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第 2章 連続聴錯覚 

第 2章 連続聴錯覚の生起を決定する要因について 

 

2.1 本章の目的 

 連続聴錯覚に関する従来の研究を展望し，連続聴錯覚の生起を決定する要因について考

察した。 

 

2.2 連続聴錯覚の生ずる音の種類 

 物理的に途切れた音の空隙部分を別の音で満たすと，物理的に途切れているはずの音が

つながっているように知覚される。この現象を連続聴錯覚という。この現象を初めて報告

したのは Miller and Licklider (1950) である。彼らの研究の本来の目的は，発話音声の

聴き取りを妨害する物理的要因を探ることであった。彼らは，発話音声の時間的一部を雑

音に置き換え，雑音のレベルを体系的に操作した。雑音の呈示されている間，音声は物理

的に途切れていた。しかし，雑音のレベルが十分に高くなると，音声が途切れなく滑らか

につながっているように知覚された。彼らは，発話音声だけではなく正弦波音を用いても

同じ現象が生ずることを確認した。すなわち，持続する正弦波音の時間的一部を雑音と置

き換えたとき，その雑音が十分にレベルの高いものであれば，途切れているはずの正弦波

音がつながっているように知覚されることがわかった。 

以上のことは，Miller and Licklider (1950) の論文の 後の一段落 (p. 173) におい

て短く述べられているのみであった。そのためか，彼らが連続聴錯覚の 初の報告者であ

ると広く認識されるまでにはしばらく時間がかかったようである。彼らの研究の後，他の

研究者によって連続聴錯覚の発見が報告されている (Warren, 1984; Warren, 2008 参照)。

例えば，Thurlow (1957) は，周波数の異なる二つの正弦波音が交替する音パターンにおい

て連続聴錯覚の生ずることを報告している。このようなパターンにおいて，一方の音のレ

ベルがもう一方の音のレベルよりも低いとき，レベルの低い方の音がつながっているよう

に知覚される。Thurlow の報告は短報の形であったが，後の研究において (Thurlow & Elfner, 

1959; Elfner, 1970; Houtgast, 1972; Warren, Obusek, & Ackroff, 1972)，周波数の異

なる二つの正弦波音における連続聴錯覚について体系的に研究がなされた。 

上述したように，連続聴錯覚は正弦波音と雑音とによるパターンにおいても生ずる。正

弦波音と雑音とが交替するパターンにおいて，雑音のレベルが正弦波音のレベルよりも十

分に高いときには，正弦波音がつながっているように知覚される (Miller & Licklider, 

1950; Warren et al., 1972)。逆に，正弦波音のレベルが雑音のレベルよりも高いときに

は，雑音がつながっているように知覚される (Elfner & Caskey, 1965; Elfner & Homick, 

1966; Elfner & Homick, 1967; Elfner, 1969)。ただし，後者の場合，正弦波音の持続時

間は十分に短くなければならない (およそ 40 ms 以下でなければならないことが示唆され

ている)。 

連続聴錯覚は，調波複合音と雑音とによるパターンにおいても生ずる。調波複合音と雑
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音とが交替するパターンにおいて，雑音の周波数範囲が調波複合音の周波数範囲よりも広

く，雑音のレベルが調波複合音のレベルよりも十分に高いときには，調波複合音がつなが

って知覚される (Darwin, 2005)。 

連続聴錯覚は，二つの雑音によるパターンにおいても生ずる。例えば，二つの白色雑音

が交替するパターンにおいて，これらのレベルに差をつけると，レベルの低い方の音が途

切れなくつながっているように知覚される (Warren et al., 1972)。Warren, Wrightson, and 

Puretz (1988) は，雑音性ピッチの生ずる音と雑音とが交替するパターンを用いた。雑音

性ピッチとは，雑音を 1秒間に 20 回から 100 回繰り返して呈示したときに知覚される音の

高さのことであり，繰り返し周波数に応じて知覚される音の高さが変化する。雑音のレベ

ルが雑音性ピッチを生ずる音のレベルよりも高いとき，雑音性ピッチを生ずる音はつなが

っているように知覚される。 

連続聴錯覚は音声を用いたパターンにおいても生ずることを考慮すると，周波数や振幅

が時間的に変化するような音を用いても生ずることが予想される。Dannenbring (1976) は，

周波数が真数周波数軸上を直線的に上下する周波数変調音 (スイープ音) と雑音とによる

パターンを用いて，物理的に途切れたスイープ音がつながって知覚されることを示した。

Ciocca and Bregman (1987) はスイープ音ではなくグライド音と雑音とによるパターンを

用いて，物理的に途切れたグライド音がつながって知覚されることを示した。Riecke, van 

Opstal, and Formisano (2008) は振幅変調正弦波音と雑音とによるパターンを用いて，物

理的に途切れた変調音がつながって知覚されることを示した。 

このように，連続聴錯覚は様々な種類の音パターンにおいて生ずる。しかし，連続聴錯

覚の生ずる音パターンの構造は共通しているようである。すなわち，物理的に途切れた音

の空隙部は他の音によって満たされている。以下では，Warren (2008) に倣い，物理的に

は途切れているにも関わらず，連続聴錯覚が生ずるとつながって知覚される音のことを被

誘導音と呼び，その被誘導音の空隙部を満たす音のことを誘導音と呼ぶ。また，被誘導音 

(の持続成分) と誘導音とが交替するパターンを交替パターンと呼び，パターン全体に空隙

が一つだけあり，その空隙が誘導音によって満たされているパターンを挿入パターンと呼

ぶ。これら 2 つを総称して錯覚パターンと呼ぶ。そして，物理的に被誘導音が誘導音の間

も途切れなく持続しているパターンを連続パターンと呼ぶ。 

 

2.3 現象的考察 

 連続聴錯覚は，様々な名前で呼ばれてきた。名前をつける際には，錯覚の生ずる仕組み

が仮定されており，この仕組みが名前に反映されている場合が多い。この名前が現象を適

切に表しているかどうかを検討することで，連続聴錯覚という現象がどのような現象であ

るかが明確になるはずである。 

初期の研究においては，連続聴錯覚を視覚現象と同じ名前で呼んでいる場合がある。3つ

の例を挙げることができる。まず，Miller and Licklider (1950) は連続聴錯覚のことを
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杭垣効果と呼んだ。杭垣の向こう側には景色が見える。しかし，知覚において，杭のちょ

うど裏側にある景色は表象として現れえない (杭の裏側は見えない)。しかし，景色は杭の

裏側で途切れるものではなく，杭の後ろにおいてもつながっているものであるかのように

見える。連続聴錯覚において，誘導音は杭と同じような働きをし，誘導音の知覚されてい

る間も被誘導音はつながっているように知覚される。 

 次に，Warren (1984) によると，Vicario (1960) は連続聴錯覚のことを音のトンネル効

果と呼んでいる。車がトンネルに入り，トンネルの向こう側から出て行く情景をトンネル

の外側から見たときに，車がトンネルの前で消え，しばらく経ってからトンネルの向こう

側から再び現れるようには見ない。車がトンネルの中を通過したように見る。このような

見えは，単純な図形を用いても生じうる。車を小さな円，トンネルを長方形とする。円は，

長方形に向かっていき，長方形に接したときに消え，長方形の反対側の縁から現れ，離れ

ていく。このとき，円はあたかもトンネルを通過するかのように長方形の中を通過するよ

うに見える。連続聴錯覚において，誘導音はトンネルと同じ働きをし，被誘導音は誘導音

を通過するかのようにつながって知覚される。 

 後に，Thurlow (1957) は，連続聴錯覚を聴覚における図と地の分化と呼んだ。対象と

その背景とを区別して見ることのできる状況があるとき，視覚研究では，その対象を図と

呼び，その背景を地と呼ぶ。図と地の関係において重要なことは，地は図の背後において

もつながっているように見えるということである。連続聴錯覚において，被誘導音は地と

して，誘導音は図として知覚され，被誘導音は誘導音の間もつながっているように知覚さ

れる。 

 連続聴錯覚が杭垣効果，およびトンネル効果と同じ仕組みによって生ずるとは考えにく

い。杭垣効果とトンネル効果は，本来，非感性的補完と呼ばれる範疇に分類される現象で

ある。非感性的補完とは，物理的に欠落した部分の補完となる表象が知覚において現れる

ことはないが，その部分が実在するかのように知覚される現象である。杭垣効果では，杭

の後ろ側が見えるわけではないが，杭の後ろ側にも景色が広がっているように見える。し

かし，連続聴錯覚では，被誘導音が誘導音の知覚されている間も途切れなくつながってい

るように知覚される。つまり，欠落した部分の補完となる表象が知覚において現れている。

したがって，連続聴錯覚は非感性的補完ではない。 

 図と地の分化において地が図の背後に広がって見えるのは，非感性的補完の一種である。

したがって，連続聴錯覚を図と地の分化であると考えるのは難しい。連続聴錯覚を図と地

の分化に類推することができないとする理由はもう一つある。視覚の図と地の分化におい

て，図は地に対して浮き出ているように見える。このような関係を連続聴錯覚が生ずると

きの被誘導音と誘導音とに対して当てはめることはできない。一般的に，誘導音が被誘導

音よりも明確に知覚されるということはない。連続聴錯覚において，誘導音と被誘導音は

それぞれ別個に音脈を形成する (Bregman, 1990 参照)。多旋律音楽において同時に複数の

旋律を知覚することができるように，音脈については複数のものを同時に知覚することが
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可能である (上田・中島，2005)。したがって，連続聴錯覚は図と地の分化ではない。なお，

Thurlow & Elfner (1959) も，連続聴錯覚を聴覚における図と地の分化であるとみなすこ

とに否定的である。視覚における図と地の分化の多くは，図と地とが同時に存在する状況

において生じ，その生ずる条件は連続聴錯覚ほどに限定されないからである (連続聴錯覚

の生ずる条件については以下において検証する)。 

 連続聴錯覚の現象的特徴を他の側面から考察する。連続聴錯覚は欠落した部分が補完さ

れる現象であると考えることができるが，その補完という働きに推論や思考といった高次

の認知機能の関与を認めることはできない。連続聴錯覚において錯覚的につながった音の

知覚は，物理的に欠落部分を補完した音の知覚と異なる場合がある。Tsuzaki, Tanaka, and 

Kato (2003) は，4モーラからなる合成音声刺激を用いて，3モーラ目の時間的一部 (50 ms) 

をレベルのより高い雑音と置き替えた。このような刺激音では連続聴錯覚が生じて，音声

は途切れなく知覚され，音素の聴き取りも正しくできると考えられる。しかし，刺激音の

全体の長さは雑音と入れ替える前のものよりも短く知覚されることがわかった。この結果

は，合成音声だけではなく，正弦波音を用いても同じように生ずることがわかった。 

Dannenbring (1976) は，周波数の上下するスイープ音のパターンを用いて，山形に周波

数が変化する際の頂点となる部分を雑音 (100 ms，もしくは 200 ms) と置き替えた。この

際，連続聴錯覚が生じて，物理的に途切れたスイープ音はつながっているように知覚され

た。この錯覚により復元された頂点部分の音の高さを精神物理学的に測定したところ，そ

の高さは，雑音と置き替える前の頂点の周波数ではなく，雑音の直前と直後における周波

数と対応することがわかった。連続聴錯覚における欠落部分の復元は，欠落のないときの

物理的内容が推測されてなされているわけではないようである。復元作用には聴覚系の比

較的初期の過程が関わっていて，その過程には，入力情報のみに依存して復元内容を決定

するような仕組みが備わっているのであろう。 

 発話音声のような音における連続聴錯覚と正弦波音のような音における連続聴錯覚とが

同じ仕組みに基づいているかどうかについては議論の余地がある。連続聴錯覚が Miller and 

Licklider (1950) により初めて報告されたときには，単音節発話音声に挿入された空隙を

雑音で満たした音パターンが用いられていた。Miller and Licklider は，連続聴錯覚の生

ずるとき，音声は途切れなく知覚されたが，雑音のないときに比べて音素が正しく同定さ

れたわけではないと述べている。しかし，Warren (1970) は，ある文章の発話音声におけ

る“legislatures”という単語の 2音節目の“s”を咳音と入れ替えると，連続聴錯覚が生

じて音声が途切れなく知覚されるだけではなく，雑音の位置が正しく知覚されないことを

示した。雑音の位置が正しく知覚されないということは，欠落していた“s”が知覚されて

いたということになる。二つの研究の違いは，意味を有する音声を用いていたかどうかに

ある。日常会話のような意味を有する音声の連続聴錯覚においては，知識駆動型の知覚処

理過程の関与している可能性がある。そのため，発話音声における連続聴錯覚は音素修復

と呼ばれて区別されることがある。本論文では，知識駆動型の知覚処理過程には踏み込ま
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ず，正弦波音や雑音のように物理的に単純に記述できる音において生ずる連続聴錯覚につ

いてのみ言及する。このような音パターンにおける連続聴錯覚には，知識には依存しない

入力情報のみに依存した処理過程が関わっていると考えられる。 

 しかし，連続聴錯覚は蝸牛神経における単一ニューロンの時間-発火パターンのような聴

覚の末梢系の働きで説明できるものではない。このことは，連続聴錯覚がスイープ音やグ

ライド音のような周波数の変化する音においても生ずることから見て明白である 

(Bregman & Dannenbring, 1977 参照)。蝸牛神経のニューロンは，それぞれ特定の周波数に

特異的に反応する。したがって，周波数の変化する音に対しては，異なる周波数に反応す

る複数のニューロンが関与する。それぞれのニューロンの時間-発火パターンは周波数変化

音の時間的一点に対応するものでしかない。そのため，この情報をそのままの形で音の連

続-不連続の知覚の決定に用いることは難しい。聴覚系は，蝸牛神経ニューロンの時間-発

火パターンだけではなく，他の手がかりも利用して音の連続-不連続を判断しているはずで

ある。また，連続聴錯覚は被誘導音と誘導音とをそれぞれ別の耳に呈示しても生ずること

がわかっている (Elfner & Caskey, 1965; Elfner & Homick, 1966)。連続聴錯覚は，左右

耳からの求心性の情報が交差する上オリーブ複合体 (力丸，1994) よりも上位の処理過程

の関わるものであると推測することができる。連続聴錯覚がどのような条件において生ず

るのかを明確にすることで，聴覚系がどのような手がかりを用いて音の連続—不連続の知覚

を決定しているのか，また，聴覚系のどのような働きが連続聴錯覚に関わっているのかを

明らかにすることができる。 

以下では，議論上必要となるので，音パターンの物理量の具体的な数値を表記するよう

にする。ただし，議論に関連する情報のみに留める。主に，音の種類，周波数，持続時間，

レベルについて表記する。実験においていくつかの条件を用いている場合は，議論に関連

する条件のみを表記する。 

 

2.4 連続聴錯覚の生ずる条件について 

どのような音パターンであっても，連続聴錯覚の生ずる条件は共通しているようである。

まず，誘導音のレベルは，ある値よりも高いものでなければならない。そして，被誘導音

の空隙の時間的長さはある値よりも短いものでなければならない。これらの値は連続聴錯

覚の仕組みを明らかにする手がかりとなるはずである。 

被誘導音の空隙が時間的に長くなると連続聴錯覚は生じにくくなる。しかし，連続聴錯

覚の生じうる空隙の長さが具体的にどの位の値であるのかについては，一貫した結論が得

られていない。報告されている中で一番長いと思われる値は，Warren et al. (1972) の研

究によるものである。Warren et al.は，中心周波数 1000 Hz の 1/3 オクターブ幅帯域雑音

を被誘導音，500 Hz から 2000 Hz までの帯域のピンク雑音を誘導音とした交替パターンを

用いたときに，空隙の長さ (誘導音の持続時間) が数十秒あっても被誘導音がつながって

知覚される場合があると報告している。次に長いと思われるのは，Riecke et al. (2008) の
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研究によるものである。Riecke et al.は，変調周波数 3 Hz の振幅変調正弦波音 (変調深

度 100%) を被誘導音，白色雑音を誘導音とした挿入パターンを用いたときに，空隙の長さ

が 900 ms あっても被誘導音がつながって知覚されうると報告している。しかし，連続聴錯

覚の生じうる空隙の長さの値は，被誘導音の持続時間によって変化することがわかってい

る (Thurlow & Elfner, 1959; Elfner & Caskey, 1965; Elfner & Homick, 1966; Elfner & 

Homick, 1967; Elfner, 1969; Dannenbring, 1976)。被誘導音の持続時間が長ければ，空

隙の長さが長くても連続聴錯覚が生じやすいようである。この要因を考慮に入れた検証は

十分になされているとはいえない。 

連続聴錯覚が生ずるための誘導音のレベルは，被誘導音のレベルとの相対的な関係によ

って決まる。この関係を明確に述べた仮説として有名なのがマスキング可能性仮説 

(masking potential hypothesis) である。この仮説は，連続聴錯覚の生起条件だけではな

く錯覚がどのようにして生ずるのかについても説明する。この内容については次の節で説

明する。 

 

2.5 マスキング可能性仮説 

 マスキング可能性仮説は，連続聴錯覚の生ずる条件について述べたものである。これは

Warren et al. (1972) によって提唱された仮説であり，その内容は以下の一文に集約され

る。「もし，ある音が一定時間存在するという文脈上の証拠があり，より大きな音によって

刺激される末梢系の部位の中に，より弱い音があると想定したときに刺激される部位が含

まれるのならば，より弱い音は存在しているように知覚される。(p. 1151, 著者訳)」 

マスキング可能性仮説の示す連続聴錯覚の生ずる物理条件は以下のようになる。被誘導

音と誘導音との持続部分を取り出して，この二つを同時に呈示するような状況を想定する 

(連続聴錯覚の生ずる音パターンにおいては，被誘導音と誘導音は同時に存在していないが，

この想定では同時に存在することに注意せよ)。このような状況において，被誘導音のレベ

ルに対する誘導音のレベルの相対的な値がある値を超えると，被誘導音は誘導音によって

マスクされる (聴こえなくなる)。被誘導音と誘導音とがこのようなレベル関係にあるとき

に連続聴錯覚は生じ，被誘導音は途切れなくつながっているように知覚される。  

この仮説において連続聴錯覚と関連があるとされる聴覚マスキングは，蝸牛神経の興奮

から説明される。二つの音があるとして，一方の音を信号，もう一方の音をマスカーと呼

ぶ。信号がマスカーによってマスクされるような状況では，信号に対する神経興奮がマス

カーに対する神経興奮によって埋没してしまい，もしくは抑圧されてしまい，信号が物理

的に存在しない場合の神経興奮と区別がつかなくなる。そのため，信号は存在しないよう

に知覚される。 

マスキング可能性仮説によれば，連続聴錯覚の生ずるパターンの被誘導音と誘導音との

持続部分を取り出して同時に呈示すると，被誘導音は誘導音によってマスクされる。この

ときの蝸牛神経反応は，誘導音だけが存在するような状況における反応と区別することが
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できないであろう。したがって，連続聴錯覚の生ずるパターンにおける蝸牛神経の時間-興

奮パターンは，被誘導音が誘導音の間も物理的につながっているパターンにおける蝸牛神

経の時間-興奮パターンとほとんど区別することができないはずである。このような末梢系

の情報が得られるとき，聴覚系は被誘導音がつながっていると判断する。要約すると，誘

導音の時間的部分において被誘導音がマスクされているとみなすことを末梢系の情報が妨

げないときに，聴覚系は被誘導音がつながっていると判断する。 

Warren et al. (1972) は，マスキング可能性仮説を以下のような実験の結果から導き出

した。被誘導音，誘導音ともに 300 ms の交替パターンが用いられた。被誘導音は正弦波音，

誘導音は中心周波数 1000 Hz の 1/3 オクターブ幅帯域雑音であった。帯域雑音は 80 dB SPL

で呈示され，聴取者は被誘導音のレベルを調整することができた。被誘導音の周波数は体

系的に操作され，各周波数において連続聴錯覚の生じうる被誘導音のレベルが求められた。

この連続聴錯覚の生じうる被誘導音の 高のレベルを連続聴閾値と呼ぶことにする。被誘

導音のレベルがこの閾値よりも低いときに連続聴錯覚は生じ，この値よりも高いときに連

続聴錯覚は生じなくなる。結果，周波数に対する連続聴閾値のグラフは山形を示し，被誘

導音の周波数が雑音の中心周波数に近くなるほど，閾値の高くなることがわかった。これ

は，マスカーの周波数を固定し，信号の周波数に対するマスキング閾値を測定したときの

形 (マスキングパターン) とよく類似する。そのため，Warren et al.はマスキングパター

ンに関するデータも得た。誘導音と同じ帯域雑音が途切れなく持続して呈示されている間

に，被誘導音のみの繰り返しによるパターンが呈示された。聴取者は被誘導音のレベルを

操作することができ，被誘導音を検知しうる 低のレベルであるマスキング閾値が測定さ

れた。被誘導音のレベルがこの値よりも低いときには，被誘導音は誘導音によってマスク

され，この値よりも高いときには，被誘導音はマスクされない。結果，周波数に対するマ

スキング閾値のグラフは連続聴閾値のグラフとよく似た形状を示した。連続聴錯覚と聴覚

マスキングとの間に関連性のあることが示された。 

マスキング可能性仮説は広く受け入れられたようである。その後の研究の多くにおいて，

連続聴錯覚を生じさせるために，被誘導音と誘導音との間にマスキング可能性仮説が満た

されるようなレベル差が与えられている。近年では，聴覚心理学の標準的な教科書にマス

キング可能性仮説が定説として紹介されている場合もある (例えば，Plack, 2005)。また，

連続聴錯覚の生ずるパターンを実験に用いるために，聴覚マスキングの知見を反映させて

誘導音と被誘導音とのレベルを設定している例も見受けられる (例えば，Micheyl, Carlyon, 

Shtyrov, Hauk, Dodson, & Pullvermüller, 2003)。しかし，この仮説は長い間受け入れら

れてきてはいるものの，批判的に検証されることがほとんどなかった。 

Warren et al. (1972) は，被誘導音の周波数に対する連続聴閾値の形状がマスキングパ

ターンと類似することを根拠にマスキング可能性仮説を提唱した。しかし，Warren et al.

が示したのは連続聴錯覚の生起条件と聴覚マスキングの生起条件との相関関係である。こ

の結果のみで，連続聴錯覚と聴覚マスキングとの間に強い因果性があると結論付けるのは
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難しいように思われる。次の節では，マスキング可能性仮説が連続聴錯覚を適切に説明し

うるものであるかどうかについて検証する。 

 

2.6 マスキング可能性仮説の妥当性 

 マスキング可能性仮説は，日常場面と関連づけることのできる点において優れた仮説で

ある。例えば，ある人が話している 中，他の人が咳をしたとする。この咳の音は，話し

声をマスクするぐらいの強さである場合がある。しかし，咳のせいで話し声が途切れて知

覚されるようなことはない。これは，咳によってマスクされた部分が音声の存在する部分

であると認識されて復元されるからであると考えることができる。日常においてこのよう

に働く聴覚系の仕組みが，物理的に音の存在しない場合においても働く場合がある。それ

が，連続聴錯覚である。マスキング可能性仮説において述べられる聴覚系の働きは，日常

場面とよく対応した，生態学的に妥当性のある働きであると考えることができる。 

 連続聴錯覚は音の聴き取りが聴覚マスキングによって阻害されることを防ぐ聴覚系の適

応機能の反映であると考えることができる (Warren et al., 1972)。しかし，連続聴錯覚

は聴覚マスキングと本当に関連があるのであろうか。検討すべき点を明確にするために，

マスキング可能性仮説が支持される要件について整理する。 

注意すべきことに，マスキング可能性仮説は連続聴錯覚と聴覚マスキングとが聴覚系の

同じ処理過程の上で引き起こされることを仮定したものではない。Warren (2008) は，連

続聴錯覚は聴覚マスキングの解除 (抑制) ではないと述べている。聴覚マスキングは，音

の聴き取りが阻害される現象であり，連続聴錯覚は，マスクされることによって欠落した

音の情報が復元される現象である。 

しかし，連続聴錯覚と聴覚マスキングとは，それらの生起条件において一致している。

連続聴錯覚を引き起こす被誘導音と誘導音とのレベル関係に着目したとき，この関係は連

続聴錯覚だけではなく，(被誘導音と誘導音との持続部分を同時に呈示すれば) 聴覚マスキ

ングも引き起こしうる。これがマスキング可能性仮説の前提である。したがって，マスキ

ング可能性仮説の妥当性を検証する際には，この前提が確かなものであるかどうかについ

て検証すればよい。連続聴錯覚を引き起こす被誘導音と誘導音とのレベル関係が聴覚マス

キングを引き起こすものであるかどうかについて，a. 連続聴閾値とマスキング閾値との関

係， b. 聴覚フィルターの幅，c. 蝸牛神経の時間-興奮パターンの 3点から検証する。 

 

a. 連続聴閾値とマスキング閾値との関係 

 連続聴錯覚の生ずる音パターンにおいて，誘導音のレベルが固定され，被誘導音のレベ

ルが調整される状況を想定する。この状況において，被誘導音のレベルがある値よりも低

くなると連続聴錯覚が生ずる。この境目となるレベルを連続聴閾値と呼ぶ。また，被誘導

音と誘導音との持続部分が同時に呈示される場合において，誘導音のレベルが固定され，

被誘導音のレベルが調整される状況を想定する。この状況において，被誘導音のレベルが
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ある値よりも低くなると被誘導音は誘導音にマスクされて聴こえなくなる。この境目とな

るレベルをマスキング閾値と呼ぶ。マスキング可能性仮説によれば，連続聴錯覚を生ずる

ような被誘導音と誘導音とのレベル関係は聴覚マスキングも引き起こしうる。したがって，

連続聴閾値はマスキング閾値と同じ値になるか，マスキング閾値よりも低い値になるはず

である。 

 連続聴閾値とマスキング閾値とを比較に耐えうるような同一の実験状況下で求めた研究

はほとんどない。数少ない研究において，Warren et al. (1972) と Kashino and Warren 

(1996) は，正弦波音を被誘導音，雑音を誘導音とした交替パターンを用いて，連続聴閾値

がマスキング閾値よりも低くなることを示した (Warren et al.においては，被誘導音と誘

導音ともに 300 ms であった。被誘導音である正弦波音の周波数は体系的に操作された。誘

導音は中心周波数 1000 Hz の 1/3 オクターブ幅帯域雑音であった。また，もう一つの実験

では誘導音に 700 Hz から 1400 Hz までの帯域阻止ピンク雑音を用いていた。Kashino and 

Warren においては，被誘導音と誘導音ともに 200 ms であった。被誘導音である正弦波音の

周波数は 500 Hz であった。誘導音は中心周波数 500 Hz の 1/3 オクターブ幅帯域雑音であ

った)。Warren et al. (1988) は雑音性ピッチを生ずる音 (10 Hz から 2000 Hz の繰り返し

周波数) を被誘導音，雑音を誘導音とした交替パターンを用いて連続聴閾値がマスキング

閾値よりも低くなることを示した (どちらの音も 300 ms であった。どちらの音も白色雑音

を基に合成されていたが，繰り返し周波数に応じて両音とも広域通過フィルターに通され

ていた。また両音とも 8000 Hz の低域通過フィルターに通されていた)。これらの研究では，

マスキング可能性仮説がある程度支持されている。 

 しかし，連続聴閾値とマスキング閾値との関連性を検証した Warren et al. (1972)，

Kashino and Warren (1996)，そして Warren et al. (1988) の研究には，問題点が一つあ

る。彼らはマスキング閾値を求める際に，被誘導音のみによる繰り返しのパターンを呈示

し，その全体を覆うように誘導音を「途切れなく持続して」呈示していた。マスキング可

能性仮説は，誘導音の部分において被誘導音がマスクされているとみなすことを妨げない

末梢系の反応が得られるときに連続聴錯覚が生ずると仮定している。このような聴覚マス

キングの生ずる状況を仮定するのであれば，誘導音は本来の持続時間で呈示し，被誘導音

は誘導音と同じ持続時間で重なるようにして呈示するべきであった。 

 Kluender and Jenison (1992) は，マスキング可能性仮説において仮定されている聴覚

マスキングの状況と対応づけることのできる刺激条件を用いている (彼らの研究の本来の

目的は音の高さの変化の知覚について調べることであったが，それと関連する効果を調べ

るために 後の実験において連続聴錯覚について調べた)。彼らは，バルク尺度 (基底膜上

の反応特性を考慮した周波数尺度) を直線的に上昇する周波数変化音を被誘導音，雑音を

誘導音とした挿入パターンを用いた。パターン全体の長さは 1200 ms であった。誘導音の

持続時間は 50 ms，200 ms，350 ms のいずれかであったが，50 ms の条件についてのみ述べ

る (他の長さにおいても同様の結果が得られた)。被誘導音と誘導音とによる挿入パターン
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が呈示される条件 (挿入パターン条件) と，誘導音のみが呈示される条件 (誘導音条件) 

との 2 つがあった。また，どちらの条件においても誘導音の呈示されている間に被誘導音

の欠落部分の物理的な補完となる成分が呈示される場合と呈示されない場合との 2 つがあ

った。聴取者の課題は，雑音の聴こえている間に周波数変化音 (補完成分) があるように

聴こえるか聴こえないかを答えることであった。この反応を見ることで，挿入パターン条

件においては，連続聴錯覚が生じていたかどうかを調べることができ，誘導音条件におい

ては，聴覚マスキングが生じていたかどうかを調べることができた (ただし，後者の条件

が聴覚マスキングについて調べるものであることを Kluender and Jenison が意図していた

わけではない)。 

 Kluender and Jenison (1992) は信号検出理論を用いて d’を算出し，それを結果の表記

に用いた。この実験において d’は，補完成分の物理的に存在するパターンと存在しないパ

ターンとが，補完成分の有無において弁別しやすいものであったかどうかについて表して

いた。挿入パターンが呈示される条件において，被誘導音のレベルが誘導音のレベルより

も 12 dB 低いとき，d’の値はほぼ 0となった。すなわち，聴取者は補完成分の有無をほと

んど弁別することができなかった。どちらのパターンも補完成分があるように知覚されて

いたと考えられる。言い換えると，補完成分が物理的に存在しないパターンにおいては連

続聴錯覚が生じていたと考えられる。誘導音条件における d’は約 1であった。補完成分の

有無の弁別が挿入パターンよりも容易であったと考えることができる。マスキング可能性

仮説が満たされるのならば，補完成分の存在するパターンにおいては完全な聴覚マスキン

グが生じ，補完成分の存在しないパターンとの区別がつかなくなるはずである。したがっ

て，d’の値は 0に近くなったはずである。すなわち，聴覚マスキングの生じない刺激条件

において，連続聴錯覚が生じていたことになる。 

 

b. 聴覚フィルターの等価矩形幅 

 ある周波数の正弦波音をマスクしうる正弦波音の周波数は限られている。そのマスクし

うる周波数は，ある値からある値までの幅をもつ。これを臨界帯域幅という。臨界帯域幅

は，聴覚マスキングに関与しうる音の周波数を制限する一種のフィルターのようなもので

あると考えることができる。しかし，聴覚系に実際に備わっているフィルターは，ある範

囲に含まれる周波数は完全に通過させ，それ以外は全く通過させないような急峻な特性を

もつものではないと考えられている。ある周波数から値が離れた周波数ほど徐々に減衰さ

せるような，周波数に対して山形の応答特性をもつようなものであると考えられている。

このような考えに基づいて推定された聴覚系の周波数分析機能は聴覚フィルターと呼ばれ

ている。臨界帯域幅と聴覚フィルターとの主な違いは，仮定されている応答特性の形状の

違いである。山形の聴覚フィルターを面積は保ったまま矩形に整形すれば，臨界帯域幅と

比較することのできる幅を得ることができる。このようにして求めた幅を聴覚フィルター

の等価矩形幅という。以降，聴覚フィルターの幅について述べる部分があるが，その幅は
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等価矩形幅のことである。 

 聴覚フィルターは帯域阻止雑音を用いた聴覚マスキングの実験によるデータから推定す

ることができる。具体的な推定方法については省略するが，帯域阻止雑音の阻止帯域幅を

広げれば，聴覚フィルターを通過する音エネルギーが少なくなるので，マスキング効果が

減少し，マスキング閾値が減少するはずである。この結果から聴覚フィルターの幅を推定

することができる。 

 被誘導音に正弦波音，誘導音に帯域阻止雑音を用いれば，聴覚フィルターのように連続

聴錯覚に関連する誘導音の周波数成分を推定することができるはずである。被誘導音の周

波数と誘導音の阻止幅の中心周波数とを一致させ，阻止幅を広げると，連続聴錯覚が生じ

にくくなり連続聴閾値が減少する。このようにして，被誘導音の周波数がある値にあると

きの連続聴錯覚の生起に関わる誘導音の周波数成分を求めることができる。ここでは，そ

のような方法を用いて推定された周波数の幅を連続聴フィルター幅と呼ぶことにする。 

 Riecke et al. (2008) は，3 Hz 振幅変調正弦波音 (変調深度 100%) を被誘導音，白色

雑音を誘導音とした挿入パターンを用いて，連続聴フィルター幅を推定した。パターン全

体の長さは 2800 ms，誘導音の持続時間は 600 ms であった。被誘導音の周波数は 500，930，

1732，3223，6000 Hz のいずれかであり，各周波数を中心周波数として求めた連続聴フィル

ター幅は，それぞれ，78，356，1571，2072，4084 Hz であった。Glasberg and Moore (1990) 

によれば，聴覚フィルターの幅は，被誘導音の各周波数を中心周波数としたとき，それぞ

れ 79，125，212，373，672 Hz となる。このように，500 Hz を除く中心周波数において，

連続聴フィルター幅は聴覚フィルター幅よりも広く推定された。 

 正弦波音を信号，白色雑音をマスカーとした聴覚マスキングにおいては，聴覚フィルタ

ーの幅が広くなればなるほど聴覚マスキングに関与する周波数成分が増加する。周波数成

分が増加するということは，それらを総合した際のエネルギーが増加するということであ

る。聴覚マスキングに関与する成分の全体のエネルギーが増加すれば，より高いレベルの

信号がその検出のために必要となる。したがって，マスキング閾値は高くなる。聴覚フィ

ルターが広く推定されたのであれば，それは高いマスキング閾値が得られたことを意味す

る。ところで，Riecke et al. (2008) の実験で推定されたのは連続聴フィルター幅である。

連続聴フィルター幅が聴覚フィルター幅よりも広く推定された。したがって，連続聴閾値

はマスキング閾値よりも高かったと考えられる。マスキング可能性仮説が満たされるので

あれば，連続聴閾値はマスキング閾値と同じ値に，もしくはマスキング閾値よりも低い値

になったはずである。また，フィルターの幅が異なること自体が，連続聴錯覚と聴覚マス

キングとが直接結びつくのではないことを示している。 

 

c. 蝸牛神経の時間-興奮パターン 

 聴覚マスキングは，信号に対する蝸牛神経反応がマスカーに対する蝸牛神経反応の中に

埋もれるために生ずると考えられている。このような神経反応は，信号が物理的に存在し
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ないときの神経反応とほとんど区別することができない。そのため，信号は存在しないか

のように知覚される。連続聴錯覚を生ずる被誘導音と誘導音とのレベル関係が聴覚マスキ

ングを引き起こしうるものであるのなら，連続聴錯覚の生ずるパターン (錯覚パターン) 

に対する蝸牛神経反応は，被誘導音が誘導音の間も物理的につながっているパターン (連

続パターン) に対する反応とほとんど変わらないはずである。Petkov, O’Connor, and 

Sutter (2007) は，マカクザルにおいて連続聴錯覚が生ずるような挿入パターンを用いて，

蝸牛神経の時間-興奮パターンをシミュレーションした。被誘導音は正弦波音であり，誘導

音は白色雑音であった。被誘導音の周波数は体系的に操作された。パターン全体の長さは

400 ms であり，誘導音の長さは 56 ms であった。被誘導音のレベルは 45 dB SPL，誘導音

のレベルは 63 dB SPL であった。彼らの求めた被誘導音の周波数に反応するニューロンの

時間-興奮パターンを見るとわかるように，錯覚パターンと連続パターンとに対する時間-

興奮パターンが互いに異なっていた。蝸牛神経は，音の立ち上がる際に 大の反応を示す。

その後興奮量はすぐに減衰し，音がその後も持続する場合は，一定の量で反応が持続する。

どちらのパターンにおいてもパターン全体の始まりに対して 大の反応が生じていた。し

かし，錯覚パターンにおいては，誘導音に対する反応の後に再び大きな反応が生じていた。

したがって，連続パターンの被誘導音に対しては，物理的につながった音に対する反応と

似た反応が生じ，錯覚パターンの被誘導音に対しては，物理的に途切れた音に対する反応

と似た反応が生じていたと言うことができる。 

マスキング可能性仮説によれば，誘導音の部分において被誘導音がマスクされていると

みなすことを末梢系の情報が妨げないときに，連続聴錯覚が生ずる。しかし，Petkov et al. 

(2007) は，連続聴錯覚の生ずる際の蝸牛神経の興奮において，「大きな雑音 [誘導音] に

よって生ずるかなり大きな反応から，弱い音 [被誘導音] によって生ずる弱い反応を抽出

することはできない」と述べている。すなわち，被誘導音の反応が誘導音の反応の中に埋

もれているような結果が得られなかったのである。このような末梢系の反応が得られる場

合においても連続聴錯覚が生ずるということは，マスキング可能性仮説の前提がよく機能

していないことを意味している。 

 Petkov et al. (2007) による蝸牛神経反応のシミュレーションは，マスキング可能性仮

説の妥当性に疑いをかけること以外に，もう一つ重要なことを示唆している。上述したよ

うに，連続聴錯覚は蝸牛神経よりも上位の生理的段階の関わるものであると考えられる。

Petkov et al.のシミュレーションは，このことを具体的なデータによって示した。蝸牛神

経反応の段階では，物理的に途切れた音がつながって知覚される仕組みを説明することが

できない。 

 

 様々な角度からマスキング可能性仮説の妥当性について検証した。マスキング可能性仮

説は，連続聴錯覚の生ずる全ての条件を説明するものではないようである。被誘導音と誘

導音とのレベル関係が聴覚マスキングを引き起こしうるものでなくても，連続聴錯覚は生
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じうる。 

聴覚マスキングと連続聴錯覚との間に直接の因果関係はないと考えてよいであろう。し

かし，相関関係はある。被誘導音と誘導音との周波数差に対する連続聴閾値の変化を見た

とき，その形状はマスキング閾値の変化と類似している。連続聴フィルター幅は聴覚フィ

ルター幅よりも広く推定されるが，中心周波数が高くなるほど幅が広くなるという点につ

いては，両者において一致している。相関関係があることの理由は説明されなければなら

ない。以下に述べる興奮持続仮説は，この理由を説明しうるものである。 

 

2.7 興奮持続仮説 

 連続聴錯覚の生ずるとき，聴覚系において，空隙部を満たす誘導音のエネルギーの一部

が被誘導音に属していると解釈される。この状況において，被誘導音のエネルギーは時間

的に持続していることが認められる。そのため，被誘導音は途切れなくつながっているよ

うに知覚される。この仮説を興奮持続仮説と呼ぶ。この仮説は他の研究において直接的に

提唱されているものではないが，類似する内容の記述はいくつかの文献に見ることができ

る (Houtgast, 1972; Bregman, 1990; Warren, Bashford, & Healy, 1994)。 

 興奮持続仮説は，物理的には誘導音に属しているはずの音エネルギーの一部が被誘導音

の空隙部を補完するために割り当てられると仮定する。この仮定は概ね妥当なものである

と考えられる。連続聴錯覚の生ずるとき，誘導音の大きさがそれを単独で聴いたときより

も小さく知覚されることがわかっている (Warren et al., 1994; McAdams, Bottle, & Drake, 

1998)。誘導音の大きさが小さく知覚されるのは，誘導音のエネルギーの一部が被誘導音の

欠落部分を補完するために割り当てられるからであると説明されている。 

上述したように，被誘導音と誘導音との周波数差に対する連続聴閾値の変化の形状は，

信号とマスカーとの周波数差に対するマスキング閾値の変化の形状と類似する。興奮持続

仮説を神経興奮段階に適用すれば，この理由を説明することができる。ある周波数の正弦

波音は，その周波数に特異的に反応するニューロンを興奮させる。しかし，実際には近い

値の周波数に反応するニューロンも興奮させる。ただし，興奮量は減少する。連続聴錯覚

の生ずるパターンにおいて，被誘導音と誘導音との周波数を引き離すと，本来の誘導音の

周波数に対して反応していたニューロンの興奮量が減少する。言い換えると，被誘導音の

空隙部を補完するために必要な神経興奮量が減少し，連続聴錯覚が生じにくくなる。連続

聴錯覚が再び生ずるようにするためには，被誘導音のレベルを低くする必要がある。この

ようにすれば，空隙部を補完するのに必要な神経興奮量が少なくて済む。そのため，被誘

導音と誘導音との周波数が離れるほど連続聴閾値は低くなり，周波数差に対する連続聴閾

値の変化の形状がマスキング閾値の変化の形状と類似するのであろう。 

高い周波数に対して反応するニューロンほど，より広範囲の周波数に対して反応する 

(Pickles, 1988)。そのため，被誘導音の周波数が高くなると，その欠落部分を補完しうる

成分の周波数範囲が広くなり，連続聴フィルター幅が広く推定されるのであろう。しかし，
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空隙部を補完するのに必要な神経興奮量とは，マスキング可能性仮説において示されるほ

どの多さを必要としないのであろう。そのため，連続聴閾値はマスキング閾値よりも高く

なり，連続聴フィルター幅は聴覚フィルター幅よりも広く推定されるのであろう。 

 マスキング可能性仮説の妥当性に疑いが向けられる現段階においては，連続聴錯覚の生

ずる被誘導音と誘導音とのレベル関係を一から模索するのが妥当な方略であると考えられ

る。興奮持続仮説において，連続聴錯覚の生ずる被誘導音と誘導音とのレベル関係は必ず

しも明確にされているわけではない。欠落部分を補完するのに十分なエネルギー量とは，

具体的にどのような値を指すのであろうか。そのような値は，他の要因によっても変化す

るのであろうか。このような問いに答える研究を行なうことが必要になるであろう。 

 連続聴錯覚の生ずる仕組みは，興奮持続仮説だけでは十分に説明することができない。

被誘導音の空隙部分が，それを補完するのに十分なエネルギーで満たされていたとする。

この状況において，被誘導音がつながっているか，もしくは途切れているかついて聴覚系

が行ないうる判断は 2 つある。一つは，空隙部を満たすエネルギーの一部は被誘導音に属

しており，したがって被誘導音はつながっているとする判断であり，もう一つは，空隙部

を満たすエネルギーは誘導音に属しており，したがって被誘導音は途切れているとする判

断である。なぜ，聴覚系は前者を優先させるのであろうか。この理由を説明するためには，

興奮持続仮説に加えて別の仮説を導入せざるを得ない。 

 

2.8 途切れ欠落仮説 

 途切れ欠落仮説 (no-discontinuity hypothesis) は，聴覚系には音の始まりと終わりと

を検出する処理機構が備わっていて，連続聴錯覚は，被誘導音の空隙部に対する終わりと

始まりとの検出が誘導音によって損なわれるために生ずると説明する。この仮説は，

Bregman (1990) により初めて体系的に述べられたが，元をたどれば Miller and Licklider 

(1950)，Elfner and Caskey (1965)，そして Houtgast (1971) において部分的に示唆され

ている。  

 途切れ欠落仮説の妥当性を検証した 初の研究は，Bregman and Dannenbring (1977) に

よる研究である。1000 Hz の正弦波音を被誘導音，白色雑音を誘導音とした交替パターンが

用いられた。被誘導音の持続時間は 500 ms であり，誘導音の持続時間は調整することがで

きた。被誘導音のレベルは 76 dBB，誘導音のレベルは 91 dBB であった。連続聴錯覚の生じ

うる誘導音の持続時間が求められた。連続聴錯覚の生じやすい状況においては，この値は

長くなり，連続聴錯覚の生じにくい状況においては，この値は短くなる。誘導音の時間的

直前と直後において被誘導音は終わって始まったが，この被誘導音の始まりと終わりの部

分に対して直線状の振幅の減衰包絡と増加包絡とが付加された (付記 1参照)。この振幅の

変化によるレベルの減衰と増加の値は 10 dB であった。これらの包絡の区間がおよそ 50 ms

であったとき，連続聴錯覚の生じうる誘導音の持続時間が，これらの区間を付加しないと

きよりも短くなることがわかった。すなわち，被誘導音の振幅が誘導音の始まる直前と終
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わる直後において減衰と増加をすることによって，連続聴錯覚の生じにくくなることがわ

かった。第 1 章において述べたように，振幅 (レベル) の減衰と増加は，その変化がある

程度急峻なものであれば，音の終わりと始まりとして明確に検出される。振幅の減衰区間

と増加区間とを誘導音の前後に設けることによって連続聴錯覚が生じにくくなったのは，

音の終わりと始まりとの検出が促進され，途切れが明確に知覚されるようになったためだ

と考えることができる。言い換えると，連続聴錯覚が生じ，被誘導音がつながって知覚さ

れるときは，被誘導音の空隙部に対する終わりと始まりとの検出は損なわれていると考え

ることができる。 

 Petkov et al. (2007) は，途切れ欠落仮説を神経生理学的な立場から支持する。Petkov 

et al.は，連続聴錯覚が生ずる際のマカクザルの 1 次聴覚野の反応を観察した。上述した

ように彼らが用いたのは挿入パターンである。1次聴覚野のニューロンには，音の立ち上が

りに反応するもの (オンセットニューロン) と音の立ち下がりに反応するもの (オフセッ

トニューロン) とがある。連続聴錯覚の生ずるとき，オンセットニューロンは音パターン

全体が始まる際の被誘導音の立ち上がりに対してのみ反応した。オフセットニューロンは

音パターン全体が終わる際の立ち下がりに対してのみ反応した。つまり，被誘導音の物理

的な途切れに対して，オフセットニューロンとオンセットニューロンは反応しなかった。

上述したように，蝸牛神経の反応においては，被誘導音が途切れているかのような反応が

生ずる。しかし，1 次聴覚野の反応においては，つながっているかのような反応が生ずる。

蝸牛神経から 1 次聴覚野まで情報が伝達される処理過程において，被誘導音の空隙に対す

る反応が消失すると考えられる。 

 連続聴錯覚を説明するためには，途切れ欠落仮説と興奮持続仮説との二つが必要である。

被誘導音の途切れに対する聴覚系の反応が損なわれても，被誘導音のエネルギーが誘導音

の間も持続しているという証拠がなければ，連続聴錯覚は生じないであろう。例えば，

Bregman (1990) が示唆するように，誘導音の間に空隙を挿入すれば連続聴錯覚は生じにく

くなるであろう。Petkov et al. (2007) も，連続聴錯覚が生ずるためには，オンセットニ

ューロンとオフセットニューロンとによる被誘導音が「途切れていない」ことを示す神経

反応だけではなく，被誘導音が時間的に「持続している」ことを示す神経反応が必要であ

ると述べている。彼らは，音が持続することに対して反応するサステインドニューロンの

反応を観察し，被誘導音の周波数に対して反応するサステインドニューロンが，音パター

ンが呈示されている間は途切れなく持続して反応することを確認した。このような反応と，

オンセットニューロンやオフセットニューロンによる反応とを組み合わせることで，連続

聴錯覚の生起を包括的に説明することができる。 

 

2.9 聴覚の文法による説明 

 連続聴錯覚は，被誘導音の空隙が時間的に長くなると生じにくくなる。この空隙の時間

的長さの要因は，興奮持続仮説と途切れ欠落仮説だけでは説明することができない。聴覚

29 



第 2章 連続聴錯覚 

の文法は，音の始まりと終わりとの近接性を用いて，空隙の時間的長さの要因を踏まえた

連続聴錯覚の説明を試みている。以下の説明は，Remijn and Nakajima (2005) による説明

を，これまでの議論を踏まえて発展させたものである。挿入パターンを用いて説明するが，

交替パターンにおいても同じような説明をすることができる。この説明においては，途切

れ欠落仮説が前提となる。すなわち，途切れをなす終わりと始まりとの検出がレベルのよ

り高い誘導音の存在によって損なわれる。連続聴錯覚の生ずるパターンにおいて，誘導音

の始まりと終わりとは互いに近接している。これらは優先的に結びついて音事象を形成す

る。被誘導音については，途切れをなす終わりと始まりとが存在しない。そのため，時間

的に一番先にある始まりと一番後にある終わりとが結びつく。このようにして，被誘導音

はつながっているように知覚される。 

 空隙が時間的に長くなり，空隙を満たす誘導音の持続時間が長くなると，誘導音の始ま

りと終わりとの優先的な結びつきが生じなくなる。このとき，検出の損なわれていた途切

れをなす終わりと始まりとが復元される。なぜ，このようなときに途切れをなす終わりと

始まりとが復元されるのかについては，いくつかの説明が考えられる。そのうちの一つを

挙げると以下のようになる。誘導音の始まりと終わりとが時間的に離れているとき，その

始まりは終わりとして，その終わりは始まりとして二重に機能するのであろう。神経生理

学的な知見によれば，1次聴覚野のニューロンには，音の立ち上がりに反応するものと音の

立ち下がりに反応するものに加えて，立ち上がりと立ち下がりとの両方に反応するものが

ある (Abeles & Goldstein, 1972; Petkov et al., 2007 参照)。この 後のニューロンに

よって，音の始まりが終わりとして，終わりが始まりとして二重に解釈される可能性があ

る。ただし，音の始まりと終わりとが近接性によって結びつけられるときには，このよう

な二重の解釈は消失する。誘導音の始まりと終わりとは，近接性によって互いの関連性が

示されない限りは，始まりが終わりとして，終わりが始まりとして二重に機能するのであ

ろう。このようにして，誘導音の始まりと終わりとによって途切れをなす終わりと始まり

とが示され，被誘導音は途切れて知覚される。 

 

2.10 結論と課題 

 連続聴錯覚は，物理的に途切れている音の空隙部を別の音で満たすと，途切れているは

ずの音がつながって知覚される現象である。この錯覚の生ずる仕組みとして現在提案され

ているものをまとめると以下のようになる。連続聴錯覚は，空隙部がそれを補完するのに

十分なエネルギーで満たされているときに生ずる。このとき，途切をなす終わりと始まり

との検出が損なわれる。そして，空隙部を補完するエネルギーの一部が挿入音ではなく途

切れた音に属するものであると解釈され，途切れた音のエネルギーが減衰なく持続するこ

とが認められる。このようにして，途切れた音はつながって知覚される。 

 連続聴錯覚が生ずるのは，途切れた音のレベルに対して挿入音のレベルがある程度の高

さにあるときである。いくつかの研究において，このレベル関係は聴覚マスキングと関連
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することが示唆されてきた。連続聴錯覚の生ずる音パターンから途切れた音と挿入音との

持続部分を取り出し，それらを同時に呈示すると，挿入音が途切れた音をマスクする現象

の生ずることが示唆されている。しかし，このことは限られた状況においてしか当てはま

らないようである。実際に，途切れた音と挿入音とのレベルの差が聴覚マスキングを引き

起こしうる差より小さいものであっても，連続聴錯覚の生ずる場合がある。 

連続聴錯覚の研究を展望する限りでは，音の連続-不連続の知覚は，音の始まりと終りと

の配置 (および検出) とエネルギーの持続性との二つの要因によって決定されるようであ

る。これら二つの要因は相反するものではなく，二つを合わせることによって連続聴錯覚

の様々な側面を説明することができるようである。 

 このことを踏まえて，第 3章において述べる研究の意義を再確認することができる。第 3

章において用いた現象は空隙転移錯覚である。空隙転移錯覚は連続聴錯覚と異なる現象で

あるが，物理的に途切れた長い音がつながって知覚される点においては，連続聴錯覚と類

似している。空隙転移錯覚における長い音の連続知覚には，連続聴錯覚において示唆され

てきたような知覚の仕組みが関わっているのであろうか。 

 空隙転移錯覚における長い音の知覚においては，二つの仕組みの生ずることが仮定され

ている。一つは音の始まりと終わりとを処理する仕組みである。物理的に長い音は途切れ

ているが，近接した始まりと終わりとが結びつくことによって途切れをなす終わりと始ま

りとが短い音の知覚に割り当てられる。これにより，長い音はつながって知覚される。も

う一つは音エネルギーの時間的持続性を処理する仕組みである。長い音の空隙部は短い音

のエネルギーで満たされており，このエネルギーが長い音に属すると解釈される。これに

より，長い音はつながって知覚される。このように，空隙転移錯覚における長い音の知覚

を決定する要因として，音の始まりと終わりとの配置，そしてエネルギーの持続性の二つ

が仮定されている。しかし，これら二つの要因は，その妥当性について検証されているわ

けではない。 

 これらの妥当性については，空隙転移錯覚の生ずるパターンを用いて，長いグライド音

と短いグライド音とのレベルを操作することによって検証することができるはずである。

長いグライド音のレベルに対して短いグライド音のレベルを相対的に変化させると，長い

グライド音の空隙部を満たすエネルギーの量が変化する。特に，長いグライド音のレベル

に対して短いグライド音のレベルが低いときには，長いグライド音の空隙部がより低いレ

ベルのエネルギーで満たされることになる。このようなときに空隙転移錯覚が生ずるかど

うかを調べることで，音エネルギーの持続性から空隙転移錯覚における長い音の連続知覚

をどの程度説明することができるのか，一方で，音の始まりと終わりとの配置が空隙転移

錯覚における長い音の連続知覚にどの程度影響するのかについて検証することができる。 

第 3 章において用いた音パターンは単一成分のグライド音の交差するパターンである。

このようなパターンを用いれば，連続聴錯覚のように正弦波音と雑音とによるパターンを

用いるときよりも，空隙付近の周波数領域におけるエネルギーの時間的分布を簡単に理解
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することができる。このようなパターンを用いて明らかにされた空隙転移錯覚の生ずるレ

ベル条件に関する知見を，本章で述べたような連続聴錯覚の生ずるレベル条件に関する知

見と照らし合わせることで，途切れた音がつながって知覚される仕組みをより包括的に理

解することができるであろう。そして，このようにして導き出された知見から，連続聴錯

覚の生ずる仕組みを改めて考察することができるであろう。 
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