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�e e�ect of gratitude-expression skills on the benefactor in a dilemma situation
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Atsushi AIKAWA (University of Tsukuba)

�e purpose of this study was to examine the e�ect of gratitude-expression skills on the benefactor 
in a dilemma situation. �e method experimentally employed a confederate who met participants for the 
�rst time and executed gratitude-expression skills on them in a “Prisoner’s Dilemma Game” (PDG). An 
experimental group in which the confederate executed the gratitude-expression skills was compared with a 
control group in which the confederate did not do so. �e results showed the experimental group had higher 
average and medium or higher e�ect size regarding the participants’ cooperative behavior in a PDG, the 
state of reciprocity consciousness, and interpersonal attraction for the confederate than the control group. 
�is study found the positive e�ect of gratitude-expression skills on motivating the benefactor’s cooperative 
behavior and enhancing reciprocity consciousness and interpersonal attraction for the confederate even in a 
dilemma situation.

Key words：gratitude-expression skills, benefactor, broaden and build theory, reciprocity, prisoner’s dilem-
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問 題

人は、他者から何らかの利益を受け取った時に、そ
の他者に感謝することがある（Grant & Gino, 2010）。
感謝は、ポジティブ心理学の興隆により、特性感謝と
状態感謝に大別されて研究されてきた（Watkins, Van 
Gelder, & Frias, 2009）。特性感謝とは、「個人が得たポ
ジティブな経験や結果において、他者の善行の役割に
対して感謝感情を抱いたり、気がついたりする傾向」
と定義され、感謝感情を抱く個人差の程度を意味する
（McCullough, Emmons, & Tsang, 2002）。他方、状態感
謝とは、「個人が何らかの利益を受け取った時に、そこ
で得られた利益は他者のおかげであると気づくことで生

じる感情」と定義され、個人が特定の状況下で抱く感謝
感情を意味する（Watkins, 2014）。本研究は、Watkins
（2014）の状態感謝の定義に従い、感謝感情に着目する
研究である。
感謝感情の表出が対人関係に及ぼすメカニズム
感謝感情は、感謝する当人の対人関係に恩恵をもたら
すと言われており（Yoshimura & Berzins, 2017）、その
メカニズムについて、Fredrickson（2004）は次のよう
に説明している。感謝感情は肯定的感情であり、肯定
的感情は、拡張–形成理論（Fredrickson, 2001）によれ
ば、当人の「思考–行動レパートリー」を一時的に拡張
し、身体的、知的、社会的な意味でのさまざまな「個人
資源」を継続的に形成するので、感謝感情は対人関係に
恩恵をもたらすという説明である。
しかし、個人が他者に対して感謝感情を抱くだけで
は、たとえ「思考–行動レパートリー」を一時的に拡張
できたとしても、他者との関係性を形成して維持するこ
とは難しいと考えられる。なぜなら、対人相互作用の中
で、感謝感情が他者との関係性を形成して維持するため
には、個人内の感謝感情を他者に表出する必要があるか
らである（Yoshimura & Berzins, 2017）。しかも、個人
が抱いた感謝感情の表出は、特定の社会的状況で行わ
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れるため、社会的状況の影響を受けると言われている
（McCullough, Kilpatrick, Emmons, & Larson, 2001）。
ゆえに、対人相互作用の中で、感謝感情の表出が他者と
の関係性に肯定的な効果を及ぼすには、個人が有してい
るさまざまな行動レパートリーの中から、特定の社会的
状況下にとって適切な行動を選択し、当人の対人目標の
達成にとって効果的に実行するための技能が求められ
る。
感謝感情の表出をソーシャルスキルの観点から捉える
対人相互作用において、社会的状況に関する適切性
と、対人目標の達成に関する効果性を備えた技能は、
「ソーシャルスキル」という概念で説明されている。
ソーシャルスキルという概念において、「適切性」とは、
特定の社会的状況にふさわしい方法で対人行動を選択で
きるか否かを意味し、「効果性」とは、特定の社会的状
況にふさわしい対人行動を実行した結果、個人の対人目
標が達成できるか否かを意味する（相川，2009）。ソー
シャルスキルは、社会心理学の分野において、他者との
交友関係を成立させ、他者からの対人魅力の評価を向上
させるための対人行動に関する技術として研究されてき
た（田中・藤原，1992）。ソーシャルスキルの定義は研
究者によって異なるが、本研究では、「個人が対人関係
を円滑に開始し、維持するために、相手に効果的に反応
する際に用いる言語的・非言語的な行動レパートリー」
という定義（相川・佐藤・佐藤・高山，1993）に従う。
この定義によれば、ソーシャルスキルは、いくつかの言
語的・非言語的な行動の要素が組み合わさって実行され
るものであり、個人だけでなく他者にとっても利益を最
大にするものであると言える（Michelson, Sugai, Wood, 
& Kazdin, 1983 高山・佐藤・佐藤・園田訳 1987）。
対人相互作用の中で実行される感謝感情の表出に、以
上で説明した「ソーシャルスキル」の観点が求められる
という考え方は、相川（2009）の「ソーシャルスキル
生起過程モデル」で説明することができる。ソーシャル
スキル生起過程モデルに基づくと、感謝感情は、利益供
与者とその利益の受益者がいる社会的状況において、受
益者が、利益供与者から何らかの利益を受け取ったと認
知した結果、その社会的状況にふさわしい表出方法を選
択して、感謝の思いを伝えるという目標を達成するため
に表出される。したがって、ソーシャルスキルの観点か
ら捉えると、感謝感情の表出は、利益供与者と受益者が
いる社会的状況にふさわしい表出方法であるならば、他
者との関係性に肯定的な効果を及ぼすと仮定することが
できる。
感謝表出スキルを実行することが適切である社会的状況
酒井・相川（2017）は、ソーシャルスキル生起過程
モデル（相川，2009）に基づいて、学習可能な「感謝表
出スキル」という概念を提唱している。感謝表出スキル

という概念は、感謝する側と感謝される側の両反応を視
野に入れていることから、感謝感情の表出が感謝される
側に及ぼす効果を対人行動レベルで説明することがで
き、「従来の感謝研究には感謝される側に与える効果を
検討した研究が少ない」という課題（伊藤，2014）に応
えることができる概念である。酒井・相川（2020）は、
感謝表出スキルを「個人が、他者から何らかの利益を受
け取ったと認知したことによって生じた感情を、社会的
状況にとって適切かつ対人目標の達成にとって効果的に
表出するために用いる言語的・非言語的な行動レパート
リー」と定義している。この感謝表出スキルの定義に従
い、本研究でも「感謝表出スキル」という概念を用いる
こととする。
本研究において、感謝表出スキルを実行することが適
切である社会的状況は、特定の社会的状況における感謝
感情の効果を検討した以下の先行研究から示唆を得るこ
とによって規定する。
蔵永・樋口（2011）によると、感謝感情は、さまざ

まな社会的状況のうち、「被援助状況」や「贈物受領状
況」において生起されやすいことが明らかになってい
る。蔵永・樋口（2013）によると、「被援助状況」は、
当人が困っている時に他者から直接助けられる状況で
あり、「贈物受領状況」は、当人が困っていない時に他
者から直接助けられる状況である。蔵永・樋口（2013）
は、そのような社会的状況を質問紙上に設定し、感謝感
情を生起させて、当人の感謝感情の表出や向社会的行動
に及ぼす影響過程を実証した。
これらの研究は質問紙調査による研究であるが、実
験室実験の研究もある。例えば、Bartlett & DeSteno
（2006）は、実験室にて機械の故障で困っていた実験参
加者を、他者が助けることで、実験参加者に感謝感情を
生起させて、実験参加者の返礼行動や向社会的行動に及
ぼす効果を実証した。Tsang（2007）は、実験参加者に
実験室にて経済ゲームを行わせ、実験参加者が他者か
ら金品を得ることで、感謝感情を生起させた。DeSteno, 
Bartlett, Baumann, Williams, & Dickens（2010）も、実
験室にて経済ゲームを行わせ、感謝感情を抱いた実験参
加者が、他者に返礼行動や向社会的行動を示すことを実
証した。これらの実験室実験の研究で取り上げられてい
る社会的状況は、他者から直接何かしらの支援を受け
ているため、蔵永・樋口（2011）や蔵永・樋口（2013）
で言う、「被援助状況」あるいは「贈物受領状況」に相
当すると言える。
以上の先行研究より、感謝表出スキルは、他者から何
かしらの援助や支援を直接受けて、その他者の行為や存
在価値が強調される社会的状況において実行することが
適切であると仮定できる。そこで本研究では、「被援助
状況」あるいは「贈物受領状況」に相当する社会的状況
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において、感謝表出スキルの実行が感謝される側に及ぼ
す因果的な効果を検証する。
感謝表出スキルの実行が感謝される側に及ぼす効果を実
験室で検証するための方法論

DeSteno et al.（2010）は、実験参加者に実験室にて
経済ゲームを行わせて、ジレンマ状況を演出する方法
は、協力あるいは非協力の行動選択について実験参加者
それぞれの判断に任せ、自己の利益を優先できるという
厳しい条件のもとで、感謝感情の効果を検証できる方法
であると主張している。ジレンマ状況は、相手の協力行
動あるいは非協力行動の選択にかかわらず、非協力行
動を選択した者が、より大きな利益を得ることができる
が、両者が互いに非協力行動を選択した場合は、各自の
利益が小さくなるという葛藤が存在する（林，1995）。
ジレンマ状況で実験参加者が協力行動を選択すれば、実
験協力者の利益になるため、実験参加者の行為や存在価
値が強調される社会的状況と言える。つまり、ジレンマ
状況は、実験協力者が実験参加者に向かって感謝表出ス
キルを実行する「適切性」のある社会的状況である。
経済ゲームによってジレンマ状況を演出する方法は、

Yip, Lee, Chan, & Brooks（2018）でも用いられている。
Yip et al.（2018）は、感謝感情の表出が感謝される側の
向社会的行動を強化・促進することを実証した先行研究
（e.g., Algoe, Kurtz, & Hilaire, 2016; Grant & Gino, 2010）
に対して、感謝感情を表出することのデメリットに着目
し、コンピューターを介した経済ゲームによってジレン
マ状況を演出し、感謝感情の表出が感謝される側に及ぼ
す効果を検証した。その結果、コンピューター上のジレ
ンマ状況では、相手に感謝感情を表出すると、搾取され
てしまうことを示した。この結果を得た理由について、
Yip et al.（2018）は、ジレンマ状況において感謝感情を
表出する人は、相手から、「寛容な人である」と見なさ
れ、「利益のために裏切っても許してくれる人」と思わ
れる傾向があるためと考察している。また、今後の研究
では対面でのジレンマ状況における感謝感情の表出の効
果について検討すべきであるが、対面でのジレンマ状況
では、感謝感情の表出に用いる言語行動だけでなく表情
などの非言語行動も、他者からの搾取を招く可能性があ
ることを論じている。

Yip et al.（2018）における「感謝感情の表出」は、コ
ンピューター上で、実験者が実験参加者に実験協力者の
人物プロフィールを言語的に提示する操作であった。実
験協力者の人物プロフィールには、「私は人生において
すべての人々に感謝する人である」や「私は人生におけ
るささいなことにも感謝する人である」という実験協
力者の自己紹介文が書かれていた。このような操作は、
「感謝感情の表出」を示す操作というよりも、実験協力
者の個人特性を示す操作であったため、感謝感情の表出

の効果を検証したことにならないと考えられる。また、
Yip et al.（2018）では、相互作用が繰り返されない相手
に対して、1回限りの一方的なやり取りで、コンピュー
ターを介した経済ゲームによって演出したジレンマ状況
における感謝感情の表出の効果を即時的に検証してい
た。
しかし、経済ゲームにおいて、相互作用が繰り返さ

れない相手と、1回限りの一方的なやり取りしかない場
合は、相手の選択にかかわらず利己的に行動する方が
利益を得ることにつながるため、相手の利益になるよ
うな行動を選択することは理論的に考えられない（清
水，1997）。つまり、Yip et al.（2018）の方法では、相
手からの搾取が起こるのは当然のことであり、ジレンマ
状況における感謝感情の表出の効果を検証するデザイン
として適していないと考えられる。しかも、コンピュー
ター上での1回限りの一方的なやり取りのみで、相手の
行動が対面で実行されない状況は、ジレンマ状況になっ
ていたとは考えにくい。ジレンマ状況における感謝感
情の表出の効果を検証するのであれば、コンピューター
上での1回限りの一方的なやり取りではなく、二者が
相互作用を繰り返し（e.g., 垣内・山岸，1997; 松田・山
岸，2001）、それぞれの行動が対面で実行されるジレン
マ状況を演出することが必要である。さらに、感謝表出
スキルの実行者の観点から言えば、1回限りの一方的な
やり取りしかない相手からは、今後、利益を得る可能性
が低いため、感謝表出スキルを実行する効果性は低いと
考えられる。つまり、1回限りの一方的なやり取りしか
ない相手には、感謝表出スキルを実行するよりも利己的
な行動を選択した方が、自己の利益を最大化することが
できる。逆に、二者関係が一定の相互作用の中で継続す
る可能性がある場合は、継続する相互作用の中で相手か
ら利益を得る機会があるため、感謝表出スキルを実行す
る「効果性」は高いと考えられる。
以上のことを踏まえると、感謝表出スキルの実行が感
謝される側に及ぼす因果的な効果を実験室で検証するた
めには、「反復型の囚人のジレンマゲーム」を対面で行
う方法を用いることが妥当であると考えられる。「反復
型の囚人のジレンマゲーム」を対面で行えば、実験参加
者と実験協力者の二者間で継続する相互作用を可能に
し、ジレンマ状況を演出できる。また、ジレンマ状況で
の感謝表出スキルの実行の効果性を高め、感謝表出スキ
ルの実行が感謝される側の認知や行動をどのように変化
させるのかという対人相互作用のプロセスを明らかにす
ることができる。
以上の理由から本研究では、実験参加者と実験協力者
の二者間で対面での「反復型の囚人のジレンマゲーム」
を行うが、実験参加者と実験協力者の二者関係が友人関
係のような既存の関係であれば、相手との友好関係を維
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持することが動機になって協力行動を選択するため、ジ
レンマ状況にならず、感謝表出スキルの実行が感謝され
る側に及ぼす因果的な効果を検証しにくくなる。そこで
本研究では、初対面同士の二者関係に限定して「反復型
の囚人のジレンマゲーム」を行う。この実験操作によっ
て、実験参加者は、実験協力者との友好関係の維持を
考えずに行動を選択できるようになる。また、直接対
面する初対面の相手の性別は、交絡要因として独立変
数に影響する可能性があることから、本研究では「初対
面の同性同士」とする。DeSteno et al.（2010）やYip et 
al.（2018）では「性差」を示唆する結果を得ていないこ
とから、本研究でも感謝表出スキルの「性差」は扱わな
いこととする。
従来の感謝研究では、実験室状況において実験参加者
の感謝感情を自然に生起させるように操作することが多
かったが、本研究では、感謝表出スキルの実行が感謝さ
れる側に及ぼす因果的な効果を検討するために、実験協
力者を用いて感謝表出スキルの実行内容を操作する。こ
の操作を行うことによって、感謝表出スキル以外の対人
行動を統制して、感謝表出スキルの実行が感謝される側
に及ぼす因果的な効果を検証することができる。また、
実験協力者が実行する感謝表出スキルを操作すれば、感
謝表出スキルは、実験参加者がジレンマ状況において協
力行動を示したことに対して、実験協力者が感謝感情を
表出した行動であることが、実験参加者に明確に伝わる
と考えられる。
本研究で操作する、実験協力者が実行する感謝表出ス
キルの内容は、以下に述べる先行研究から示唆を得て、
言語行動と非言語行動を組み合わせた内容とする。酒
井・相川（2017）は、感謝感情の表出に用いる言語・
非言語な行動レパートリーについて大学生に面接調査
を行い、ソーシャルスキルの研究者2名の合議による専
門家の観点から、一定の社会的妥当性や内容妥当性を
担保できるものに分類した。その結果、「ありがとうと
言う」「感謝した理由を言う」「笑顔を示す」「感謝した
相手にお礼の品を渡すなどの何かしらのお返しをする」
「SNSなどのメディアを使ってお礼を伝える」「感謝の
手紙を渡す」などの行動レパートリーが挙げられた。こ
のレパートリーのうち、言語行動の「ありがとうと言
う」ことは、感謝される側の向社会的行動を強化・促進
させる効果があり（Grant & Gino, 2010）、また、「感謝
した理由を言う」ことは、他者の社会的迷惑行為を抑
制させる効果がある（油尾・吉田，2012）。非言語行動
である「笑顔を示す」ことは、他者からの協力行動を引
き出すことができる（Scharlemann, Eckel, Kacelnik, & 
Wilson, 2001）ことが明らかになっている。そこで本研
究における感謝表出スキルの実行内容は、言語行動とし
ての「～してくれてありがとうと言う」ことと、非言語

行動としての「笑顔を示す」ことの2つを組み合わせた
ものにする。
本研究の目的と仮説
本研究の目的は、初対面の二者間に利益の葛藤を生じ
させるジレンマ状況において、感謝表出スキルの実行
が、感謝される側の認知と行動にどのような効果を及ぼ
すのか検討することである。この目的を検討するために
本研究では、初対面の二者間で利益の葛藤が生じるジレ
ンマ状況であっても、感謝表出スキルを実行すれば、感
謝される側の認知や行動に肯定的な効果を及ぼすという
基本仮説を立てる。基本仮説における、感謝される側の
認知や行動の指標として、「協力行動」「互恵意識」「対
人魅力」を取り上げる。本研究では、「協力行動」「互恵
意識」「対人魅力」それぞれの間の因果関係や順序性は
仮定しない。これらの3つの指標に関して、感謝表出ス
キルの実行が感謝される側に及ぼす効果は、以下のよう
に予測する。

1つ目は、感謝表出スキルの実行が、ジレンマ状況に
いる感謝される側の「協力行動」に及ぼす効果に関する
予測である。感謝感情の表出は、感謝される側の行為
が、感謝する側にとって役に立った行為であったことを
伝え、感謝される側の向社会的行動を強化・促進すると
いう知見がある（Grant & Gino, 2010; Smith, Pedersen, 
Forster, McCullough, & Lieberman, 2017）。これらの知
見を踏まえると、ジレンマ状況で、実験参加者の協力行
動に対して感謝表出スキルを実行すると、実験参加者
は「相手から必要とされていて役に立っている」と認知
できるため、「その相手に今後も協力したい」と動機づ
けられると考えられる。したがって、対面の囚人のジレ
ンマゲームにおいて、実験参加者が示す協力行動に対し
て、実験協力者が実行する感謝表出スキルは、実験参加
者が実験協力者にとって望ましい行動を選択しようと動
機づけて、非協力行動を抑制し、協力行動を維持しよう
とすると予測できる。

2つ目は、感謝表出スキルの実行が、ジレンマ状況に
いる感謝される側が感謝する側に抱く「互恵意識」に及
ぼす効果に関する予測である。本研究で扱う「互恵意
識」は、田中・高木（2011）が定義している「互恵関
係に対する肯定的な態度」という特性的な互恵意識で
はなく、本研究の実験室状況の中での対人相互作用に
よって形成される状態的な互恵意識であり、「実験協力
者との互恵関係に対して肯定的になっている状態」と
定義する。つまり、本研究で扱う「互恵意識」は、実験
参加者が実験協力者と互いに支え合う互恵関係につい
て、どのように意識しているかを意味する。互恵意識
は、依存行動と支援行動によって形成されること（田
中・高木，2011）と、感謝されることは、自分が相手
に必要とされ、相手の役に立ったと感じられるという知

社会心理学研究
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見（Grant & Gino, 2010）を併せて考えると、初対面同
士の囚人のジレンマゲームにおける感謝表出スキルの実
行は、実験参加者の存在が実験協力者にとって必要であ
ることを伝え、互いに支え合う関係性への価値を認識さ
せることから、実験参加者の互恵意識を高めると予測で
きる。

3つ目は、感謝表出スキルの実行が、ジレンマ状況に
いる感謝される側が評価する、感謝する側の「対人魅
力」に及ぼす効果に関する予測である。感謝感情の表
出は、感謝される側から見た、感謝する側に対する対
人魅力の評価を高めることを実証した研究（Algoe et 
al., 2016）や、言語行動と非言語行動の組み合わせ方に
よって、相手に与える印象、特に「社会的望ましさ」に
関する印象が肯定的になったりそうでなかったりと変化
することを示唆した研究（小川，2008）がある。これ
らの知見を踏まえると、実験協力者が実行する感謝表出
スキルは、言語行動と非言語行動を組み合わせた行動で
あり、その行動が実験参加者に、実験協力者に対する好
感や関心を高め、実験協力者に対する対人魅力の評価を
高めると予測できる。
以上の3つの予測を検討するために、本研究では、二

者間のジレンマ状況において実験協力者が感謝表出スキ
ルを実行する実験群と、感謝表出スキルを実行しない
統制群を比較する。本研究の作業仮説は以下の3つであ
る。
作業仮説1　実験参加者が実験協力者に示す協力行動の
生起は、実験群の方が統制群よりも高くなる。
作業仮説2　実験参加者が実験協力者との関係性に抱く
互恵意識は、実験群の方が統制群よりも高くなる。
作業仮説3　実験参加者が評価する実験協力者の対人魅
力は、実験群の方が統制群よりも高くなる。

方 法

実験参加者と実験協力者
実験参加者は関東圏内の国立大学に通う大学生の女性

64名であり、実験群と統制群それぞれの群に32名ずつ
ランダムに割り振った。実験協力者は、心理学を専攻す
る大学院生の女性1名であった。実験協力者を大学院生
にしたのは、実験参加者である大学生が、実験協力者と
学内ですでに会話していたり、特定の関係であったりす
る可能性を減らすためである。また、実験協力者が女性

であったことから、異性であることの影響を統制するた
めに、実験参加者も女性に限定した。
実験課題
実験課題は、対面状況で囚人のジレンマゲームを行え
るようにするために、森（2007）を参照し、じゃんけ
んによる反復型の囚人のジレンマゲームを行った。じゃ
んけんの選択肢はグーとパーのみであり、グーは「協力
行動」を、パーは「非協力行動」を意味する行動選択肢
であった。じゃんけんの全試行数は16試行であったが、
じゃんけんの全試行数は実験参加者に教示せず、じゃん
けんの全試行数や残りの試行数を予測させないように
し、実験者が合図をするまで、じゃんけんを繰り返すこ
とを指示した。
実験課題における各プレイヤーの獲得得点は、Table 

1の通りになることを教示した。Table 1において、実
験参加者は「プレイヤー A」、実験協力者は「プレイ
ヤー B」であった。各プレイヤーの獲得得点は、a）実
験参加者と実験協力者の両者とも「グー」を選択した
場合は、両者とも「＋40点」を獲得する。b）実験参加
者が「グー」を選択し、実験協力者が「パー」を選択し
た場合は、実験参加者が「0点」、実験協力者が「＋100
点」を獲得する。c）実験参加者が「パー」を選択し、
実験協力者が「グー」を選択した場合は、実験参加者が
「＋100点」を獲得し、実験協力者が「0点」となる。d）
実験参加者と実験協力者の両者とも「パー」を選択した
場合は、両者とも「−20点」となる。実験参加者にとっ
ては、c）が最も大きな利益を得ることができるが、実
験協力者が非協力行動（「パー」）を選択する可能性があ
り、その場合は、実験参加者の利益も小さくなるという
ジレンマが存在した。
じゃんけんの選択肢に意味を持たせ、得点の獲得を動
機づけるために、「各参加者の獲得得点に応じて、実験
終了後に金銭的報酬に換金して渡す」と教示した。実験
中は、この獲得得点はカジノチップを各自の前に置くこ
とで示して、互いの獲得得点を実験参加者に意識させ
た。
実験計画
実験計画は、実験協力者が感謝表出スキルを実行する
実験群と、実験協力者が感謝表出スキルを実行しない統
制群の比較実験であり、実験協力者が実行する感謝表出
スキルの有無（あり・なし）の1要因2水準参加者間計

Table 1　囚人のジレンマゲームにおける各プレイヤーの獲得得点

プレイヤー B

グー パー

プレイヤー A グー A:＋40点/ B:＋40点 A:0点/ B:＋100点
パー A:＋100点/B:0点 A:−20点/B:−20点
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画であった。
独立変数と従属変数
独立変数は、実験協力者が実行する感謝表出スキルで
あった。実験協力者が実行する感謝表出スキルは、実験
参加者が示す最初の協力行動に対して、実験参加者に
「笑顔で」、「グーを出してくれてありがとうございます」
と感謝した理由を伝えるという一連の目標志向的な行動
であった。実験協力者は、この感謝表出スキルを常に一
定の動作で実行できるようになるために、模擬練習を
行った。
実験群では、実験協力者は、実験参加者が最初に協力
行動を示した時のみに1回だけ、感謝表出スキルを実行
した。これにより、実験課題中に実験協力者が実行する
感謝表出スキルの実行回数は、どの実験参加者に対して
も等しくなり、感謝表出スキルの実行回数による影響を
統制した。他方、統制群では、実験協力者は、実験参加
者が協力行動を示しても、無表情で何も言わなかった。
実験課題中、実験協力者が実行する感謝表出スキル以外
の行動を統制するために、実験協力者は、実験群でも統
制群でも、1試行目から協力行動を示し続けた。また、
感謝表出スキルの実行以外の実験協力者の反応は、実験
群と統制群で同じであった。
従属変数は、協力行動の生起であり、実験課題中に実
験参加者が示した協力行動の「選択率」と「生起率」の
2つの指標を用いた。また、従属変数として、実験協力
者に対して実験参加者が抱く「互恵意識」および、実験
参加者が評価する実験協力者の「対人魅力」を測定し
た。
実験の手続き
実験者は、「対人相互作用に関する実験」という名目

のもと、講義の前後の時間などを利用し、実験参加者を
募集した。応募があった実験参加者とメールで実験日程
を決め、実験参加者ごとに実験を行った。
実験の手続きは、まず、実験参加者に実験内容に関す
る注意事項を説明し、実験参加の同意を得た。次に、実
験参加者がいる実験室に、もう一人の実験参加者と称し
て実験協力者を呼び入れ、実験参加者と実験協力者に対
して実験内容を説明し、実験課題を行わせた。
実験課題の進行役は実験者が担った。実験者の合図に
従って、実験参加者と実験協力者に1試行ずつ、じゃん
けんを行わせた。1試行の流れは、実験者の合図と同時
にじゃんけんを行わせ、各参加者の獲得得点を確認し、
各参加者のじゃんけんの選択肢と得点を記録用紙に記入
した。その後、実験者は、各参加者に獲得得点を表すカ
ジノチップを配った。
実験課題の終了後、「個別に測定指標に回答してもら
うために」という理由を述べて、実験協力者を別の実験
室に連れて行った。別の実験室から戻った実験者は、実

験参加者に測定指標について回答を求めた。最後に、実
験参加者にデブリーフィングを行い、謝礼を渡した。デ
ブリーフィングでは、実験課題の相手が実験協力者であ
ることを説明した。実験参加者には、そのことに気づい
たかどうかを確認した。謝礼は、倫理的配慮から実験参
加者の獲得得点に関係なく、実験参加者全員に同額の報
酬を渡した。このような謝礼の渡し方に対して不満を述
べる実験参加者はいなかった。
測定指標
（1）実験参加者と実験協力者との面識度（操作
チェック）　 実験参加者と実験協力者に面識があれば、
その面識度が独立変数とは別に従属変数に影響を及ぼす
ことが予想される。そこで、実験参加者と実験協力者が
初対面であることを確かめるために、操作チェックと
して、仲嶺・大坊・松井（2013）にならい、面識度の
程度について尋ねた。教示は、「実験課題を一緒に行っ
た参加者との面識はどれくらいありますか？　以下の
選択肢から最も当てはまると思う選択肢を1つだけ選択
し、その選択肢の番号に○をつけてください。」であり、
「1. 初対面である」、「2. 顔は見たことがある」、「3. 挨拶
を交わす」、「4. 日常的な会話をする」、「5. 個人的な問
題まで話すことがある」の5つの選択肢で回答を求め
た。
（2）実験課題に関する事前知識（操作チェック）　 実
験参加者が実験課題に関する知識を事前に持っていれ
ば、その知識が独立変数とは別に従属変数に影響を及ぼ
すことが予想される。そこで、実験参加者が実験課題に
関する知識を事前に持っていないことを確認するため
に、森（2007）にならい、実験課題に関する事前知識
の程度について回答を求めた。教示は、「実験課題の内
容について、あなたはどれくらい知っていますか？　以
下の選択肢から最も当てはまると思う選択肢を1つだけ
選択し、その選択肢の番号に○をつけてください。」で
あり、「1. 内容を知らない」、「2. 内容を思い出せない」、
「3. 何となくだが内容を覚えている」、「4. 内容をはっき
りと覚えている」の4つの選択肢で回答を求めた。
（3）協力行動の「選択率」　 実験群と統制群それぞれ
の実験参加者のうち、何人が協力行動を選択したかを算
出し、この値を各群での協力行動の「選択率」とした。
協力行動の「選択率」は、「（各群で協力行動を選択した
実験参加者の人数）÷（各群の実験参加者の人数）×100」
という計算式で求めた。
（4）協力行動の「生起率」　 本研究は、感謝表出スキ
ルを実行した直後の実験参加者の協力行動に及ぼす効果
を検討するのではなく、感謝表出スキルを実行した結
果、複数の試行を通して、実験参加者の協力行動がど
のように変化していくのかを検討するものである。垣
内・山岸（1997）や松田・山岸（2001）の先行研究で
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は、囚人のジレンマゲームを行い、複数の試行における
協力行動を分析の対象にしている。これらの先行研究の
分析方法を踏まえて、本研究でも、実験群と統制群の実
験参加者が試行全体において協力行動をどの程度示した
かを算出し、この値を各群での協力行動の「生起率」と
した。協力行動の「生起率」は、「（実験参加者が最初に
協力行動を示した後の試行において協力行動が生起した
試行数）÷（実験参加者が最初に協力行動を示した後の試
行から第16試行までの試行数）×100」という計算式で
求めた。この計算式を用いることで、実験群で実験参加
者が最初に協力行動を示した時に実験協力者が実行した
1回限りの感謝表出スキルが、その後の試行全体におけ
る実験参加者の協力行動の生起傾向に及ぼす効果を、統
制群と比較することができる。
（5）実験参加者が実験協力者との関係性に抱く互恵
意識　 本研究で扱う「互恵意識」は、囚人のジレンマ
ゲームでの対人相互作用を通じて形成された、実験参
加者が実験協力者との関係性に対して抱く互恵意識で
ある。これを測定するために、特性的な互恵意識を測
定する尺度である田中・高木（2011）の互恵的対人関
係意識尺度の1因子である「互恵意識」に関する9項目
（e.g., 「私は、私を支えてくれる人がいることに喜びを感
じる」「助けてもらったとき、相手の好意や愛情を感じ
ることがある」など）を改変して用いた。具体的な項目
は、Table 2に示した通りである。
教示は、本研究の実験状況に沿って、実験参加者が実
験協力者との関係性に対して抱く互恵意識を測定するた
めに、「現在のあなたと参加者（実験課題を一緒に行っ
た相手）との関係について、お聞きします。以下の文章
は、あなたの考えにどの程度、あてはまりますか？　以
下の9項目に対して最もあてはまると思う数字に○をつ
けてください。以下の文章の「相手」という表現は参加
者のことです。」であり、8件法（1: 全くあてはまらな
い–8: 非常にあてはまる）で回答を求めた。
（6）実験参加者が評価する実験協力者の対人魅
力　 本研究では、実験参加者が評価する実験協力者の

対人魅力の程度を測定するために、相川・大城・横川
（1983）が用いている実験協力者に対する対人魅力を測
定する項目（e.g., 「どの程度親友にしたいか」「話者につ
いてもっと知りたいか」など）を参照し、「友達になり
たいと思った」、「もっと知りたいと思った」、「好感を
持った」の3項目を作成して用いた。
教示は、本研究の実験状況に沿って、「以下のそれぞ
れの項目に対して、あなたは、現在、実験課題を一緒に
行った参加者に対してどの程度思っていますか？　最
も、あてはまると思う番号に○をつけてください。」で
あり、10件法（1: 全く思わない–10: かなり思う）で回
答を求めた。
倫理的配慮
本研究の研究計画全体は、第1著者の所属機関の研
究倫理委員会の審査を受け、承認を得た（承認番号筑
29-116）。

結 果

操作チェック
実験参加者64名それぞれに対して操作チェックを
行った結果、「実験参加者と実験協力者との面識度」の
質問項目の中で、すでに会話したことを示唆する「顔は
見たことがある」を選択した者が4名、また、「実験課
題に関する知識」の質問項目の中の「何となくだが内容
を覚えている」を選択した者が7名、「内容をはっきり
と覚えている」を選択した者が6名、何らかの理由で実
験課題の相手が実験協力者であることに気づいた者が4
名いることを確認した。これらの実験参加者は、実験群
と統制群の両群に存在しており、本研究の仮説検証に影
響を与えるため分析から除いた。その結果、分析対象
者は、実験群が25名、統制群が18名の計43名（Mage＝
20.14歳、SD＝4.28）であった。
感謝表出スキルの実行が協力行動の生起に及ぼす効果
各試行で各群の実験参加者が示した協力行動の「選
択率」に関する推移を算出した（Figure 1）。その結果、
実験群でも統制群でも、16試行のうち、一回も協力し

Table 2　実験参加者が実験協力者に抱く互恵意識の項目に関する主成分分析の結果

項目 内容 主成分1 M SD

2 私は、相手から助けてもらったとき、相手の好意や愛情を感じることがあった .94 3.86 1.75
6 私は、相手がいてくれたから、頑張れたと思うことが多かった .93 3.42 1.84
5 私は、相手から支えられることに喜びを感じることが多かった .92 4.30 1.86
7 私は、相手を支えることに喜びを感じることが多かった .89 3.86 2.00
8 私にとって、相手から支えられているという意識は大切であった .85 3.88 1.94
1 私は、私を支えてくれる相手がいることに喜びを感じた .82 3.53 1.72
4 私は、相手から助けられることによって、相手の好意や愛情を感じた .80 4.00 1.76
3 私にとって、相手と支え合う対人関係は望ましかった .79 4.33 1.85
9 私に負担があっても、相手の喜ぶ顔を見れば満足であった .79 3.63 2.31
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なかった実験参加者は見当たらなかった。感謝表出スキ
ルが実行される前は、実験群と統制群の間に協力行動の
選択に差がないことを確認するために、第1試行におけ
る各群での協力行動の「選択率」に有意差があるか否か
を検討した。その結果、第1試行における実験群88％と
統制群78％の協力行動の「選択率」に有意差は示され
なかった（χ2（1）＝0.80, n.s.）。
実験群と統制群それぞれの群の実験参加者が、最初
に協力行動を選択したのは何試行目であったのかを確
認するために、実験参加者が最初に協力行動を選択し
た時の試行回数の平均値を算出した。その結果、実験
群は平均1.12回目（SD＝0.33）、統制群は平均1.28回目
（SD＝0.57）であり、両群の平均値に有意な差はなかっ
た（t（25.11）＝1.05, n.s., d＝0.36）。
先行研究（垣内・山岸，1997; 松田・山岸，2001）で

は複数の試行を、ブロックごとに分析していることを
踏まえて、本研究では、16試行のうち、第1試行から第
8試行を「前半」、第9試行から第16試行を「後半」と
みなし、各群での協力行動の「選択率」の平均値に有
意差があるか否かを探索的に検討した。その結果、「前
半」では、実験群が平均7.28回（SD＝1.10）、統制群
が平均6.22回（SD＝1.70）であり、有意差が示され
た（t（27.06）＝2.31, p＜.05, d＝0.77）。「後半」では、実
験群が平均7.48回（SD＝1.16）、統制群が平均6.00回
（SD＝2.20）であり、有意差が示された（t（23.82）＝

2.61, p＜.05, d＝0.89）。つまり、協力行動の「選択率」
は、「前半」でも「後半」でも、実験群の方が統制群よ
りも高かった。
実験参加者が示した協力行動の「生起率」について、
実験群と統制群の間の差を検討するために、実験群と統
制群それぞれの群で、実験参加者が示した協力行動の
「生起率」の平均値を求めた。この平均値は、Table 3に
示したように、実験群が92.46（SD＝13.98）、統制群が
75.83（SD＝23.86）であり、実験群の方が統制群よりも
有意に高かった（t（25.35）＝2.65, p＜.05, d＝0.89）。
第1試行における協力行動の「選択率」には、実験群

と統制群の間に有意差が示されなかったにもかかわら
ず、協力行動の「生起率」は、感謝表出スキルを実行し
た実験群の方が、それを実行しなかった統制群よりも
高かった。したがって、作業仮説1は支持されたと言え
る。
感謝表出スキルの実行が互恵意識と対人魅力に及ぼす効
果
実験参加者が実験協力者に抱く互恵意識を測定する

9項目が1因子性を仮定できることを検討するために、
主成分分析を行った（寄与率74.26％）。その結果は、
Table 2の通りであった。また、この9項目の信頼性係数
は、α＝.95という十分な値を示した。これらの主成分
分析と信頼性分析の結果を踏まえて、実験参加者が実験
協力者に抱く互恵意識を測定する9項目の平均値を算出

Figure 1　各試行で各群が示した協力行動の選択率に関する推移

Table 3　協力行動の生起率、互恵意識の状態、対人魅力の評価に関する各群の平均値と効果量

従属変数
実験群 統制群

t値 df p d
M SD M SD

協力行動の生起率 92.46 13.98 75.83 23.86 2.65 25.35 p＜.05 0.89
互恵意識の状態 39.76 14.52 27.94 12.04 2.82 41 p＜.01 0.87
対人魅力の評価 19.84 6.39 14.89 7.03 2.41 41 p＜.05 0.74

社会心理学研究
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し、実験群と統制群それぞれの互恵意識得点とした。
互恵意識得点の平均値は、実験群が39.76（SD＝

14.52）、統制群が27.94（SD＝12.04）であり（Table 3）、
実験群の方が統制群よりも有意に高かった（t（41）＝
2.82, p＜.01, d＝0.87）。この結果から、作業仮説2は支
持されたと言える。
実験参加者が、実験協力者の対人魅力を評価する3

項目のα係数は .92という十分な値を示したので、3項
目の平均値を求めて、実験群と統制群それぞれの対人
魅力得点とした。対人魅力得点の平均値は、実験群が
19.84（SD＝6.39）、統制群が14.89（SD＝7.03）であり
（Table 3）、実験群の方が統制群よりも有意に高かった
（t（41）＝2.41, p＜.05, d＝0.74）。この結果から、作業仮
説3は支持されたと言える。

考 察

本研究の目的は、初対面の二者間に利益の葛藤を生じ
させるジレンマ状況において、感謝表出スキルの実行
が、感謝される側の行動と認知にどのような効果を及ぼ
すのか検討することであった。
本研究では、先行研究の知見を踏まえて、感謝表出ス
キルを実行する実験群は、感謝表出スキルを実行しない
統制群よりも、実験参加者が実験協力者に示す協力行動
の生起が高くなり（作業仮説1）、実験参加者が実験協
力者に抱く互恵意識が高くなり（作業仮説2）、実験参
加者が評価する実験協力者の対人魅力が高くなる（作業
仮説3）という作業仮説を立て、これら3つの作業仮説
に関する測定指標を、実験群と統制群との間で比較し
た。その結果、3つの作業仮説それぞれは、実験群と統
制群との間に統計学的な有意差を示し、かつ効果量が中
程度以上の値を示したことから、3つの作業仮説はすべ
て支持されたと言える。
作業仮説1に関して、実験参加者が示した協力行動

の「選択率」の平均値が「前半」と「後半」の両方にお
いて実験群の方が統制群よりも高かった結果と、実験参
加者が示した協力行動の「生起率」の平均値が実験群の
方が統制群よりも高かった結果を踏まえると、感謝表出
スキルの実行には、感謝される側の協力行動を強化・
維持させる効果があることを実証したと言える。作業
仮説1が支持されたことについて、感謝感情の表出が感
謝される側の向社会的行動を強化・促進するという知見
（Grant & Gino, 2010; Smith et al., 2017）を踏まえて考
察すると、対面のジレンマ状況において相手から協力行
動を示された時に感謝表出スキルを実行したので、感謝
される側は、感謝表出スキルの実行者から「必要とされ
ていて役に立っている」と感じられたため、今後も支援
したいと動機づけられて協力行動を維持したと解釈する
ことができる。

感謝表出スキルの実行が、感謝される側の協力行動
を強化・維持させるという作業仮説1を支持した結果
は、感謝表出スキルの実行が、感謝される側の「非協力
行動」を抑制した結果と解釈することもできる。油尾・
吉田（2012）は、感謝メッセージの表示が、社会的迷
惑行為を抑制することを実証している。社会的迷惑行為
とは、「行為者が自己の欲求充足を第一に考えることに
よって、結果として他者に不快な感情を生起させる」行
為である（油尾・吉田，2012）。本研究のジレンマ状況
において、「非協力行動」は、相手に不利益をもたらし、
相手への裏切り行為になりえる行動であり、他者に不快
な感情を生起させる行動になる可能性がある。つまり、
本研究のジレンマ状況における「非協力行動」は、「社
会的迷惑行為」との共通性を有する行動である。した
がって、本研究の作業仮説1を支持した結果は、油尾・
吉田（2012）の知見と併せて解釈するならば、対人相
互作用の中での感謝表出スキルの実行には、感謝される
側の非協力行動を結果的に抑制する可能性があると考え
ることもできる。
作業仮説2が支持されたことにより、感謝表出スキル
の実行は、ジレンマ状況にいる初対面の二者間であって
も、対人相互作用を通じて形成される互恵意識を高める
ことを実証したと言える。本研究で用いた「互恵意識」
を測定する項目には、「相手の好意を感じる」「相手を支
えることに喜びを感じる」「相手と支え合う対人関係は
望ましい」という内容が含まれていた。したがって、感
謝表出スキルの実行は、ジレンマ状況にいる相手に、感
謝する側と感謝される側が支え合うことに喜びを感じさ
せ、互いに支え合うことは望ましいという互恵意識を高
めたと解釈することができる。
作業仮説3が支持されたことにより、感謝表出スキル

の実行は、その実行者に対する対人魅力の評価を高める
ことを実証したと言える。この結果は、感謝感情の表出
が、感謝される側が評価する、感謝する側の対人魅力を
高めるという先行研究の知見（Algoe et al., 2016）を支
持するものである。感謝表出スキルの実行は、本研究で
用いた対人魅力の項目内容に示されているように、初対
面の同性同士の関係において、感謝される側から関心や
好感を持たれ、関係性の発展に寄与すると考えられる。
本研究で実験協力者が実行した感謝表出スキルは、感
謝される側に口頭で「グーを出してくれてありがとうご
ざいます」という感謝の理由を述べる言語行動と、「笑
顔を示す」という感謝感情の表出に伴う非言語行動を組
み合わせた具体的な対人行動で構成されていた。このよ
うな実験操作によって得た本研究の知見は、現実のコ
ミュニケーションにおいて、他者へ感謝感情をどのよう
に表出すれば良いのかという問いに対して、一定の示唆
を与えると言えよう。
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本研究は、感謝表出スキルを実行すると、a）感謝さ
れる側における協力行動を強化・維持する、あるいは非
協力行動を抑制すること、b）ジレンマ状況にいる初対
面の二者間であっても、感謝される側の互恵意識を高め
ること、c）感謝表出スキルの実行者に対する対人魅力
の評価を高めることを明らかにしたが、本研究の限界点
および、限界点を踏まえた今後の研究については、以下
の3点が挙げられる。

1点目の限界点は、感謝表出スキルの効果性を、限定
した対人関係において検討したことである。本研究での
実験参加者と実験協力者はともに女性であり、初対面の
同性同士に限定した。このような手続きを採用したの
は、感謝表出スキルの効果性を実験的に検討することを
目的とした初期段階の研究として、「性別」や「関係性」
による影響を統制するためであった。今後の研究では、
実験参加者と実験協力者がともに男性の場合や、実験協
力者と実験参加者が異性の組み合わせの場合、実験協力
者と実験参加者が友人関係の場合といった条件を設定
し、感謝表出スキルの効果性がどの程度一般化できるの
かを議論していくことが求められる。

2点目の限界点は、本研究の方法では、感謝表出スキ
ルの実行の有無以外の要因が交絡した可能性を完全には
排除できなかったことである。例えば、実験協力者の声
の大きさや明るさにばらつきがあった可能性がある。こ
のような可能性を排除するために、今後の研究では、コ
ンピューターを用いて、声の大きさや明るさを統制し、
感謝表出スキルの実行の有無以外の要因を統制すること
が考えられる。また、無表情で何も言わない統制群と
は別に、対照群として、「ありがとう」のみを言う群や、
「笑顔」のみを示す群を設定し、感謝表出スキルの効果
性を精査することも考えられる。

3点目の限界点は、本研究では、従来の感謝研究の知
見を踏まえて、感謝表出スキルの適切性を仮定したが、
実験協力者が実行した感謝表出スキルについて、実験参
加者が適切であると思っていたか否かを測定しなかった
ことである。今後の研究では、実験協力者が実行した感
謝表出スキルについて、実験参加者が適切であると思っ
ていたか、また、感謝表出スキルを実行した後の試行
で、実験協力者が無反応になることが、感謝表出以外の
意味を実験参加者に伝えた可能性はないか、といった項
目を用いて、感謝表出スキルの適切性を測定することが
求められる。
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