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第 5章 結論 

第 5章 結論 

 

5.1 全般的な考察 

 音の連続-不連続の知覚を決定する要因を明らかにするために，空隙転移錯覚と連続聴錯

覚という二つの現象の生ずる仕組みについて検証した。これら二つの現象は，音の始まり

と終わりとの配置，そして音エネルギーの持続性という二つの要因によって，その生起が

決定されるようである。 

 音エネルギーの持続することが音のつながっているという知覚に結びつくことは，連続

聴錯覚の研究において従来から示唆されてきた (第 2 章参照)。連続聴錯覚は，物理的に途

切れている音の空隙部が別の音によって満たされると，その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現象である。この現象の典型的な説明は以下のようになる。

空隙部を満たす音エネルギーの一部が途切れた音に属していると解釈したときに，途切れ

た音のエネルギーは持続していることが認められる。そのため，途切れた音はつながって

知覚される。したがって，連続聴錯覚の生ずるのは，ほとんどの場合において，途切れた

音のレベルよりも挿入される音のレベルが高いときである。 

 しかし，音エネルギーの持続性だけでは，音の連続-不連続の知覚に関する全ての現象を

説明することができないようである。空隙転移錯覚において，物理的に長いグライド音に

挿入されている時間的空隙は，それと交差する短いグライド音の方にあるように知覚され

る。すなわち，物理的につながっているはずの短い音は途切れて知覚され，物理的に途切

れているはずの長い音はつながって知覚される。短い音が途切れて知覚されるのは，従来

の現象とは異なる新たな現象である (第 1 章参照)。一方，長い音がつながって知覚される

のは，連続聴錯覚において途切れた音がつながって知覚される現象と類似している。しか

し，この長い音の知覚は，連続聴錯覚において仮定されているような音エネルギーの持続

性だけでは説明することができない。 

空隙転移錯覚は，長い音のレベルに対して短い音のレベルが相対的に 9 dB ほど低いとき

においても生ずる場合のあることが示された (第 3 章参照)。このとき，長い音はつながっ

て知覚される。もし，この状況において，空隙部を満たすエネルギーが長い音に属すると

解釈されるのであれば，長い音の時間的中央部には 9 dB に相当する減衰が生じ，その減衰

は途切れとして明確に知覚されるはずである。 

空隙転移錯覚は，音の始まりと終わりとの近接性により説明されている (Nakajima, 

Sasaki, Kanafuka, Miyamoto, Remijn, & ten Hoopen, 2000)。短い音が途切れて知覚され

るのは，近接した始まりと終わりとが優先的に一つの音事象に属すると解釈されるためで

ある。空隙の前において，短い音の始まりと空隙直前の終わりとが近接しており，これら

は音事象を形成する。空隙の後において，空隙直後の始まりと短い音の終わりとが近接し

ており，これらは音事象を形成する。このようにして，短い音は途切れて知覚される。 

空隙転移錯覚において長い音がつながって知覚されるのは，途切れをなす終わりと始ま
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りとが短い音の知覚に割り当てられるからである。知覚体制化において，同じ要素が異な

る対象に重複して割り当てられることはほとんどない。したがって，途切れをなす終わり

と始まりとが長い音に再度割り当てられることはない。このようにして，長い音はつなが

って知覚される。この仕組みは，長い音のレベルに対して短い音のレベルがある程度低い

場合においても生じうる。 

このように，空隙転移錯覚における短い音の知覚，そして長い音の知覚は，音の始まり

と終わりとの配置によって説明することができる。しかし，音の始まりと終わりとの配置

だけでは，交差するグライド音の知覚の全てを説明することができない。長い音のレベル

に対して短い音のレベルが相対的に 9 dB よりも低くなると，空隙転移錯覚が生じなくなり，

途切れが長い音の方にあるように知覚されやすくなる。 

このような知覚を説明するためには，音の始まりと終わりとの配置だけではなく，エネ

ルギーの持続性も考慮する必要がある。音の始まりと終わりは，それらの間にレベルの大

きな減衰の生じないときに結びつくようである。近接した始まりと終わりとが結びつくこ

とにより，途切れをなす終わりと始まりとは短い音の知覚に割り当てられ，空隙部を満た

す短い音のエネルギーは長い音に属すると解釈される。しかし，長い音の時間的中央には

レベルの大きな減衰が認められる。そのため，途切れをなす終わりと始まりとは短い音で

はなく長い音の知覚に割り当て直される。このようにして，長い音は途切れて，短い音は

つながって知覚される。 

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がより高くなると，空隙転移

錯覚が生じなくなり，長い音と短い音との両方がつながって知覚される。この知覚は以下

のように説明することができる。途切れをなす終わりと始まりとの検出は短いグライド音

によって損なわれる。そのため，音パターンの時間的中央において検出されるのは，短い

グライド音に対する始まりと終わりだけである。これらは近接性により互いに結びつく。

そして，長いグライド音に対する始まりと終わりとが結びつく。長い音と短い音との両方

がつながって知覚されるのは，エネルギーの持続性から見ても妥当である。このようにし

て，長い音と短い音との両方がつながって知覚される。 

これまでの議論を踏まえて，空隙転移錯覚の生ずる要件について以下のように述べるこ

とができる。空隙転移錯覚は，近接した音の始まりと終わりとの結びつきによってその生

起が支持されるときに，そして，結びつく始まりから終わりまでの間においてレベルの大

きな減衰が存在しないときに生ずる。 

上述したように，交差するグライド音の間にレベル差があるときには空隙転移錯覚が生

じなくなる。そのときのレベル差の値については，二つのグライド音のレベルのどちらが

より高いかによって異なるようである。すなわち，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より低いときには，二つのグライド音の間に 9 dB ほどのレベル差が

あっても空隙転移錯覚の生ずる場合があるが，長いグライド音のレベルに対して短いグラ

イド音のレベルがより高いときには，2 dB ほどのレベル差があれば空隙転移錯覚が生じな
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くなる。レベル差の値についてこのような違いがあるのは，上述したように，それぞれの

場合において生ずる知覚の仕組みが異なるからであると考えられる。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がかなり低くなると，長い音の空隙部を満たすエネ

ルギーの量が減少し，長い音がエネルギー的に持続するものであるとみなすことが難しく

なる。そのため，長い音は途切れて，短い音はつながって知覚される。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が高くなると，途切れをなす終わりと始まりとの

検出が損なわれる。そのため，長い音と短い音との両方がつながって知覚される。このよ

うな知覚の仕組みの違いが，レベル差の違いに表れたのであろう。 

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 2 dB よりも高いときの知覚

は，連続聴錯覚の一種である同種音連続聴と生ずる条件が類似している。同種音連続聴は，

物理的に途切れている音の空隙部が周波数やスペクトル構造の同じ音によって満たされる

ときに，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。この現象は，途切れ

た音のレベルに対して挿入される音のレベルが 3 dB 以上高いときに生ずることが示唆され

ている (Warren, 1984)。ある音のレベルが 3 dB 増加することは，その音の強さが 2 倍に

なることを意味する。音の強さが 2 倍になるような状況は，同じ地点において同じ音を発

する音源が (その音の波形が雑音のように不規則なものであれば) 一つから二つに増える

ような状況に相当する。途切れた音の空隙部がレベルの 3 dB 高い音によって満たされると

き，このような音パターンは持続する音の途中において同じ強さの音が一時的に加わるパ

ターンとして見ることもできる。このような見方を聴覚系は優先し，同種音連続聴が生ず

ると考えられる。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が 2 dB 高いと

きにも同様の仕組みは生じうる。このような音パターンは，その振幅包絡から，物理的に

つながった音のレベルが時間的中央において増加するパターンとして見ることもできる 

(第 3 章図 3.9 参照)。このように見た場合，時間的中央においてレベルが 2 dB 増加してい

る。3 dB に近い値でレベルが増加しているので，この部分は持続している音に対して同じ

音がもう一つ追加された部分であると聴覚系において解釈された可能性がある。 

近年においては，連続聴錯覚の生起においても，音の始まりと終わりとの配置が重要な

役割を果たすことが示唆されている (第 2章参照)。心理学的研究 (Bregman & Dannenbring, 

1977)，および神経生理学的研究 (Petkov, O’Connor, & Sutter, 2007) において，連続聴

錯覚の生ずるときに，途切れをなす終わりと始まりとの検出がレベルの高い挿入音の存在

によって損なわれることが示唆されている。このことを踏まえて，連続聴錯覚の生起につ

いて統一的な説明を与えることができる。連続聴錯覚の生ずるとき，レベルの高い挿入音

によって途切れをなす終わりと始まりとの検出が損なわれる。そして，空隙部を満たす音

エネルギーの一部が途切れた音に属すると解釈される。この状況において，途切れた音の

エネルギーは持続していることが認められる。このようにして，物理的に途切れた音はつ

ながって知覚される。 

連続聴錯覚において途切れをなす終わりと始まりとの検出が損なわれるのは，基底膜の
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段階によるものではないと考えられる (Petkov et al., 2007)。このように考えれば，途

切れた音と挿入音とを左右異なる耳に呈示しても連続聴錯覚の生じうることも (Elfner & 

Caskey, 1965; Elfner & Homick, 1966) 説明することができるであろう。音の始まりと終

わりとの検出は，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。現状として，連続聴錯

覚の生ずるための途切れた音と挿入音とのレベル条件については，一貫した結論が得られ

ていない。連続聴錯覚を説明するためには (部分的にせよ) 基底膜よりも上位の生理的段

階の働きを仮定する必要があり，このように認識した上でレベル条件について再度検証す

ることで，その生理的段階を特定しうる新たな手がかりが得られるのではなかろうか。 

ただし，連続聴錯覚の生ずるパターンにおいては，音の始まりと終わりとの配置と音エ

ネルギーの持続性との二つの要因を別々にして検証することが難しいことに注意しなけれ

ばならない。途切れた音のレベルに対して挿入音のレベルがより高いときには，途切れを

なす終わりと始まりとの検出が損なわれ，途切れた音の空隙部はそれを補完するのに十分

な量のエネルギーで満たされると考えられる。途切れた音のレベルに対して挿入音のレベ

ルがより低いときには，途切れをなす終わりと始まりとが検出され，空隙部を補完するた

めのエネルギーが不足すると考えられる。この問題は，挿入音の途中に短い空隙を挿入す

る，もしくはその中央部分のレベルを減衰させることによって解決することができるはず

である (Ciocca, 2007)。このようなパターンにおいては，空隙部を補完するためのエネル

ギーが不足し，一方で，途切れをなす終わりと始まりとの検出が損なわれると考えられる。

このような場合においても連続聴錯覚が生ずるかどうかについて検証することは，有意義

な試みであるといえる。 

音の連続-不連続の知覚が音エネルギーの持続性によって決定されることは，連続聴錯覚

の研究において従来から示唆されてきた。一方，音の連続-不連続の知覚が音の始まりと終

わりとの配置によって決定されることは，近年においてようやく示唆されたばかりである。

このような背景において，本論文では，音の連続-不連続の知覚を説明するためには，音エ

ネルギーの持続性に加えて音の始まりと終わりとの配置を考慮する必要があることを，実

験データと論証とをもって示すことができた。 

複数の成分からなる音の連続-不連続の知覚については，音パターンをいくつかの周波数

領域に分割して，それぞれにおいて音の始まりと終わりとの配置，そして音エネルギーの

持続性がどのようになっているのかを見れば，ある程度説明することができるようである。

空隙転移錯覚は，調波グライド音の交差するパターンにおいても生ずるが，スペクトル成

分の相対的なレベル関係が二つの調波グライド音間で異なるときには生じにくくなる (第

4 章参照)。このときの知覚内容は，聴取者によって，音パターンによって異なるが，長い

音が途切れて短い音がつながって知覚される場合と，両方の音がつながって知覚される場

合とがある。 

このようなパターンにおける連続-不連続の知覚の仕組みは，以下のような仮定をするこ
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とで説明することができるようである。このようなパターンでは，交差成分対のそれぞれ

において，局所的な体制化が生ずる。この局所的な体制化は，交差対のそれぞれを単独の

対として呈示したときの体制化と同じ形で生ずる。スペクトル成分のレベル関係が交差す

る調波グライド音間で異なるときには，いくつかの交差対において長い成分と短い成分と

の音圧レベルが異なる。交差対のそれぞれを単独の対として呈示すれば，長い成分のレベ

ルに対して短い成分のレベルがより低いときには，途切れた長い音とつながった短い音と

が知覚される。長い成分のレベルに対して短い成分のレベルがより高いときには，つなが

った長い音とつながった短い音とが知覚される。長い成分と短い成分とが同じレベルにあ

るときには，空隙転移錯覚が生じ，つながった長い音と途切れた短い音とが知覚される。

このように交差対を単独の対として呈示したときに生ずる知覚と同じ形で局所的な体制化

が生ずる。そして，調波グライド音の全体としての連続-不連続の知覚は，局所的な体制化

に基づいて決定される。交差対を単独の対として呈示したときに，長い成分について途切

れて知覚されるものが一つでもあれば，調波グライド音の長い音は途切れて知覚されやす

い。また，短い成分についてつながって知覚されるものが一つでもあれば，調波グライド

音の短い音はつながって知覚されやすい。調波グライド音の長い音がつながって知覚され

るためには，交差対を単独の対として呈示したときに，長い成分の全てがつながって知覚

されなければならない。調波グライド音の短い音が途切れて知覚されるためには，交差対

を単独の対として呈示したときに，短い成分の全てが途切れて知覚されなければならない。

したがって，全ての交差成分対において長い成分と短い成分とが同じレベルにあるときに，

空隙転移錯覚が生じやすくなる。実験の結果はこのことを支持している。 

この説明の特徴は，複数の成分からなる音の連続-不連続の知覚において，音の始まりと

終わりとの配置や音エネルギーの持続性がいくつかに分割された周波数領域において並列

的に処理されると仮定している点にある。このことは，聴覚体制化から音節化のような言

語知覚を説明することのできる可能性を示している。音声の知覚は，周波数領域を 3 つ，

もしくは 4 つほどの帯域に区切ったときの各帯域における振幅包絡の形状で説明すること

のできる可能性のあることが示唆されている (Ueda & Nakajima, 2008)。振幅包絡に対し

て，音の始まりと終わりとがどのようにして検出されるか，そして，音エネルギーの持続

していることがどのように判断されるかについて検証することで，聴覚体制化と音声知覚

とのつながりを示すことができるかもしれない。 

 

5.2 まとめ 

空隙転移錯覚は，長いグライド音に挿入された時間的空隙が，それと交差する短いグラ

イド音の方にあるように知覚される現象である。空隙転移錯覚は，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ある程度低くても生ずる場合のあることが示された。

二つのグライド音のレベルに大きな差があると空隙転移錯覚は生じなくなり，そのときの

知覚内容は長いグライド音と短いグライド音とのどちらのレベルがより高いかで異なるこ
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とが示された。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高いときには，

長い音と短い音との両方がつながって知覚される。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が低いときには，長い音は途切れて，短い音はつながって知覚される。

これらの知覚は，音の始まりと終わりとの検出，およびそれらの近接性による結びつき，

そして，音エネルギーの持続性によって説明することができるようである。空隙転移錯覚

は，近接した始まりと終わりとの結びつきによってその生起が支持されるときに，そして，

このように結びつけられる始まりから終わりまでの間においてレベルの大きな減衰の存在

しないときに生ずるようである。 

空隙転移錯覚は，倍音関係にある 3 つの成分からなるグライド音の交差するパターンに

おいても生ずる。しかし，スペクトル成分の相対的なレベル関係について交差するグライ

ド音の間に違いがあると，空隙転移錯覚は生じにくくなる。空隙転移錯覚の生じないとき

の知覚内容については，聴取者や音パターンによる違いはあるが，長い音が途切れて短い

音がつながって知覚される場合と，両方の音がつながって知覚される場合とがある。この

ような知覚は，交差成分対のそれぞれを単独の対として呈示したときに生ずる知覚内容か

ら予測することのできる可能性が示された。 

音エネルギーの持続性が音の連続-不連続の知覚を決定することは，連続聴錯覚の研究に

おいて従来から示唆されてきた。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いるように知覚される現象である。し

かし，近年においては，音エネルギーの持続性だけではなく，音の始まりと終わりとの配

置 (および検出) も連続聴錯覚の生起において重要な役割を果たすことが示唆されている 

(Bregman & Dannenbring, 1977; Remijn & Nakajima, 2005; Petkov et al., 2007)。この

ような背景において，本論文では，空隙転移錯覚の生起が音の始まりと終わりとの配置と

音エネルギーの持続性との両方によって決定されることを示した。空隙転移錯覚と連続聴

錯覚との生ずる仕組みを追求することで，新たな体制化理論を構築することが可能になる

であろう。 
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