
音楽が持つ感情的性格における

印
"perceived emotion"
象評価的側面 と 情

"felt emotion"
動反応的側面

の区別に関する
実験研究

牟田季純（早稲田大学大学院文学研究科）

"perceived emotion" / "felt emotion"
楽曲に知覚した（perceived）情動表現と楽曲に誘導された（induced/felt）情動（Gabrielsson, 2002）

▽質問紙研究

▽尺度研究

▽脳画像研究

・「音楽の中の情動表現の知覚」と「音楽を聴いて引き起こされる情動反応」の区別
・「知覚された情動（印象）→同質の感情（気分）が生起」の単方向の作用モデル

音楽の感情的性格を尋ねるときの教示の違いで区別

異なる教示で評定させたときのMRI を分析（田部井ら，2010）

意味空間（構成概念の次元）が異なることを仮定 : 谷口（1995）

"How do you perceive emotion ?"

"How do you perceive emotion ?"

"How do you feel emotion?"

"How do you feel emotion?"

【疑問】異なる教示で尋ねたこの応答は
（果たして研究者の目論見どおりに）

異なる心的表象についての報告だろうか？
「同じ心的表象を異なる言語化プロセスを用いて応答した」と解釈できる
（つまり，異なる表象を仮定しなくても説明可能 ⇒ 併存的妥当性の問題）

"同じ表象（を別々の方法で言語化したもの）の因果関係"なら同
トートロジー
義反復では？△

研究の方法論の問題
　；相関関係がある≠因果関係がある

⇒因果モデルを仮説して検証
１．表象はそれぞれ異なる必要がある
２．印象→気分 か 気分→印象 か

異なる心的表象を仮定し，因果関係を仮説する単一の心的表象を仮定する
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“音楽の印象” を操作した場合

perceived 
emotion

felt 
emotion

♪ ♡

perceived 
emotion

felt 
emotion

♪ ♡

印象が変わると，気分も変わる印象が変わる＝気分が変わる 印象が変われど，気分は変わらず

r 従来の音楽による気分誘導モデル 情動反応からの原因帰属モデル

音楽作品の感情価評定尺度（AVSM；谷口 , 1995）
高揚 親和 強さ 軽さ 荘重 好嫌

多
面
的
感
情
状
態
尺
度

（M
M
S ; 

寺
崎
ら
，1991

）

抑鬱・不安 -0.741 0.059 -0.031 -0.210 0.090 0.239

敵意 -0.343 -0.380 0.463 0.148 -0.024 0.340

倦怠 -0.588 0.006 -0.143 0.149 0.040 0.461

活動的快 0.766 -0.350 0.545 0.622 -0.136 -0.174

非活動的快 -0.035 0.811 -0.568 -0.380 0.337 -0.320

親和 0.121 0.788 -0.233 -0.172 0.289 -0.590

集中 -0.327 0.549 -0.210 -0.341 0.511 -0.133

驚愕 0.165 -0.248 0.591 0.411 0.060 -0.084

（谷口 ,1997, p.82）

cf. 楽曲の情緒的表現を聴き手が感じることと楽曲によって聴き手自身の中に引き起こされる感情（中村 , 1983）
 →結果：被験者は両者を区別していないんじゃないか？

「明るい曲／暗い曲」は ”明るい（暗い）印象の曲 ”か ”明るい（暗い）気分になった曲 ”か

Evans & Shubert (2006)；
　両者の感情的な性質は概ね一致した
Kallinen & Ravaja (2006)；
　ポジティブな性質⇒気分＞印象
　ネガティブな性質⇒気分＜印象

Shubert (2007a)；
　差が小さいほど好まれる
　"外的ローカス（EL）" と " 内的ローカス（IL）"
Shubert (2007b)；
　気分（IL）は印象（EL）より安定的

探査機「マゼラン」が明らかにした金星表面の様子 (c) NASA/JPL
（http://spaceinfo.jaxa.jp/ja/venus.html より）

（谷口 ,1997, p.82）

Valence 次元（ポジｰネガ）と
Arousal 次元（興奮ｰ沈静）に
相当する因子間で強い相関
高揚因子：明るい・楽しい・悲しい（-）・暗い（-）…
親和因子：優しい・おだやかな…

△

基準関連妥当性：○
同様の性質のものを測れている。

△

併存的妥当性：？
同じものを測ってるんじゃないの？
＊他の因子については独自の構成概念ではあるだろう

"perceived emotion"と"felt emotion"は
ヘスペラス（宵の明星）とフォスフォラス（明けの明星）？

（i.e., フレーゲら言語哲学による固有名の分析）

” 異なる記述句で区別 ”している
ために異なる対象として認識

⇒ " 異なる条件で観察 "しているが
実は同一の対象を示すのでは？

⇒一方を体系的に操作してみれば？
　e.g, 楽曲の印象を操作
　松本ら（2002）：気分誘導後に聴取&印象評定→誘導された気分と不一致方向に印象評価バイアス

心的表象の仮定と可能な因果関係モデル

̶Q. 印象と気分は本当に異なる心的表象を持つか？
教示が違うから "答え方 "（言語化プロセス）が変わったんじゃないの？

両者に共通して見られた領域：
前頭前野、聴覚野、
後部頭頂皮質、帯状回、

楔前部

特に顕著な活動が見られた領域
perceived → 下前頭回

felt → 楔前部
（コントロールと比較）

調性判断 (Mizuno et al., 2007)
和声進行の逸脱 (Steinbeis et al., 2008) 
の際に活動する
ミラーニューロンシステム (Iacoboni et 
al., 1999)：模倣や表情の知覚と関係

先行研究 (e.g. Blood et al., 2001) と一致 
身体や自己に関連した心的表象の処理に関
係する (Cavanna & Trimble, 2006) 

楽曲聴取中に「楽曲の印象」か「自身の気分」かのどちらかの指示に従って，ボタン押しで評定

̶Q. 印象→気分の作用モデルは妥当か？
双方向の作用関係が考えられるんじゃないの？

それぞれに特徴的な領域が両者で共通している（かつ，順序関係が明らかでない）
⇒両方向の解釈ができる
　

△

気分評定の際に楽曲に関する情報を参照［楽曲の印象が感情に影響］
　　：楽曲の印象→自己の気分評定（楽しい曲だから，楽しい気分になる）
　

△

印象評定の際に自己に関する情報を参照［感情の原因を楽曲に帰属］
　　：自分の気分→楽曲の印象評定（楽しい気分になったから，楽しい曲）

※異なる脳領域の活動　＝異なる認知処理プロセス　≠異なる心的表象
⇒「楽曲の印象として言語化」するプロセスと「自分の感情として言語化」するプロセス？

§実験 ポジティブ気分誘導群 vs ネガティブ気分誘導群で，
感情価（Valence 次元）が曖昧な楽曲の「印象」および聴取後の「気分」を評定

（気分誘導フェイズ） （ダミーフェイズ）

一曲目の聴取（気分誘導）
P群：プリンク・プランク・プランク！
N群：アランフェス協奏曲第２楽章

三曲目の聴取（ダミー）
P群：アランフェス協奏曲第２楽章
N群：プリンク・プランク・プランク！

二曲目の聴取（指標楽曲）
両群：月の光
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①気分評定→②印象評定（一曲目）→③気分評定 （気分誘導フェイズ）
　P気分誘導群：「プリンク・プランク・プランク！」を聴取・評定
　N気分誘導群：「アランフェス協奏曲第２楽章」を聴取・評定

→④印象評定（二曲目）→⑤気分評定 （実験フェイズ）
　両群とも「月の光」を聴取・評定：群間で印象が異なることが狙い

→⑥印象評定（三曲目）→⑦気分評定 （ダミーフェイズ）
　残った楽曲を聴取

被験者をランダムに振り分け，「三つの楽曲の印象評定実験」と教示し ,
「気分評定」と「楽曲聴取・印象評定」を繰り返す
▽測定尺度
　気分評定：多面的感情状態尺度（MMS），印象評定：音楽作品の感情価評定尺度（AVSM）

▽使用した楽曲（谷口（1998）によって感情価が測定された楽曲リストから）
　"明るい曲 "：プリンク・プランク・プランク！（アンダーソン）：2m33s ×2, BPM=170
　" 曖昧な曲 "：月の光（ドビュッシー）：4m25s, BPM=60
　" 暗い曲 "　：アランフェス協奏曲 第２楽章（ロドリーゴ）：5m12s で F.O. BPM=70
▽実験手続き

§結果

気分誘導は確認された

群間で印象が異なるのにも関わらず，聴取後の気分はほ
*差が認められなかった
ぼ同じだった

̶A." 同じ心的表象 "と " 印象→気分 "モデルは棄却

§課題 " 気分→印象 “方向の作用モデルの妥当性は直接的には検証されていない
「楽曲の聴取と無関係に気分を操作する方法」？


