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練習試行
実験群（６群：特性２水準×測定手続き３水準）

仮説１：測定あり抑うつ高群でより強い気分一致効果が観察される

実験参加者，要因計画，データの処理
実験参加者　： 大学生 46 名を対象とした。各群ごとの人数を表１に示す。
被験者分析　： 被験者ごとの平均値に対し，気分測定の有無（b:3）×感情特性（b:2）×ターゲット試行（w:2）×プライム試行（w:2）の４要因混合計画
項目分析　　： 項目ごとの平均値に対し，気分測定の有無（w:3）×感情特性（w:2）×ターゲット試行（b:2）×プライム試行（w:2）の４要因混合計画

なお，ターゲット試行の提示順序がランダムであることを利用してプライム試行を分類しているため，いくつかの項目で欠損値が生じた

外れ値の除去： 誤反応，反応時間を対数変換した値が被験者ごとの± 3SDの外側にある試行を外れ値として除去した
データの処理：対数変換した反応時間 を用いてデータを解析し，得られた推定値を指数変換してグラフに表示した

仮説２：測定あり抑うつ高群でよりネガティブ処理後試行が遅延する
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日本語版PANAS*（佐藤・安田 , 2001）

*  ポジティブ項目とネガティブ項目が同数である
質問紙よって曝露される情報の偏りを統制した

実験課題
画面に提示される漢字二字熟語について，その単語が社会的にポジティブな意味かネガティブな意味かについてボタン押下に
よって判断させ，その正誤と反応時間を取得した。刺激には五島・太田（2001）が感情価を調査した漢字二字熟語のリストから，
感情価の値に注目してポジティブ語とネガティブ語それぞれ 50 語を選出し，練習試行の課題でそのうち 20 語，本試行の課題で
残りの80語を使用した。ターゲットとなる単語はビープ音とともに視覚的キュー（＊）を1000ms提示した直後に単独で提示した。

表１：各群ごとの実験参加者数
N=46 抑うつ高群 抑うつ低群

気分測定あり群 N=6 N=9
気分測定あり群 N=7 N=9
ダミー質問紙群 N=6 N=9

日本語版POMS™短縮版
「抑うつ」と「活気」因子の差に
よる合成得点の上下 25%で群分け

測定せず本試行の開始まで待機

PANASの改変による文字校正課題

スクリーニング

測定手続きの各水準ごとの「気分特性」×「ターゲット試行」の交互作用

測定手続きの各水準ごとの「気分特性」×「プライム試行」の交互作用

×
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抑うつ感情の自己注目理論（坂本 ,1995）では，自己への注目（self-focused attention）をきっかけとしてセルフスキーマの活性化を媒介した抑うつ感情の生起や維持のメカニズムを説明している。
本研究ではこの「自己注目」による抑うつ感情生起という観点について，“質問紙による気分測定の有無”によって自己注目の機会がある場合とない場合を操作したときに抑うつを特徴付ける認知
プロセスに違いがみられるかを，ポジティブ語とネガティブ語の語彙カテゴリー判断実験を用いて検討した。実験参加者はスクリーニングによってネガティブ気分特性が高い群と低い群（ポジティ
ブ特性群）に割り当てられ，その中で実験開始時の気分測定の有無で自己注目あり群と自己注目なし群が操作された。認知プロセスの指標として語の感情価（ポジ／ネガ）を判断する認知課題を
行わせ，反応時間を測定した。その結果，自己注目の機会があった抑うつ高群で，より強いネガティブ語処理の遅延が観察され，ネガティブ語処理試行後のキャリーオーバーが観察された。

自己の内面に注目を向ける機会を質問紙によ
る気分測定（心理学的観測）の有無によって
操作し，その操作が後続の認知課題の成績／
反応時間に影響を及ぼすかどうかを検証する。

「観測自体が観測対象／結果に影響を及ぼす」
という物理学の方法論的問題を指す。これは
干渉要因が観測方法（実験系の内部）という
点で，心理学実験における「要求特性」（Orne, 
1962）や「観察者効果」（実験系の外部との干渉）
とは構造的に異なる問題であると考えられる。

・ 気分一致性による促進効果は観察されなかった⇒感情ネットワークで説明出来ない
ネガティブ情報処理←促進でなく抑制？ or ポジティブ情報処理の促進？
実験参加者は臨床群でない⇒健常群では自動的な感情反応の抑制メカニズムが優勢？
・ηp効果量は測定あり群のほうが大きい

・ 気分測定あり群でのみ，ネガティブ語後続試行の反応時間が伸張した
⇒自己注目によって生起した「抑うつ的な反すう」によって認知資源が奪われた？
・ 気分測定なし群で抑うつ低群のポジティブ語後続試行の反応時間が短縮
⇒抑うつ低群（＝ポジ特性群）では無自覚なときにポジ情報処理すると覚醒上昇？

抑うつ感情の自己注目理論（坂本 ,2005）では，
自己への注目を契機に，抑うつ的自己スキー
マが活性化し，抑うつ感情や思考が生起する
というプロセスを説明する。この自己注目の
機会の有無の操作が，抑うつ感情ならびに抑
うつ的情報処理の出現に関わると考えられる。

二字熟語の感情価判断課題の反応時間に対し，
抑うつ的な感情特性（高群／低群）と実験開
始前の気分状態測定の有無（あり群／なし群
／ダミー群）を被験者間要因，ターゲット試
行とプライム試行の単語カテゴリー（ポジ／
ネガ）を被験者内要因として実験を行った。

気分測定を行った抑うつ感情特性高群でのみ
抑うつ的な気分が生起すると考えられるため
「気分一致効果（ネガティブ単語の処理促進）」
と「抑うつ的反すう（ネガティブ単語を処理
した試行の後続の試行で処理が抑制される）」
といった抑うつ的な認知処理が観察される。

感情や性格などを査定する心理学的測定法と
して広く用いられる質問紙法は，まず記憶や
感覚といった自己の内面に注意を向けさせ，
教示と質問項目に沿って言語化させるという
手続きを回答者に求めている。つまり，測定
方法が回答者の自覚的／無自覚的な自己像を
言語的に自己組織化させていると考えられる。

抑うつ的な認知特性の一つとして，「ネガティ
ブ情報への注意バイアス」がある。スキーマモ
デル（e.g., Beck, 1976）によれば，抑うつ傾向
が高い人はセルフスキーマが活性化するとネガ
ティブ情報の処理が促進される。そのため，ポ
ジティブ語に比べてネガティブ語への反応時間
が短くなること（気分一致効果）が予測される。

抑うつ的認知のもう一つのメカニズムとして，
「抑うつ的反すう」（Nolen-Hoeksema et al., 1991）
がある。選択的注意によって生じた抑うつ的
思考の内容には再び選択的注意が向けられる。
このネガティブ情報の再帰的処理（自己言及的
な閉回路）が繰り返される間は，認知資源が継
続的に奪われることになる。

本研究では，抑うつ特性が高い群で気分測定による自己注目がある場合
にのみ，抑うつの認知理論によって予測される認知特性が生起するとい
う仮説を立てた。実験の結果，気分測定の有無の水準ごとにそれぞれの
抑うつの高低と課題の種類の単純交互作用が異なることが観察された。
ダミー質問紙群では単純交互作用が観察されなかったのに対して，気分
測定あり群と気分測定なし群で異なる単純交互作用が観察され，とくに
気分測定あり群でより大きい効果量が観察された。一つの解釈としては，
「選択的注意」は提示刺激ではなく抑うつ的な思考に対して選択的であ
り，そのため眼前の課題に対する注意資源の割り当てが減少し，自己注
目を行った群ではセルフスキーマの活性化によってその処理が促進され
干渉効果が後続課題まで及んだと考えることができる。いずれにしても
質問紙による観測が実験結果に影響することが明らかとなった。

質問紙法による気分測定が実験結果に与える影響
「自己注目理論」と「観測問題」の視点から

Questionnaire Assessment Effect on Experimental Result: from the viewpoint of Self-focused Attention Theory and Measurement Problem 
○牟田季純1・越川房子2　（1早稲田大学大学院文学研究科・2早稲田大学文学学術院）
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Fs(1,6)=14.60, p<.01, ηp=.709
Fi(1,72)=11.43, p<.01, ηp=.137

Fs(1,8)=1.06, n.s., ηp=.117
Fi(1,72)=0.88, n,s,, ηp=.012

Depressive Trait × Target Category Simple Interaction  at Assessed Group was 

Subject Analysis :  Fs(1,14)=3.20, p<.10, ηp=.186
Item Analysis :  Fi(1,72)=5.54, p<.05, ηp=.071

**

n.s.
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Depressive Trait × Target Category Simple Interaction  at Non-Assessed Group was 

Subject Analysis :  Fs(1,14)=2.89, n.s., ηp=.181
Item Analysis :  Fi(1,72)=3.39, p<.10, ηp=.045 
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Depressive Trait × Target Category Simple Interaction  at Dummy Group was 

Subject Analysis :  Fs(1,13)=0.13, n.s., ηp=.010
Item Analysis :  Fi(1,72)=0.99, n.s., ηp=.013
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Depressive Trait × Prime Task Simple Interaction  at Assessed Group was 

Subject Analysis :  Fs(1,14)=0.51, n.s., ηp=.035
Item Analysis :  Fi(1,72)=3.49, p<.10, ηp=.046

**

n.s.
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Depressive Trait × Prime Task Simple Interaction  at Non-Assessed Group was 

Subject Analysis :  Fs(1,13)=0.09, n.s., ηp=.007
Item Analysis :  Fi(1,72)=2.82, p<.10, ηp=.038
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Depressive Trait × Prime Task Simple Interaction  at Dummy Group was 

Subject Analysis :  Fs(1,13)=2.98, n.s., ηp=.187
Item Analysis :  Fi(1,72)=1.05, .n.s., ηp=.014
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