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概要： 本研究は，連続フラッシュ抑制（CFS）を用いて無意識に数を処理させた場合に，時間知覚に影響を与えるの

かを確かめることを目的とした。数刺激にはドット 1 個ああるいは 9 個を用い，CFSにはランダム表示の高コントラス

トな複数の正方形を用いた。実験の結果，CFS の有無に関わらずドット刺激の主効果は有意でなかった。数による時間

の歪みも見られなかったため，頑健性を調べる実験を 2つ行ったが，こちらでも時間の歪みを確認できなかった。これ

らの結果と，先行研究の結果を比較した結果，先行研究の参加者は時間作成課題あるいは認知実験そのものに慣れてい

た可能性があり，本研究の参加者は心理実験未経験者を多く含むために実験慣れしていない可能性があった。 
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1. 序論と目的 

時間知覚は，数の大きさによって歪められる（Xuan, Zhang, 

He, & Chen, 2007）。一方で，数の大きさだけでなく，感情も時間

知覚に影響を与え，この感情刺激は CFS によって無意識に処理

されても時間知覚に影響を与える（Yamada & Kawabe, 2011）。

CFS とは，一方の眼には画像刺激を呈示し，もう一方の眼には

ダイナミックに変化するフラッシュ刺激を連続的に呈示するこ

とで，画像刺激の知覚経験を生じさせない方法である。本研究

では，CFS を用いて無意識的に処理された数も時間知覚に影響

を与えるかどうかを検討することを目的とした。 

 

2. 実験１ 

2.1. 方法 

 無意識的に処理された数も時間知覚に影響を与えるのかどうか

を確かめることを目的とした。刺激として，左右に融像用の正方

形と，別で白枠の正方形をそれぞれ配置した。数情報は，1 個ま

たは 9 個のドットが用いられた（e.g., Xuan et al., 2007）。CFS のた

め，高コントラストの複数の正方形がランダムに呈示された（以

下，フラッシュ刺激）。 

1 試行の流れを図 1 に示す。本実験では，白枠の知覚された呈

示時間を時間再生法により測定された。ドット刺激の呈示時間は

600ms または 1200ms であった。参加者は，フラッシュ刺激によ

ってドットが意識に上らない条件下の実験（マスクあり条件）と，

及びフラッシュ刺激とドット両方が意識に上る実験（マスクなし

条件）にそれぞれ参加した。実験計画は，マスク条件が 2 条件，

呈示時間が 2 条件，ドットの数が 2 条件，繰り返し 20 回であり，

総試行数はマスク条件ごとにそれぞれ 80 試行であった。 

 

 最初に，参加者は利き目に関する実験と白枠の時間再生実験の

2 種類の別の実験があることを説明された。まず，利き目に関す

る実験を行い，参加者それぞれの利き目を調査した。次に，参加

者はマスク条件のいずれかについての CFS の説明を受け，その実

験を受けた。終了後，マスク条件で参加していない方の CFS の説

明を受け，その実験を受けた。 

2.2. 結果 

 外れ値などを考慮した結果，3 名のデータを除外した。残った

30 名のデータを対象に分析を行った。その後，条件毎に t 補正ス

コア（再生時間から呈示時間を引き，それを呈示時間で割った値）



を算出した。t 補正スコアについて参加者内三要因分散分析を行

った。その結果，呈示時間の主効果は有意であった（F (1, 29) = 

205.74, p < .001, ηp
2 = .88）が，ドットの主効果は有意でなかった

（F (1, 29) = 3.05, p = .091, ηp
2 = .10）。その他の主効果はいずれも

有意ではなかった。 

3. 実験 2 

3.1. 方法 

 実験 2 では，白枠による時間再生法を採用し，先行研究（e.g., 

Xuan et al., 2007; Chang, Tzeng, Hung, & Wu, 2011）の再現性を検討

した。実験 1 とは異なり，フラッシュ刺激，融像用の白枠は表示

されなかった。画面中央に実験 1 と同様の白枠とドット刺激が表

示された。また，ドット刺激の知覚された呈示時間を白枠の呈示

時間で再生された。ドット刺激の呈示時間は 300ms，600ms，

1200ms，1800ms の４つからランダムであったこと以外は，実験 1

と同様の手順であった。実験計画は，呈示時間が 4 条件，ドット

の数が 2 条件，繰り返し 20 回であり，総試行数は 160 試行であ

った。 

3.2. 結果 

 実験 1 と同様に 13 名のデータを対象に t 補正スコアを算出後，

その値について参加者内二要因分散分析を行った。その結果，呈

示時間の主効果は有意であった（F (1, 12) = 50.20, p < .001, ηp
2 = .82）

が，ドット刺激の主効果は有意でなかった（F (1, 12) = 1.95, p = .19, 

ηp
2 = .15）。また，交互作用は有意でなかった。 

 

4. 実験 3 

4.1. 方法 

 数の大きさが時間知覚に影響を与える（e.g., Xuan et al., 2007; 

Chang et al., 2011）という先行研究の頑健性を検討した。なお，再

生課題での画面表示が白枠から“Repro”に変更されたこと以外に

ついては，刺激および手順は実験 2 と同様であった。 

4.2. 結果 

 実験 2と同様に 21名のデータを対象に t補正スコアを算出し，

参加者内二要因分散分析を行った。その結果，呈示時間の主効果

は有意であった（F (1, 20) = 48.20, p < .001, ηp
2 = .81）。ドット刺激

の主効果は有意でなかった（F (1, 20) = 2.36, p = .14, ηp
2 = .11）。ま

た，交互作用は有意でなかった（F (1, 20) = 0.79, p = .79, ηp
2 = .04）。 

5. 考察 

実験 1 では無意識に処理された数が時間知覚に影響を与えるか

を検討したが，数の大きさの主効果が有意でなかった。実験 2,3

では，先行研究（e.g., Xuan et al., 2007; Chang et al., 2011）の再現

性を検討したが，いずれも数の大きさの主効果が有意ではなかっ

た。以上より，本研究では，数による時間の歪み（Chang et al., 2011）

を確認することができなかった。しかし，本研究と Chang et al.

（2011）の間には再生時間と実時間の差に関して大きな違いがあ

る。本研究での再生時間と実際の呈示時間のずれが，先行研究の

それと比べて大きいことである。例えば，Chang et al.（2011）の

Experiment 1では刺激の呈示時間がそれぞれ 300ms, 450ms, 600ms, 

750ms であるのに対して，再生時間の平均値がそれぞれ約 370ms, 

470ms, 560ms, 630ms であった。本研究の実験 3 の刺激の呈示時間

は 300ms, 600ms, 1200ms 1800ms であったが，再生時間の平均値

がそれぞれ 730ms, 1075ms, 1540ms,1812ms であった。つまり，同

じ呈示時間である 300ms, 600ms であっても，先行研究のずれは

それぞれ約 70ms，40ms であるにも関わらず，本研究では遥かに

大きく 430ms，475ms であった。誤差が小さいということは，先

行研究の参加者は時間作成課題あるいは認知実験そのものに慣

れていた可能性がある。本研究の参加者は心理実験未経験者を多

く含むため，実験慣れしていないと思われる。したがって，ある

程度課題に慣れた参加者でしか数による時間の歪みは確認され

ないのかもしれない。 

 時間再生法を扱う際，参加者の再生時間の正確性をできるだけ

上げることが必要だと考えられる。先述したように，数と時間の

歪みそのものは，慣れ前提で起こる効果かもしれない。したがっ

て，参加者の再生時間の正確性が高いことを確認したうえで，時

間再生法を扱うのが好ましい，と考えられる。 
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