
問題と目的

日々過ごす中で，我々は「あっという間に感じ

たけれど，時計を見てみると実際にはかなり時間

が経っていた」という経験，またその逆の経験を

することがある。Meck (2005) は，ある出来事が

生起してからどのくらいの速さで時間が経過する

のか，またはどれほどの時間が経過したのかとい

う主観的な経験を心理的時間 (psychological time)

と呼んでいる。人間には時間そのものを知覚する

ための特定の感覚器が備わっていない。そのため，

心理的時間は大脳の認知過程により形成される時

間意識であり，過去の経験や学習からの影響を受

け，人間の記憶を媒介するものであると考えられ

ている（平，1996）。また，Fraisse (1984) や篠原

(2002) は，5秒以内の範囲の時間的処理を時間知

覚と呼び，作動記憶が用いられるとしている。一

方，5秒以上の範囲の時間についての評価を時間

評価と呼び，長期記憶が関与するとしている。

なお，我々は日常の経験から，快や不快という

外的な環境や心理的状態が時間評価に何らかの影

響を及ぼしていると考えている。そのため，近年，

感情が認知や行動に与える影響について数多くの

研究が行われており（Eich, Kihlstorm, Bower, 

Forgas, & Niedenthal, 2000; Martin, & Clore, 2001；

高橋，2002），心理的時間の主観的な長短につい

ても感情が影響を及ぼすという実証報告が行われ

ている。

谷口 (1991) は，感情を，快 –不快等の情的側

面としている。そして，快感情と不快感情は，感

情価 (emotional valence) という概念でまとめられ

ており，主観的な快 –不快を両極とした一次元の

連続体の相対的な位置を指し，単語，画像や音楽

などによって生じるとされている (Hevner, 1936)。
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さらに感情は，持続時間の違いによって特性

(trait) と状態 (state) に区分される（Izard, 1991

荘厳監訳 1966； Rusting, 1998；高橋，2002）。特

性としての感情とは，特定の同じ感情を経験しや

すいかどうかの個人的傾向で，抑うつや不安など

比較的長期にわたる安定した性質を指し，質問紙

により測定可能である。一方，状態としての感情

は，比較的短時間で一過性の経験であり，実験で

は画像や音楽などを用いることによって特定の感

情状態や気分に喚起・誘導する方法が使われる

（川口，1990；谷口，1991）。

そして，状態としての感情が，時間評価に与え

る影響について検討した研究として，Angrilli,

Cherubini, Pavese, & Mantredini (1997) や森田

(2011) がある。森田 (2011) は，快と不快の感情

価が主観的な時間経過の評価に及ぼす影響につい

て検討した。大学生を対象に，感情価を喚起する

画像を一定時間呈示し，1枚呈示されるごとに表

示されていた時間を秒単位で評価するよう求めた。

不快条件下での時間評価は，快条件下での時間評

価と比べて有意に長くなるという結果が得られ，

時間評価は感情価に関連した記憶の情報量，興

味・感心，さらに動機づけの強さに影響を受ける

可能性が示唆された。

一方，特性としての感情研究のうち時間評価に

関連したものでは，抑うつに関するものが多い

(Sévigny, Everett, & Grondin, 2003; Bschor,Ising,

Bauer, Lewitzka, Skerstupeit, Müller-Oerlinghausen,

& Baethge, 2004)。Bschor et al. (2004) は，大うつ

病エピソードのある患者 32名，躁病エピソード

のある患者 30名，そして健常者 31名に，主観的

な時間経過の速さを計るビジュアルアナログス

ケール課題，言語的見積もり課題と時間作成課題

を行った。主観的な時間経過の感じ方について，

健常群は中程度の範囲におさまったが，躁群は早

いと評価し，さらに，抑うつ群は遅いと評価した。

北村 (1981) は，反応性の抑うつ神経症や内因

性うつ病など抑うつ感情を主訴とする患者 23名

と非抑うつ者 23名を対象に，主観的時間の流れ

に関する質問票，時間志向検査，時間作成課題，

言語的見積もり課題，時間再生課題を課し，結果

を比較した。様々な場面における主観的時間の流

れについて，非抑うつ者は中程度と感じていたが，

抑うつ者は抑うつ状態が深くなるに従って時間経

過を遅く感じていた。また，言語的見積もり課題

での時間評価では，10, 20, 80秒条件において抑う

つ群と非抑うつ群で有意な差が認められ，抑うつ

群では評価時間が長くなる傾向がみられた。特に

精神運動抑制のある場合に，20秒間隔の時間評価

が延長することから，体内時計が早く進んでいる

ことを示唆している。この主観的時間遅滞感は，

臨床においてうつ病者にみられる時の流れが遅延

しているように感じられる時間停止現象 (the ex-

perience of time standing still; Jaspers, 1963) を説

明するものと解釈し得るが，抑うつ感情の強さと

相関しており，うつ病という臨床的診断に特異的

ではなかった。このことは，うつ病に限らず，広

い意味での抑うつ傾向と時間評価の関連を探る必

要性を示唆している。

以上のように，抑うつ者は時間をゆっくりと感

じていること，時間評価が延長する傾向があると

言える。しかし，時間評価においてどの段階でど

のような障害が起こっているかについては明らか

な知見が得られておらず，これらの切り分けがで

きる精度の高い研究が必要である（Meck, 2005；

橋本・松田，2007）と言われている。現在までの

心理的時間の研究の範囲では，感情価が時間評価

に及ぼす影響と抑うつ傾向が時間評価に及ぼす影

響について別々に議論されており，感情価と抑う

つの両者が時間評価に与える影響の検討は十分行

われていない。そのため，感情価と抑うつの相互

作用が時間評価に与える影響について詳細な検討

を行うことが重要である。

感情価と抑うつとの関連については，感情一致

効果 (mood congruency effect) の側面からの認知

研究や脳機能研究などが報告されている。感情一
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致効果とは，特定の感情状態にあるときには，そ

れと一致した感情価を持つ内容の認知処理が促進

されるというものである。実験参加者を快，中性，

不快の感情状態に喚起した後，自伝的記憶の想起

を求めたところ，感情状態に一致した自伝的記憶

が想起されたと報告されている (Salovey & Singer,

1989)。同様に Lang, Bradley, & Cuthbert (1990)

は，現在の感情状態と一致した刺激への処理や行

動は促進され，一致しない処理や行動は抑制され

るという感情マッチング説を提唱し，この説を裏

付ける証拠として，感情効果に大脳機能のラテラ

リティ（偏側性）が存在することを挙げている。

これは感情関連の情報処理が生物学的な背景を持

つことを明らかにした重要な研究として位置づけ

られている。

感情一致効果は，状態としての感情だけでなく

特性としての感情である抑うつについても適用さ

れ，慢性的な不快感情によって，抑うつ者の記

憶・思考・判断などの認知過程は否定的な方向に

偏っていると説明されている（大平，2005）。例

えば，抑うつ者は非抑うつ者よりも否定的な内容

の過去の記憶を多く再生することが報告されてい

る (Llord & Lishman, 1975)。また，脳機能研究に

よれば，うつ病者の認知機能における不快情報へ

の特異性は，脳機能の障害を背景としていること

が示唆されている（山脇，2005）。

以上のように，近年，特性としての抑うつと状

態としての感情価の関連について認知研究や神経

基盤を検討した研究が行われるようになっている

ものの，時間評価を指標にした研究は行われてい

ない。そこで，本研究では，抑うつ傾向と感情価

が時間評価に及ぼす影響について検討する。先行

研究から，抑うつ者の特徴的な認知機構，特に不

快情報処理過程の歪みが，時間評価の差異として

現れることが予想される。時間評価のずれは人間

の情報処理過程の違いを表していると考えられて

いる（田山，1996）ため，これまで報告されてい

る生物学的研究や認知研究の知見を総合して，抑

うつ者と非抑うつ者の時間評価の差異の特徴を考

察することにより，抑うつ者だけでなくうつ病の

情報処理過程の解明に寄与することが期待できる。

具体的には，抑うつ者と非抑うつ者を対象に，感

情を喚起する刺激集から選ばれた快，中性，不快

3種類の画像を用いて，抑うつ傾向と感情価の 2

つの条件が主観的時間評価に与える影響を比較検

討する。時間間隔については，区切りの良い時間

では予測による回答による正答が生じやすいこと

から（松田・岡崎，2009），5秒や 10秒を避ける

必要がある。そして，日常の時間体験を把握する

には 5秒以上の時間評価の範囲のデータを検討す

る必要があること（八木，1994）や抑うつ者は比

較的長めの時間で特徴が出やすい (Sévigny et al.,

2003) ことから，森田 (2011) でも取り上げられて

いる 6 秒の時程を分析の対象とする。また，

Brown (1985) によれば，あらかじめ体験時間の長

さや見積もりを行うことを知らされている予期的

時間評価に対して，時間体験後に時間評価を行う

追想的時間評価は，実験参加者の評価のばらつき

が比較的小さいと述べており，吉川 (1996) の実験

では精度の高い時間評価が得られていることから，

本研究は追想的時間評価法によって行うことにし

た。

仮説として，非抑うつ者については，快感情価

における時間評価よりも不快感情価における時間

評価の方が長くなるであろう。また，心理的時間

は，記憶の蓄積容量や注意といった高次の認知機

能と深く関わっていることが知られている（吉川，

1996；橋本・松田，2007）。このことから，抑うつ

者は否定的な方向に認知過程が歪んでいると指摘

されているため，不快感情価を喚起される条件で

は経過時間中に想起される不快な記憶情報量が大

きくなり，その結果，非抑うつ者より評価時間が

長くなると予想される。

なお，本研究は非臨床群の抑うつを対象とした

アナログ研究であり，抑うつを質的な差異ではな

く，抑うつの重症度の上に連続的に位置すると考
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える立場をとる。臨床研究と比べて当事者の個別

性が反映されにくい（丹野，2001）という問題点

があるものの，非臨床群の抑うつ傾向が示す特徴

は，臨床群と量的な差異と考えられており（Oku-

mura, Sakamoto, Tomoda, & Kijima, 2004；坂本・

奥村・大野，2005），臨床研究とは違った角度か

ら臨床群の状態像の理解を可能にし，介入法構築

への示唆が得られる可能性を持っている。

方　　法

実験参加者

首都圏近郊の大学生 23名が時間評価実験に参

加した。なお，実験参加者は，抑うつを測定する

Beck Depression Inventory (BDI; Beck, Ward,

Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961) の翻訳版であ

る日本版ベック抑うつ評価尺度（以下，BDIとす

る）（林，1988；林・瀧本，1991）を用いた事前の

スクリーニング調査に自由意思で回答した。スク

リーニング前の対象者は 270名（男性 103名，女

性 167名）であった。

スクリーニング調査の対象者の男女間には BDI

得点に違いが認められなかったため (t(177.81)�

0.04, n.s.)，BDIの平均点 13.46�0.5SDを参考にし

て，16点以上である抑うつ群 10名（男性 3名，

女性 7名，平均年齢 20.7歳，SD�2.58) と 9点以

下である非抑うつ群 13名（男性 4名，女性 9名，

平均年齢 21.46歳，SD�3.15）に該当する者が抽

出された。「画像による認知と記憶の実験」であ

ると実験の趣旨を説明し，参加承諾が得られた 23

名全員が実験に参加した。BDI得点の平均値を算

出したところ，実験参加者 23名は 11.80 (SD�

8.86) であり，抑うつ群の 21.70 (SD�4.30) は，非

抑うつ群の 5.38 (SD�2.18) よりも有意に高かった

(t(12.55)�10.97, p�.001)。

要因計画

第 1 要因を抑うつ傾向（非うつ群（低 BDI

群）／抑うつ群（高 BDI群）；実験参加者間），第

2要因を刺激画像の感情価（快／中性／不快：実

験参加者内）とする 2�3の 2要因混合計画を用

いた。

刺激材料

刺激材料として， Lang, Bradley, & Cuthbert

(2005) によって開発された国際感情画像刺激集

(International Affective Picture system：以下，IAPS

とする）より選択された写真画像を用いた。IAPS

は，感情価： valence（快 –不快）と覚醒度：

arousal（静穏 –興奮）の 2次元を軸に構成されて

おり，956枚の写真画像（静止画）の情動性が標

準化されている。このような特徴から，感情・情

動を喚起する刺激として適しており，様々な研究

で用いられている（梅村・渡邊・松岡，2005）。

なお，原版の IAPSの感情価と覚醒度の評定値は

1–9で，平均値は 5である。感情価は 1が不快

（ネガティブ），9が快（ポジティブ）となってい

る。

感情価を喚起する画像（以下，感情価画像とす

る）を選定する手続きとして，時間評価実験の実

験参加者と重複しない大学生 74名（男性 31名，

女性 43名）に対して，画像の感情価について集

団式で評定を求めた。評定は，IAPSに添付されて

いる評定値をもとに全画像 956枚から中程度の覚

醒度のものを 117枚選出し，ランダムに呈示され

たこれらの画像を見たときに感じる感情価につい

て 7段階のリッカート尺度（1：非常に不快 – 7：

非常に快い）で行った。この評定に参加した対象

者の平均年齢は，男性 21.35歳 (SD�1.84)，女性

20.19歳 (SD�2.20)，全体で 20.68歳 (SD�2.14) で

あった。

回答カテゴリーの評定値をそのまま感情価の値

とした結果，平均値は 3.84, SDは 1.30となった。

この評定値と IAPSに添付されている感情価の評

定値 (Lang et al., 2005) の相関係数を求めたとこ

ろ，有意な正の相関関係が示された (r�.91,

p�.001)。また，平均評定値が 7に近く SDが 1.50

未満の 6枚を快条件画像，平均評定値が 4に最も

近く SDが 1.50未満の 32枚を中性条件画像，平
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均評定値が 1に最も近く SDが 1.50未満の 6枚を

不快条件画像，計 44枚の画像を選出した。その

うち各感情価を代表する各 3枚の画像を選出し，

時間評価実験の分析に用いるターゲット画像とし

た。9枚の画像の感情価平均値は，快感情価が

6.02 (SD�0.17)，中性感情価が 4.13 (SD�0.14)，

不快感情価が 1.57 (SD�0.20) であった。また，各

感情価評定値の 1要因分散分析（実験参加者内計

画・反復測定）を行ったところ，すべての感情価

の間に有意差が認められ (F(2,146)�602.51,

p�.001)，快画像は中性画像よりも高く (p�.001)，

快画像は不快画像よりも高く (p�.001)，中性画

像は不快画像よりも高かった (p�.001)。

刺激画像の構成

時間評価実験では，上記の IAPS画像 44枚すべ

てを感情価画像として使用し，呈示時間を 1, 3, 6,

9秒間に設定した。それぞれの感情価と呈示時間

については，快画像 6枚（1枚 – 1秒，1枚 – 3秒，

3枚：分析対象 – 6秒，1枚 – 9秒），中性画像 32

枚（9枚 – 1秒，9枚 – 3秒，5枚：そのうち 3枚

が分析対象 – 6秒，9枚 – 9秒），不快画像 6枚（1

枚 – 1秒，1枚 – 3秒，3枚：分析対象 – 6秒，1

枚 – 9秒）とし，条件の構成を Table 1に示した。

44枚の各感情価の画像のうち，分析対象となった

条件は 6秒呈示の 3枚であり，それ以外の画像は

フィラー材料とした。

1枚の刺激画像について 1問の質問文が対応し，

質問文は全部で 44問であった。そのうち，時間

を評価する課題が 18問（そのうち 9問はフィラー

課題），非時間評価課題（フィラー課題）が 26

問，つまりフィラー課題は 35問であった。時間

を評価する課題の質問文は「この画像が表示され

ていた時間は何秒でしたか」であった。この時間

評価課題のうち各感情価から 3枚ずつ選ばれた 6

秒呈示の 9枚が分析対象条件であった。時間評価

は，実験参加者に何秒であったかを秒単位で直接

的に評価させる言語的見積もり法 (verbal estima-

tion method) を追想的時間評価によって行った。

非時間評価課題（フィラー課題）は，「この画像

から連想する形容詞は何ですか」，「画像に使われ

ていた色は全部で何色ありましたか」，「あなたは

この画像が好きですか，嫌いですか」，「2枚前に

表示された画像はどのような内容でしたか」，「あ

なたならこの画像にどのような名前をつけますか」
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Table 1 Displayed time of emotional pictures as a function of experimental condition

Picture’s emotional Task to estimate time Other task
Total pictures

valence Displayed time (s) The number of pictures Displayed time (s) The number of pictures

1 1

Pleasant
3 1

None 6
6 3

9 1

1 1 1 8

Neutral
3 1 3 8

32
6 3 6 2

9 1 9 8

1 1

Unpleasant
3 1

None 6
6 3

9 1

Total 18 26 44

Note. Analysis based on numbers in bold; remaining numbers are fillers.



であり，この 4種類をランダムに 26問に割り振っ

た。

フィラーとして様々な時間条件や非時間評価課

題を設定した背景には，以下の理由がある。まず，

分析対象の 6秒についての学習効果を避けるため

であった。また，実験の意図である感情価という

条件を実験参加者に悟られないように，全体の中

で中性感情価画像が占める割合を多くし，快と不

快の感情価画像を可能な限り少なくした。さらに，

本実験は追想的時間評価を狙っており，実験参加

者に時間を計測されていることを悟られないよう

に，時間評価以外の課題を多く入れた。そして，

実験参加者の疲労による負担を考慮して各条件の

枚数を調整した結果，本構成となった (Table 1)。

なお，実験参加者への配慮から 1枚目と最後は

快画像になるようにした上，ランダムな系列セッ

トを 1つ作成し，すべての実験参加者に同じ呈示

順序で行った。

質問紙（回答冊子）

A4の回答冊子の 1枚目は年齢・性別を問うフェ

イスシートであり，2枚目には練習試行の回答欄，

3枚目には教示文の下に，第 1問から第 44問まで

空欄の回答欄が印刷されていた。最後の用紙には，

実験時の内観等について問う質問が印刷されてい

た。質問項目は，①本実験が時間評価について調

べるものであることに気づいていたか，②画像を

見ている間，頭の中で時間を数えたか，③実験に

関する感想・指摘の 3つであった。

装　置

刺激は Hot Soup Processor3.1 (HSP3.1) によって

プログラミングし，パーソナル・コンピュータ

(SONY PCG-NV77M/BP) のディスプレイ上に直接

呈示した。

手続き

実験はすべて実験室で個別に行った。実験は手

元の回答用紙に記入できる程度の明るさにブライ

ンドを調整し，外部の光や音などの刺激を遮断し，

実験参加者にとって時間評価の手がかりを可能な

限り与えないようにした。なお，実験室に壁掛け

時計はなく，あらかじめ机の上には，実験呈示用

のパーソナル・コンピュータ，回答冊子と実験参

加承諾書が置かれていた。

実験室に入室後，スクリーニング時に「画像に

よる認知と記憶の実験」に参加することへ同意の

得られた実験参加者に対して，実験開始前，実験

の手順と目的について説明を行った。ただし，こ

の際には時間の計測が主目的であることは伝えて

いない。実験の趣旨について同意が得られた場合

に，実験参加者は実験参加承諾書に署名を行い，

実験に参加した。また，実験開始前には体調や気

分状態について問題のないことを実験者が確認し

た。その後，実験参加者に対して腕時計を外して

実験者に預け，席に座るように求めた。

実験参加者からディスプレイまでの距離は約

50 cmに設定した。実験の前に課題の練習試行を

行い，手続きを理解した上で行った。その後に，

「今からパーソナル・コンピュータの画面上に画

像が 1枚ずつ出てきます。画像が出てきた後で，

黒い画面に白い文字で質問が出ます。この質問に

ついて手元にある回答用紙の番号の隣の空欄に答

えを書いていってください。1問答えを書き終え

たら，スペースキーを押します。そうすると，次

の画面が表示され，その後，また次の質問文が出

てきます。画面が出ている間は画像から目を離さ

ないでください」と教示を与え，実験で画像を見

ている間，数えることやそれに類する行為，たと

えば手足を規則的に動かすこと，机に数字を書き

込むといった方略を阻止するために，実験参加者

には両手を机の上に置いてもらった。

刺激画像はディスプレイの大きさとなるように

調整して呈示され，その直後に呈示される質問文

は背景を黒色としたディスプレイ上に白色で表示

された。実験参加者は，画像呈示中はディスプレ

イの中心を見つめ，その後，質問文が呈示された

ら質問について考え，手元の用紙に回答を記入す

るように求められた。回答の制限時間は設けてお
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らず，回答し終えたら実験参加者自らコンピュー

タのスペースキーを押し，次の画像が呈示される

ようになっており，実験参加者自身のペースで回

答させた。実験終了時，実験についてデブリー

フィングを行って実験を終えた。実験全体の所要

時間は，最初の趣旨説明から最後のデブリーフィ

ングまで約 50分間であった。

結　　果

実験参加者の除外人数と時間評価の処理方法

質問紙の回答や自由記述欄の表記内容，実験後

の質問から，実験の意図が時間を計測することで

あると実験中に気がついた実験参加者，画像が呈

示されている間に頭の中で時間を計測していた実

験参加者，さらに実験の意図や手続きを理解して

いなかった実験参加者が 5名いたことが判明し，

本研究の分析から除外した。なお，実験参加者の

中には 4から 5秒間や 6から 7秒間と評価したも

のもあった。このような場合，本研究ではさらに

細かく何秒であったかとは誘導せず，中間の値を

とり，4.5秒，6.5秒を評価時間として処理した。

時間評価

6秒の時間評価の平均値および SDは，非抑う

つ群 (n�10) では，快画像 4.78秒 (1.24)，中性画

像 4.90秒 (1.54)，不快画像 4.18秒 (1.08)，抑うつ

群 (n�8) では，快画像 5.42秒 (1.22)，中性画像

5.15秒 (1.52)，不快画像 5.71秒 (1.43) であった。

分散分析の結果，抑うつ傾向の主効果はみられ

なかった (F(1,16)�1.96, n.s.)。また，感情価画像

の主効果はみられなかった (F(2,32)�0.20, n.s.)。

しかし，抑うつ傾向と感情価画像について有意な

交互作用がみられた (F(2,32)�3.69, p�.05)。交互

作用が有意であったことから，抑うつ傾向（対応

なし要因）についての単純主効果の検定と感情価

画像（対応あり要因）についての単純主効果の検

定を行った。その結果，不快画像における抑うつ

傾向の単純主効果のみが有意であった (F(1,16)�

6.64, p�.05) (Figure 1)。以上のことから，不快感

情価を喚起する画像において，抑うつ群は非抑う

つ傾向群と比べて時間評価に差が生じることが明

らかとなった（高 BDI�低 BDI）。

考　　察

本研究の目的は，非臨床群の大学生を対象に，

特性としての抑うつと状態としての感情価が，時

間評価に及ぼす影響を検討し，抑うつ者の情報処

理の特徴を明らかにすることであった。まず，非

抑うつ者は，快感情価における時間評価よりも不

快感情価における時間評価の方が有意に長くなる

と予想された。また，抑うつ者は非抑うつ者と比

べて認知過程が否定的な方向に偏っていることか

ら，不快感情価条件では抑うつ思考がいっそう活

性化され，過剰に不快な記憶を想起することに

よって，時間評価が延長すると予想された。

しかし，本研究では，非抑うつ者は感情価に

よって時間評価の有意な差異がみられなかった。

これは，森田 (2011) の研究において，非抑うつ者

を対象に感情価を喚起した際の時間評価を比較し

たところ，不快感情価を喚起した場合の時間評価

は，快感情を喚起した場合の時間評価より長く

なったという結果とは異なっていた。本研究の結

果が先行研究と異なった理由として，3つの可能

性が考えられる。第 1は時間評価に及ぼす覚醒度

の影響を考慮しているか否かである。Angrilli et al.
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Figure 1 Mean time estimation for each of the emo-
tional pictures by depressive tendency



(1997) は覚醒度の高い活性条件においては不快画

像の呈示時間を，快画像に比べて長く評価したが，

覚醒度が低い不活性条件では快画像の呈示時間を

不快画像に比べて長く評価したことを報告してい

る。つまり，覚醒度が時間評価に影響を及ぼして

いる。本研究では，覚醒度を統制し中性の画像の

みを扱っているが，森田 (2011) の感情価画像では

覚醒度が考慮されていないため，不快画像の中の

覚醒度が時間評価の結果に影響を及ぼした可能性

がある。

結果の差異に影響を及ぼした 2つ目の可能性と

して，実験手続きの違いによることが考えられる。

Hicks, Miller, & Kinsbourne (1976) は，予期的時間

と追想的時間評価では働くメカニズムが異なって

いることを示唆している。先行研究は予期的時間

評価によって行われた結果であり，実験参加者は

あらかじめ時間を計測することを知り得ていたが，

今回の実験では，あらかじめ時間を測るというこ

とを知らされてはいないうえ，画像が呈示されて

いる最中に数を数えることについても許されてい

なかった。予期的時間評価と追想的時間評価につ

いて，Zakay, Tsal, Moses, & Shahar (1994) は心理

的時間を構成するための手がかりをもとに，状況

依存二重過程モデルを提唱している。このモデル

では，予期的時間評価の場合には，判断すべき時

間の間に処理される単位時間や生理的パルスの個

数といったリアルタイムの時間情報処理の過程に

基づくという感覚的処理過程を想定している。一

方，追想的時間評価の場合には，記憶に蓄えられ

た非時間情報としての情報処理に基づいて心理的

時間を構成するという認知的処理過程を想定して

いる。このような時間評価におけるパラダイムの

違いが，先行研究と本研究の結果の差異に結びつ

いたと考えることができる。ただし，状況によっ

て別々の情報処理過程を考えるのは不自然である

という意見もあり（平，1996；松田，1996），今

後，心理的時間を説明するモデルの検証が待たれ

るところである。

第 3の理由として，先行研究では感情価画像を

選出する際の基準や方法，そして，実験参加者の

年齢，性別，抑うつ症状などが十分に整えられて

おらず，このような多くの実験状況の違いが結果

に影響を及ぼした可能性がある。本研究で使用し

た感情価喚起の画像は国際的に標準化されている

刺激であり，実験参加者の年齢，性差，抑うつの

程度が十分に考慮されており，高い信頼性を持っ

ていると思われる。

なお，本研究の結果から，快感情や中性感情を

喚起する画像の条件では，抑うつの有無で時間評

価に有意差は認められなかったものの，不快感情

を喚起する画像の条件では，抑うつ群の評価時間

が非抑うつ群の時間評価よりも有意に長く評価さ

れることが明らかとなった。言い換えれば，不快

な感情を喚起された時にのみ，抑うつ者の時間評

価の特徴が現れることを示唆している。

先行研究によれば，時間評価の延長や短縮は人

間の情報処理過程の違いを示している。そのなか

でも，今回用いた追想的時間評価について研究し，

蓄積容量モデル (storage size model) を提唱した

Ornstein (1969) は，経過時間中の刺激や出来事に

関する入力情報量ではなく，それらに関する短期

ないし長期記憶に蓄積されて残っている情報量と

心理的時間の長さが正の相関関係にあると説明し

ている。つまり，記憶の情報量が大きいほど物理

的時間において同じ時間でも心理的に長くなる。

このモデルを本研究の結果に適用してみると，抑

うつ者は，不快感情を喚起されたことに関連する

記憶の情報量が他の条件よりも大きかったことを

示唆している。

こうした抑うつ者の情報処理における否定的な

偏りについて，Collins & Loftus (1975) が提唱した

活性化拡散モデル (spreading activation model) に

よって説明することが可能である（大平，2005）。

長期記憶，特に意味記憶は互いに意味的に関連の

ある概念と概念の間に網目のようなノード（結合）

があり，ノードどうしがリンクで結びつけられ，
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意味的関連性に基づくネットワーク構造をなして

いると考えられている (Collins & Quillian, 1969)。

また，概念の持つ属性も概念と同様に 1つのノー

ドで表されていると考えられ，ある概念が活性化

されると，その概念のみならず，意味的に関連の

ある概念に対しても活性化が伝播していく (Collins

& Loftus, 1975)。また，これらの生物学的な証拠

として，うつ病者では，感情的情報の検出や感情

反応の起動に重要な役割を果たす 桃体が過敏に

なっており，持続的に高い活動性を示しているこ

とが報告されている (LeDoux, 1996; Aggleton,

2000)。

このモデルを本研究の結果に当てはめて考えて

みると，まず，抑うつ者は，不快画像によって一

時的に非抑うつ者であっても感じるような抑うつ

状態を体験すると考えられる。非抑うつ者はここ

で立ち直ることができるが，抑うつ者は 桃体が

過敏になっており (LeDoux, 1996; Aggleton, 2000)，

否定的な感情を表すノードが慢性的に活性化状態

になっているため，普段とは違った思考パターン

（抑うつ的な情報処理の活性化）が生じる。する

と，それと結びついた否定的な意味内容の概念

ノードを活性化しやすく，長期記憶に貯蔵されて

いる過去のネガティブな記憶を想起してしまう。

ただし，快や中性の感情価に対する処理は歪みが

ないため，快画像や中性画像による過剰な記憶想

起は起こらず，非抑うつ者と同程度の時間評価で

あったと考えられる。

つまり，経過時間中の刺激や出来事に関する記

憶に蓄積された情報量が心理的時間の長さとなる

と考えられることから (Ornstein, 1969)，抑うつ者

は不快刺激をきっかけに抑うつ的な情報処理の活

性化が起こり，必要以上にネガティブな長期記憶

を想起してしまい，時間評価が延長したと説明で

きる。さらに，Teasdale (1985) は，出来事をネガ

ティブに認知したことで，いっそう抑うつ気分を

高め，同時に，抑うつ状態を経験したこと自体が

ネガティブな出来事となり，ますます落ち込んだ

自分を責めるなどして抑うつの悪循環が形成され，

慢性的な抑うつ状態から抜け出せなくなる可能性

を指摘している。

ただし，本実験において，不快感情を喚起され

た抑うつ群の時間評価は，実際の呈示時間である

6秒に最も近かった。別のいい方をすれば，時間

評価の精度としては正確であったと捉えることが

できる。また，森田 (2011) の結果や今回の結果か

ら，非抑うつ群の時間評価は実際に呈示されてい

た時間よりも短く評価する傾向がみられており，

一般的な傾向として時間評価が過小評価されるこ

とが示唆されている。この点については他の時間

間隔や実験状況など条件を変えてさらに検討する

必要があると思われる。

なお，本研究には，いくつかの限界が存在して

いた。本研究では，実験の手続きとして実験参加

者には時間を数えることを禁止したが，そのよう

な条件下でも，心拍や呼吸などの生体リズムが潜

在的な時間計測のためのペースメーカーとなる可

能性が指摘されている (Tatsumi & Fujisaki, 1994)。

今後はこうした生理的なデータを計測し，その影

響についても検討する必要があるだろう。

次に，実験において感情喚起が十分でなかった

可能性がある。よって今後は，感情価による特有

の反応が明らかとなっている脳波や心臓血管系反

応などの生理的な指標を同時に計測したり（本田，

2002），一般感情尺度（小川・門地・菊谷・鈴木，

2000）などの感情状態を測る質問紙を用いるなど，

実験中に体験している感情状態について客観的に

検討することが必要であろう。

最後に，本研究で取り上げた抑うつは，臨床場

面でみられるような疾患単位としてのうつ病では

なく，日常的にしばしばみられる軽度の抑うつで

あった。しかし，同様のメカニズムが，重度の抑

うつ者でもみられる可能性がある。よって，今後

は，疾患レベルの抑うつ者も含め，抑うつと時間

認知の関係についてさらに詳細に検討していくこ

とが望まれる。
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Effects of Depression and Emotional Valence 

on Psychological Time
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This study investigated the effects of depression and emotional valence on time estimation. Depressed

(n�10) and non-depressed (n�13) university students looked at 44 pictures with standardized emotional

valences. Participants were required to estimate the duration that pictures with pleasant, unpleasant, and

neutral emotions (9 each) were displayed; the pictures were actually shown for 6 seconds each. The results

indicated that the time estimations were significantly longer among the depressed students than the non-de-

pressed students for pictures that were unpleasant. This suggests that depressive information processing in

people with a depressive tendency tends to be activated by unpleasant stimuli. Moreover, their time estima-

tions could be prolonged by reminding them of long-term negative memories.

Key words: depression, psychological time, time estimation, emotional valence, university students


