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概要：本研究は, 風景画像および顔画像, それぞれの選好判断における刺激の親近性と新奇性の影響が初期好意度によって調整されるかどうか検討した。実

験参加者は, 親近性を含む刺激と新奇性を含む刺激の 2種類のうち, どちらか好ましい刺激ひとつに対して, どの程度好ましいかどうかを評定する事が求め

られた。その結果, 風景画像は全体的に新奇性を有する刺激が選好されやすく, 刺激の初期好意度が高いほど新奇性選好が強くなることを示した。また, 顔

画像は全体的に親近性選好となったものの, 風景画像とは異なり, 選好判断において初期好意度の違いが影響しない結果となった。このことから, 親近性選

好か新奇性選好なのかどうかは刺激カテゴリによって異なることに加え, 初期好意度の程度も選好に影響を及ぼす可能性を示唆した。 
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1. 序論 

	 選好判断における意思決定要因について, 親近性選好と新奇性選好が存

在する。親近性選好とは, 見慣れたものや親しみのあるものを好む性質で

ある一方で, 新奇性選好とは, 新しいものを好む性質である。Park, 

Shimojo, & Shimojo（2010）は, この両性質を比較した実験を行った結果, 

風景画像は新奇性選好となり, 顔画像は親近性選好となった。このことか

ら, 選好における親近性や新奇性が及ぼす影響の強さは, 刺激カテゴリに

よって異なることが示された。しかしながら, Park et al.（2010）の実験結

果は初期好意度が高い刺激のみから得られた結果であり, 著しく快, また

は不快な刺激は親近性選好を弱めること（Delplanque, Coppin, Bloesch, 

Cayeux, & Sander, 2015）などから, 刺激自体の初期好意度の違いによって, 

選好に及ぼす影響が異なる可能性が考えられる。そこで, 本研究は, 選好

判断における刺激の親近性と新奇性の影響が, 初期好意度によって調整さ

れるかについて検証した。 

 

2. 実験方法 

2.1. 実験 1 

	 39名の男女（男性 20名, 女性 19名, 平均年齢 20.97歳, 標準偏差 1.64）

が実験 1に参加した。刺激は, 予備実験で評定された初期好意度より, 高, 

中, 低の 3条件に分類し, それぞれに 27枚の風景画像を用意した。各試行

に 2枚の風景画像が呈示され, 1枚は親近性の増加を図る刺激として毎試行

呈示され, もう 1枚は新奇性を含む刺激として毎試行異なる刺激が呈示さ

れた。実験参加者は各試行において, どちらか好ましい風景画像 1枚に対

して, どの程度好ましいかを 7件法（-3：左の風景写真が好ましい 〜 3：

右の風景写真が好ましい）で評定する事が求められた。初期好意度の程度

ごとに刺激を 3条件用意し, 1条件で 26回評定を行うことから, 実験 1全

体の試行数は 78回であった。 

2.2. 実験 2 

	 37名の男女（男性 20名, 女性 17名, 平均年齢 20.7歳, 標準偏差 1.84）

が実験 2に参加した。刺激は, 予備実験で評定された初期好意度より, 高, 

中, 低の 3条件に分類し, それぞれに 27枚の顔画像を男女別々に用意し

た。実験手続きは, 実験 1と同様だが, 男性顔と女性顔ごとに実験を行な

ったため, 実験 2全体の試行数は 156回であった。 

 

3. 結果 

3.1. 実験 1 

	 初期好意度 3条件ごとの, 各試行回数における参加者間平均評定値を図

1に示す。各試行の評定値に対して１標本 t検定（μ= 0）を行ったところ, 

初期好意度が高い条件では, 全試行において 0との有意差が見られ, 新奇

性選好が確認された（ps < .05）。また, 好意度が中程度の条件では, 1, 26試

行目以外の試行における評定値について, 0との有意差が見られ, 新奇性選

好が確認されたが（ps < .05）, 低い条件では, 21試行目を除き, 0との有意

差が見られなかった（ps > .05）。試行回数が 5から 26回目の評定値につい

て参加者ごとに算出された平均値に分散分析を行なったところ, 初期好意

度に関する有意な主効果が見られた（F(2, 38) = 54.11, ηP2 = .58, p < .001）。

また, Holm法による多重比較を用いると, ３条件の平均値間全てにおいて

有意な差が認められ（ps < .001）, 初期好意度が低い刺激, 中度の刺激, 高

い刺激の順に親近性選好が強く反映される結果となった。以上の結果から, 

初期好意度が高い風景画像ほど新奇性選好が強く現れるが,  初期好意度が

低い場合は選好が見られないことが示された。 

 

	



 

図 1 初期段階における好意度別の平均評定値 

（風景画像, 誤差バーは標準誤差を表す） 

 

3.2. 実験 2 

	 実験 2では, 選好における顔の性差は, 本研究の趣旨ではないため, 結果

の解析において, 参加者ごとに男性顔と女性顔のデータを平均した値を用

いた。初期好意度 3条件ごとの, 各試行回数における参加者間平均評定値

の結果を図 2に示す。各試行の評定値に対して１標本 t検定（μ= 0）を行

ったところ, 初期好意度が高い条件では, 3, 5, 8, 13, 14, 16, 19, 22, 24, 26試

行における評定値のみ, 0との有意差が見られ, 一部に親近性選好が確認さ

れた（ps < .05）。また, 好意度が中程度の条件では, 1から 4試行目以外の

試行における評定値について, 0との有意差が見られ, 親近性選好が確認さ

れた（ps < .05）。低い条件では, 1,2試行目を除き, 0との有意差が見られ, 

親近性選好が確認された（ps < .05）。試行回数が 5から 26回目の評定値に

ついて参加者ごとに算出した平均値に分散分析を行なったところ, 初期好

意度に関して有意な主効果は見られなかった（F(2, 36) = 0.42, p = .65）。以

上の結果から, 顔画像は初期好意度に関わらず, 同程度の親近性選好とな

ることが示された。 

 

 

図 2 初期段階における好意度別の平均評定値 

（顔画像, 誤差バーは標準誤差を表す） 

 

4. 考察 

	 本研究の目的は, 選好判断における刺激の親近性と新奇性の影響が, 初

期好意度によって調整されるかを検証することであった。結果より, 風景

画像は目新しいものを好む傾向にあり, 初期好意度が高いほどその傾向が

強くなった。その一方で, 顔画像は見慣れているものを好む傾向にあり, 

初期好意度はその傾向に影響しなかった。刺激カテゴリによって,  親近

性, 新奇性が与える影響が異なったことについては, Park et al.（2010）の結

果と一致した。しかし, 刺激カテゴリのみならず, 刺激の元々の好意度が, 

親近性選好, 新奇性選好に影響を及ぼす可能性は否定できないことが, 本

研究の結果より示唆される。今後は, 様々な刺激カテゴリを用いて同様の

実験を行い, それぞれの選好や初期好意度による影響を比較することで, 

選好判断において初期好意度や新奇性が影響を及ぼす要因を明らかにする

必要があると考える。 
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