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潜在的自尊心のバッファリング効果の検討
―困難課題後の感情を指標として―
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人 は ， 自 尊 心 が 脅 か さ れ る よ う な 困 難 な 課 題 に 直 面 し て も ， 潜 在 的 自 尊 心 （ Implicit SelfEsteem）が高ければ，それがバッファとして機能 するため，ネガティブな感情が生起し にくい
ことが先行研究において示されている（藤井, 2016; Fujii, Sawaumi, & Aikawa, 2014; Greenwald
& Farnham, 2000）。本研究は，これらの先行 研究 に基づき，潜在的自尊心の バッファリング効
果に関するデータの蓄積を 目指して研究を行っ た ものである。37 名の大学生・大学院生を対象
に実験を行った結果，先行研究と同 様の傾向は観 察されたものの，その傾向は統計学的には有
意に至 らな かっ た。 今後 はサ ンプ ルサ イズ を十 分 に確保 した 上で ，さ らな る検 討が 望ま れる 。
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1. 問題と目的
自尊心（Self-Esteem; 以下 SE）は，自己に対する肯定的または否定的な態度（Rosenberg,
1965）と定義され，種々の先行研究において心理的健康に関わる諸指標と関連することが
繰り返し示されてきた。たとえば，SE の高さは 抑うつ・不安，孤独感などのネガティブな
感情とは負の相関がある一方，人生に対する満足感といったポジティブな感情とは正の相
関があると報告されている（藤井, 2013, 2014; 伊藤・小玉, 2005）。
従来から SE の測定には自己報告式の尺度が用いられてきたが，近年は内省を伴わない
手法による測定も盛んになっている。自ら意識することが困難な潜在的 SE（Implicit SelfEsteem; 以下 ISE）の測定法の中で多用されている手法の一つが，Implicit Association Test
（Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998; 以下 IAT）である。ISE を測定する IAT は，
「自己」
と「快い」という概念間の連合強度と，
「自己」と「不快な」という概念間の連合強度の差
を ISE の指標とするものである。
これまで複数の先行研究において，自身の SE が脅かされるような事態では，ISE はその
脅威を低減するバッファとして機能することが示されている（藤井, 2016; Fujii et al., 2014;
Greenwald & Farnham, 2000; 稲垣・大浦・松尾・島・福井, 2017）。このことは，自ら意識す
ることが可能な顕在的（Explicit）な SE のみならず，ISE を育む介入プログラムの重要性
を示していると言えるだろう。ただし，本邦において ISE のバッファリング効果を検討し
ている研究はきわめて少なく，知見の蓄積が必要であると思われる。
上記を踏まえ 本研究は，ISE のバッファリング効果に関する知見を新たに加えることを
目的として，SE が脅かされるような困難課題を経験した際，ISE が高ければネガティブ
な影響は低減されるのか否かを検討する。本邦における先行研究には Fujii et al.（2014）
があるが，彼らは困難課題として実用英語技能検定（以下，英検）の問題を使用して い
た。参加者が普段から英検（もしくはそれに準ずる）の問題に触れているとは考えにく
く，この問題の出来が参加者の自尊心を脅かすようなものであったか議論の余地がある。
そこで，本研究では課題を実施する前に，当該課題の診断性に関する情報を教示すること
で，参加者の自我関与を高めるとともに，失敗時に自尊心に脅威を与えることを期した。
2. 方法
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2.1 参加者 九州地方の国立大学に通う大学生・大学院生 37 名（男性 11 名，女性 26
名，平均年齢 21.0 歳，SD = 1.4）が実験に参加した。
2.2 材料 (a) 自尊心 IAT（藤井・澤海・相川, 2014; 藤井・上淵, 2010），(b) 達成関連
感情尺度（奈須・堀野, 1991）より「後悔」
「無能感」各 3 項目・6 件法，(c) アナグラム課
題（市村・上田・楠見, 2016）より 20 問（易課題・難課題 10 問ずつ）を用いた。なお，本
研究では他の尺度も使用したが，本研究の検討課題とは関連しないため報告は割愛する。
2.3 手続き 参加者に実験用プログラムへアクセスするための URL をメールにて案内
し，PC を用いて自尊心 IAT を含む一連のプログラム（Inquisit Web License で制御）の実行
を依頼した。その際，30 分程度の間，集中できる静かな環境を確保した上で実験プログラ
ムを遂行するよう求めた。参加者は最初に自尊心 IAT を遂行したのち，ランダムに易課題
群（n = 15）
・難課題群（n = 22）のいずれかに割り当てられ，それぞれ難易度の低い／高い
アナグラム課題（1 問の制限時間は 15 秒）を 10 問遂行した（難易度は市川他 (2016) で示
されている困難度評定値を参考にした）。この際，両条件ともに，当該課題の出来は将来の
成功（大学院入試や就職試験での成功）と関連がみられることが確認されているという旨
の教示を行い，自我関与を高めるとともに，失敗した際に自尊心に脅威を与えるよう 操作
した。その後，操作チェック項目（e.g.,「この課題は難しかった」，
「普段から，こうした並
び替え課題を解く機会は多い」）や課題の重要度（e.g.,「この課題は，自分にとって重要だ
と思う」），達成関連感情について尋ね，実験を終了した。課題実施後，アナグラム課題実
施前に行った教示は事実とは異なるものであったことを説明する Web サイトに案内し，実
験の性質上，こうした教示を行わざるを得なかったことを謝罪した。その後，参加者に個
別に連絡を取り，謝礼として図書カード 1000 円分を送付した（この際にも，実験の目的に
ついて入念な説明を行った）。本実験の所要時間は概ね 20 分程度であった。
3.

結果
3.1 操作チェック 易課題群と難課題群との間で，難易度の主観的評定値に差があるか
否かを検討するため，難易度評定の操作チェック項目について 対応のない t 検定を実施し
たところ，両群の平均値差は有意であった（易課題群，難課題群の順に M = 3.00，5.00; t
(35) = 8.83, p<.01）。したがって，難易度の操作は有効であったことが確認できた。また，
課題の重要度の認知についても同様の検定を行ったところ，両群の平均値差は有意ではな
く（易課題群，難課題群の順に M = 3.00，M = 2.91; t (35) = 0.23, ns.），両群ともに同程度で
あったことを確認した。
3.2 ISE のバッファリング効果の検討 後悔（α = .65）と無能感（α = .62）の各得点を
従属変数，群（易課題・難課題; それぞれ-1 と+1 を割り当てダミー変数化）と ISE（Greenwald ,
Nosek, & Banaji (2003) の D 得点を算出）および両者の交互作用項を独立変数とした階層的
重回帰分析を行った。操作チェック時にアナグラム課題への慣れを測定しておいたため，
この値を step1 で投入し統制した。step2 において群・ISE を独立変数として投入し，step3
で両者の交互作用項を投入した。以下，最終ステップである step3 の結果を報告する。
一連の分析の結果，後悔に関しては群・ISE および両者の交互作用のいずれも有意な影
響はなかった。 無能感に関しては群の主効果が有意であり（b * = .47, p <.01），難課題群の
無能感が高かった。また群と ISE の交互作用が有意傾向であり（b * = -.28, p =.09），単純傾
斜の検定を行ったが，有意な結果は観察されなかった。参考までに結果を Figure1 に示す。
4. 考察
無能感というネガティブ感情に対し，群と ISE の交互作用が有意であったことは先行研
究（Fujii et al., 2014）を支持する結果である。ただし，本研究で観察された交互作用に対
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する単純傾斜検定の結果は有意には至らなかった。したがって，本研究のデータのみでは，
ISE のバッファリング効果を明確に示したとは言い難い。
本研究で対象とした参加者は 37 名と必ずしも 多くないことや，各群の人数に偏りがあ
ることを踏まえ，今後はサンプルサイズを増やした上で，あらためて検討を行いたい。
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