0.93)

(0.71)

2.97

2.63

3.10

2.89

2.92

2.57

2.87

2.76

3.94

3.77

3.61

3.71

3.80

3.71

3.54

3.73

(0.90)

(0.81)

(0.86)

(0.95)

(1.03)

(0.74)

(0.82)

(0.67)

(0.87)

(0.82)

(0.85)

(0.80)

(1.01)

(0.72)

(0.81)

(0.83)

3.79

4.03

3.94

3.91

3.73

3.80

3.65

3.41

3.33

3.62

3.38

3.66

3.57

3.46

3.29

3.28

(0.67)

(0.86)

(0.72)

(0.88)

(0.87)

(0.69)

(0.70)

(0.60)

(0.68)

(0.79)

(0.74)

(0.68)

(0.82)

(0.81)

(0.70)

(0.82)

3.91

3.54

3.67

3.66

3.62

3.48

3.80

3.21

3.36

3.83

3.25

3.57

3.48

3.36

3.26

3.44

(0.87)

(0.91)

(0.71)

(0.83)

(1.00)

(0.72)

(0.71)

(0.67)

(1.00)

(0.69)

(0.73)

(0.74)

(0.89)

(0.93)

(0.80)

(0.87)

3.88

4.49

4.00

4.24

4.04

4.23

3.77

3.70

4.68

4.61

4.11

4.37

4.60

4.56

4.58

4.06

(0.82)

(0.90)

(0.76)

(0.80)

(0.66)

(0.74)

(0.66)

(0.73)

(0.89)

(0.75)

(0.86)

(0.95)

(0.87)

(1.00)

(0.80)

(0.86)

4.39

4.63

4.65

4.71

4.57

4.24

4.36

3.74

5.13

4.93

4.82

5.04

5.00

4.99

4.85

4.62

(0.76)

(0.88)

(0.65)

(0.76)

(0.77)

(0.70)

(0.78)

(0.72)

(0.86)

(0.73)

(0.85)

(0.82)

(0.90)

(0.70)

(1.03)

(0.90)

4.16

4.17

4.18

4.21

4.13

4.17

3.88

3.60

4.27

4.26

3.98

4.21

4.19

4.26

3.93

3.93

4．第 2 章のまとめ
実験 1・実験 2 から得られた結果は大きく分けて 2 つある。1 つ目は，輪郭・額縁の生
成特徴と印象の対応関係である。輪郭・額縁の規則性・対称性が調和性と対応し，曲線性
は柔和性と対応することが示された。2 つ目は，このような対応関係は実験に用いたどの
絵画にも共通してみられたものの，絵画によって印象の増大・減少の程度が異なっていた
ことである。調和性・柔和性が高い絵画の場合，それらの印象を得やすい輪郭・額縁との
組み合わせによってさらにその印象が高まることはなかった。逆に，印象との対応が弱い
輪郭との組み合わせにおいては調和性・柔和性の著しい低下がみられた。一方，調和性・
柔和性が低い絵画の場合，輪郭・額縁との組み合わせによって予測以上の印象の増大がみ
られた。しかし，予測を超えても，その実測値は他の 3 つの絵画と比較すると低いものが
多かった。
以上の結果より，2 つの課題が残された。まず，絵画によって，輪郭・額縁を組み合わ
せる前から調和性・柔和性の印象が強い，もしくは，輪郭・額縁による印象の増大はみら
れたが絶対値はあまり高くないという結果が得られたことについて，その理由を確認する
ことである。実験 1・2 では絵画および図形の印象に関する研究において用いられた形容
詞を参考に，印象評価用の形容詞対を選定した。また，刺激とした絵画は，主題や様式が
異なるという条件によって選択された。そのため，形容詞対が幅広い絵画の印象評価に適
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していなかった，あるいは使用した刺激に偏りがあった可能性がある。この点を確認する
ため，実験 3 でははじめに予備調査を行い，絵画の印象評価に適した形容詞の選択と，刺
激に用いる絵画の選定がなされた。
もう 1 つは，絵画によって輪郭・額縁と組み合わせた際の印象の増減の程度が異なると
いう結果が得られたが，これが，実験 1・2 で刺激として用いた絵画に特有の結果であっ
たのか，それともなんらかの要因が関わっているのかを確認することである。この点につ
いては，実験 3（第 3 章）において異なる絵画を用いて同様の結果がみられるかどうかを
確認するとともに，実験 5（第 4 章）において，額縁と絵画の組み合わせ効果に影響を及
ぼす要因の検討が行われた。
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第3章

尺度・刺激の再検討と額縁・余白が絵画の印象に及ぼす影響

1．予備調査：絵画と形容詞の選定
1.1．目的
絵画の印象評価に適した形容詞の選択と，刺激に用いる絵画を選定することを目的とし
た。
1.2.

方法

1.2.1．絵画と形容詞の選定
刺激として用いる絵画について，印象が固定される可能性があるため，美術の教科書に
掲載されているような一般的によく知られている絵画を避け，あまり有名ではなく，作者
や題材の異なる 26 点の西洋画（人物画 8 点，風景画 9 点，静物画・室内画 4 点，抽象画
5 点）を用意した。これらの絵画を形と大きさが均一になるよう 10×10 ㎝にトリミングし
た。形容詞は，SD 法を利用した研究をまとめた井上・小林（1985）を参考に，特に芸術
領域において使用頻度が高かった 46 個の形容詞を用い，心理学を専攻する大学院生 11 名
に対し各絵画の印象に当てはまるものを全て選ぶよう求めた（付録 3-1 参照）。次に，形容
詞をポジティブ語，ネガティブ語，ニュートラル語に分類し，絵画ごとに選択された形容
詞を集計した。その結果，絵画は，ポジティブ語，ネガティブ語ともにバランス良く選択
されていた 6 点（絵画 1：マネ≪ラテュイユ親父の店≫，絵画 2：ムーア≪牧歌≫，絵画 3：
ピサロ≪モンフーコーの農場≫，絵画 4：ホックニー≪ニコルズ・キャニオン≫，絵画 5：
ボナール≪化粧室≫，絵画 6：バルテュス≪コメルス・サン・タンドレ小路≫）を選択し，
形容詞は，選択数の少なかったものを省いた後，残ったものの中から正反対の意味を持つ
ものを組み合わせた 21 対（陽気な－陰気な，繊細な－おおざっぱな，快い－不快な，安
心な－不安な，やわらかい－かたい，鋭い－鈍い，はげしい－おだやかな，暖かい－冷た
い，動的な－静的な，良い－悪い，重い－軽い，面白い－つまらない，派手な－地味な，
好きな－嫌いな，明るい－暗い，強い－弱い，嬉しい－悲しい，緊張した－ゆるんだ，美
しい－醜い，安定した－不安定な，騒がしい－静かな）を用いることとした。
1.2.2. 評定用紙
評定用紙には A4 用紙を用い，上部に 6.5×6.5 ㎝の大きさのカラー絵画を 1 点，その下
に評定スケール（7 段階）をプリントした（付録 3-2 参照）。これらの評定用紙 6 枚をラン
ダムな順序で綴り，さらに表紙（フェイスシート）を加えた冊子を作成した。
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1.2.3. 参加者
大学生 87 名（男性 35 名，女性 52 名，平均年齢 20.3 歳）。
1.2.4．手続き
大学の授業時間の一部を利用し，冊子を配布，その場で回収した。回答にあたっては，
絵をよく観察し，得られた印象が左右に配置した形容詞のどちらに近いかを評定するよう
求めた（SD 法）。回答は個人のペースで行われ，要した時間は 10～15 分程度であった。
1.2.5．評定値の集計
各形容詞対について，ポジティブ語について“非常に当てはまる”を 7，“かなり当てはま
る”を 6，“やや当てはまる”を 5，“どちらでもない”を 4，ネガティブ語について“やや当て
はまる”を 3，“かなり当てはまる”を 2，“非常に当てはまる”を 1 として集計を行った。

1.3．結果と考察
1.3.1．形容詞の選定
項目ごとの評定値を用い，因子分析（主因子法・プロマックス回転） を行った。負荷
量が小さいもしくは因子間にまたがる項目を除き，最終的に各 5 項目からなる 2 因子が抽
出された（表 8）。第 1 因子（ α ＝.89）は派手な，明るい，騒がしいといった項目の負荷
量が高く，“活動性”と命名された。第 2 因子（ α ＝.83）は快い，安心な，好きなといった
項目の負荷量が高く，“評価性”と命名された。
1.3.2．絵画の選定
次に，各絵画について，因子ごとの得点を求めた（表 9）。評価性はどの絵画においても
4 前後とあまり差はなかったが，活動性は 2.5～5.5 の幅があった。この結果より，刺激の
多様性を確保しつつ，回答者の負担を軽減するため，活動性・評価性ともに高かった絵画
1 （以下“マネ”と表記），活動性が低く評価性は中程度の絵画 3 （以下“ピサロ”と表記），
評価性はやや低いが活動性が最も高かった絵画 4 （以下“ホックニー”と表記）を以降の実
験に用いることとした。
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表8

絵画 6 点の印象評定における因子分析結果

項目
派手な―地味な
明るい―暗い
騒がしい―静かな
陽気な―陰気な
嬉しい―悲しい
快い―不快な
安心な―不安な
好きな―嫌いな
良い―悪い
安定した―不安定な
因子間相関

表9

F1
.86
.86
.81
.75
.66

F2
-.16
.09
-.24
.10
.26

.08
.10
-.13
-.04
-.07

.74
.74
.74
.73
.64
.27

F1
F2

各絵画の活動性・評価性平均値（ SD ）

番号（作者名）
絵画1（マネ）

活動性
4.84 (.70)

評価性
4.60 (.77)

絵画2（ムーア）

3.13

(.75)

3.82

(.77)

絵画3（ピサロ）

2.58

(.78)

4.12

(.89)

絵画4（ホックニー）

5.52

(.91)

3.73 (1.09)

絵画5（ボナール）

3.73 (1.04)

4.41

(.87)

絵画6（バルテュス）

2.50

3.65

(.90)
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(.61)

2．実験 3：額縁の形状が絵画の印象に及ぼす影響（2）
2.1．目的
異なる生成特徴を有する額縁と絵画を組み合わせた刺激を用い，額縁の形状による印象
の違いを検討する。

2.2．方法
2.2.1．実験参加者
大学生 34 名（男性 14 名，女性 20 名，平均年齢 18.4 歳）。
2.2.2．刺激
予備調査にて選定された絵画 3 点に，実験 2 においても使用された，形状の異なる 4 種
類の額縁（a～d）を組み合わせ，合計 12 個の刺激を作成した（図 7）。絵画の大きさは 4.7×4.7
㎝，額縁の大きさは約 15×12 ㎝の範囲内であった。また，額縁の色は黒で線の太さは 2 ㎜，
余白（マット）は白色であった。
A4 用紙の上部にこれらの刺激を 1 枚につき 1 つ配置し，その下には予備調査にて選定
された 10 個の形容詞対からなる評定スケール（7 段階）を配置した（付録 3-3 参照）。こ
れらの評定用紙 12 枚をランダムな順序で綴り，さらに表紙（フェイスシート）を加えた
冊子を作成した。

絵画

額縁 a

絵画

絵画

額縁 b
図7

額縁 c

絵画

額縁 d

4 種類の額縁と絵画の組み合わせ

2.2.3．手続き
予備調査と同様，SD 法による印象評定を求めた。授業時間の一部を利用し，教室で冊
子を配布し，その場で回収した。回答の際には，刺激全体をよく観察するよう教示を行っ
た。回答は個人のペースで行われ，要した時間は 10～15 分程度であった。
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2.3．結果と考察
2.3.1．活動性・評価性得点
各刺激について，予備調査で得られた 2 つの因子（活動性・評価性）の得点を算出した
（図 8）。信頼性係数は活動性が α ＝.84，評価性が α ＝.87 で，いずれも十分な高さであ
った。次に，これらの得点について，絵画（3 点）×額縁（4 種類）の 2 要因分散分析を行
った。結果，活動性・評価性両方において絵と額縁の交互作用が有意であった（活動性：

F（6, 198）= 12.39，評価性： F（6, 198）= 5.35, いずれも p < .01）。さらに，下位検定
を行った結果について，以下で詳しく記述する。
2.3.2．額縁の生成特徴と印象の対応関係
まず，活動性・評価性両方について，額縁の単純主効果が全ての絵画に認められた（活
動性：“マネ” F （3, 297）= 5.17；“ピサロ” F （3, 297）= 9.30；“ホックニー” F （3, 297）=
30.43，評価性：“マネ” F（3, 297）= 32.84； “ピサロ” F（3, 297）= 5.47； “ホックニー” F
（3, 297）= 22.11，すべて p < .01）。さらに，多重比較を行ったところ，図 8（a）に示す
ような額縁間の印象の差異が明らかとなった。評価性については，3 つの絵画に共通して，
額縁 a・b が額縁 c・d に比べ有意に高いという結果が得られた。これより，額縁 a と b に
共通する生成特徴である規則性，対称性が評価性と対応すると考えられる。一方，活動性
については，“ホックニー”のみ額縁 b に高い値が認められたものの，額縁 a・b・c と比べ
て額縁 d の値が高いことが図 8 より読み取れる。これより，額縁 d の生成特徴である直線
と鋭角，不規則性などが，活動性と対応すると考えられる。

（a）
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（b）

* p < .05, ** p < .01
図8

4 種類の額縁と絵画の組み合わせにおける評価性・活動性得点

注）
（a） は各絵画における額縁間の印象の差異，
（b） は各額縁における絵画間の
印象の差異を示したものである。

2.3.3．絵画間の差異
次に，絵画の単純主効果の検定を行ったところ，活動性については全ての額縁において
有意であり（額縁 a：F（2, 264）= 56.09，額縁 b：F（2, 264）= 114.87，額縁 c：F（2, 264）
= 67.98，額縁 d： F （2, 264）= 60.19，すべて p < .01），評価性については額縁 a・b に
おいて有意であった（額縁 a： F （2, 264）= 6.02，額縁 b： F （2, 264）= 9.19，いずれも

p < .01）。さらに多重比較を行ったところ，図 8 （b）に示したような有意差がみられた。
図からわかるように，活動性は，“ホックニー”，“マネ”，“ピサロ”の順に高くなっており，
予備調査において確認された“ピサロ”の活動性の低さが額縁と組み合わせた本実験の場合
にも反映されたと考えられる。また，評価性は，額縁 a・b ともに“マネ”と“ホックニー”が
高く，“ピサロ”が低くなっていた。予備調査における“ホックニー”の評価性は本実験に用
いた 3 つの絵画の中で最も低かったが，額縁 a・b を組み合わせたことによって印象の増
大がみられた。

3．実験 4：余白（マット）の大きさが絵画の印象に及ぼす影響
3.1．目的
実験 3 において，額縁 c・d は部分的に絵画と接する点があり，額縁の大きさによって
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絵画の大きさも決定された。しかし，額縁 a・b は絵画と接する点がなく，額縁と絵画の
間の距離はさまざまに設定することが可能であった。そこで実験 4 では額縁の大きさを変
化させ，額縁と絵の距離，つまり余白（マット）の大きさが印象に及ぼす影響を検討する
こととした。また，額縁なし条件を新たに設定し，額縁の有無による印象の変化も確認す
ることとした。

3.2．方法
3.2.1．実験参加者
大学生 70 名（男性 36 名，女性 34 名，平均年齢 21.0 歳）。
3.2.2．刺激
実験 3 で用いたのと同じ 3 種類の絵画に，額縁 a（正方形）および b（円形）を組み合
わせたものを刺激として用いた。絵画の大きさは一定（4.7×4.7 ㎝）とし，額縁の大きさ
を表 10 に示すように 4 段階に設定した。また，実験 3 では余白の色は白であったが，額
縁が刺激の一部であると認識されないおそれがあるため，実験 4 では余白（マット）の色
をごく薄い黄色とした（付録 4 参照）。評定尺度は研究 1 と同様であり，額縁 a と b それ
ぞれについて，4 段階の大きさの額縁と 3 種類の絵画を組み合わせた刺激 12 個と額縁なし
3 個，合計 15 個の刺激の評定用紙と表紙を 1 綴りとした。なお，どちらの冊子も刺激の呈
示順序はランダムであった。

表 10

額縁の大きさと余白（マット）の面積
大きさ1

額縁a

一辺の長さ（㎝）
2

余白（マット）の面積（㎝ ）
額縁b

2

大きさ3

大きさ4

14.0

12.0

10.0

8.0

173.9

121.9

77.9

41.9

14.5

12.5

10.5

8.5

143.0

100.6

64.5

34.6

直径（㎝）
余白（マット）の面積（㎝ ）

大きさ2

3.2.3．手続き
実験 3 と同様であった。

3.3．結果と考察
各刺激について活動性・評価性得点を算出し，両得点について，額縁の形状（ a・b ）
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×額縁の大きさ（5 種類）×絵画（3 種類）の 3 要因分散分析を行ったところ，評価性にお
いては額縁の形状と大きさ，活動性においては絵画と額縁の大きさという，それぞれ異な
る交互作用が確認された。以下，分析の結果について詳しく記述する。

3.3.1．額縁の形状と大きさの効果
図 9 に示したのは，額縁の形状と大きさ別の活動性・評価性得点である。分散分析の結
果，評価性において，額縁の形状と大きさの交互作用が有意であった（ F（4, 272）= 4.72,

p < .01）。さらに，単純主効果の検定を行ったところ，最も小さい額縁において，形状の
主効果が有意であった（ F （1, 340）= 10.22, p < .01）。また，額縁 a において，額縁の大
きさの主効果が有意であった（ F （4, 272）= 8.27, p < .01）。さらに，多重比較を行った
結果について図 9 に示した。これらの結果から，額縁 a の場合は，最も大きい額縁を組み
合わせた場合の評価性が最も低く，余白が小さくなるにつれて評価性が上昇することが明
らかとなった。一方，額縁 b の場合，主効果はみられなかったものの，図 9 に示したよう
に最大（b1）と最小（b4）の額縁に比べ中程度の大きさ（b2・b3）の値が高く，最小の額
縁（b4）における評価性の値が額縁 a よりも有意に低かった。このことより，額縁 b の場
合，額縁と絵が接近しすぎると評価性が低下すると考えられる。
一方，活動性においては，評価性においてみられたような額縁の大きさや形状による差
はみられず，活動性は余白（マット）の大きさに影響を受けないことが示された。

** p < .01
図9

額縁の形状と大きさ別の活動性・評価性得点
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3.3.2．絵画による違い
分散分析の結果，絵と額縁の大きさについて，活動性における交互作用が有意であった
（ F （8, 544）= 3.49, p < .01）。さらに単純主効果の検定を行ったところ，額縁の大きさ
すべてにおいて，絵の主効果が有意であった（大きさ 1：F（2, 680）= 173.71，大きさ 2：

F（2, 680）= 158.35，大きさ 3： F（2, 680）= 136.40，大きさ 4： F（2, 680）= 172.73，
額縁なし F（2, 680）= 214.65，すべて p <.01）。さらに，多重比較を行った結果，どの大
きさの額縁においても“ホックニー”，“マネ”，“ピサロ”の順で活動性が高くなっていた（図
10）。また，額縁なし条件においても“ピサロ”の活動性評定値は最も低く，実験 3 と同様，
絵画が元々持っている活動性の低さが額縁と組み合わせた場合にも反映されたと言える。

** p < .01
図 10

絵と額縁の大きさ別の活動性・評価性得点

3.3.3．額縁の有無の影響
次に，額縁の有無による印象の変化を確認するために，絵と額縁の形状の組み合わせご
とに，額縁の大きさ（額縁なしを含む）による活動性・評価性得点の違いについて検討し
た。分散分析の結果，活動性においては“ピサロ”の額縁 a（ F （4, 136）= 3.82, p < .01）
と額縁 b（ F（4, 136）= 6.23, p < .01），評価性では“ピサロ”の額縁 a（ F（4, 136）= 4.76,

p < .01）と“ホックニー”の額縁 a（ F （4, 136）= 8.30, p < .01）にそれぞれ有意差がみら
れた。さらに，多重比較を行った結果，“ピサロ”では額縁 a の大きさ 3 および額縁 b の大
きさ 1 と 3 において，額縁があるほうが活動性が高いという結果が得られた。また，評価
性については大きさ 4 において，額縁があるほうが高い傾向がみられた。一方，“ホックニ
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ー”では，額縁 a の大きさ 1 を組み合わせた場合、額縁なしよりも評価性が有意に低いと
いう結果が得られた。以上のことから，額縁の形状や余白の大きさによって，絵と組み合
わせた際の印象が向上する場合と逆に低下する場合があることが明らかとなった。

4．第 3 章のまとめ
4.1．額縁の形状の効果
実験 3 では，生成特徴の異なる 4 種類の額縁と 3 点の絵画を組み合わせて，印象と額縁
の形状の対応関係を検討した。その結果，絵画によって差はみられたものの，全体として，
規則性・対称性を有する額縁 a（正方形）や額縁 b（円形）を組み合わせると評価性が向
上し，不規則で直線と鋭角からなる額縁 d を組み合わせると活動性が向上することが明ら
かとなった。図形の生成特徴と印象の対応関係について，規則的な図形が評価性と，複雑
で直線的な図形が活動性と対応することが明らかにされている（Oyama & Haga, 1963;
山口他, 2004）。また，絵画の輪郭の形状と印象の対応関係について検討した栗川（2013 a）
では，調和性・柔和性という 2 つの印象を取り上げ，正方形や円などの規則性・対称性を
持った輪郭が絵の調和性を向上させることが報告されている。調和性とは美しい，よい，
評価したなどの項目を含む，落ち着きや安定の良さを示す因子であり，本研究における評
価性と対応するものと考えられる。
ゲシュタルト心理学において，図形の規則性や対称性は形のよさを決める要因とされる。
一方，活動性の高かった額縁 d は，爆発や騒音を連想させる表現として，漫画やデザイン
に用いられることが多い。規則性や対称性が安定感・不動性をもたらすのとは逆に，不規
則性や複雑性は不安定さや躍動感と結びつきやすい（Oyama & Haga, 1963）。このように，
形には感性評価との対応関係があり，形が額縁として絵画と組み合されたときには，その
対応関係が絵画全体の印象に影響を及ぼすのだと考えられる。

4.2．余白（マット）の大きさの効果
実験 4 では，絵画の大きさを固定した上で余白（マット）の大きさを 4 段階に変化させ
たときの印象の違いを検討した。その結果，額縁の形状により余白（マット）の大きさの
効果に違いがあることが明らかとなった。額縁が正方形の場合，余白が小さくなるにつれ
て評価性が高くなっていたが，円形の場合，評価性は中程度の大きさにおいてピークを迎
え，最小になると再び低下していた。長方形の画像と額縁を用いた大中（2005）の研究で
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は，余白が小さくなるにつれて評価感，好ましさ，広視界感が上昇しており，本研究の正
方形の場合の結果はこれと一致しているといえる。しかし，円形の場合はこれに従う結果
とはならなかった。これについては次の 2 つの理由が考えられる。1 つ目は，絵画の四隅
が額縁と接していたことである。一見すると，額縁との接点があることによって絵画の位
置が定まり，より評価感が高まるように思える。しかしながら，本研究の結果をみると，
評価感を高めるためには，絵画と額縁が接しない程度に適度な大きさの余白をとるほうが
よいといえそうである。2 つ目は，絵画の形状がすべて正方形で統一されていたことであ
る。このため，円形の額縁と組み合わせた場合，絵画と額縁の距離はどこをとっても一定
というわけではなく，狭い部分と広い部分ができた。また，額縁と絵画の形状の不一致が
評価性の評価に影響を及ぼした可能性もある。この点については今度，新たな実験条件を
設定するなどさらなる検討を要するだろう。
以上のように，余白の大きさは評価性に影響を及ぼすことが明らかとなったが，一方，
活動性についてはほとんど影響がみられなかった。このことより，余白の大きさは全体的
な絵画の印象を左右するわけではなく，好ましさや快さ，安定感など評価の次元において
影響を及ぼすことが示された。

4.3．額縁の有無の効果
実験 4 の結果から，額縁の有無の影響は，額縁の形状と余白（マット）の大きさにより
異なることが示された。額縁の形状別にみると，正方形の額縁を組み合わせた場合，“ピサ
ロ”では大きさ 4 が額縁なしと比べ評価性を上昇させていたが，“ホックニー”では大きさ 1
が額縁なしよりも評価性を低下させるという結果が得られた。また，活動性は，“ピサロ”
の大きさ 3 のみ額縁なしより有意に高い値がみられたが，その他の絵画においてはどの大
きさの場合にも有意差がみられなかった。一方，円形の額縁を組み合わせた場合，“ピサロ”
においてのみ活動性に有意差がみられたものの，その他の絵と額縁とを組み合わせた場合
には評価性・活動性ともに額縁なしとの差はみられなかった。これより，正方形の額縁は
評価性の増大に寄与する傾向があるが，円形の額縁の場合および活動性の増大については
余白（マット）の大きさの影響はほとんどみられないことが示された。

4.4．尺度と印象評価因子
実験 1・2 では明るい－暗い，やわらかい－かたい，安定した－不安定な，あたたか
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い－冷たい，静かな－にぎやかな，重い－軽い，はげしい－おだやかな，よい－悪い，繊
細な－おおざっぱな，美しい－醜いという 10 個の形容詞対を用いて刺激の印象評価を求
め，調和性，柔和性という 2 つの因子が抽出された。実験 3 では予備調査で選択された快
い－不快な，良い－悪い，好きな－嫌いな，安心な－不安な，安定した－不安定な，派手
な－地味な，騒がしい－静かな，嬉しい－悲しい，明るい－暗い，陽気な－陰気なという
10 個の形容詞対を使用し，評価性と活動性という 2 つの因子が見出された。調和性と評価
性には良い，安定したという共通する形容詞，美しい，快いといった評価に関わる形容詞
が含まれており，両者はかなり似通った因子といえる。一方，朗らかな柔らかさを示す柔
和性因子に対し，派手な，騒がしいといった形容詞を含む活動性は対照的な因子といえる。
これは，実験 1・2 では曲線を用いた輪郭・額縁や比較的落ち着いた色使いの絵画が刺激
に含まれていたのに対し，実験 3 では鮮やかな色使いの絵画や，規則性・複雑性の面で対
照的な形状の額縁が刺激であったためではないかと考えられる。

4.5．絵画間の差異
刺激として用いた絵画は，印象に偏りのないよう，予備調査を経て選択されたものであ
った。そのため，実験 1・2 のように顕著な差異はみられなかったが，額縁を組み合わせ
た際の，“ホックニー”における評価性印象の増大や，“ピサロ”における額縁の有無の影響
など，絵画によって額縁の影響の現れ方に多少の違いがみられた。実験 1・2 の結果と合
わせて考えると，絵画内で額縁の形状の影響を比較した場合にはどの絵画にも共通した傾
向（印象と額縁の生成特徴の対応関係）がみられるが，影響力の強さを絵画間で比較した
場合には，何らかの要因によって差が生まれるようである。そこで，実験 5 では，額縁と
絵画の組み合わせ効果に影響を及ぼす要因の検討が行われた。
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第4章

絵画と額縁の組み合わせ効果

1．問題と目的
額縁と絵画の相性は，作品全体の印象を左右するといわれる。額縁をつけることで私た
ちの目は絵画の深い意味合いにまで導かれ，構図が引き締まって見えることに気づくのだ
という（Penny, 1997; 古賀訳, 2003）。しかし，作品と額縁の組み合わせの法則は主に経
験に基づくものであり，最適な組み合わせを数量的に分析した研究は見当たらない。その
理由の 1 つは，組み合わせを考える前段階として必要な，絵画のカテゴリ化が困難なため
であると考えられる。美術史を紐解くと，ギリシャ・ローマ，ゴシック，ルネサンス，バ
ロック，ロココと，その長い歴史の中で様々な表現様式が生み出されてきたのがわかる。
さらに現代絵画においては，表現内容そのものではなく，いかに他とは異なる表現様式を
発明するかが重要視されている（Leder et al., 2004）。このように無数の表現様式が存在
する状況では，客観的な特徴によって絵画をカテゴリ化し，特定の額縁と相性の良いグル
ープを見出すのは難しい。
しかし，心理学における絵画研究では，様々な表現様式に対する観察者の主観的反応に
共通性が見出されている。代表的なものが，具象画と抽象画に対する印象や選好の違いで
ある。岡田・井上（1991）は，具象画と抽象画各 5 点について SD 法による印象測定を行
ったところ，具象画では，美しい，好ましい，やわらかい，といった評価が高く，抽象画
では，個性的，おもしろいといった評価が高かったことを報告している。また，筒井・近
江（2010）も同様に，具象画と抽象画各 3 点について印象を測定したところ，具象画では
快さ，美しさ，好ましさの値が高く，抽象画では面白さ・楽しさの値が高かったという。
具象画と抽象画のどちらをより好ましく感じるかは，観察者の芸術に関する専門的知識
の有無によって異なると言われている。専門的知識を持たない者はそうでない者に比べて
写実的な絵を好むこと（Cupchik & Gebotys, 1988）や，抽象化された画像・モノクロ画
像よりもオリジナルの具象作品・カラー画像を好むこと（Hekkert & van Wieringen,
1996）が報告されている。写実的・具象的な絵画は抽象的な作品と比べ典型性が高い。そ
のため，専門的知識がなくてもわかりやすく，好まれやすいと考えられている（Schmidt,
Mclaughlin, & Leighten, 1989）。
なぜわかりやすい絵画が好まれるのかについて，Reber et al.（2004）は処理流暢性理
論による説明を行っている。彼らの理論によると，まとまりのよさ，シンメトリー，コン
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トラスト，典型性といった刺激の特性や，反復接触，潜在学習，生育環境といった観察者
の接触経験によって，絵画や音楽などの美的対象の処理の容易性が高まる。こうして処理
が流暢に行われると，それに伴って観察者の反応がポジティブなものになるという。この
理論に則して，処理流暢性の向上が絵画作品に対する好ましさを高めることが，いくつか
の実験により示されている（例えば Belke et al., 2010; Kuchinke et al., 2009 ; 筒井・近
江, 2010）。これらの知見より，絵画に対する印象や選好は，作品の典型性,すなわち理解
のしやすさに影響を受けると考えられる。絵画に対する反応の違いは，額縁との組み合わ
せにも影響を及ぼすだろう。そこで絵画表現に対する主観的な評価の指標として理解度を
取り上げ，絵画と額縁の組み合わせ効果に及ぼす理解度の影響について検討することとし
た。
額縁には形，装飾，色，大きさなど様々な要素がある。中でも額縁の形は，時代の趣向
や絵画の表現内容の変化に伴って，円形，楕円形，縦長の長方形あるいは横長の長方形な
ど，さまざまな変貌を遂げてきており（金田, 1978），表現の一部として利用されてきたこ
とが分かる。しかしながら，はじめに述べたとおり，絵画と額縁の組み合わせによっても
たらされる効果は経験的には知られているが，形をはじめ，額縁の要素の役割を数量的に
分析した研究は見当たらない。また，額縁の形は目につきやすい要素であり，たとえ芸術
に対する知識が浅い観察者であったとしても，変化を把握するのが容易であると考えられ
る。以上の理由により，本研究では，額縁に含まれる様々な要素のうち形を取り上げた。
形と印象には一定の対応関係がみられることが，いくつかの先行研究から示されている
（Kikuchi, 1971; Oyama & Haga, 1963; 山口他, 2004）。これらの知見に基づき，実験 5
では 2 種類の形状の額縁を使用した。美術館やギャラリーにおいて，私たちが最もよく目
にする額縁の形状は四角形である。なぜ四角形の額縁が多用されるのだろうか。 Oyama &
Haga（1963）によると，四角形のように規則性，対称性を備えた図形は評価性と対応し，
不規則性，複雑性という逆の特徴を備えた図形では対応がみられなかったという。この結
果より，額縁の規則性，複雑性を実験的に操作することで，観察者の印象は特に快さや好
ましさといった評価の次元において変化すると予想される。よって実験 5 では正方形とい
う規則的で対称的な図形と，直線を組み合わせて不規則性，複雑性を強調した図形を作成
し，額縁として用いることとした。図形の生成特徴には規則性，複雑性の他に曲線性も挙
げられている（大山・宮埜, 1999）が，刺激の数を抑えるために曲線性の採用は見送り，
直線から構成される図形を選択した。
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2．実験 5：絵画の理解度と額縁の調和度
2.1．目的
本実験ではまず，これらの額縁と組み合わせる絵画について，それぞれの理解度に違い
がみられるかどうかを確認した。さらに，絵画の理解度が異なる場合に，絵画と額縁の調
和度および額縁の形状が印象に及ぼす効果に違いがみられるかどうかについて検討した。

2.2．方法
2.2.1 参加者
総合大学に所属する学生 76 名（男性 35 名・女性 41 名，平均年齢 18.5 歳，SD = 0.62）。
2.2.2. 刺激
先に述べたように，先行研究では具象画と抽象画に対する印象や選好の違いが報告され
ているが，具象画と抽象画を客観的に区分することは困難である。例えば観察者には無意
味な線の集合にしか見えない作品であったとしても，制作者は何らかの対象を表現したの
かもしれない。逆に，制作者が具体的な対象の表現を意図していない場合でも，観察者が
何らかの意味を読み取る場合もあるだろう。そこで本研究では刺激の選択において具象
画・抽象画という区分ではなく観察者の印象評定値を用い，その印象の違いが額縁の形状
との組み合わせに及ぼす影響を調べることとした。絵画の選定のため，17～19 世紀に制作
された絵画 5 点と 20 世紀以降に制作された絵画 4 点について，本実験参加者とは異なる
大学生 17 名に印象評定（7 段階）を求めた。なお，これらの絵画は一般的に名の知れた画
家の作品であったが，印象が固定される可能性があるため，誰もが知っているような有名
な作品は避けた。印象評定には岡田・井上（1991），筒井・近江（2010）において具象画
に当てはまりやすい形容詞とされた“好ましい”，“美しい”，抽象画に当てはまりやすいと
された“個性的な”，“おもしろい”の 4 つを用いた。その結果，“好ましい”，“美しい”の値が
高かった絵画 1（ヘーム≪朝食図≫1660 年頃）と絵画 2（カナレット≪大運河とサルーテ
教会≫1730 年），“個性的な”，“おもしろい”の値が高かった絵画 3（ハミルトン≪Just What
Is It That Makes Today's Home So Different, So Appealing? ≫1956 年），絵画 4（草間
彌生≪開花の季節に巡りあって≫2009 年）の 4 点が選ばれた。これらの絵画を，形の影
響を排除するため正方形（5.5 × 5.5 ㎝）にトリミングした上で，形状の異なる 2 種類の額
縁（a，b）（図 11）を組み合わせた。額縁 a は絵画の形と同じ正方形であり，額縁 b は直
線を組み合わせた不規則で複雑な形であった。額縁の色は黒，線の太さは 2mm であり，
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額縁のサイズは額縁 a が 10.0×10.0 ㎝，額縁 b が約 11.5×11.5 ㎝の範囲内であった。参加
者にはこれら 8 個の刺激に加え，額縁をつけない絵画のみの刺激についても評定を求めた。

図 11

絵画に組み合わせた額縁

2.2.3．評定尺度
印象測定には栗川（2013b）と同じ 10 個の形容詞対（快い－不快な，良い－悪い，好き
な－嫌いな，安心な－不安な，安定した－不安定な，派手な－地味な，騒がしい－静かな，
嬉しい－悲しい，明るい－暗い，陽気な－陰気な）を使用した。さらに，額縁のない絵画
のみの刺激に対しては理解度（理解できる―理解できない），額縁をつけた刺激に対しては
絵と額縁の調和度（絵と額縁が調和している―絵と額縁が調和していない）についても評
価を求めた。評定スケールは対になる語句を左右に配置し，
（左に配置された語句に）非常
に当てはまるを 1，かなり当てはまるを 2，ややあてはまるを 3，どちらでもないを 4，
（右
に配置された語句に）ややあてはまるを 5，かなり当てはまるを 6，非常に当てはまるを 7
とする 7 段階評定であった。なお，語句はポジティブなものネガティブなものが左右どち
らかに偏らないように配置したが，結果の集計に当たってはポジティブなものに当てはま
るほうが点数が高くなるように変換を行った。
2.2.4．手続き
授業時間の一部を利用し，評定用冊子を教室にて配布，その場で回収した。冊子は表紙
と A4 用紙上部にカラー刺激，その下に評定スケールを印刷した 12 枚の評定用紙から構成
された（付録 5-1，5-2 参照）。カウンターバランスをとるため，冊子は刺激の呈示順序が
異なるものが 2 種類用意され，参加者には 2 種類のうちいずれか 1 つが配布された。回答
にあたっては，額縁を含めた刺激全体をよく観察するよう教示を行った。回答は個人のペ
ースで行われ，所要時間は 15～20 分程度であった。
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2.3. 結果と考察
2.3.1．各絵画の理解度と額縁の調和度
4 種類の絵画に対する理解度および絵画と額縁 a・b と組み合わせた場合の調和度につい
て，表 11 に示した。まず，理解度について，対応のある一要因の分散分析を行ったとこ
ろ，絵画間に有意差が認められた（ F （3,225）= 93.77, p < .01）。多重比較の結果，絵画
3 と 4 を除く全てのペアにおいて有意差がみられた（すべて p < .01）。絵画 2 の理解度が
最も高く，次に絵画 1 が 3・4 と比べて高かった。

表 11

理解度と絵と額縁の調和度（ SD ）
絵画 1

絵画 2

絵画 3

絵画 4

理解度

4.61 (1.41)

5.36 (1.36)

2.68 (1.33)

2.53 (1.43)

調和度 額縁a

5.39 (1.19)

4.68 (2.06)

4.62 (1.34)

4.66 (1.44)

額縁b

2.14 (1.17)

1.88 (1.25)

4.09 (1.86)

4.46 (1.86)

絵画 1 は静物画，2 は風景画であるが，いずれも伝統的で写実的な表現が用いられてお
り，遠近法を用いた場面構成も明瞭であったため，描かれている内容が認識しやすく，理
解度が高くなったと考えられる。一方，理解度が低かった絵画 3 は写実的な人物画像やポ
スターを貼り合わせたコラージュ技法が用いられており各部分の認識は容易であるが，カ
ラフルな室内に置かれたモノクロの人物画像やその不自然な姿勢から，作品の世界観が把
握しにくかったと推測される。また，絵画 4 は部分的に人の顔や目らしきものは確認でき
るがその他の要素は具体的な表現対象を特定できないものが多く，全体的な場面構成も不
明瞭であることから，理解できないという評価がなされたものと考えられる。
次に，絵と額縁の調和度について，4 種類の絵×2 種類の額縁の二要因分散分析を行った
ところ，交互作用が有意であった（ F （3,225）= 41.60, p < .01）。下位検定の結果，額縁
a の場合，絵画 1 と組み合わせたときの調和度が他の 3 つの絵画と比べ有意に高く，額縁
b の場合，絵画 3・4 と組み合わせたときの調和度が絵画 1・2 と比べ有意に高かった（す
べて p < .01）。また，額縁の形状による調和度の差異は絵画 4 を除く 3 つの絵画に見られ，
いずれも額縁 a を組み合わせたときのほうが調和度が高いという結果になった。特に絵画
1 と 2 では，額縁 a と b の調和度の差がそれぞれ 3.25，2.80 と大きく，規則的，対称的な
額縁 a と比べ，不規則で複雑な額縁 b を組み合わせた場合に調和度が大幅に低下すること
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が明らかとなった。
さらに，理解度と調和度の関連をみるため，額縁の形状別に，横軸に理解度，縦軸に調
和度をとったのが図 12 である。図 12 から，額縁 a の調和度は理解度にかかわらずほぼ一
定（5.00 前後）であるのに対し，額縁 b の調和度は理解度が低い場合 4.00 程度であるが，
理解度 4（どちらでもない）を境に，理解度が上昇するにつれて低下しているのがわかる。
以上の結果より，絵画 3・4 のように理解度の低い絵画の場合，額縁の形状による調和度
の差異は小さく，どちらの額縁の場合もある程度の調和がみられたが，絵画 1・2 のよう
に理解度の高い絵画の場合，不規則で複雑な形状の額縁 b は調和しないと判断されたこと
が明らかとなった。

図 12

絵の理解度と額縁の形状別調和度

2.3.2. 額縁の形状と印象評価
評価性・活動性因子を構成する各 5 項目の評定値の平均を算出し，各刺激の評価性およ
び活動性得点とした（図 13）。Cronbach の α 係数は評価性： α = .88，活動性： α = .75 と
十分な高さであった。また，相関係数は－.22 であった。まず，額縁なしの場合の評価性・
活動性と理解度との相関係数をみたところ，評価性と理解度の間に強い正の相関，活動性
と理解度に弱い負の相関が認められた（表 12）。また，額縁の形状別に調和度と評価性お
よび活動性の相関係数をみたところ，額縁 a・b ともに，調和度と評価性に弱い正の相関
が認められた（表 12）。評価性は，主観的な好ましさを表す因子であり，理解度が高まる
とそれに伴って好ましさが高まるという結果は，先行研究（Belke et al., 2010; Kuchinke
et al., 2009; 筒井・近江, 2010）と一致していた。さらに，調和度と評価性の間にも相関
がみられたことから，絵と額縁が調和していると感じられると好ましさも高まることが確
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認された。

図 13

額縁の形状別の評価性（上）・活動性得点（下）

表 12

理解度，調和度と評価性・活動性得点の相関係数
評価性

活動性

.69 **

-.31 **

額縁a

.39 **

-.22 **

額縁b

.22 **

.47 **

理解度
調和度

** p < .01

一方，理解度と活動性の間には負の相関がみられた。活動性は評価性との間にも負の相
関がみられたことから，理解度の高低によって対応する印象評価が異なる可能性が示唆さ
れた。すなわち，理解度の高い絵画は“快い”，“好きな”などの評価性印象が強く，理解度
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の低い絵は“派手な”，“騒がしい”などの活動性印象が強いという対応関係であり，抽象画
と具象画の印象構造を比較した先行研究（岡田・井上, 1991; 筒井・近江, 2010）において
も同様の結果が報告されている。
また，調和度と活動性の相関は額縁の形状により異なっていた。額縁 a の場合，調和度
と活動性には負の相関がみられ，調和度が高まるほど活動性は低くなることが明らかとな
った。一方，額縁 b の場合，調和度と活動性には，評価性との間の相関よりも強い正の相
関がみられた。これより，額縁 b の調和度は，活動性により強い影響力を持つことが示唆
された。
次に，評価性・活動性得点について，それぞれ 4 種類の絵×額縁（額縁なし，額縁 a，額
縁 b）の 2 要因分散分析を行ったところ，どちらも交互作用が有意であった（評価性： F
（6, 450）= 42.66，活動性： F （6, 450）= 12.33，いずれも p < .01）。多重比較の結果，
各絵画に共通して，評価性においては額縁なしおよび額縁 a の値が高く，活動性において
は額縁 b の値が高かった。また，額縁なしの場合の評価性は絵画 2，1，3，4 の順に高く，
活動性は絵画 3 と 4 が高かった。額縁 a の場合，評価性が最も高かったのは絵画 2 であり，
続いて絵画 1 が高かった。活動性は絵画 4，3，2，1 の順に高かった。額縁 b の場合，評
価性には絵画間の差がみられず，活動性は絵画 3 と 4 が高かった。以上のことより，額縁
a の生成特徴である対称性・規則性が評価性と対応し，額縁 b の不規則性・複雑性が活動
性と対応していると考えられる。この結果は，実験 3 および形と印象の対応関係を明らか
にした先行研究（Oyama & Haga, 1963; 山口他, 2004）と一致しており，形と印象の対応
関係は安定的であることが示された。
また，絵画間の比較から，絵画 1 と 2 は，額縁なしおよび額縁 a を組み合わせた場合に
評価性が高く，活動性および額縁 b の場合の評価性は低いことが示された。絵画 1 と 2 は
ともに写実的・伝統的表現を用いた絵画であり，理解度は高かった。先に述べた調和度と
理解度の関係も考慮に入れると，理解度の高い絵画の場合，不規則で複雑な額縁を組み合
わせることで調和度が低下し，それに伴い，快さ，好ましさなどからなる評価性も低下す
ることが明らかとなった。一方，理解度が低かった絵画 3 と 4 は，額縁 a を組み合わせた
場合の評価性が最も高いという結果が得られたものの，額縁 b の場合との差は絵画 1・2
に比べ小さく，ともに中程度の値であった。また，額縁 a と b の調和度の差は小さく，い
ずれも中程度の値であったことから，絵画 3・4 のように理解度が低い絵画の場合，調和
度や評価性は額縁の形状の違いによる影響をあまり受けないことが示された。しかし，活
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動性については額縁 b の影響が強くみられ，額縁の形状が絵画全体の印象評価に及ぼす影
響は，理解度によって異なることが明らかとなった。

2.4. 全体的考察
2.4.1. 絵画の理解度
本研究の目的は，理解度の違いが，絵と額縁の調和度および印象評価にもたらす影響を
検討することであった。まず，絵画の理解度について，写実的・伝統的な表現を用いた絵
は典型性が高く，そのため理解が容易であると予想された。実験の結果，遠近法を用い，
静物や風景を写実的に表現した絵画は予想と一致して理解度が高かった。しかし，描かれ
た個々の事物は具象的であっても，不自然な要素を含んでいたり，作品全体の場面構成が
不明瞭であったりする場合には理解度は低かった。このことより，絵画の理解度とは描か
れた事物の具象性のみに規定されるのではなく，場面構成が明瞭であることが必要である
と考えられる。つまり，絵の中に何が描かれているかという認識だけではなく，何を表現
することを目的として作成されたかという，作品の世界観，作者の意図といったものが把
握できるかどうかが，理解度評定に影響を及ぼすと推察される。
また，表現方法に対する親和性の面から理解度について考えることもできるだろう。本
研究の参加者は総合大学に入学したばかりの学生であり，先行研究（Cupchik

& Gebotys,

1988; Hekkert & van Wieringen, 1996）における非専門家と同じく，写実性の高い刺激
に対する選好を示した。日本の学校教育においては，見えたとおり写実的に描くという価
値観が重視されてきたという（辻, 1992）。このため，芸術に関する特別な専門教育を受け
たことのない初心者は，絵画 1・2 のような写実的絵画こそが典型的な絵画であるという
素朴概念のような知識構造を持つことが指摘されている（石橋・岡田, 2010）。したがって，
既有知識に合致しない表現を用いた絵画 3・4 のような作品は典型からの逸脱と判断され，
理解できないと評定された可能性がある。典型性は絵画の理解を促進すると考えられるが，
その効果は表現された内容を把握することだけではなく，対象を絵画作品として認識する
ことにも関わっているのかもしれない。絵画の典型とは何かという議論も含め，理解度の
規定因については，今後，多面的に考えていく必要がある。
2.4.2．調和度における理解度の影響
額縁の形状により，理解度と調和度の関連性に違いがみられた。規則的・対称的な形状
の額縁 a の場合，理解度の違いによる調和度の差異はほとんどみられず，やや高めの値を
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維持していた。これより，額縁 a は絵画に対する理解の程度にかかわらず，一定の調和感
が得られると考えられる。一方，不規則・複雑な形状の額縁 b の場合，理解度が低い時に
は中程度の値であったが，理解度 4（どちらでもない）以降，理解度が高くなるにつれて
調和度が低下していた。
なぜ，理解度の高い絵画は額縁 b と調和しないのだろうか。先に述べたように，理解度
は評価性と正の相関関係にあることが示された。一方，額縁の形状と印象の対応関係をみ
たところ，額縁 a は評価性と，額縁 b は活動性と対応すること，そして，評価性と活動性
は負の相関関係にあることが確認された。理解度が高く，評価性も高い絵画に，評価性と
は逆の方向性を持つ活動性を強調するような額縁を組み合わせることは，観察者に違和感
をもたらした可能性がある。このように絵画から受ける印象と，額縁を組み合わせること
によって強調される印象の齟齬が調和度の低下につながったと考えられる。
また，額縁の形状の影響は，形がもたらす印象効果だけでなく，絵画と額縁の形の一致
不一致の問題と考えることもできる。本研究では，額縁以外の形の影響を排除するため，
絵画の形を正方形に統一した。額縁 a は絵画と一致した形であったが，額縁 b は絵画とは
全く一致しない形であった。Reber et al.（2004）の処理流暢性理論によると，作品の典
型性が処理の容易性につながり，ポジティブな美的評価をもたらすという。本研究に用い
た 4 種類の絵画のうち，理解度が高かった絵画 1 と 2 はともに写実的で遠近法による空間
描写がなされており，二次元平面上に三次元的世界を再現するという絵画の伝統的目標に
合致していることから，絵画としての典型性が高いといえる。このように典型性の高い絵
画に対し，絵画の形状とは全く異なる不規則で複雑な形，つまり典型性の低い形状の額縁
を組み合わせることは，額縁を含めた作品全体としての典型性の低下をもたらすだろう。
このことが，調和度の低下，さらには評価性の低下につながったと考えることができる。
一方，理解度の低い絵画においては，額縁の形状の違いによる調和度の差が小さく，ど
ちらの額縁であっても同程度の調和が得られるという結果となった。この理由については
2 つの解釈ができる。1 つは，理解度の低い絵画に対しては，額縁が絵画鑑賞にもたらす
影響が小さいということである。しかし，額縁の形状による印象評価の違いが確認された
ことから，この解釈が成り立つ可能性は低い。もう 1 つの解釈は，理解度の低い絵画はど
のような形状の額縁とも調和しやすいということである。典型性の高い絵画と調和するの
が典型的な額縁のみであったのとは対照的に，非典型的な絵画は，額縁の典型性も問わな
いのかもしれない。この解釈は，現時点では仮説の域を出ない。検証のためには新たな実
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験を行う必要があるだろう。
2.4.3．印象評価における理解度の影響
印象評価における理解度の影響について，理解度が高まると，快さ，好ましさを含む評
価性も高まることが示された。これは Reber et al.（2004）の処理流暢性理論，およびそ
の後の一連の研究（Belke et al., 2010; Kuchinke et al.,2009; 筒井・近江, 2010）とも一
致しており，刺激に対する理解の容易性が美的選好と関連するという説に新しい例を加え
る結果となった。一方，本研究で取り上げたもう 1 つの印象評価因子である活動性につい
ては，理解度との間に負の相関がみられ，理解度の高低によって対応する印象評価が異な
る可能性が示唆された。形と印象の対応関係に関する研究において，形の不規則性，複雑
性は，不安定さや躍動感と結びつきやすいと言われている（Oyama & Haga, 1963）。先に
述べたように， 絵画 3・4 の理解度が低く評定された理由を，典型から逸脱した表現の不
規則性や複雑性と捉えるならば，これらの特徴が評価性を低くし，活動性を高めた可能性
がある。ただし，活動性の増大には色彩の影響も考えられることから，理解度と印象の対
応関係については慎重に検討していかなければならない。
2.4.4．まとめ
本研究では，額縁が持つ多様な要素のうち，形状に焦点を絞り，形状の異なる額縁と理
解度の異なる絵画との組み合わせ効果について検討した。その結果，額縁の形状と絵画の
理解度によって，絵画と額縁との調和度および作品全体に対する印象評価が異なることが
明らかとなった。これより，絵画と額縁の組み合わせ効果を考える際に，理解度を絵画表
現に対する主観的な評価の指標とすることの有効性が示された。観察者は，絵画を取り囲
む形，つまり額縁を含めた全体を見ており，絵画と額縁の調和度によって作品から受ける
印象は変化すると考えられる。
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3．実験 6：絵画の具象性と理解度
3.1．実験 6-1：モザイクフィルタが絵画の理解度と額縁との調和度に及ぼす影響
3.1.1．目的
実験 5 の結果から，理解度の高い絵画の場合，不規則で複雑な額縁を組み合わせること
で調和度が低下し，同時に，快さ，好ましさなどからなる評価性も低下することが明らか
となった。一方，理解度が低い絵画では，規則的・対称的な額縁を組み合わせた場合の評
価性が最も高いという結果が得られたものの，不規則で複雑な額縁の場合との差は理解度
が高い絵画に比べ小さく，ともに中程度の値であった。また，2 つの額縁の調和度の差は
小さく，いずれも中程度の値であったことから，理解度が低い絵画の場合，調和度や評価
性は額縁の形状の違いによる影響をあまり受けないことが示された。では，操作的に画像
の理解度を低下させた場合，実験 5 と同様の結果が得られるだろうか。
画像の具象性の低下が理解度の低下をもたらすことが，先行研究において確認されてい
る。Hekkert & van Wieringen（1996）は，画像編集ソフトによって印象派絵画に水晶フ
ィルタを重ね，具象性を操作した画像を用いて印象の評価を求めたところ，好ましさやバ
ランスのよさに対する評価がオリジナルに比べ低下した。これは，具象性の低下によって，
わかりやすさが減少したためと考えられる。また，筒井・近江（2010）は，具象画と抽象
画に対し，10，20，30，40 平方ピクセルに分割したモザイクフィルタを重ね，理解度，
快さ，美しさ，好ましさの評定を求めたところ，具象画の場合のみ，分割サイズが 10 平
方ピクセルを越えると理解度が大きく低下した。また，快さ，美しさ，好ましさも分割サ
イズの上昇に伴って低下していた。これらの結果より，画像の具象性を低下させると，そ
れに伴って理解度も低下すると予想される。そこで実験 6-1 では絵画作品にモザイクフィ
ルタを重ねた画像を用いて，理解度，額縁との調和度および印象評価がどのように変化す
るのかを検討した。
3.1.2．方法
1) 参加者
大学生 61 名（男性 19 名，女性 42 名，平均年齢 18.5 歳， SD =.79）。
2) 刺激
実験 5 と同じ 2 点の絵画（絵画 1・絵画 4）を用いた。これらの絵について，具象性を
低下させるために，画像編集ソフト（Adobe Photoshop CS5）を使ってモザイクフィルタ
を重ねた画像を作成した。分割サイズは 15 平方ピクセルとした。さらに 2 種類の額縁（図
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11）を組み合わせ，額縁なしの場合と合わせて合計 12 個の刺激とした。
3) 評定尺度
印象測定には実験 5 と同じ 10 個の形容詞対を使用した。さらに，実験 5 と同じく，額
縁のない絵画のみの刺激に対しては理解度（理解できる―理解できない），額縁をつけた刺
激に対しては絵と額縁の調和度（絵と額縁が調和している―絵と額縁が調和していない）
についても評価を求めた。
4) 手続き
実験 5 と同様，授業時間の一部を利用し，評定用冊子を教室にて配布，その場で回収し
た。冊子は表紙と A4 用紙上部にカラー刺激，その下に評定スケールを印刷した 12 枚の評
定用紙から構成された（付録 6-1 参照）。カウンターバランスをとるため，冊子は刺激の呈
示順序が異なるものが 2 種類用意され，参加者には 2 種類のうちいずれか 1 つが配布され
た。回答にあたっては，額縁を含めた刺激全体をよく観察するよう教示を行った。回答は
個人のペースで行われ，所要時間は 15～20 分程度であった。
3.1.3．結果
1) 理解度
理解度について，モザイクの有無×絵の分散分析を行ったところ，交互作用が有意であ
った（ F（1, 60）= 77.38, p < .001）。図 14 に示したように，モザイクなしの場合，絵画 1
の理解度は絵画 4 より高く，モザイクありの場合，絵画 1 より絵画 4 のほうが理解度が高
かった。また，絵画 1 も絵画 4 も，モザイクなしの場合のほうがモザイクありの場合より
理解度が高かった。

図 14

絵・モザイクの有無による理解度の違い
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2) 調和度
調和度（図 15）について，モザイクの有無×絵×額縁の分散分析を行ったところ，絵×
額縁（ F （1, 60）= 93.56, p < .001）とモザイクの有無×額縁（ F （1, 60）= 7.92, p < .01）
の交互作用が有意であった。絵×額縁の下位検定では，絵画 1 も絵画 4 も額縁 a の調和度
が高く，額縁 a の場合は絵画 1，額縁 b の場合は絵画 4 の調和度が高いことが示された。
モザイクの有無×額縁の下位検定では，額縁 a ではモザイクの有無による差が有意であっ
たが，額縁 b では有意ではなかった。また，モザイクの有無にかかわらず，額縁 a のほう
が調和度が高いことが示された。

図 15

絵・額縁・モザイクの有無による調和度の違い

3) 印象評価
刺激ごとに評価性得点（ α =.91）と活動性得点（ α =.85）を算出し（図 16），それぞれ
についてモザイクの有無×絵×額縁の分散分析を行ったところ，評価性ではモザイクの有
無×絵×額縁の交互作用が有意であった（ F（2,120）= 26.10, p < .001）。まず，モザイク
の有無による比較を行ったところ，すべての組み合わせにおいて，モザイクなしのほうが
評価性が高かった。絵画間の比較を行ったところ，モザイクなしの場合，額縁なしと額縁
a については絵画 1 の評価性が高かった。一方，モザイクありの場合，額縁なしと額縁 a
については絵画 4 の評価性が高かった。額縁 b についてはどちらの場合も有意差がみられ
なかった。これより，額縁なしと額縁 a について，絵画 1 にモザイクフィルタを加えた場
合，評価性は絵画 4 よりもさらに低下したが，額縁 b ではその差はみられないことが示さ
れた。また，額縁条件間の比較では，すべての組み合わせにおいて額縁 a の評価性が最も
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高かった。
活動性では，絵×額縁（ F（2, 120）= 32.82, p < .001）とモザイクの有無×額縁（ F（2,
120）= 9.97, p < .001）に交互作用が認められた。下位検定の結果，すべての額縁条件に
おいて絵画 1 より絵画 4 の活動性が高いこと，モザイクなしの場合の活動性が高いことが
示された。また，どちらの絵画においても額縁 b の活動性が最も高いことが示された。
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図 16

絵・額縁・モザイクの有無別の評価性（上）・活動性得点（下）

3.1.4．考察
1) 額縁なしの場合の理解度と印象評価におけるモザイクの効果
先行研究（Hekkert & van Wieringen, 1996; 筒井・近江, 2010）より，モザイクフィル
タによって絵の具象性が低下すると，それに伴って理解度も低下すると予想された。さら
に，実験 5 の結果から，理解度が低下すると快さ，好ましさを含む評価性印象も低下する
と予想された。今回の実験結果はこれと一致しており，絵画 1 も絵画 4 もモザイクフィル
タによる理解度と評価性の低下が認められた。さらに，理解度と評価性の低下の程度は絵
画 4 より絵画 1 のほうが大きいという興味深い結果が得られた。絵画 1 は伝統的・写実的
な表現を用いた絵画であり，絵画 4 は抽象的表現を用いた絵画であったが，写実的絵画に
画像処理を加えた場合に理解度や好ましさが大きく低下するという結果は，他の研究にお
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いても報告されている。筒井・近江（2010）では，具象画と抽象画にそれぞれ 10～40 平
方ピクセルのモザイクフィルタをかけ理解度を測定したが，具象画では 10 平方ピクセル
と 20 平方ピクセルの間で理解度が大きく低下したのに対し，抽象画では分割サイズによ
る理解度の違いはみられなかった。また，Vartanian & Goel（2004）は，20 点の写実的
絵画と 20 点の抽象画について，画像編集ソフトを用いて，画中の事物を移動させたバー
ジョンと，ぼかしフィルタを重ねたバージョンを作成し，実験参加者に好ましさの評定を
求めた。その結果，絵画のタイプ（写実・抽象）×バージョン（オリジナル・事物移動・
ぼかしフィルタ）には有意な交互作用がみられ，オリジナルは画像処理を加えたバージョ
ンと比べ好ましさ評定値が高いが，オリジナルと画像処理を加えたバージョンとの評定値
の差は，抽象画よりも写実的絵画の場合に大きいことが示された。さらに，題名の呈示に
よる好ましさ評価の上昇を示した Belke et al.（2010）においても，類似した結果が報告
されている。すなわち，写実的絵画において，絵画の主題に関連した題名が先行呈示され
た場合には好ましさが高く，無関係な題名が呈示された場合は題名が全く呈示されない場
合よりもさらに低かった。一方，抽象画の場合，主題との関連性にかかわらず，題名の呈
示による好ましさ評定値の差は認められなかった。
これらの研究の結果に共通しているのは，絵画の理解度を低下させるような操作を行う
と，写実的絵画の場合にその影響は大きく現れ，一方，抽象画にはあまり影響がみられな
いということである。各実験における操作は，解像度を低下させるフィルタの追加，画中
事物の移動，主題とは無関係な題名の呈示とさまざまであるが，写実性の低下，バランス
の崩壊，主題と題名の矛盾を招くことから，いずれも作品本来の表現に逆行するような操
作であるという点で一致している。今回の実験で用いられたモザイクフィルタは，単に絵
画の具象性を低下させたのではなく，絵画の魅力を損なうノイズとして機能していたので
はないだろうか。そうであれば，理解度とは，表現のわかりやすさによってではなく，理
解を妨げるような要素の有無によって判断され，それに伴って評価性印象が増減するので
はないかと考えることができる。以上の考察について，実験 6-2 では刺激の数を増やし，
さまざまな表現方法，表現内容の絵画を用いて検討する。
2) 調和度におけるモザイクの効果
実験 5 の結果から，額縁を組み合わせる絵画の理解度が高い場合は，額縁 a と額縁 b の
調和度に大きな差がみられるが，理解度が低い場合には両者の調和度にそれほど大きな差
はないと予想された。しかし，絵画 1 の場合，モザイクフィルタによる理解度の大きな低
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下が確認されたものの，調和度についての結果は予想とは異なっていた。すなわち，絵画
4 ではモザイクの有無によらず額縁 a と b の調和度の差は小さかったのに対し，絵画 1 で
はモザイクの有無によらす額縁 a の調和度が高く，額縁 b の調和度は絵画 4 よりもさらに
低かった。つまり，写実的絵画にモザイクフィルタを重ねて理解度を低下させたとしても，
額縁との調和度の判断は抽象画と同じとはならず，むしろ画像処理を行う前のオリジナル
の写実的絵画と同じ反応がみられる結果となった。モザイクフィルタというノイズは，理
解度判断に影響を及ぼす特徴に対しては機能したが，調和度判断に影響を及ぼす特徴には
機能しなかったといえる。
3) 印象評価におけるモザイクの効果
モザイクの有無，絵画の種類にかかわらず，評価性は額縁 a の場合に最も高く，活動性
は額縁 b の場合に最も高かった。この結果は，実験 3，実験 5 と一致していた。また，評
価性についても活動性についても，モザイクなしの場合のほうがそれぞれの得点は高く，
特に，絵画 1 について，額縁なしと額縁 a の場合にモザイクフィルタによる評価性の大き
な低下がみられた。モザイクフィルタによる印象の減少効果は，絵画によって，また，額
縁の種類によって異なっていたといえる。

3.2. 実験 6-2：表現の異なる絵画におけるモザイクフィルタの影響
3.2.1．目的
実験 6-1 ではモザイクフィルタが絵画の理解度を低下させることが示された。さらに，
写実的絵画の場合にその影響は大きく現れ，一方，抽象絵画にはあまり影響がみられない
という結果が得られた。実験 6－2 では異なる表現方法，表現内容の絵画を用い，モザイ
クフィルタの影響の現れ方に違いがみられるかを検証する。また，“理解できる-理解でき
ない”以外に理解度を測定する項目を追加し，理解度が何を示すのかについて検討を行う。
3.2.2．方法
1)

参加者
大学生 62 名（男性 6 名，女性 56 名，平均年齢 18.92 歳， SD = 1.44）。

2) 刺激
18 世紀以前の具象性の高い表現を用いた絵画（絵画 1～5）と 20 世紀以降の抽象的表現
を用いた絵画（絵画 6～10）各 5 点を用いた。これらは，一般的に名の知れた画家の作品
ではあるが，誰もが知っているような有名な作品ではないという基準で選択された（絵画
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1：ヘーム≪朝食図≫1660 年頃，絵画 2：カナレット≪大運河とサルーテ教会≫1730 年，
絵画 3：コロー≪ヴィル=ダヴレーの森にて≫1875 年，絵画 4：レイノルズ≪ジョン・シ
ンプソンの肖像≫1790 年頃，絵画 5：ジョルジョーネ≪テンペスト≫1505 年，絵画 6：
メッサンジェ≪窓辺のテーブル≫1917 年，絵画 7：草間彌生≪開花の季節に巡りあって≫
2009 年，絵画 8：ライリー≪Song of Orpheus IV≫1978 年，絵画 9：マレーヴィチ≪シ
ュプレマティスム≫1915 年，絵画 10：ミロ≪Figure at Night Guided by the
Phosphorescent Tracks of Snails≫1940 年）。画像編集ソフト（Adobe Photoshop CS5）
を使ってこれらの絵を正方形にトリミングした上で，モザイクフィルタを重ねた。分割サ
イズは 15 平方ピクセルとした。
3) 評定尺度
印象評定には，岡田・井上（1991），筒井・近江（2010）より，
“個性的”，
“おもしろい”，
“快い”，“好き”，という 4 つの項目，理解度については，筒井・近江（2007）において
理解度の測定に用いられた，“受け容れられる”，“意味がわかる”，“理解できる”，という
3 つの項目を用い，それぞれ 7 段階（1：全くあてはまらない～7：非常にあてはまる）で
評定を求めた。
4) 手続き
実験 6-1 と同様，授業時間の一部を利用し，評定用冊子を教室にて配布，その場で回収
した。冊子は表紙 1 枚と，A4 用紙上部にカラー刺激，その下に評定スケールを印刷した
20 枚の評定用紙から構成された（付録 6-2 参照）。カウンターバランスをとるため，冊子
は刺激の呈示順序が異なるものが 2 種類用意され，参加者には 2 種類のうちいずれか 1 つ
が配布された。回答は個人のペースで行われ，所要時間は 20 分程度であった。
3.2.3．結果と考察
1) 理解度項目の相関
理解度にかかわる 3 つの項目について，モザイクフィルタの有無別に項目間の相関係数
を算出したところ，モザイクフィルタの有無にかかわらず，どの項目間にも強い正の相関
がみられた（表 13）。
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表 13

受け容れられる

理解度項目間の相関係数

モザイク

受け容れられる

無

-

意味がわかる
**

無

**

.609

.616

**

有
意味がわかる

理解できる

**

.616
-

.651

**

-

.951

**

有
理解できる

無

.926
-

-

-

有

** p < .001

2) 理解度と印象の絵画間比較
次に，モザイクなしの場合の各絵画の印象評定値および理解度項目値について，平均値
の高い順に並べたものを表 14 に示す。“個性的”，“おもしろい”では抽象的表現を用いた
絵画 6，7，9，10 が上位であった。一方，“快い”，“好き”では具象性の高い表現の絵画
1，2，3，5 が上位であった。
理解度項目（受け容れられる，意味がわかる，理解できる）においても絵画 1～5 が上
位，絵画 6～10 が下位という結果がみられたが，“意味がわかる”と“理解できる”にお
ける絵画の順序がほぼ同じであるのに比べると，“受け容れられる”の順序は他の 2 項目
とはわずかに異なっていた。項目間の相関（表 13）と合わせて考えると，理解度の 3 項目
における各絵画の評定値はかなり近いものの全く同一ではなく，評定者はこれらの項目を
区別していたと考えることができる。そこで，分散分析をおこなったところ，絵画とこれ
ら 3 項目には交互作用がみられた（ F (18,1098) = 4.59, p < .01）。下位検定では，絵画 1
と絵画 4 を除く 8 つの絵画において，“受け容れられる”の値は“理解できる”，“意味が
わかる”に比べ有意に高く，
“理解できる”，
“意味がわかる”の間には有意差がみられなか
った。また，筒井・近江（2007）では，これら 3 つの理解度項目と 7 つの美的判断に関わ
る項目（楽しい，快いなど）について因子分析が行われた。その結果，カラー抽象画につ
いては，“理解できる”，“意味がわかる”が“楽しい”とともに 1 つの因子を形成し，“受
け容れられる”は“快い”とともに 1 つの因子を形成していた。以上のことより，観察者
の絵画に対する理解に関わると想定された“受け容れられる”と“意味がわかる”という
2 つの項目は，“受け容れられる”のほうがやや高く評定されており，“意味がわかる”は
“理解できる”とほぼ同等に評価されていることが明らかとなった。
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表 14
個性的
絵画7
絵画10
絵画6
絵画9
絵画5
絵画2
絵画1
絵画8
絵画3
絵画4

6.03
6.02
5.69
5.37
4.63
4.34
4.26
4.11
4.10
4.00

おもしろい
4.48
絵画10
4.48
絵画7
4.23
絵画6
3.79
絵画2
3.76
絵画9
3.56
絵画3
3.50
絵画1
3.32
絵画5
3.29
絵画4
3.16
絵画8

各絵画の印象評定値・理解度項目値
快い

絵画2
絵画3
絵画1
絵画5
絵画6
絵画7
絵画10
絵画4
絵画8
絵画9

好き
5.11
4.39
4.18
4.10
4.00
3.85
3.82
3.80
3.55
3.45

絵画2
絵画3
絵画6
絵画1
絵画5
絵画10
絵画7
絵画4
絵画9
絵画8

5.05
4.23
4.16
4.15
3.87
3.82
3.50
3.47
3.45
3.45

受け容れられる
5.23
絵画2
4.45
絵画3
4.34
絵画1
4.32
絵画5
4.19
絵画6
4.14
絵画4
3.84
絵画10
3.79
絵画9
3.76
絵画7
3.68
絵画8

意味がわかる
4.64
絵画2
4.31
絵画1
4.05
絵画4
4.02
絵画3
3.69
絵画5
3.19
絵画6
3.13
絵画7
3.08
絵画10
2.94
絵画9
2.90
絵画8

理解できる
4.64
絵画2
4.29
絵画1
4.02
絵画3
4.00
絵画4
3.69
絵画5
3.11
絵画6
3.10
絵画10
3.08
絵画7
3.02
絵画9
2.81
絵画8

3) モザイクの有無による理解度の違い
各絵画において，モザイクの有無によって理解度項目の評定値に差があるかどうかを確
認するため，対応のある t 検定を行った。平均値のうち，値が有意に高かったものを表 15
に太字で示した（ p <.05）。これより，絵画 4 を除く 9 つの絵画について，モザイクフィル
タによって理解度が低下したことがわかった。中でも絵画 1，2，3，5，6 ではどの項目に
おいてもモザイクの有無によって 1 以上の値の差がみられた。

表 15
モザイク

絵画1
無
有

モザイクフィルタの有無による理解度項目値の比較（ SD ）
絵画2
無
有

絵画3
無
有

絵画4
無
有

絵画5
無
有

絵画6
無
有

絵画7
無
有

絵画8
無
有

絵画9
無
有

絵画10
無
有

受け容れられる

4.32 3.00 5.25 4.18 4.49 3.47 4.14 3.89 4.37 2.82 4.19 2.79 3.77 2.86 3.70 3.23 3.77 3.28 3.81 2.84
(1.36) (1.58) (1.11) (1.57) (1.45) (1.49) (1.39) (1.51) (1.36) (1.53) (1.54) (1.39) (1.65) (1.54) (1.59) (1.56) (1.40) (1.67) (1.55) (1.53)

意味がわかる

4.32 2.47 4.71 4.05 4.05 2.95 4.00 4.03 3.69 2.12 3.20 2.15 3.19 2.14 2.88 1.86 2.97 2.29 3.05 2.08
(1.64) (1.52) (1.53) (1.72) (1.71) (1.80) (1.75) (1.88) (1.66) (1.26) (1.42) (1.36) (1.67) (1.44) (1.63) (1.33) (1.40) (1.31) (1.52) (1.42)

理解できる

4.32 2.47 4.69 3.86 4.03 2.88 3.93 3.97 3.68 2.22 3.14 2.12 3.15 2.17 2.76 1.93 3.03 2.29 3.07 2.12
(1.57) (1.55) (1.51) (1.80) (1.65) (1.71) (1.78) (1.80) (1.61) (1.42) (1.48) (1.37) (1.66) (1.43) (1.66) (1.34) (1.39) (1.37) (1.61) (1.37)

3) モザイクの有無による印象の違い
各絵画において，モザイクの有無によって印象評定値に差があるかどうかを確認するた
め，対応のある t 検定を行った。平均値のうち，値が有意に高かったものを表 16 に太字
で示した（ p <.05）。これより，絵画 4，絵画 8，絵画 9 を除く 7 つの絵画において，モザ
イクフィルタによってすべての項目で印象が低下したことがわかった。特に絵画 1，3，5，
6 では“快い”，“好き”の値が 1 以上低下し，絵画 6，7，10 では，“個性的”，“おもしろ
い”の値が 1 以上低下した。
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表 16
モザイク

絵画1
無
有

モザイクフィルタの有無による印象評定値の比較（ SD ）

絵画2
無
有

絵画3
無
有

絵画4
無
有

絵画5
無
有

絵画6
無
有

絵画7
無
有

絵画8
無
有

絵画9
無
有

絵画10
無
有

快い

4.17 2.83 5.24 4.40 4.43 2.98 3.76 3.43 4.07 2.79 3.98 2.79 3.81 2.74 3.57 3.36 3.47 3.53 3.81 2.95
(1.27) (1.37) (1.30) (1.43) (1.39) (1.42) (1.53) (1.40) (1.32) (1.42) (1.43) (1.29) (1.37) (1.35) (1.70) (1.61) (1.47) (1.31) (1.55) (1.44)

好き

4.10 2.68 5.17 4.24 4.29 2.83 3.44 3.15 3.88 2.69 4.14 2.61 3.51 2.59 3.46 3.25 3.46 3.19 3.80 2.63
(1.35) (1.47) (1.35) (1.69) (1.62) (1.49) (1.51) (1.62) (1.42) (1.44) (1.68) (1.29) (1.50) (1.35) (1.66) (1.80) (1.58) (1.60) (1.75) (1.34)

おもしろい 3.51 2.70 3.84 3.18 3.63 2.68 3.32 3.16 3.37 2.72 4.32 2.91 4.60 3.23 3.12 2.72 3.82 3.88 4.58 3.05
(1.36) (1.50) (1.57) (1.45) (1.46) (1.38) (1.44) (1.57) (1.55) (1.52) (1.68) (1.56) (1.80) (1.71) (1.70) (1.62) (1.54) (1.72) (1.75) (1.72)
個性的

4.23 3.68 4.38 3.70 4.10 3.47 3.92 4.02 4.60 3.73 5.73 4.03 6.07 4.77 4.12 3.83 5.42 5.02 6.05 4.45
(1.41) (1.46) (1.47) (1.50) (1.34) (1.50) (1.62) (1.53) (1.48) (1.64) (1.48) (1.68) (1.27) (1.54) (1.58) (1.97) (1.51) (1.56) (1.40) (1.58)

理解度と印象評定におけるモザイクの影響についてまとめると，以下のような傾向がみ
られた。まず，具象性の高い表現を用いた絵画 1，2，3，5 と，写真のような表現ではな
いが何が描かれているかが比較的把握しやすい絵画 6 では，理解度に関わる 3 項目や“快
い”，“好き”において，モザイクフィルタを加えたことによる値の低下がみられた。このこ
とは，モザイクによる理解度の低下および好ましさの低下は，抽象画よりも写実的絵画の
場合により大きくみられるという実験 6-1 の結果，および，筒井・近江（2010），Vartanian
& Goel（2004），Belke et al.（2010）の先行研究と一致するものといえる。
一方，モザイクによる有意差がみられなかった絵画に目を向けると，抽象的表現を用い
た絵画 6～10 の中でも，絵画 6・7・10 には花瓶や人・動物の顔らしきものを見出すこと
が で き る の に 対 し ， 絵 画 8 と 9 は こ の よ う な 具 体 的 要 素 が 一 切 見 ら れ ず ， content
accessibility（描かれた事物の把握しやすさ）（Kuchinke et al.,2009）のきわめて低い絵
画といえる。このように抽象度の高い絵画の印象評定においては画像加工の影響があまり
みられないという結果もまた，実験 6-1 や先行研究（Vartanian & Goel ,2004; Belke et al.,
2010）と一致していた。
また，絵画 6，7，10 では，“個性的”，“おもしろい”の低下がみられた。これらは抽象
画に当てはまりやすい形容詞とされ（岡田・井上, 1991），モザイクなしの場合の評定値（表
14）をみても，絵画 6，7，10 は高く評価されていたのがわかる。 Hekkert & van Wieringen
（1996），筒井・近江（2010）では，モザイクフィルタが絵画の具象性を低下させること
でわかりやすさが減少し，これに伴って好ましさや快さも低下すると考えられた。実験 6-1，
6-2 の結果から，モザイクフィルタは理解度や印象評定値を変化させるが，その変化は，
具象画が抽象画の印象に近づくようなものではなく，抽象画に特徴的な印象が増大するよ
うなものでもないことが示された。
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3.3．全体的考察
実験 5 では，理解度の高い絵画は不規則で複雑な額縁を組み合わせることで調和度が低
下し，それに伴って，快さや好ましさなどからなる評価性も低下するが，理解度が低い絵
画の場合，調和度や評価性は額縁の形状の違いによる影響をあまり受けないことが示され
た。しかし，実験 6-1 の結果はこれと完全に一致するものではなかった。実験 6-1 では，
モザイクフィルタによって絵の具象性を低下させた場合，理解度と評価性は大きく低下す
ることが確認されたが，調和度の判断についてはフィルタを重ねる前のオリジナルの写実
的絵画との間に差はみられなかった。一方，抽象絵画の場合，あるいは不規則・複雑な形
状の額縁の場合は，モザイクフィルタを重ねても調和度や印象評価にそれほど大きな差は
みられず，モザイクフィルタによる影響の現れ方は，絵画や額縁の種類によって異なるこ
とが示唆された。
これを受け，実験 6-2 ではモザイクフィルタの影響が絵画の表現方法によって異なるか
どうかを検討した。その結果，相対的に具象性の高い表現を用いた絵画では，理解度に関
わる 3 項目と“快い”，“好き”において，モザイクフィルタを加えたことによる値の低下が
みられた。これは実験 6-1 の結果および，解像度を低下させるフィルタの追加，画中事物
の移動，主題とは無関係な題名の呈示など，絵画の理解度を低下させるような操作を行う
と，写実的絵画の場合にその影響は大きく現れるという先行研究（Belke et al., 2010; 筒
井・近江, 2010; Vartanian & Goel, 2004）の結果と一致していた。
一方，モザイクフィルタによる評定値の低下がみられなかったのは，理解度では肖像画
のみ，印象評定では肖像画と抽象度の高い絵画 2 点であった。肖像画については，風景画
よりも好ましさの評定値が低いという研究結果がある（Polzella et al., 2005）ものの，他
のジャンルの絵画と比較した際の肖像画の特異性に言及した知見は見当たらない。なぜ，
肖像画に対する理解度だけがモザイクの影響を受けなかったのかについては，さらなる検
討を要する。また，抽象度の高い絵画がモザイクの影響を受けなかったという結果は，先
行研究（Belke et al., 2010; 筒井・近江, 2010; Vartanian & Goel, 2004）と一致している。
しかし，刺激数が限られていることから，今回の実験結果は示唆にとどまるものと考える。
抽象度についても，content accessibility（Kuchinke et al.,2009）の客観的な評定を求め，
絵画の有意味性，連想価として数量的に表すことが今後の課題であろう。
さらに，当初，絵画の具象性を低下させるものと考えられていたモザイクフィルタの効
果について，実験 6-1 では，写実的絵画にモザイクフィルタを重ねて理解度を低下させた
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としても，額縁との調和度の判断は抽象画に対するそれとは同一ではなく，むしろ画像処
理を行う前のオリジナルの写実的絵画と同じ反応がみられる結果となった。また，実験 6-2
では，抽象的な表現を用いた絵画であっても，モザイクによって“個性的”，
“おもしろい”
といった印象の低下がみられた。
以上の結果より，絵画の表現方法によって，理解度や印象評定にモザイクフィルタがも
たらす影響が異なることが示されたものの，モザイクフィルタの追加は具象画の抽象化と
等価ではなく，モザイクが単に絵の具象性を低下させるだけのものとは考えにくい。理解
度と印象評価および絵画の表現方法との関連を追及するにあたっては，モザイクフィルタ
が果たす役割について考える必要があるだろう。そこで，実験 7 では，同一の絵画内で，
背景にモザイクフィルタを重ねたものとそうでないものを比較し，理解度，調和度および
印象評価に違いがみられるかを検討した。

4．実験 7：理解度と印象評価における背景の効果
4.1．目的
絵画における理解の促進要因として，先行研究では，具象性・写実性，有意味性，主題
の把握容易度などさまざまな要因が指摘されている。中でも具象性・写実性は複数の研究
において取り上げられ，何が描かれているのかを示す情報量が多いほど，絵画に対する評
価も上昇することが報告されている（例えば Kuchinke et al., 2009）。しかし，たとえ絵
画に含まれる各要素の具象性は高かったとしても，作品全体の場面構成が不明瞭である場
合には理解度は低下するという指摘もある（栗川, 2014）。さらに，実験 6-1，6-2 の結果
から，具象性を低下させる目的で用いられたモザイクフィルタの効果が，絵画や額縁の種
類によって異なることが示された。空間周波数を操作して画像をぼやけさせることで観察
者の不快感が増すという報告もあり（O’Hare & Hibbard, 2013)，モザイクフィルタは単
に絵画の具象性を低下させるのではなく，絵画の魅力を損なうノイズとして機能していた
可能性がある。そこで実験 7 では絵画の主題の具象性を保持したまま背景のみを操作し，
背景の種類によって理解度および印象評価に違いがみられるかを検討した。

4.2．方法
4.2.1．参加者
大学生 52 名（男性 21 名・女性 31 名，平均年齢 18.3 歳, SD =.61）。
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4.2.2．刺激
オリジナルとその他の差異を強調するため，世界で最も有名な作品の 1 つであるレオナ
ルド・ダ・ヴィンチ作《モナ・リザ》を刺激として用いた。まず，顔を中心とした正方形
（5.5×5.5 ㎝）にトリミングし，色を白黒に置き換えたものをオリジナルとした。オリジ
ナルの背景には風景画が描かれている。次に画像編集ソフトを用いて人物像のみを切り抜
き，灰色（背景 a），オリジナルの背景にモザイクフィルタを重ねたもの（背景 b），灰色
地に白色のドット模様（背景 c）の背景をそれぞれ組み合わせた。さらにこれらの画像に 2
種類の額縁（図 11）を組み合わせ，額縁なしの場合と合わせて合計 12 個の刺激とした。
4.2.3．尺度
実験 5，実験 6-1 と同じく，印象測定には 10 個の形容詞対を使用した。さらに，額縁の
ない絵画のみの刺激に対しては理解度（理解できる―理解できない），額縁をつけた刺激に
対しては絵と額縁の調和度（絵と額縁が調和している―絵と額縁が調和していない）につ
いても評価を求めた。
4.2.4．手続き
A4 用紙上部に刺激，その下に評定スケールを印刷した冊子（付録 7 参照）を授業終了
後の教室にて配布，その場で回収した。評定は個人のペースで行われ，所要時間は 15 分
程度であった。

4.3．結果と考察
4.3.1．理解度と印象評定の相関
各 5 個の印象評定項目の平均値を印象評定値（評価性・活動性）とした。α係数は評価
性が.87，活動性が.87 であり，十分な高さであった。表 17 に額縁なしの場合の各刺激の
理解度と印象評定値を示す。理解度と印象評定値について相関係数を求めたところ，評価
性と理解度の間に有意な正の相関が認められた（ r = .56, p < .01）。この結果は，絵画に対
する理解度が高まると好ましさや快さといった評価も高まるという先行研究（Reber et al.,
2004）の結果と一致していた。
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表 17

額縁なしの場合の各刺激の理解度と印象評定値（ SD ）

理解度
評価性
活動性

オリジナル
4.29 (1.33)
4.24 (0.92)
3.04 (0.97)

背景a
3.52 (1.39)
4.12 (0.97)
2.54 (0.78)

背景b
2.73 (1.37)
2.74 (0.83)
3.25 (0.80)

背景c
3.38 (1.42)
4.17 (0.96)
5.11 (0.71)

4.3.2．背景と理解度・印象評定
背景の種類によって理解度と印象評定値に違いがみられるかを確認するため，分散分析
を行ったところ主効果が有意であった（理解度： F （3, 153）= 15.53, p < .01; 評価性： F
（3, 153）= 44.77, p < .01; 活動性： F （3, 153）= 127.22, p < .01）。刺激間の比較を以下
に記す。
まず，背景の有無について，オリジナルと背景 a を比較すると，背景 a はオリジナルと
比べ，理解度と活動性が低かった。次に，背景の具象性について，オリジナルと背景 b を
比較すると，背景 b はオリジナルと比べ，理解度と評価性が低かった。さらに，背景の種
類について，背景 a～c を比較すると，背景 a および c は背景 b に比べ理解度と評価性が
高かった。一方，活動性については背景 c が最も高く，次いで背景 b が高かった。
以上の結果より，まず，主題の具象性は一定であっても，背景をオリジナルとは別の画
像に入れ替えると，理解度および印象評定値は低下することが示された。さらに，背景の
種類によっても違いが見られた。情報量の点でオリジナルに最も近いのは，オリジナルの
背景にモザイクフィルタを重ねた背景 b であったが，背景情報を取り除いた背景 a や幾何
学的な模様の背景 c よりも理解度が低かった。伝統的な手法で描かれた絵画作品における
モザイクフィルタや幾何学的な模様の出現頻度はきわめて低く，背景 b，背景 c は非典型
的な背景といえる。中でも，背景 b の場合の理解度と評価性が最も低かったことから，モ
ザイクフィルタにはネガティブな評価をもたらす要素が含まれている可能性がある。また，
活動性について，背景 c の得点が最も高かったことから，灰色地に白色のドット模様が活
動性印象の増大に寄与したと考えられる。
4.3.3. 額縁との調和度
4 種類の刺激×2 種類の額縁の調和度（図 17）について分散分析を行ったところ，交互
作用が有意であった（ F （3, 153）= 25.18, p < .001）。下位検定の結果，すべての刺激に
おいて，額縁 b より額縁 a の調和度が高いことがわかった。また，額縁 a の場合，オリジ
ナルの調和度が最も高く，額縁 b の場合，背景 a と背景 c の調和度が高いことが示された。
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オリジナルは額縁 a の場合に 4 つの刺激の中で最も調和度が高く，額縁 b の場合に最も調
和度が低いという結果から，背景を入れ替えた画像と比べて額縁の規則性，複雑性の影響
を受けやすいことが明らかになった。

図 17

オリジナル，および背景を入れ替えた画像と 2 種類の額縁の調和度

4.3.4. 額縁と印象評価
4 種類の刺激×3 種類の額縁条件の評価性と活動性（図 18）についてそれぞれ分散分析
を行った。まず評価性では，交互作用が有意であった（ F （6, 306）= 12.83, p < .001）。
下位検定の結果，額縁 a の場合にオリジナルの評価性が最も高く，どの額縁条件において
も背景 b の評価性が最も低いことが示された。また，背景 b を除き，額縁 b を組み合わせ
た場合の評価性が最も低かった。
活動性においても交互作用が有意であった（ F （6, 306）= 22.04, p < .001）。下位検定
の結果，どの額縁条件においても背景 c の活動性が最も高いこと，また，どの背景におい
ても額縁 b の活動性が最も高いことが示された。
刺激全体を見ると，相対的に，評価性が高いのは額縁なしや額縁 a を組み合わせた場合
であり，活動性が高いのは額縁 b を組み合わせた場合であるという結果は，これまでの実
験（実験 3，実験 5）と一致するものであった。額縁の生成特徴と印象の対応関係は，組
み合わせる絵画にかかわらず安定的であることがここでも示された。しかし，刺激ごとに
みた場合，背景 b では評価性について条件間の有意差が見られず，また，どの額縁条件に
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おいても他の 3 つの刺激より評価性が低いという結果となった。理解度と同じく，額縁を
組み合わせた場合の評価性印象においても背景のモザイクフィルタが影響を及ぼした可能
性が示唆された。
7.00
額縁なし

額縁a

額縁b

6.00
5.00
評
価 4.00
性
3.00
2.00
1.00
オリジナル

背景a

背景b

背景c

7.00
額縁なし

額縁a

額縁b

6.00
5.00
活
動 4.00
性
3.00
2.00
1.00
オリジナル

図 18

4.4.

背景a

背景b

背景c

4 種類の刺激×3 種類の額縁条件の評価性（上）活動性得点（下）

まとめ

絵画の主題の具象性を保持したまま背景のみを操作したところ，背景の種類によって理
解度に差が見られた。最も高かったのはオリジナルであったが，背景にモザイクフィルタ
を重ねた画像は，背景情報を取り去った灰色無地の画像よりも理解度が低かった。このこ
とから，絵画の理解度は描かれた内容を示す情報量のみによって規定されるのではなく，
背景の図柄がもたらす印象，あるいは背景の図柄と主題の組み合わせの影響を受ける可能
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性が示唆された。特に，モザイクフィルタについては，オリジナルに類似した情報を含ん
でいながらも，額縁条件にかかわらず評価性を低下させることが確認されたことから，背
景の具象性を低下させるだけでなく，ネガティブな評価をもたらす何らかの要素を追加す
る役割を果たした可能性がある。また，画像がぼやけていることそれ自体が，自然な状態
の画像とは異なるために不快感をもたらした可能性もある（O’Hare & Hibbard, 2013）。
以上の結果より，たとえ主題が具象的であったとしても，絵画内に混在する要素によって
は理解度が低下し，それに伴って評価性も低下すると考えられる。
また，調和度について，オリジナルは額縁 a の場合に 4 つの刺激の中で最も調和度が高
く，額縁 b の場合に最も調和度が低いという結果となり，背景を入れ替えた画像と比べて
額縁の規則性，複雑性の影響を受けやすいことが示された。理解度の結果とあわせると，
理解度の高い刺激において，不規則・複雑な額縁を組み合わせた場合に調和度が低下する
という結果は，実験 5 と一致していた。また，評価性印象についても，額縁 a と b の間に
差がみられ，額縁 b の場合には評価性が低下した。しかし，最も理解度の低かった背景 b
では，額縁間に評価性の差はみられず，理解度の違いは額縁と組み合わせた際の印象評価
に影響を及ぼすことが示された。

5.

第 4 章のまとめ
実験 5～7 では額縁の形状と絵画の理解度によって，絵画と額縁との調和度および作品

全体に対する印象評価が異なることが明らかとなった。理解度を上昇・低下させる要因と
して，実験 5 では場面構成の明瞭性あるいは表現の典型性，実験 6 ではモザイクフィルタ
の有無，実験 7 では絵画の背景が取り上げられた。また，印象評価の 2 つの因子のうち快
さや好ましさを表す評価性も理解度に伴って変化しており，これは，Reber et al.（2004）
の処理流暢性理論と一致していた。写実的表現を用いた絵画の場合には理解度・評価性が
高く，抽象的表現を用いた絵画，モザイクフィルタを重ねた絵画，背景を入れ替えた絵画
では理解度・評価性が低くなることが示された。特に，描かれた対象の把握が比較的容易
な絵画にモザイクフィルタを重ねた場合に著しい低下がみられた。
また，理解度について，“理解できる”という項目は，“受け容れられる”および“意味
がわかる”との間に強い正の相関がみられた。特に“意味がわかる”との類似度が高く，
実験参加者は“意味がわかる”ことと“理解”を同義と捉えていた可能性が示唆された。
描かれた対象の特定が容易な写実的絵画において理解度が高く評定されたという結果は，
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これを裏付けるものであった。しかしながら，本研究では，絵画からどういった意味を読
み取ることができるのか，何を理解したのかなどの具体的内容までは回答を求めていない。
よって，描かれた対象の把握が理解と結びつくのか，それとも対象の把握が容易な表現方
法が「絵画らしい表現」として理解可能なのかなど，解釈の余地が残る。この点について
は第 5 章においてさらに考察を深める。
一方，調和度については，額縁と組み合わせる絵画の表現方法によって異なるという結
果が得られた。写実的絵画の場合，不規則で複雑な額縁を組み合わせることで調和度が低
下し，同時に，快さ，好ましさなどからなる評価性も低下した。一方，抽象絵画では，規
則的・対称的な額縁を組み合わせた場合の評価性が最も高いという結果が得られたものの，
不規則で複雑な額縁の場合との差は写実的絵画に比べ小さく，ともに中程度の値であった。
また，2 つの額縁の調和度の差は小さかったことから，抽象絵画の場合，調和度や評価性
は額縁の形状の違いによる影響をあまり受けないことが示された。このような違いをもた
らす原因は絵画に対する観察者の理解度にあると考えられたが，モザイクフィルタによっ
て理解度を操作した場合にはこれと異なる結果が得られた。これより，モザイクフィルタ
は，理解度判断に影響を及ぼす特徴に対しては機能したが，調和度判断に影響を及ぼす特
徴には機能しなかったと考えることができる。また，実験 7 の結果から，モザイクフィル
タは，単に背景の具象性を低下させるだけでなく，ネガティブな評価をもたらすノイズと
しての役割を果たした可能性が示唆された。
最後に，特に実験 6，7 においては，刺激として用いた絵画の少なさが問題点として残
される。今後，実験を重ね，他の絵画においても同様の結果が得られるのか確認すること
が必要であると考える。
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第5章

総合考察

1．絵画の形状と印象
本研究の目的は，絵画の形状が観察者の印象に及ぼす影響を検証することであった。実
験 1～4 では輪郭・額縁の形状による印象の増大・減少について，実験 5～7 では，額縁の
形状と絵画の組み合わせ効果について検討がなされた。その結果，はじめに予想されたと
おり輪郭・額縁の生成特徴と印象には一定の対応関係がみられた。すべての実験を通して
同様の結果がみられたことから，輪郭・額縁の生成特徴と印象の対応関係は安定的である
ことが確認された。すなわち，規則性・対称性は調和性あるいは評価性と，不規則性・複
雑性は活動性と，曲線性は柔和性と対応することが明らかとなった。
また，実験 4 では額縁の大きさを変化させた際の額縁と絵の距離，つまり余白（マット）
の大きさが印象に及ぼす影響について検討がなされた。その結果，余白の大きさが変化す
ることによって評価性印象が変化し，額縁の形状により余白の大きさの効果に違いがある
ことが明らかとなった。額縁の形状が正方形の場合，余白が小さくなるにつれて評価性が
高くなっていたが，円形の場合，評価性は中程度の大きさにおいてピークを迎え，最小に
なると再び低下していた。このように，余白の大きさは評価性に影響を及ぼすことが明ら
かとなったが，一方，活動性についてはほとんど影響がみられなかった。このことより，
余白の大きさは全体的な絵画の印象を左右するわけではなく，好ましさや快さ，安定感な
ど評価の次元において影響を及ぼすことが示された。
さらに，実験 4 では額縁の有無による印象の変化についても検討がなされた。その結果，
額縁の形状によって，また，額縁と組み合わせる絵画によって，印象が増大する場合も減
少する場合もあることがわかった。以上の結果から，絵画を取り囲む形を変化させると絵
画全体の印象も変化すること，印象と形の生成特徴には一定の対応関係がみられること，
絵画と額縁の間の余白の大きさは，主に評価性印象に影響を及ぼすことが明らかとなった。
観察者が見ているのは，絵画に描かれた内容だけではない。絵画は物体であり，物体とし
ての絵画から得られる情報の 1 つである形状もまた，観察者の絵画に対する印象に影響を
及ぼすことが示された。
実験 1～4 の結果から，絵画の形状から得られる印象は絵画全体の印象の増大・減少に
寄与するが，その影響は単純加算されるのではなく，形の生成特徴および絵画によって異
なることがわかった。そこで実験 5 では，絵画表現に対する主観的な評価の指標として理
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解度を取り上げ，絵画と額縁の組み合わせ効果に及ぼす理解度の影響について検討がなさ
れた。その結果，規則的・対称的な形状の額縁の場合，絵画に対する理解度にかかわらず，
一定の調和感が得られるが，不規則・複雑な形状の額縁の場合，絵画の理解度が低い時に
は中程度の調和感が得られるものの，理解度が高くなるにつれて調和度が低下していた。
同様の結果は実験 6，実験 7 でもみられ，理解度の高い絵画に不規則で複雑な形状の額縁
を組み合わせると，調和度が大きく低下することが確認された。また，2 つの印象評価因
子のうち評価性についても，調和度と同様，不規則で複雑な形状の額縁を組み合わせた際
の低下がみられた。これより実験 5 では，理解度の高低によって，額縁との調和度が判断
され，それに伴って評価性印象も変化すると考察された。
しかし，実験 6 において，理解度の規定因と想定された具象性をモザイクフィルタによ
って操作した場合，理解度と評価性の低下はみられたが，調和度については実験 5 と一致
する結果とはならず，実験 7 において背景のみにモザイクフィルタを重ねた場合もこれに
近い結果となった。このことから，モザイクフィルタは，理解度判断に影響を及ぼす特徴
に対しては機能したが，調和度判断に影響を及ぼす特徴には機能しなかったと解釈された。
本研究における理解度とは，絵画を理解できるかできないかという観察者の主観に基づ
く判断であった。理解度を上昇・低下させる要因として，実験 5 では絵画の表現方法，実
験 6 ではモザイクフィルタの有無，実験 7 では絵画の背景が取り上げられた。写実的絵画
の場合には理解度および評価性が高く，現代絵画，モザイクフィルタを重ねた絵画，背景
を入れ替えた絵画では理解度・評価性が低くなることが示された。また，実験 6-2 におい
て，意味がわかることと理解できることをほぼ同義と捉えられていた可能性が示されたも
のの，絵画の「意味」が指すものは何かという疑問が残った。観察者はいったい絵画のど
のような特徴について「わかった」と判断したのだろうか。

2．絵画と額縁の組み合わせ効果と理解度
2.1．理解度とは何か
第 1 章で述べたように，芸術に関する専門知識の有無によって絵画に対する美的反応に
違いがみられることが先行研究において報告されている。専門知識によって，どのような
作品を「絵画」として理解できるかが異なるためである。芸術に関する特別な専門教育を
受けたことのない非専門家は，写実的絵画こそが典型的な絵画であるという素朴概念のよ
うな知識構造を持つという（石橋・岡田, 2010）。そして，具象絵画と抽象絵画の選好にお
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いて専門家と非専門家の違いが強く現れ，非専門家が具象絵画を好み，抽象絵画を嫌うの
に対して，専門家には両者の差はほとんどみられないことが多くの研究者によって報告さ
れている。その理由について，Cupchik & Gebotys（1988）は，非専門家は日常的な知覚
における視覚的ストラテジーを芸術にも適用するため，意味の土台として識別可能な内容
を求めるためとし，Hekkert & van Wieringen（1996）は，学習や経験を通して専門家が
芸術に特化した認知モデルを構築するのに対し，非専門家のモデルは日常経験の延長であ
り，したがって芸術作品は快く，親しみやすいものであるべきとされるためと説明した。
つまり，非専門家にとって，日常経験に則した識別可能な内容からなる，快く，親しみや
すい対象であることこそが典型的な絵画のありかたであると考えることができる。これは，
Wagner et al.（2014）の指摘するアートスキーマといえるかもしれない。
実験 6，実験 7 において具象性を低下させるために用いられたモザイクフィルタは理解
度を低下させたが，その影響はさまざまな作品を通して一様ではなく，具象性低下以外の
意味を持つことが示唆された。また，実験 5，実験 6 では，表現は具象的であっても理解
度が低い作品もみられ，作品の世界観，作者の意図といったものが把握できるかどうかも
また理解度評定に影響を及ぼすと推察された。これらのことから，何が描かれているかが
理解できること，そして「絵画」として理解できること，観察者の理解度にはこの 2 点の
判断が含まれているのではないかと考えられる。
自ら展覧会に足を運ぶ場合，それが絵画展と銘打たれたものであれば，そこに展示され
ている物体が絵画であることに観察者は自覚的であろう。しかし，絵画展を訪れた場合で
も，
「これが絵画といえるのだろうか」と感じるような作品に出会うことはある。Shortess
et al.（2000）は，典型的な絵画の特徴とは相対的な写実性にあり，典型性が高いために
写実的絵画は好まれると述べている。一方，描かれた対象の把握が困難な抽象的絵画は典
型性が低く，好ましさも低い。何が描かれているのかが理解可能で，快く，親しみやすい
対象であることが，専門知識を持たない一般的観察者にとっての絵画らしさの条件である
とすれば（Cupchik & Gebotys, 1988; Hekkert & van Wieringen, 1996），そのカテゴリ
に近いものは「絵画」として理解しやすく，遠ざかるほどに「絵画」としての理解度は低
下するだろう。実験刺激として呈示された絵画の中には，典型性，つまり絵画らしさの高
いものと低いものが含まれており，実験参加者は美的評価を行うと同時に，このような絵
画らしさの判断を行っていた可能性がある。そして，Whitfield & Slatter（1979）のプロ
トタイプ－選好モデルから，この「絵画らしさ」の判断は，好ましさや快さの評定と密接
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に関連していると考えられる。

2.2．絵画の典型性に基づく期待と感情
Silvia（2005）は認知的評価理論を実験美学に援用し，絵画に対する美的反応が観察者
の主観的な理解度によって説明されることを示した。認知的評価理論とは，感情はこの世
界の出来事に対する人々の主観的評価から生じるとする理論である（Lazarus, 1991）。心
は常に，私たちが出会う事象の重要性，価値，関連性を評価している。もし何らかの重要
性，価値，関連性が見出されると，その事象はさらに，解決可能かどうか，管理できるも
のかどうか，なぜ起きたのかなどについて評価される。状況が望ましいものであった場合
や期待との一致度が高かった場合には快感情がもたらされ，状況の望ましさや期待との一
致度が低い場合には，驚き，不快といった感情がもたらされるとされる。Silvia（2005）
の実験では，作品の複雑性が高く，かつ理解できると判断された場合におもしろさの評価
が高まることが示された。
観察者が，絵画に対し，何が描かれているかが把握しやすく，快く親しみやすいという
期待を抱いていた場合，その認知カテゴリに一致する絵画は理解が容易であり，期待とも
一致するため快感情がもたらされるだろう。一方，一致しない絵画は，驚きや不快感がも
たらされると予想される。先行研究で報告されている，抽象絵画に対する非専門家の不快
感は，抽象絵画が絵画らしさの期待と一致しないために生起したものと考えることができ
る。これに対し，絵画表現の多様性を熟知し，感情的反応以外に絵画を評価する観点を持
つ専門家は，絵画に対する期待が非専門家とは異なるため，非専門家のように大きな感情
的反応を示すことはない（Leder, et al., 2014）。表現方法だけでなく，例えば，先行研究
のように絵画の内容に全くそぐわないタイトルが呈示された場合（Russell, 2003）や，本
研究のように，モザイクフィルタの追加といった絵画にはありえないような不自然な画像
処理が行われた場合にも期待との不一致が発生するだろう。本研究における，写実的絵画
と抽象絵画の間の印象評定の違いやモザイクフィルタによる印象評定の違いは，絵画らし
さへの期待との一致・不一致が，対処可能性，つまり理解度として判断された結果もたら
されたものと考えられる。
さらに，額縁の規則性や複雑性と絵画の組み合わせについても，期待との一致度が評価
に影響を及ぼした可能性がある。額縁とは通常，作品の形に添って作成され，装着される
ものである。したがって，形の一致という点からみると，正方形の額縁は刺激とした絵画
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の形と一致しており，直線を組み合わせて不規則性，複雑性を強調した額縁は，絵画の形
と一致していない。よって形の一致する額縁は違和感なく受け容れられるが，形の一致し
ない額縁は典型からの逸脱と捉えられ，違和感をもたらすと考えられる。問題は，なぜ絵
画の理解度が高い場合にその違和感が強く，理解度が低い場合には違和感がそれほど大き
くないかということである。写実的絵画と抽象絵画で，絵画の理解度を低下させるような
操作を加えた場合に美的評価の低下率に違いがみられることはいくつかの研究において報
告されている （Belke et al., 2010; 筒井・近江,2010; Vartanian & Goel, 2004）。しかし，
絵画を含む美的刺激に関する研究において，なぜこのような違いがみられるのかに関する
知見はまだ得られていない。よってここでは他領域の研究を参考に，期待との不一致がど
のような場合に大きな違和感をもたらすのかについて考える。

2.3．期待からの逸脱が感情に及ぼす影響
例えばほんの少し傾いた壁の額縁，くしゃくしゃになった紙が挟まってぴったり閉まら
ない引き出し，糊づけ部分に小さい髪の毛が挟まってしまった封筒，糊のきいたスーツに
ついた小さな糸くずなど，日常生活で起こりうるこうした小さな歪み，そこからもたらさ
れる不快感は，私たちがまっすぐな額縁やぴったり閉まった引き出しを好むからではない，
と Ramachandran（2011; 山下訳, 2013）は言う。スーツや学校の制服，和服など，定型
の周知度が高い服装は，そうでない服装よりも着崩れが目立つ。また，この仕事が完了す
ればボーナスが支給されると約束されていたにもかかわらず，期待していた額の報酬が得
られなかったとき，人は報酬がまったくなかった場合よりも強い不満を覚えるだろう。こ
れらの現象に共通しているのは，典型性や報酬などへの期待度の高い場面における逸脱が，
違和感や不快感をもたらすということである。Ramachandran（2011; 山下訳, 2013）は，
規則正しさや秩序に対する要求は，処理の節減に対する視覚系からの要求の反映なのかも
しれないとしている。
対象が日常的で親和性の高いものであるほど，ごく小さな逸脱が大きな違和感をもたら
すという現象が，不気味の谷に関する実験において報告されている。不気味の谷とは，ロ
ボットの外観が人間に近づくにつれ親和感が高まるが，人間との類似度が 100％に近くな
ると親和感が急降下し，不気味に感じられるようになるという現象である（森, 1970）。ロ
ボット制作だけでなく，映画やゲームのキャラクタのデザインにおいても同様の現象が報
告されており，人に似せたイメージを制作する者は，谷に陥ることのないよう注意を払っ
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てきたという。
不気味の谷現象はロボットやイメージの制作現場において確認されているものの，その
生起メカニズムについては長らく不明なままとされてきた。しかし，近年，興味深い研究
結果が発表されている。Matsuda, Okamoto, Ida, Okanoya, & Myowa-Yamakoshi（2012）
の報告によると，7～12 ヶ月の乳児に母親の顔と他人の顔，母親と他人を半分ずつ合成し
た顔（半分顔）を呈示したところ，半分顔の注視時間が母親の顔，他人の顔に比べ短かっ
たという。注視時間の長さは対象への選好を示している。しかし，合成する写真の両方を
他人の顔にすると，半分顔（他人と他人）と他人の顔の注視時間に有意差はみられなくな
った。このことから，乳児が母親によく似た他人を避けるのは，中間顔が母親の顔のよう
でありながらそれを完全には満たしていないためであり，日常的経験に基づく期待からの
逸脱が不気味という感情を引き起こすと考察された。また，母親は乳児にとって最も親和
性の高い存在であり，不気味の谷現象は対象への親和性の高さと関連することが示唆され
た。
一方，Yamada, Kawabe, & Ihaya（2013）は，擬人化エージェントの見た目がより人間
に近づいてくると，観察者はそれが人間なのか人間でないのか分類するのが難しくなり，
このようなカテゴリ化の難しさは処理の負荷を増大させることから処理流暢性（Reber et
al., 2004）が低くなり，エージェントの印象は低下する，という仮説を立てた。合成割合
を変化させた写真を用いて選好を調べる実験方法は Matsuda et al.（2012）と同じであっ
たが，Yamada et al.（2013）では人の顔写真の他に漫画の登場人物やぬいぐるみの写真
が用いられ，不気味の谷現象は人間の顔以外でもみられることが確認された。さらに，呈
示された画像に対する選好と同時に，例えば犬の写真と漫画の犬（スヌーピー）を合成し
た写真について，犬と漫画のどちらのカテゴリに属するかの判断を求めたところ，合成の
比率が同程度の場合はカテゴリ判断に時間がかかり，その場合，好ましさの評定値が低か
った。一方，人間の女性の顔と男性の顔の合成写真を用いた場合には，合成の比率が同程
度の場合にカテゴリ判断に時間がかかっていたが，好ましさの評定値には有意な差がみら
れなかった。この結果より，不気味の谷現象は，本物の人間との類似性のみによって引き
起こされるものではなく，カテゴリ化の難しさによって引き起こされるものであり，カテ
ゴリ化の難しさが選好に及ぼす影響はカテゴリが全く異なる場合に顕著になると考察され
た。よく見知ったもの（この場合はスヌーピー）を用いた合成写真では不気味の谷現象が
みられ，親しい人物のものではない顔写真を合成しても不気味の谷現象がみられなかった
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という結果は，Matsuda et al.（2012）と一致している。カテゴリ化の難しさは，対象へ
の親和性の高さと関連しており，よく見知った対象がわずかな逸脱を伴って現れた場合に，
カテゴリ化の困難度は上昇するすると考えられる。
認知科学の分野においても，予期と逸脱にかかわる神経活動の研究が行われている。例
えば色は，その色を帯びた物体との関係が予期と一致しているか否かで処理にかかわる部
位に違いがみられるという。Zeki & Marini（1998）は，果物や野菜，動物，風景の写真
について，通常とは異なる色付けをしたもの（例えば青いイチゴ）を作成し，それらを呈
示した際の脳の活動を fMRI によって調べた。すると，通常の色付けをされた写真とは異
なる前頭領域の活性化がみられた。石津（2006）は顔刺激を用い，上下に切断し左右にず
らすことで，顔としての認識は保たれているが不完全な状態にした刺激を作成し，通常の
顔刺激と不完全な顔刺激を呈示した場合に，刺激が顔であるか無意味なものであるかを回
答するよう実験参加者に求めた。判断時の実験参加者の神経活動を脳磁図
（Magnetoencephalogram; MEG）によって記録したところ，顔刺激の処理・認識を行う
領域の活動が，通常の顔刺激よりも不完全な顔刺激の場合に強くなっており，不完全さの
度合い（逸脱量）と活動量の相関もみられたという。また，前頭領域において，通常の顔
刺激ではみられなかった活動が，不完全な顔刺激の場合には強くなっていた。これらの結
果から石津（2006）は，前頭領域では逸脱の有無のみの反応がみられたが，顔刺激の処理・
認識を行う領域では逸脱の量への感受性がみられたと述べている。
また，Schultz，Dayan, & Montague（1997）は，アカゲザルを被験体とし，期待した
報酬と実際の報酬のズレ（予測誤差）がドーパミン神経細胞の活動変化に影響することを
示した。条件刺激（光）を呈示後，サルには甘いジュースなどの報酬が与えられる。する
と，学習以前には報酬そのものに反応していたドーパミン神経細胞が，条件刺激と報酬の
対呈示を繰り返すうちに，報酬を予期させる光には反応するが，報酬そのものには反応し
なくなったという。また，ジュースが与えられるまでの時間が通常より長く設定されたり，
与えられたジュースが薄められていたりするなど，報酬が期待通りに得られなかった場合，
ドーパミン神経細胞の活動は抑制され，サルは不満を表出した。ドーパミン神経細胞は快
や報酬に対して反応することが知られている。つまり，報酬の予期は快感情をもたらし，
予期からの逸脱は快感情を抑制するのである。
これらの知見より，親和性の高い刺激との接触や報酬の予期は快感情をもたらすが，報
酬を予期させながらもわずかに逸脱した刺激は快感情の生起を抑制することが示唆される。
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また，Van de Cruys & Wagemans（2011）は，適度な予測誤差が芸術作品に対する評価
を増大させるとも指摘している。
これを本研究で得られた結果に当てはめると以下のようになる。絵画の写実性および典
型性の評定値は，親和性の評定値と正の相関関係にあることが報告されている（Shortess
& Clarke, 1988; Shortess et al., 2000）。また，Hekkert & van Wieringen（1996）や
Cupchik & Gebotys（1988）によると，非専門家にとって，日常経験に則した識別可能な
内容からなる，快く，親しみやすい対象であることこそが典型的な絵画のありかたである。
写実的絵画は非専門家にとって典型的絵画であるだけでなく，親和性の高い絵画でもある。
本研究においてみられた，理解度の高い絵画には非典型的な形状の額縁の影響が強く現れ，
理解度が低い場合には影響があまりみられなかったという結果は，上記の知見と共通して
いる。すなわち，理解度が高い，つまり典型性が高く親和性が高い絵画に非典型的な形状
の額縁を組み合わせることは期待と一致せず，よって評価が低下する。一方，理解度が低
い，つまり典型性が低く親和性も低い絵画は，絵画らしさへの期待に反するので快感情は
抑制されるが，これに非典型的な形状の額縁を組み合わせたとしても，他人の顔を合成し
た写真と同じく，これに反するような期待を持たないため評価の低下は起きないものと考
えられる。このような解釈は，モザイクフィルタを重ねた場合の評価性低下の説明にも有
効だろう。写実的絵画の場合，モザイクフィルタは評価性を大きく低下させた。しかし，
抽象絵画の評価性には大きな差はみられなかった。観察者の，絵画らしさへの期待に一致
するものは，それを損なうようなノイズの追加によって快さや好ましさが低下する。一方，
初めから期待とは一致していない絵画は，ノイズの影響を受けないと考えられる。
本研究および美的反応に関する先行研究の結果から，鑑賞者が絵画から受ける印象は，
先行する経験やそれに基づく予期が，絵画に対する美的反応に影響を及ぼすという，予期
と反応のインタラクションによって生じるものであることが示唆された。美的経験はしば
しば非常に個人的で，ときに神秘的な体験として捉えられ，また，
「感性」という言葉でひ
とくくりにされることもあるが，知的な情報処理過程との密接な結びつきもみられる。美
的経験とは継続的な感情状態の変化を伴う認知プロセスであり，認知的経験と感情的経験
は交互に関連しているのである（Leder et al., 2004）。ここで明らかになるのは，鑑賞者
は絵画の「どこに」美を感じるのか，ではなく，
「どのように」美を感じるのかということ
である。鑑賞者の存在なしには成立しえない美的反応の生起メカニズムの解明こそが，心
理学において絵画を研究対象とすることの目的であり意義であろう。
87

3．研究の意義と課題
3.1．本研究の意義
絵画の形状が観察者の印象に及ぼす影響の解明を通して，形もまた表現の一部であり，
観察者は描かれた内容だけでなく形からも意味を読み取っていることが示された。また，
形が印象にもたらす影響は絵画の種類にかかわらず一定であったが，絵画と形との組み合
わせの評価を求めた場合には絵画の種類による差異がみられ，絵画らしさへの期待との一
致・不一致が快さや好ましさの評価に影響を及ぼす可能性が示唆された。
Gibson（1971）が指摘しているように，絵画には，描かれた対象を見るための情報と，
それが絵画という物体であることを示す情報が含まれており，観察者は，絵の中に存在す
る仮想的対象と，絵そのものという現実的対象との間で行き来しながら絵画を見ている。
本研究は，これまで見過ごされてきた絵画の物理的側面に注目することにより，絵画に対
する美的反応研究に新たな知見を加えることができたと考える。

3.2．残された問題
実験 5 において，額縁と組み合わせる絵画が写実的絵画か現代絵画かによって調和度が
異なるという結果が得られた。写実的絵画の場合，不規則で複雑な額縁を組み合わせるこ
とで調和度が低下し，同時に，快さ，好ましさなどからなる評価性も低下した。一方，抽
象絵画では，規則的・対称的な額縁を組み合わせた場合の評価性が最も高いという結果が
得られたものの，不規則で複雑な額縁の場合との差は写実的絵画に比べ小さく，ともに中
程度の値であった。また，2 つの額縁の調和度の差は小さかったことから，抽象絵画の場
合，調和度や評価性は額縁の形状の違いによる影響をあまり受けないことが示された。
このような違いをもたらしたのは絵画に対する観察者の理解度の違いにあると考えら
れたが，実験 6 において，モザイクフィルタによって理解度を操作した場合にはこれと異
なる結果が得られた。これより，モザイクフィルタは，理解度判断に影響を及ぼす特徴に
対しては機能したが，調和度判断に影響を及ぼす特徴には機能しなかったと考察され，こ
の場合の理解度判断と調和度判断は異なる基準によって行われている可能性が示唆された。
理解度判断については実験と考察がなされたが，調和度判断がどのような基準によるの
かについて，本研究ではまだ明らかにされていない。おそらく，抽象絵画とモザイクフィ
ルタを重ねた写実的絵画では，理解度判断に影響を及ぼす特徴は共通していたが，調和度
判断に影響を及ぼす特徴は異なっており，抽象絵画は両者を低下させる特徴を含み，モザ
88

イクフィルタを重ねた写実的絵画は理解度のみを低下させる特徴を含んでいたと考えられ
る。調和度判断が絵画内のどのような特徴を反映しているのかについて，今後研究を進め
ていきたいと考える。

3.3．絵画作品を刺激とすることの意義と問題
美的反応に関する研究において，刺激に実際の絵画作品を用いることの是非については
意見が分かれる。心理学における絵画研究を人間心理一般の解明を目指すものと捉えた場
合，実験刺激として実際の絵画作品を用いることは，時に，条件の統制や結果の一般化を
困難にさせるという問題がある。一方，芸術作品の研究と捉えた場合，作品に人為的な編
集を加えて実験刺激とすることは，作品が元来持っていた意味を変えてしまうおそれがあ
る。しかし，実際の絵画作品でしか引き出し得ない美的反応もあるとして，多角形やラン
ダムドットからなる刺激を用いた実験と実際の絵画作品を用いた実験との結果の相違を指
摘する声もある（Hekkert & van Wieringen, 1990）。実際の絵画作品を用いる場合は，こ
うした問題点を考慮に入れつつ，研究を進めていく必要がある。
また，現在，私たちが目にすることのできる絵画作品の数は膨大な数に上り，その表現
も多岐にわたる。本研究の場合，実験 1・2 では刺激として 4 点の絵画，実験 3 と 4 では
3 点，実験 5 では 4 点，実験 6－2 では 10 点の絵画を用いた。少数の絵画を用いて得られ
た結果が絵画全般に共通するものかどうかは注意深く検討する必要がある。この問題への
対処としては，例えば Leder, Ring, & Dressler（2013）の実験のように，刺激数を極限ま
で増やすという方法がある。Leder et al.（2013）は，100 人以上の画家によって描かれた
420 点の肖像画を 2 日間に亘って呈示し，好ましさや親和性などの評定を求める実験を行
った。しかしながら，実験参加者の慣れや疲労を考慮すると，刺激数を増やすことが信頼
性の高い結果につながるとは限らない。特に，SD 法による印象測定を行う場合，実験参
加者に評定を求める項目数が多くなることから，信頼性の高い結果を得るためには，一度
の実験に多くの刺激を用いるのは難しい。したがって，人の美的反応についてより一般性
の高い結果を導くためには，用いる刺激の幅を広げつつ研究を重ねることが必要であろう。
本研究では実験 3 において見出された，輪郭・額縁の生成特徴と印象の対応関係が，刺激
の異なる実験 5～7 においても確認された。同時に，限られた数の刺激であっても，その
中に共通する法則を追究することもまた有効な手段ではないかと考える。
最後に，本研究において使用した額縁は生成特徴を強調するために作成されたものであ
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り，実際に美術館やギャラリーにおいて使用されているものとは同一ではない。また，は
じめに述べたように，額縁には形の他にも装飾，色，大きさなど様々な要素がある。これ
らさまざまな要素の影響を考慮に入れながら，実験によって得られた成果の現実場面への
適用を試みることで，人がどのように絵画を見ているのか，実際の鑑賞場面に沿った解釈
が可能になると考えられる。
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付録 1-1 実験 1 で用いた評定用紙の例（モノクロ図形）
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悪い
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付録 1-2 実験 1 で用いた評定用紙の例（絵画作品）

絵
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付録 2 実験 2 で用いた評定用紙の例

絵
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付録 3-1 実験 3 の予備調査で用いた評定用紙の例

絵
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付録 3-2 実験 3 の予備調査で用いた評定用紙の例
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付録 3-3 実験 3 で用いた評定用紙の例

絵
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付録 4 実験 4 で用いた評定用紙の例

絵

106

付録 5-1 実験 5 で用いた評定用紙の例 (1) 額縁なしの場合
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|

|

|

|

|

|

悲しい

暗い

|

|

|

|

|

|

|

明るい

陰気な

|

|

|

|

|

|

|

陽気な

良い

|

|

|

|

|

|

|

悪い

不安定な

|

|

|

|

|

|

|

安定した

理解できる

|

|

|

|

|

|

|

理解できない
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付録 5-2 実験 5 で用いた評定用紙の例 (2) 額縁ありの場合

絵

非常に

かなり

やや

どちら
でもない

やや

かなり

非常に

派手な

|

|

|

|

|

|

|

地味な

快い

|

|

|

|

|

|

|

不快な

不安な

|

|

|

|

|

|

|

安心な

騒がしい

|

|

|

|

|

|

|

静かな

嫌いな

|

|

|

|

|

|

|

好きな

嬉しい

|

|

|

|

|

|

|

悲しい

暗い

|

|

|

|

|

|

|

明るい

陰気な

|

|

|

|

|

|

|

陽気な

良い

|

|

|

|

|

|

|

悪い

不安定な

|

|

|

|

|

|

|

安定した

かなり

非常に

非常に

かなり

やや

額縁と絵が
調和度している

|

|

|

どちら
でもない

やや

|

|
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額縁と絵が
|

|

調和度していない

付録 6-1 実験 6-1 で用いた評定用紙の例

絵

非常に

かなり

やや

どちら
でもない

やや

かなり

非常に

派手な

|

|

|

|

|

|

|

地味な

快い

|

|

|

|

|

|

|

不快な

不安な

|

|

|

|

|

|

|

安心な

騒がしい

|

|

|

|

|

|

|

静かな

嫌いな

|

|

|

|

|

|

|

好きな

嬉しい

|

|

|

|

|

|

|

悲しい

暗い

|

|

|

|

|

|

|

明るい

陰気な

|

|

|

|

|

|

|

陽気な

良い

|

|

|

|

|

|

|

悪い

不安定な

|

|

|

|

|

|

|

安定した

絵と額縁が
調和している

|

|

|

|

|

|

|

絵と額縁が
調和していない
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付録 6-2 実験 6-2 で用いた評定用紙の例

絵

全く

ほとんど

あまり

あてはまらない あてはまらない あてはまらない

どちら

やや

かなり

⾮常に

でもない

あてはまる

あてはまる

あてはまる

① 個性的

1

・・・・・

2

・・・・・

3

・・・・・

4

・・・・・

5

・・・・・

6

・・・・・

7

② 快い

1

・・・・・

2

・・・・・

3

・・・・・

4

・・・・・

5

・・・・・

6

・・・・・

7

③ 好き

1

・・・・・

2

・・・・・

3

・・・・・

4

・・・・・

5

・・・・・

6

・・・・・

7

④ 受け容れられる

1

・・・・・

2

・・・・・

3

・・・・・

4

・・・・・

5

・・・・・

6

・・・・・

7

⑤ おもしろい

1

・・・・・

2

・・・・・

3

・・・・・

4

・・・・・

5

・・・・・

6

・・・・・

7

⑥ 意味が分かる

1

・・・・・

2

・・・・・

3

・・・・・

4

・・・・・

5

・・・・・

6

・・・・・

7

⑦ 理解できる

1

・・・・・

2

・・・・・

3

・・・・・

4

・・・・・

5

・・・・・

6

・・・・・

7

う

い
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付録 7 実験 7 で用いた評定用紙の例

絵

非常に

かなり

やや

どちら
でもない

やや

かなり

非常に

派手な

|

|

|

|

|

|

|

地味な

快い

|

|

|

|

|

|

|

不快な

不安な

|

|

|

|

|

|

|

安心な

騒がしい

|

|

|

|

|

|

|

静かな

嫌いな

|

|

|

|

|

|

|

好きな

嬉しい

|

|

|

|

|

|

|

悲しい

暗い

|

|

|

|

|

|

|

明るい

陰気な

|

|

|

|

|

|

|

陽気な

良い

|

|

|

|

|

|

|

悪い

不安定な

|

|

|

|

|

|

|

安定した

非常に

かなり

やや

どちら
でもない

やや

かなり

非常に

|

|

|

|

|

|

|

額縁と絵が
調和度している

額縁と絵が
調和度していない
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