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要約
社交不安（Social Anxiety）とは，社交場面において強い不安を感じ，しばしばその状況から回避する
ことである。これまでのアナログ研究では， 大学生の社交不安を平均型・全般型・低不安型・対人交
流型・パフォーマンス型のサブタイプに分類できることが明らかになっている。そこで，本研究では
先行研究にならい大学生の社交不安をサブタイプに分類し，さらにビデオフィードバックを用いて生
理的反応に対する認知機能の変容を検討した。本研究により全般型の生理的反応に対する認知機能が，
他サブタイプと比べて有意に非機能的であることが示唆された。またビデオフィードバック後には全
般型の生理的反応に関する否定的な他者評価懸念の程度が他サブタイプと同程度にまで低下した。こ
れらの結果から全般型の社交不安者の生理的反応に関する認知機能の特異性やビデオフィードバック
による認知機能への作用が示された。
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【背景】

社交不安は，「1つまたはそれ以上の社交場面
に顕著で持続的な恐怖を抱き，しばしば恐怖を
抱く状況を回避すること」と定義されている。
社交不安により社会機能が著しく低下した場合
は社交不安障害（SAD: Social Anxiety Disorder）
とされ，年間有病率は6.8％ , 生涯有病率は11.1％
とされている（Kessler et al., 1994; Kessler et al., 
2005）。 Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders-IV-TR （DSM-IV-TR）では，
社交不安はあらゆる社交場面に不安を感じる全
般型と，特定の社交場面に不安を感じる非全般型
に分類される。しかし，実際には社交不安にはこ
れら以外のサブタイプが存在する可能性が示さ
れており（Stein & Deutsch, 2003）, Social Phobia 
Scale （SPS）や Social Interaction Anxiety Scale 
（SIAS）などの社交不安を測定する尺度による
クラスター分析の結果からもサブタイプ分類が

可能であることが明らかになっている（Furmark 
et al., 2000）。また，健常者の社交不安はSAD
患者の社交不安との連続性が仮定されており
（McNeil, 2001），アナログ研究のための群設定の
基準を検討している（岡島ら，2006）。さらに
金井ら（2010）では，社交不安は，主にパフォー
マンス場面で不安を感じるパフォーマンス型，
主に他者と交流する場面で不安を感じる対人交
流型，ほとんどの場面で不安を感じる全般型，不
安を感じる程度が平均的な平均型，比較的不安を
感じる程度が低い低不安型に分類されることを
示し，さらにこれらのサブタイプの間に生理的
反応に対する認知的評価に特徴的な差が見られ
ることを明らかにしている。その結果から金井
ら（2010）は，サブタイプに応じた介入方法が
検討されるべきであるとも述べている。以上の
ことから，社交不安に対する治療の有効性を高
めるには，介入に対するサブタイプ間の反応性
の違いなどを検討し，サブタイプ間のより詳細

〈原　著〉



— 53 —

村中ほか：社交不安のサブタイプの認知機能の変化

な差異を明らかにする必要があると考えられる。
これまで，高社交不安者に対しては，認知行
動療法ではexposure, social skill training, video 
feedback （VF）などの技法を中心として用いら
れている。その中で，金井・坂野（2006）では，
2名のSAD患者にVFを用いて介入し，社交不
安の変容を検討しているが，結果からVFの生
理的反応に対する解釈バイアスに対する改善効
果には個人差があり，その要因として合併症の
有無が挙げられている。加藤ら（2010）では，
SAD傾向者に対してVFとグラフを用いた他者
評価フィードバックとの併用がVFのみを用い
た場合との効果の差を検討しており，併用した
群の方がより社会場面における自動思考の確信
度が減少したという結果が示されている。一方
でSmits et al. （2006）は，大学生の実験参加者
にスピーチ課題によるエクスポージャーを行い，
さらに聴衆に焦点を当ててVFを行った群，パ
フォーマンスに焦点を当ててVFを行った群，
スピーチ課題のみを行った群，統制群に分類し
た上で介入効果の検討を行っているが，どの群
も統制群より治療前後で有意義な変化を感じる
程度に差があることは示唆されたが介入技法に
よる差は見られないという結果を示している。
ここまでの知見から，VFは解釈バイアスや自
動思考の確信度を改善することが明らかとなっ
ている一方で，その効果には個人差があること，
またVFによって主観的に変化が起こったと感
じる程度については証明されていないことが示
唆される。さらに，金井（2008）はVFを用いて，
生理的反応に対する解釈バイアスの変容が不安
反応に及ぼす影響を検討している。その結果，
スピーチ中の不安反応については，馴化の影響
が強く不安反応そのものへの効果は証明されて
いないが，スピーチ課題に対する予期不安を低
下させることが明らかとなっている。VFによる
予期不安への影響については，Rodebaugh et al. 
（2010）は，自己に対する主観的評価と他者から
の客観的評価との差（self-observer discrepancy）
が大きい参加者において，VFを行った群は，

統制群と比較して有意に予期不安が低下したと
報告している。この self-observer discrepancy
に関連する，VFによる評価の変容を検討した
研究の一つに，城月（2012）が挙げられる。こ
こでは，VFを用いた介入プログラムを作成し，
パフォーマンスに対する評価を測定した結果，
介入前後で否定的に評価する程度が改善される
ことが報告されている。またKim et al. （2001）に
よると，ただビデオを見るだけでなくVFの前に
認知的な準備を行ったほうがよりスピーチに対
する否定的評価が減少することを示唆している。
これらの知見は，VFが社交場面における生理
的反応に対しての認知機能やスピーチに対する
否定的な評価など，社交不安的な認知機能や予
期不安の改善に対して有効であることが示唆さ
れる。社交不安的な認知機能については特に，
VFは社交不安の維持要因である生理的反応に
対する非機能的認知に対して有効であるといわ
れている（金井，2008; 金井ら，2010）。ここで
はVFは社交場面の行動をビデオに録画したも
のを確認することにより，社交不安者の生理的
反応に対する非機能的認知と客観的な生理的反
応の程度をすりあわせることによって，非機能
的認知をより現実的なものへと変容するとされ
ている。しかし，非機能的認知に対するVFの
効果がサブタイプ間でどのように異なる影響を
もたらすのかは検討されていない。

【目的】

以上の知見に基づき，本研究では，大学生の
社交不安者を対象とし，金井ら（2010）の社
交不安のサブタイプ分類に従い，各サブタイプ
間でのVFによる生理的反応に対する認知の変
化を比較検討することを目的とした。
また，生理的反応（精神性発汗），生理的反応

に対する認知の歪み，主観的な不安量の変化を測
定することとした。なお，生理的反応は社交不
安の客観的な生理的反応と各サブタイプの社交
不安者の主観的な生理的反応に対する認知のズ
レの程度を検討する目的で測定することとした。
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本研究では以下の仮説を立てた。金井ら
（2010）では，全般型にはVFだけでなく他者
フィードバックも必要であると指摘されており，
本研究ではVFのみを介入技法として用いるこ
とから，VF後の生理的反応に対する認知機能
の改善は見られないと予測される。一方で，パ
フォーマンス型では，金井ら（2010）で生理的
反応の他者に気づかれる程度の課題評価が見ら
れたため，VFによる介入が有効であると示唆
されていることから，本研究でもVFによる生
理的反応の他者知覚の過大評価への変化が見ら
れると予測される。
本研究における臨床心理学的意義は，VFによ
る認知機能の変化の，サブタイプ間での比較で
ある。本研究では大学生を対象にしたアナログ
研究であるが，臨床群と非臨床群での社交不安
に連続性が仮定されており，また金井ら（2010）
のアナログ研究によって，全般型のSocial Phobia 
Scale （SPS）（金井ら2004）とSocial Interaction 
Anxiety Scale （SIAS）（金井ら2004）の得点が
SAD群よりも高いという結果が得られたこと
から，アナログ研究による検討からSADの認
知機能を検討することは意義のあることである
と考えられる。

【方法】

1．実験参加者
予備調査の協力者のうち，実験参加の協力が得

られた平均型（13名；男性5名，女性8名），全般
型（4名；男性1名，女性3名），低不安型（7名；
男性4名，女性3名），パフォーマンス型（9名；
男性2名，女性7名）の合計33名（男性12名，
女性21名，平均年齢21.0歳（SD＝1.35））であっ
た。対人交流型の調査協力者からの実験参加へ
の同意は得られなかった。実験参加者には，実験
の目的と方法について口頭および書面で説明を
受けた後，実験への参加を書面で同意を求めた。

2．サブタイプ分類
大阪府の私立大学の大学生133名（男性45名，

女性88名，平均年齢20.6歳（SD＝3.72））から
調査協力が得られた。金井ら（2010）にならい，
SPSとSIASを用いた。SPSおよびSIASにより
得られた3因子（「さまざまな社交場面に対する
不安」，「他者に観察される場面に対する不安」，
「他者と付き合ったり交流したりする場面に対
する不安」）の得点配置の違いによるクラスター
分析（k-means法，Qモード）を行った結果，
金井ら（2010）同様に五つのクラスターで解
釈可能となった。

3．測定指標
生理的反応に対する認知には，生理的反応の認

知に対するVFの影響を検討するため，Cognition 
of Bodily Sensations in social situation scale
（CBS）（金井，2008; Kanai et al., 2009）の各下
位尺度得点を算出した。また不安の主観的側面
は0（全く不安を感じない）～100（非常に強い
不安を感じる）の範囲で当てはまると感じる程
度を口頭で回答を求めた。
生理的反応は精神性発汗を測定した。塩入

（2010）ではヒトが恐怖刺激にさらされると発
汗などの恐怖反応を示すと述べている。また恐
怖と不安との関係性については，不安は恐怖を
もたらす危険を回避するために発達した機能で
あるとも述べている。よって不安の指標として
精神性発汗を測定することは妥当であると考え
る。精神性発汗の測定にはTPL3520, テクノサ
イエンス社製を用いた。TPL3520は皮膚伝導反
応と異なり，表皮に分泌された外部発汗による
湿度の増加を測定することによって発汗量を測
定する。手掌に設置することにより精神性発汗
の測定も可能である（神野・吉池，1989）。皮膚
電位反応等の電気的活動よりも反応速度に劣る
ものの，本研究においては比較的長時間の測定で
あることと実験参加者の身体的拘束による負荷
を防ぐためにTPL3520を用いた。湿度センサー
は研究参加者の左の手のひらに接するように装
着した。また精神性発汗の記録にはパーソナル
コンピュータ（SONY VAIO VGN-G2KBNA）を
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用いた。発汗量は1秒ごとに測定し，パーソナル
コンピュータに記録した。発汗量は，前安静期
をベースラインとして，スピーチ中および後安
静期でのベースラインからの増加率を算出した。

4．実験計画
実験計画は以下の3点であった。（1）社交不安
のサブタイプ（参加者間要因）とCBSの測定時
期（参加者内要因）の2要因混合計画，（2）社交
不安のサブタイプ（参加者間要因）と不安の主
観的側面の測定時期による変化（参加者内要因）
の2要因混合計画，（3）社交不安のサブタイプ
（参加者間要因）とベースラインから社会的不安
を喚起する場面への精神性発汗の増加量の変化
（参加者内要因）の2要因混合計画，であった。

5．手続き（Figure 1）
実験は個別に行われた。実験参加者は実験室
に到着後，椅子に座り，実験者がインフォーム
ド・コンセントを行った。実験の目的と内容に
ついて説明を行った後，実験を中止したくなっ
たときはいつでも中止できることを伝えた。
実験参加者は研究の説明を受けて研究参加の

同意書にサインした後，CBSの質問紙を今までの
スピーチ場面や人前のパフォーマンスの経験を
基に回答を求めた。次に大学生活に対する2分
間のスピーチをビデオカメラの前で行った後，ス
ピーチ中の自身の生理的反応についてCBSの回
答を求め，回答終了後に後安静期を取った。そし
てすべての群にビデオフィードバックを行った。
ビデオを観た後，再びCBSへの回答を求めた。
なお，実験参加者の不安をより喚起させるため
に，スピーチ前に録画したスピーチ映像は実験
参加者とは面識のない大学院生1名に公開しス
ピーチに対する評価をするという虚偽の教示を
与えた。また，プライバシーの保護の観点から，
スピーチ中およびVF中は実験者は退室した。
精神性発汗はスピーチ課題の前（前安静期），
スピーチ中，スピーチ後（後安静期）の3回測
定した。また不安の主観的側面はスピーチ課題

の教示前，スピーチ課題の教示後，スピーチ課
題直後，後安静期後，フィードバック後の計5
回測定した。

6．ビデオフィードバック
VFの手続きについては金井（2008）を参考

にした。スピーチの様子はビデオカメラ（JVC
ケンウッド　GZ-E265）を用いて録画し，実
験参加者にはスピーチ終了後に録画した映像を
パーソナルコンピュータ（SONY VAIO VGN-
G2KBNA）を用いて提示した。ビデオ提示中実
験者は退室し，参加者は一人でビデオ映像を視
聴した。スピーチのビデオを視聴する前には，
金井（2004）の方法に従って次の2点を教示し
た。（1）スピーチをしている自分自身の様子
（生理的反応はどの程度見えるか，どの程度う
まく振る舞えたか）を，目を閉じて2分間イ
メージする。（2）ビデオに映っている人は自分
ではなく第3者であると思って客観的にビデオ
を観るという2点であった。教示を行った後，
参加者にはスピーチ中のイメージを鮮明に思い
浮かべることができた程度を0（全く鮮明では
ない）～9（非常に鮮明）の10件法で評定する
ことを求めた。

7．解析方法
データの解析は IBM SPSS ver. 21を用いた。

CBS各下位尺度，不安の主観的側面，精神性発
汗増加率を従属変数として用い，サブタイプ
（全般型，平均型，低不安型，パフォーマンス
型）×測定時期（1回目：スピーチ前，2回目：
スピーチ後，3回目：フィードバック後）を独
立変数とした2要因分散分析を実施した。

8．倫理的配慮
実験前にインフォームド・コンセントを行い，
実験への参加が難しくなった場合は途中で辞め
ることができることを伝えた。また，実験終了
時にディブリーフィングを行うことにより，教
示の一部が虚偽のものであることを伝えた。実
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験終了後には，参加者の状態を確認し，実験後
に実験と関連する何らかの問題が生じた場合は
研究実施者に連絡するように教示したが，特に
参加者から問題は訴えられなかった。

【結果】

1．VFの手続きチェック
実験参加者のスピーチ中の自分のイメージの

インフォームドコンセント

　↓

CBS（1回目），不安の主観的側面の回答

　↓

生理的指標の精神性発汗について説明，装置を渡す

　↓

前安静期（3分），安静状態の精神性発汗を測定

　↓

スピーチ実験の概要について説明
不安の主観的側面の回答

　↓

スピーチの準備（2分）

　↓

スピーチ課題（2分）

　↓

スピーチ課題に対するCBS（2回目），不安の主観的側面の回答

　↓

後安静期（3分），安静状態の精神性発汗を測定

　↓

不安の主観的側面の回答
スピーチしている様子を2分間イメージしてもらう

　↓

ビデオフィードバック
（教示で客観的な視点で見るように促す）

　↓

ビデオフィードバックを受けたことに対してCBS（3回目）
不安の主観的側面の回答

　↓

ディブリーフィング，内観報告

Figure 1.　実験手続
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鮮明度の平均値は6.0（SD＝1.92）であったこ
とから，鮮明度は中程度であった。これにより
VFの手続きを実験参加者がある程度遵守して
いたことが確認された。

2．生理的反応に対する認知の歪みの変化（Table 1）
CBS1について，測定時期（スピーチ前，スピー
チ後，フィードバック後）を参加者内要因，サ
ブタイプ（平均型，全般型，低不安型，パフォー
マンス型）を参加者間要因とする2要因の分散

分析を行った結果，測定時期（F（2, 58）＝20.23, 
p＜.001, ηp

2＝.58）とサブタイプ（F（3, 29）＝3.24, 
p＜.05, ηp

2＝.251）の主効果は有意であった。しか
し交互作用は認められなかった（F（6, 58）＝ 
.334, n.s., ηp

2＝.033）。測定時期とサブタイプの
主効果が有意であったため，多重比較を行った
結果（Sidak correction），測定時期では1回目
と3回目（p＜.001, 95％Cl［5.94 15.66］），2回
目と 3回目（p＜.001, 95％Cl［3.03 9.54］）の
得点に有意差が見られた。サブタイプにおいて

Table 1.　社交不安サブタイプにおけるCBSの下位尺度ごとの継時的変化

スピーチ前 
（1回目）

スピーチ後 
（2回目）

VF後 
（3回目）

CBS1
平均型 33.08 29.92 25.08

 （6.62）  （7.67）  （6.89）
全般型 41.50 35.50 29.00

 （0.50）  （8.53）  （6.96）
低不安型 29.71 25.14 19.57

 （9.98）  （9.33）  （5.21）
パフォーマンス型 36.78 32.44 24.22

 （6.34）  （6.34）  （6.83）
CBS2
平均型 28.62 28.00 25.85

 （5.09）  （8.85）  （7.85）
全般型 35.00 31.00 27.25

 （2.55） （11.02）  （7.89）
低不安型 25.00 22.29 21.86

 （8.59）  （8.65）  （8.15）
パフォーマンス型 31.00 28.22 21.33

 （5.44）  （8.99）  （7.54）
CBS3
平均型 28.85 28.31 25.62

 （6.46）  （9.05）  （9.30）
全般型 41.50 35.50 26.75

 （4.82）  （5.41） （10.26）
低不安型 18.00 16.29 19.71

 （8.80）  （9.60）  （9.62）
パフォーマンス型 24.56 28.22 21.67

 （6.43） （10.29）  （8.18）

注：（　）内はSD, CBS1＝生理的反応の知覚，CBS2＝生理的反応の他者知覚，
CBS3＝生理的反応についての他者からの否定的評価懸念，VF＝ビデオ
フィードバック。
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も同様の比較を行った。その結果，全般型が低
不安型に比べて有意に高かった（p＜.05, 95％
Cl［0.47 20.58］）。次にCBS2について， CBS1
と同様に測定時期とサブタイプの2要因の分散
分析を行った結果，測定時期（F（2, 28）＝6.00, 
p＜.01, ηp

2＝.300）の主効果が認められたが，
サブタイプ（F（3, 29）＝1.34, n.s., ηp

2＝.121）の
主効果は見られず，交互作用も認められなかっ
た（F（6, 58）＝30.71, n.s., ηp

2＝.082）。測定時期
の主効果が認められたため，多重比較を行った
結果（Sidak correction），1回目が 3回目より
も高かった（p＜.01, 95％ Cl［1.60 10.07］）。
CBS3について，同様に測定時期とサブタイプ
の2要因の分散分析を行った結果，測定時期 
（F（2, 58）＝5.68, p＜.01, ηp

2＝.164）とサブタイ
プ（F（3, 29）＝4.24, p＜.05, ηp

2＝.305）の主効果
は有意であった。また測定時期とサブタイプの
交互作用も認められた（F（6, 58）＝2.79, p＜.05, 
ηp

2＝.224）。続いて単純主効果の検定を行った
結果，全般型の水準の単純主効果が有意であっ
た。多重比較の結果（Sidak correction），1回目
の測定では他サブタイプに比べ有意に高かった
が（平均型：p＜.05, 95％Cl［0.86 24.45］；低不安
型：p＜.001, 95％Cl［10.57 36.43］；パフォー
マンス型：p＜.01, 95％Cl［4.55 29.34］），2回目
では低不安型に対してのみ全般型が有意に高く
（p＜.05, 95％Cl［1.89 36.54］），3回目の測定で
は全クラスター間に有意差が見られなかった。

3．精神性発汗の増加率（Table 2）
精神性発汗の増加率の継時的な変化について
測定時期（スピーチ中，後安静期）を参加者内
要因としサブタイプを参加者間要因とする2要
因の分散分析を行った結果，測定時期の主効果
は有意であった（F（1, 21）＝10.98, p＜.01, ηp

2＝ 
.228, 95 Cl［3.13 23.37］）。しかしサブタイプの
主効果（F（3, 26）＝0.331, n.s., ηp

2＝.037）および
交互作用（F（3, 26）＝0.189, n.s., ηp

2＝.021）は
有意でなかった。

4．不安の主観的側面の各サブタイプの継時的
な変化（Table 3）
不安の主観的側面の継時的な変化について測
定時期（教示前，教示後，実験後，後安静期後，
フィードバック後）を参加者内要因としサブタ
イプを参加者間要因とする2要因の分散分析を
行った。その結果，測定時期の主効果が有意で
あ っ た（F（4, 116）＝20.66, p＜.001, ηp

2＝.816）。
しかしサブタイプの主効果（F（3, 29）＝0.90, n.s., 
ηp

2＝.085）および交互作用（F（12, 84）＝1.21, 
n.s., ηp

2＝.147）は認められなかった。測定時期
の主効果が有意であったため，多重比較を行っ
た結果（Sidak correction），スピーチ課題の教
示後の主観的不安が他の測定時期と比較して有
意に高かった（教示前：p＜.001, 95％Cl［17.51 
38.07］；実験後：p＜.05, 95％Cl［0.59 30.12］；
後安静期後：p＜.001, 95％Cl［22.96 51.62］；
VF後：p＜.001, 95％ Cl［17.32 45.68］）。また，
実験後の主観的不安は後安静期後（p＜.001, 
95％Cl［12.37 31.51］），VF後（p＜.05, 95％Cl
［1.44 30.85］）よりも有意に高かった。

【考察】

社交不安のサブタイプが異なる実験参加者に
対してスピーチ課題を行い不安を喚起させ，さ
らにVFを用いることによって生理的反応に対
する認知機能の変化，社交場面での主観的な不
安反応の変化，生理的反応の違いを検討した。
まず生理的反応に対する認知機能について考察

Table 2.　精神性発汗の増加率の継時的変化

精神性発汗 スピーチ中 後安静期

平均型 34％ 19％
 （0.25）  （0.38）

全般型 36％ 23％
 （0.29）  （0.35）

低不安型 25％ 17％
 （0.23） （0.1）

パフォーマンス型 36％  5％
（0.1）  （0.15）

注：（　）内はSD, 数値は前安静期からの増加率を示す。
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する。CBSの三つのどの側面においても過去の
経験を基に回答を求めた1回目とスピーチ課題
について回答を求めた2回目との間に有意な差
が見られなかった。一方で，CBSのどの側面に
おいても1回目とVF後の3回目との間で有意差
が見られ，CBS2においてはさらに2回目と3回
目との間にも有意差が見られた。ここから生理
的反応に対する認知の歪みに対するVFの効果
が示唆される。そのなかでも生理的反応を他者
が知覚していると考える程度については直前の
スピーチ課題においても歪みが改善されている
ことが考えられる。一方で，サブタイプによる
比較では，CBS1およびCBS2では有意差が見ら
れなかった。CBS3では，1回目は全般型が一番
高かったが，2回目では低不安型より高くその
他のサブタイプとの差は見られず，さらに3回
目ではどのサブタイプとも差が見られなくなっ
たという結果であった。この結果については
Spurr & Stopa（2002）でまとめられているVF
によってスピーチに対する評価が聴衆の評価に
より近づくようになるという指摘を支持するも
のであると考えられる。CBS3はCBSの中でも
より他者視点の認知であり，VFによって客観
的な視点に立つことができたため適切な評価が
できていたと考えられるからである。また城月
（2012）では，VFによりスピーチに対する否定
的な評価の度合いが改善されたという結果が報
告されているが，このスピーチに対する主観的
な否定的評価と，本研究により得られたスピー
チ中の生理的反応に対する他者からの否定的評
価懸念とは違った認知機能を持つ。VFは社交
不安者の過度にネガティブな自己認知の適応的
変容を促す技法として位置づけられているが
（Orr & Moskovitch, 2010），これらの知見と本
研究の結果を合わせて考察すると，社交不安者
の過度にネガティブな自己認知が，VFによって
より客観的事実に近いものに変容することが伺
える。しかし，本研究ではサブタイプ間の解釈
バイアスを検討しており，スピーチに対する参
加者の自己評価は測定していないため，パフォー

マンスに対する主観的評価と生理的反応に対す
る他者評価懸念のどちらが先にVFによって変
容するかといった因果関係は不明瞭である。よっ
て，VFが影響する自己認知の側面の関係性に
焦点を当てることは，Rodebaugh et al. （2010）
で取り上げられた self-observer discrepancyへ
のVFの影響を理解することに意義のあること
であると考えられる。
ここまでをまとめると，「全般型はVFのみに
よって生理的反応に対する認知機能の改善は見
られないだろう」という仮説とは一致せず，VF
により生理的反応に対する他者からの否定的な
評価懸念が低下するという，今後の研究におい
て新たな方向性が示唆される。一方で，「パフォー
マンス型はVFにより生理的反応に対する認知
機能の改善が見られるだろう」という仮説は支
持されなかった。また，CBS1および2とCBS3
による結果の違いについては，聴き手を設定し
ないスピーチ課題の手続きと，スピーチ課題前
に与えた「録画したスピーチ映像は実験参加者
とは面識のない大学院生1名に公開しスピーチ
に対する評価をする」という虚偽の教示が要因
として挙げられる。この手続きで否定的な評価
懸念のみが増大し，生理的反応に対する自己お
よび他者知覚は増大しなかったと推測される。
それを裏づけるものとして，CBS1およびCBS2
において，1回目と2回目の間に有意差が見られ
なかった。これはスピーチ課題によって生理的
反応に対する非機能的認知が働かなかったこと
が示唆される。また，Rapee & Heimberg （1997）
では，社交不安者は内的な手掛かり（身体反応，
発汗など）と外的な手掛かり（聴衆の反応）か
ら自己イメージを作りだし，ネガティブな評価
懸念が高まったりさらに精神性発汗などの生理
的反応が起こると述べている。ここからも，社
交不安の高まりと生理的反応と生理的反応に対
する非機能的認知の高まりとの間には聴衆の存
在が関係すると考えられる。本研究ではスピー
チを録画すること，面識のない誰かが評価をす
ることによって社交場面を再現したが，以上の
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知見と今回の結果から，この教示によって否定
的な評価懸念に直接影響を及ぼした可能性があ
る。
主観的な不安量に関しては，教示後が一番高
く，フィードバック後が教示後およびスピーチ
後よりも低いという結果となった。ここから主
観的な側面についてはスピーチを行うという教
示により不安が喚起されたこと，VFにより低
下したことが考えられるが，サブタイプ間での
比較ができないため，高社交不安者に対して特
に作用したとは言い切れない。また，精神性発
汗の増加率についてもサブタイプ間での比較は
できず，どの実験参加者も前安静期からスピー
チ中の増加率よりも全安静期から後安静期の増
加率の方が低いという結果であった。つまり，
サブタイプ間の認知の差は実際の生理的反応と
平行するものではなかった。この結果と，全般
型の社交不安者がCBS3の生理的反応に関する
他者評価懸念が他サブタイプより有意に高かっ
たという結果から全般型の社交不安者の認知機
能の特異性が示唆される。つまり実際の生理的
反応も，主観的な不安量も他者と同程度である
にも関わらず他者から生理的反応について否定
的な評価をされるかもしれないと感じている可
能性があると考えられる。金井ら（2010）では
全般型の社交不安は重症度が高いということを
先行研究の結果と合わせて確認しているが，本
研究の結果から，生理的反応という刺激に対す
る認知的な処理が全般型の特徴の一つであると
考えられる。この全般型特有の認知機能に焦点
を当てた介入が今後検討されるべきであると今
回の結果から考えられる。一方で，本研究では
サンプルの少なさから精神性発汗において有意
差が見られなかった可能性が考えられる。した
がって，精神性発汗については，今後サンプル
を増やした上で再検討をする必要があると考え
られる。そのためには，スピーチを2回行い，
その間にVFを実施し，予期不安の変化とCBS
の変化を検討することが求められるであろう。

Rodebaugh et al. （2010）では self-observer 

discrepancyが大きい参加者の予期不安に対し
て大きな効果をもたらしたが，この変化と本研
究での全般型のCBSの変化との関連を検討す
ることは，高い社交不安を持つ者に対するVF
の作用を理解するために意義のあることである
と期待される。
全体的に，主観的不安や生理的反応はスピー

チ前からVFにかけて徐々に低下する傾向にあっ
たが，これは，本研究では統制群を設定しなかっ
たため，VFによる効果ではなく，時間経過に
よる変動の可能性もある。また，今回は認知機
能の変容の傾向を把握するための研究であった
が，今後は全般型の生理的反応に関する他者評
価懸念に焦点を当てて介入し，その効果を検討
するために統制群を設定する必要がある。さら
に，各サブタイプの実験参加者が非常に少数で
あったため，本研究の結果を一般化するにはさ
らに多くの実験参加者を対象にした検討が必要
である。
本研究により，社交場面における全般型の独
特な認知機能が明らかとなった。今後，全般型
が持つ実際の生理的反応を過剰に知覚し，さら
に他者からの否定的な評価懸念をする傾向に焦
点を当てる必要があるだろう。さらに，VF後
にはその傾向が低下したことから，VFによる
自己評価と他者からの評価懸念への作用過程を
明らかにすることが求められると考える。さら
にその先には，self-observer discrepancyの高
い者に対するVFが持つ予期不安への影響を理
解することにつながると期待される。

【本研究の限界】

本研究の実験参加者は33名であり，十分と言
える多さではなかった。また，男性12名，女
性21名と，女性の協力者に比率が偏りすぎた。
人数の少なさから分散が大きくなり，また性別
の偏りから正確で純粋な結果が得られなかった
可能性がある。また，生理的反応に対する他者
からの否定的評価懸念が高いという特徴を持つ
対人交流型のVFによる認知機能の変化を検討
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することは，上述した self-observer discrepancy
の高い者のVFによる評価バイアスへの作用を
検討することに大きく関わることである。今後
はサンプルを増やして慎重に検討する必要があ
ることは上述したが，さらに男女比やサブタイ
プの偏りに注意し，すべてのサブタイプから協
力が得られるよう募集する必要がある。また，
手続きにおいても，今回はプライバシー保護の
観点から金井（2008）のスピーチ課題の手続き
を基に聴き手を設定せず，実験者も退室すると
いう方法をとったが，生理的反応に対する認知
機能を検討し，CBSを従属変数とするならば，
聴き手を設定し，教示の方法にも配慮する必要
があることも明らかとなった。
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Abstract

The purpose of this study was to investigate changes in the cognition of bodily sensations before and 
after video-feedback (VF). In a preliminary investigation, undergraduate students responded to the 
Social Phobia Scale (SPS), Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) and Cognition of Bodily Sensations 
in Social Situation Scale (CBS). Previous study used SPS and SIAS and suggested that social anxiety in 
undergraduates could be divided into five clusters labeled Generalized, Performance, Interaction, 
Average and No-anxiety. In a main experiment, speeches made by participants who agreement with 
join this experiment were video recorded, and feedback was provided. CBS score and Subjective Units 
of Disturbance (SUD) were assessed before and after the speech, and after VF. Mental sweats were also 
assessed starting from before, until after the speech. Results indicated that there were no differences in 
SUD, or mental sweats in any of the social anxiety subtypes, before the speech. However, participants 
with Generalized social anxiety compared to other subtypes showed more worry about negative 
evaluations from others regarding their bodily sensations, as assessed by the CBS. In addition, a 
decrease in this CBS score was observed in Generalized social anxiety and all the subtypes. These 
results suggest that subtypes of participants with high Generalized social anxiety might have unique 
cognitions of bodily sensation that are affected by video feedback.

Key Words: social anxiety, subtypes, video-feedback, speech, cognition of bodily sensations


