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目的
目の前のあの人が気になるのは，

他に気になっていることがあるから……？
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未完結感に対する注意

〇未完結場面に対する情動反応は，完結した場面よりも持続する。

⇒未完結感に対して注意が向けられ続けるため※1

・自分に好意を持っているかどうかが不確実な相手は，

確実に自分に好意を持っている相手よりも魅力的であると

判断される※2。

3

※1 Wilson & Gilbert(2008)

※2 Whitchurch, Wilson, & Gilbert(2011)



感情誤帰属※3

〇特定の感情状態が生じると，感情を生じさせた刺激とは

全く関連のないターゲットの評価がその感情の影響を受ける。

⇒自動的な感情の活性化が評価に影響を及ぼすため。

4※3 Payne, Cheng, Govorun, & Stewart(2005)



仮説

①未完結ストーリーを読んだ場合，

未完結感に対する注意の高まりの誤帰属によって，

ストーリーの作者に対する関心が高まる。

②ストーリーのおもしろさについて評価した場合，

未完結感がおもしろさに誤帰属されることで解消され，

作者に対する関心の高まりは見られない。
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姉との練習によって一人でバスに乗れるようになった

盲目の主人公が，運転手から「あんたはいいねぇ」と

声をかけられる。

完結ストーリー群では運転手の

セリフの理由が明かされた。

未完結ストーリー群では

理由が不明なままであった。

使用ストーリー※4

6
※4 「こころのチキンスープ13」(Canfield, Hansen, Donnelly, Donnelly, & Angelis, 2000; 吉田訳)より抜粋



予備調査※5

15名の大学生，大学院生が完結(N=7)，未完結ストーリー(N=8)の

いずれかを読み，完結感の程度(未完結-完結)と感情価(不快-快)を

5段階で回答した。

・完結感の程度は，完結ストーリー群(M=4.50, SD=0.21)の方が

未完結ストーリー群(M=1.43, SD=0.19)よりも有意に高かった。

・感情価は，完結ストーリー群(M=3.67, SD=0.20)と

未完結ストーリー群(M=3.14, SD=0.32)に有意な差はなく，

どちらも平均よりややポジティブであると判断された。
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※5 同様の手続きは，木村(2004)



参加者

大学生 107名

（男性49名，女性58名，Mage=20.05歳, (SD=1.32)）

参加者は配付された質問紙によって，

ストーリー2(完結，未完結)×評価の表出2(あり，なし)の

4条件のいずれかにランダムに割り振られた。
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手続き

参加者は，完結ストーリー，または未完結ストーリーを読んだ。

表出あり群のみ，ストーリーのおもしろさを5段階で評価した。

ストーリー読了後，ストーリーの内容とは関連のない

「あざらし」について3分間記述した。

その後，ストーリーの作者の他の作品を読みたいと思う程度を

1全くそう思わない-7非常にそう思う，の7件法で回答した。
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結果

10

*

* p<.05

おもしろさを
評価させると，
得点の差が消失した。

評価しない場合，
未完結ストーリー群の
得点が高かった。



考察

•未完結感を抱いていると，抱いていない場合よりも

ターゲットに対する関心が高まった。(仮説1を支持)

⇒未完結感のような感情的でない手掛かりからも，

感情誤帰属が生じる可能性が示唆された。

•未完結感を表出すると，効果は消失した。(仮説2を支持)

⇒感情反応を表出すると感情誤帰属を防ぐことができる，

という先行研究の知見※6とも一致する。

11※6 及川・及川(2013)



考察

•未完結感が生じた場面を完結させなくても，

表出することで未完結感を解消できる可能性がある。

⇒未完結感が原因となって生じる侵入思考※5や不安※7の

解消に，表出が有効である可能性を示唆している。

12
※7 佐藤(2018)



限界と展望

〇「ストーリーの内容」と，「表出のさせ方」が与える影響が

今後の検討課題である。

・ ストーリーの内容がネガティブな場合，結果が異なる可能性

⇒ストーリーがポジティブな内容であったため，

関心が高まる，というポジティブな評価が行われた？

・ストーリーを評価させたことが，却って関心を高めた可能性

⇒「おもしろさ」以外で表出させる方が有効であるかもしれない。
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参考資料：使用ストーリー(抜粋)
ケリーが視覚障害者になってから一年になる。誤診のために視力を失ってからというも

の、ケリーは闇と怒りと苛立ちと自己憐憫の世界にいっぺんに突き落とされた。視力を失

う前はひと一倍独立心が強かったのに、このような残酷な運命のいたずらのせいで、何を

するにも他のひとの力を借りなければならないのが辛かった。

「どうして？」ケリーは怒りに胸をつまらせて嘆いた。しかし、いくら泣いてもわめい

ても祈っても、視力を失ったという辛い現実が変わるはずもないことはわかっていた。ケ

リーの視力は二度と回復しないのだ。

視力を失う前は明るかったケリーの心は、重いうつの雲に覆われた。毎日をやり過ごす

だけでも、苛立ちや果てしない疲労の連続だった。ケリーは必死で唯一の家族である姉の

ルイーズにすがった。

（中略）

ルイーズの約束通りになった。まる二週間、職場であるS社の制服を着て支度を整えた

ルイーズは、毎日一緒にバスに乗り送り迎えをした。ルイーズは残った感覚、とくに聴覚

を働かせて、自分の居場所をつかみ、新しい環境に適応する術をケリーに教えた。バスの

運転手ともなじみになり、毎日ケリーのために座席をとっておいてもらえるようにした。
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ついに、ケリーはひとりでバスに乗ると言いだした。月曜日になった。

「行ってきます」。二人はケリーが視力を失ってから初めて、別々に出勤した。

その週の金曜日の朝、ケリーはいつものようにバスに乗った。いつものように職場

近くのバス停で料金を払ってバスを下りようとしたとき、突然運転手が声をかけてき

た。

「あんたはいいねぇ」

「どうして，いいねぇなんて言うんですか？」

「ほら、今週ずっと、S社の制服を着た女性が通りの向こうに立って、あんたがバスを

下りるのを見守っていたじゃないか。あんたが無事に通りを渡って、オフィスの建物

に入っていくのを確かめているんだよ。それから、その男性は安心したように去って

いく。あんたはほんとうにラッキーなひとだよ」
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※未完結ストーリー群では，枠線内の文章が削除されていた。


