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相手に気づかれたくない事柄があるとき、その相手との相互作用の中で、その事柄を気づかれて

いるかもしれないと感じることがある。この感覚は懸念的被透視感と定義される（Tabata, 2007; 太

幡, 2008, 2009）。懸念的被透視感は、相互作用する相手に直接伝えていない自己の内面を気づかれて

いるかもしれないと感じる感覚である、被透視感（太幡, 2006a）の下位概念である。すなわち、気

づかれたくない事柄への被透視感が懸念的被透視感である。

懸念的被透視感は主観的推測に基づくため、懸念的被透視感が生じた際に相手に示す反応によっ

ては、相手に不自然な印象を与えると考えられる。場合によっては、気づかれたくない事柄を相手

に気づかれてしまう事態も想定される。太幡（2008）は、懸念的被透視感によって慌てた様子を相

手に示すと、気づかれたくない事柄を自らの反応によって気づかれてしまう、自己成就予言（self-

fulfilling prophecy; Merton, 1948）現象が生じる可能性を指摘している。

以上の議論に基づき、懸念的被透視感による反応や、反応に影響を与える要因が着目されている。

具体的には、懸念的被透視感を感じた経験に想起を求める手法（太幡, 2006b）、懸念的被透視感を喚

起して反応を測定する手法（太幡, 2008, 2009）により、懸念的被透視感による言語的反応、非言語

的反応について検討されてきた。言語的反応については、気づかれたくない意識が高いと関連する

話題が避けられやすくなると報告されている（太幡, 2006b）。また、認知的負荷によって発言内容の

的確性が低下する（太幡, 2008）こと、内面を気づかれたくない理由に対応した言語的方略が用いら

れやすい（太幡, 2009）ことが示されている。一方、非言語的反応については、焦りを反映すると想

定される反応が主に着目されている。そして、認知的負荷によって沈黙や焦りの表情などの非言語

的反応が表出されやすくなる（太幡, 2008）こと、内面を気づかれたくない理由の違いでは非言語的

反応の表出に影響は見られない（太幡, 2009）ことが示されている。

本論文では、懸念的被透視感による反応のうち、非言語的反応に焦点を当て、これまでの未検討

点を検討する。懸念的被透視感を喚起して反応を測定する手法による研究（太幡, 2008, 2009）では、

懸念的被透視感による反応として、懸念的被透視感の喚起後に相手（実験協力者）からの質問に回

答する際の反応が着目されている。そして、非言語的反応に対する、認知的負荷（太幡, 2008）や内
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面を気づかれたくない理由（太幡, 2009）の影響について検討されている。したがって、懸念的被透

視感の喚起直後の反応は検討されていないといえる。懸念的被透視感の喚起直後の反応に着目した

検討を加えることで、非言語的反応に影響を与える要因に関する理解を深めることができると考え

られる。

以上のことから、本論文では、認知的負荷と内面を気づかれたくない理由が、懸念的被透視感の

喚起直後に生起する非言語的反応に与える影響について検討することを目的とする。

本論文は二つの研究によって構成される。研究１では、太幡（2008）の映像を用い、懸念的被透

視感の喚起直後に生起する非言語的反応に対する認知的負荷の影響を検討する。太幡（2008）は、

認知的資源が意図的な行動に用いられるという並行プロセスモデル（parallel process model; Patterson,

2001）に基づき、懸念的被透視感による反応に対する自己呈示の意図的統制による認知的負荷

（Baumeister, Hutton, & Tice, 1989）の影響を検討した。実験参加者の懸念的被透視感を喚起し、その

後の相手からの質問に回答する際の反応を検討した結果、認知的負荷の操作あり条件ではなし条件

と比べ、焦りを反映すると想定される非言語的反応が多く表出されるという結果が得られた。懸念

的被透視感の喚起直後に生起する非言語的反応についても、太幡（2008）と同様、認知的負荷の操

作あり条件ではなし条件と比べ、焦りを反映すると想定される非言語的反応が多く表出されると予

測される。

研究２では、太幡（2009）の映像を用い、懸念的被透視感の喚起直後に生起する非言語的反応に

対する内面を気づかれたくない理由の影響を検討する。気づかれたくない事柄を相手に伝えない理

由には、自己評価を下げたくないなどの自己利益的な理由と、相手に迷惑をかけたくないなどの他

者配慮的な理由があると報告されている（太幡・吉田, 2008）。太幡（2009）は、内面を気づかれた

くない理由が自己利益的な場合と他者配慮的な場合を設定し、懸念的被透視感による反応に対する

影響を検討した。実験参加者の懸念的被透視感を喚起し、その後の相手からの質問に回答する際の

反応を検討した結果、焦りを反映すると想定される非言語的反応の表出への、内面を気づかれたく

ない理由の影響は見られなかった。懸念的被透視感の喚起直後に生起する非言語的反応についても、

太幡（2009）と同様、内面を気づかれたくない理由の影響は見られないと予測される。

また、上記の検討と併せて、それぞれの研究において、懸念的被透視感の強さと懸念的被透視感

の喚起直後に生起する非言語的反応との関係についても探索的に検討する。懸念的被透視感を感じ

た経験に想起を求める手法を用いた研究（太幡, 2006b）では、懸念的被透視感を強く感じると視線

回避が生じやすいという結果が得られている。懸念的被透視感の強さと懸念的被透視感の喚起直後

に生起する実際の反応との関連を検討することで、両者の関係を明確にできると考えられる。

研究１

研究１では、太幡（2008）の映像を用い、懸念的被透視感の喚起直後に生起する非言語的反応に

対する認知的負荷の影響を検討する。
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方　法

分析対象 太幡（2008）の実験参加者となった大学生73名のうち、懸念的被透視感を感じなかっ

た者など13名を除外し（3）、60名（男性25名、女性35名、平均年齢19.83±1.25歳）を分析対象とした。

実験計画 認知的負荷の操作（あり、なし）の実験参加者間１要因2水準であった。認知的負荷の

操作あり条件では、振る舞いに特に注意する旨の注意書きを渡した。操作なし条件では、自然に振

る舞うようにする旨の注意書きを渡した（4）。それぞれの条件に30名ずつ配置されていた。

太幡（2008）の手続きの概略 実験材料作成のアルバイトの面接と称し、実験参加者を実験室に

呼んだ。実験室の前で、実験協力者が面接とは無関係の課題への協力を依頼し、面接の部屋とは別

の部屋に誘導した。実験協力者は“柔軟的思考力”（架空の概念）の重要性を説明し、“柔軟的思考

力”に関する課題を実施した。課題実施後、実験参加者に“柔軟的思考力”が低いというフィード

バックを与えた。

実験協力者は、実験参加者を面接の部屋に誘導した。面接者は、新しい実験材料を作るために創

造性の高い人を採用すると説明し、“柔軟的思考力”が低いことを気づかれないようにしながら面接

を受けなければならないと実験参加者に意識させた。続いて、封筒に入った面接の注意書きを渡し、

認知的負荷を操作した。面接では面接者は四つの質問をした。最後の質問のときに、面接者が、“答

えるときに、いろいろな側面から柔軟に考えて答えるようにしてください”と告げ、懸念的被透視

感を喚起した。懸念的被透視感の喚起直後から10秒間に生じた反応が、本研究の分析対象であった。

面接終了後、デブリーフィングを行った。その際、懸念的被透視感の強さを測定するために、“面

接者にいろいろな側面から柔軟に考えて答えるようにと言われたとき、どの程度、柔軟的思考力が

低いことを気づかれたと感じましたか”の１項目に、“１．全く感じなかった”“２．ほんの少し感

じた”“３．やや感じた”“４．かなり強く感じた”“５．非常に強く感じた”の５件法で回答を求め

た。

非言語的反応 イベントレコーダーソフトのsigsaji（荒川・鈴木, 2004）の使用法について事前に

トレーニングを受けた大学院生１名（男性）に、反応を測定するように求めた。太幡（2008）に基

づき、覚醒水準の高まりを反映すると想定される反応として、身体の動き、視線、表情に関する反

応と、間を持たす発言（“ええと”など）が測定された（5）。測定は、懸念的被透視感の喚起直後か

ら10秒間の場面について、１週間空けて２回行われた。分析には２回の平均値を用いた。

結　果

条件間の非言語的反応の比較 測定されたそれぞれの反応について、実験条件でｔ検定を行った。

結果をTable1に示す。その結果、間を持たす発言の回数（t(58)=2.87, p<.05）、自己接触の回数

（t(47.62)=2.24, p<.05）、胴体を動かした回数（t(42.27)=2.77, p<.05）に有意差が見られ、いずれも認

知的負荷の操作あり条件の方が多かった。また、眉間にしわを寄せた回数には有意傾向が見られ

（t(41.57)=1.82, p<.10）、認知的負荷の操作あり条件の方が多い傾向が見られた。その他の反応には条

件間で有意差は見られなかった。



Table 1 認知的負荷が操作された実験における
懸念的被透視感の喚起直後に生じた非言語的反応の平均値（標準偏差）とｔ値

認知的負荷　　 ｔ値　　 自由度

あり なし

話し方
間を持たす発言の回数 1.60(0.93) 0.87(1.04) 2.87** 58
身体の動き
自己接触の回数 0.47(0.63) 0.17(0.38) 2.24* 47.62
手を動かした回数 0.17(0.46) 0.13(0.35) 0.32 58
胴体を動かした回数 0.60(0.77) 0.17(0.38)  2.77** 42.27
視線
視線をそらした時間 5.10(3.31) 5.16(3.99) 0.06   56.11
まばたきの回数 7.57(3.04) 8.63(4.34) 1.10   51.92
表情
眉間にしわを寄せた回数 0.40(0.72) 0.13(0.35)     1.82† 41.57

†p<.10, *p<.05, **p<.01.     

注）それぞれ10秒間の回数、時間（単位は秒）である。等分散性の仮定が満た
されない指標については、Welchの検定を行った。

懸念的被透視感と非言語的反応との関係 懸念的被透視感の強さはM=3.05（SD=0.89）であり、

条件間に有意差は見られなかった（t(58)=1.42, ns）。懸念的被透視感の強さと測定された反応との相

関を求めたところ、視線をそらした割合のみと有意な正の相関が得られた（r=.35, p<.05）。

考　察

研究１では、太幡（2008）の映像を用い、懸念的被透視感の喚起直後に生起する非言語的反応に

対する認知的負荷の影響を検討した。その結果、認知的負荷の操作あり条件ではなし条件と比べ、

話し方、身体の動き、表情に、焦りを反映すると想定される非言語的反応が多く表出されていた。

この結果は、Patterson (2001) の並行プロセスモデルに基づく仮説を支持しており、また、太幡

（2008）と整合していると考えられる。

一方、視線については、太幡（2008）と同様に、認知的負荷の影響が見られなかった。この理由

について、太幡（2008）は、視線回避は相手から信用度が低いと判断される（Hemsley & Doob,

1978）という知見を踏まえて考察した。すなわち、面接では視線回避は望ましくない印象を与える

という信念により、面接での標準的な振る舞いに関するスクリプトが活性化し、視線回避が自動的

に抑制されたと論じている。しかし、懸念的被透視感による視線回避の割合の平均は、相手からの

質問に回答する場面（太幡, 2008）は25.99%であり、本研究で検討された喚起直後の場面（51.29%）

は相対的に多いといえる。したがって、懸念的被透視感の喚起直後の視線回避の割合に認知的負荷

の影響が見られなかった理由については、スクリプトの活性化以外の説明が必要となると考えられ

る。本研究では、懸念的被透視感を強く感じた実験参加者は視線を多く回避したという結果が得ら

れた。このことから、視線回避は、認知的負荷とは無関係に、懸念的被透視感の強さに応じて生起

する可能性が推察される。この可能性については、研究２の結果と併せて総括的に考察する。

研究２

研究２では、太幡（2009）の映像を用い、懸念的被透視感の喚起直後に生起する非言語的反応に
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対する内面を気づかれたくない理由の影響を検討する。

方　法

分析対象 太幡（2009）の実験参加者となった大学生62名のうち、懸念的被透視感を感じなかっ

た者など７名を除外し（6）、55名（男性21名，女性34名、平均年齢19.29±1.50歳）を分析対象とした。

実験計画 内面を気づかれたくない理由（自己利益、他者配慮、説明なし）の実験参加者間１要

因３水準であった。実験参加者が心理学専攻の大学院生に扮して面接を行う状況における、心理学

専攻の大学院生ではないことを気づかれないようにする理由に対する実験者による説明によって操

作された。自己利益条件では、“急に依頼された役割をうまくこなすことが、社会場面での対応能力

に関わる”旨を説明した。他者配慮条件では、“失敗すると、あなたと面接を受けに来た方のデータ

がすべて使えなくなってしまう”旨を説明した。説明なし条件には、付加的な説明は行わなかった

（7）。自己利益条件に19名、他者配慮条件と説明なし条件に18名配置されていた。

太幡（2009）の手続きの概略 “恋愛とコミュニケーションに関する面接調査”と称して、実験

参加者を実験室に呼んだ。実験室で実験者が、“研究者以外の人が心理学専攻の大学院生に扮して面

接を行うことが結果に与える影響を調べている”と説明し、実験参加者に面接者役を依頼した（全

員が受諾した）。続いて、この後、２名の大学生に面接参加を依頼してある旨を伝え、面接方法を説

明した。その際、自分が心理学専攻の大学院生ではないことを相手に気づかれないようにするよう

に告げた。そして、自己利益条件と他者配慮条件の実験参加者には、付加的な理由を説明した。

続いて、実験参加者は、二人の実験協力者（実験参加者と同性の大学生）に個別に面接を行った。

面接は、面接者役の実験参加者が、“恋愛に対する積極性傾向に関する心理テスト”を実施し、実験

協力者に結果をフィードバックする内容であった（独自に作成した）。二人目の実験協力者への面接

の最後に、その実験協力者は、“面接の進め方がぎこちない感じがしましたが、心理学の大学院生の

方ですよね？”と発言し、実験参加者の懸念的被透視感を喚起した。懸念的被透視感の喚起直後か

ら10秒間に生じた反応が、本研究の分析対象であった（8）。

面接終了後、デブリーフィングを行った。その際、懸念的被透視感の強さを測定するために、“２

番目に面接を受けに来た人に質問されたとき、どの程度、自分は本当は大学院生でないことを気づ

かれているかもしれないと感じましたか”の１項目に、５件法で回答を求めた（選択肢は研究１と

同じ）。

非言語的反応 イベントレコーダーソフトのsigsaji（荒川・鈴木, 2004）の使用法について事前に

トレーニングを受けた大学院生１名（男性）に、反応を測定するように求めた。測定された反応は、

身体の動き、視線、表情に関する反応であった（9）。測定は、懸念的被透視感の喚起直後から10秒間

の場面について、１週間空けて２回行われた。分析には２回の平均値を用いた。

結　果

条件間の非言語的反応の比較 測定されたそれぞれの反応について、実験条件を要因とする分散

分析を行った。結果をTable 2に示す。その結果、いずれの反応についても条件間で有意差は見られ

なかった。
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Table 2 内面を気づかれたくない理由が操作された実験における　　
懸念的被透視感の喚起直後に生じた非言語的反応の平均値（標準偏差）とF値

内面を気づかれたくない理由 F値

自己利益 他者配慮 説明なし

身体の動き
自己接触の回数 0.74(1.15) 0.33(0.59) 0.22(0.55) 2.04 
手を動かした回数 0.68(0.67) 0.56(0.86) 0.67(0.69) 0.16 
胴体を動かした回数 0.87(0.76) 0.72(0.55) 0.67(0.97) 0.33 
視線
視線をそらした時間 2.93(2.46) 3.06(2.96) 2.79(3.15) 0.04 
まばたきの回数 7.58(2.83) 7.67(2.95) 8.14(4.94) 0.12 
表情
眉間にしわを寄せた回数 0.26(0.56) 0.50(0.71) 0.33(0.59) 0.70

注）それぞれ10秒間の回数、時間（単位は秒）である。

懸念的被透視感と非言語的反応との関係 懸念的被透視感の強さはM=4.24（SD=0.84）であり、

条件間に有意差は見られなかった（F(2, 52)=0.62, ns）。懸念的被透視感の強さと測定された反応との

相関を求めたところ、視線をそらした割合のみと有意な正の相関が得られた（r=.34, p<.05）。

考　察

研究２では、太幡（2009）の映像を用い、懸念的被透視感の喚起直後に生起する非言語的反応に

対する内面を気づかれたくない理由の影響を検討した。その結果、内面を気づかれたくない理由の

違いでは焦りを反映すると想定される非言語的反応の表出に差は見られなかった。この結果は、太

幡（2009）と整合していると考えられる。

また、研究１と同様、懸念的被透視感を強く感じた実験参加者は視線を多く回避したという結果

が得られた。したがって、懸念的被透視感を強く感じると視線回避が生じやすくなると推察される。

総合考察

本論文の目的は、認知的負荷と内面を気づかれたくない理由が、懸念的被透視感の喚起直後に生

起する非言語的反応に与える影響について検討することであった。それぞれの研究で得られた結果

と、太幡（2008）、太幡（2009）の知見を併せると、以下のように整理される。すなわち、懸念的被

透視感が生じた際の焦りを反映すると想定される非言語的反応の表出に対して、認知的負荷は反応

の表出を促進させる一方で、内面を気づかれたくない理由は反応の表出には影響しないと整理され

る。

また、懸念的被透視感の強さと懸念的被透視感の喚起直後に生起する非言語的反応との関係につ

いても検討したところ、懸念的被透視感を強く感じると視線回避が生じやすいという結果が得られ

た。この結果は、懸念的被透視感を感じた経験に想起を求める手法を用いた研究（太幡, 2006b）に

よる結果と一致する。懸念的被透視感の強さと視線回避に関連が見られる理由として、相互作用を

回避しようとする反応が視線行動に表れやすいことが考えられる。視線回避は他者との相互作用を

避ける兆候とされる（Richmond & McCroskey, 2003）。そして、視線回避には認知的負荷の影響が見

られないという研究１の結果と併せると、懸念的被透視感の喚起直後に生起する視線回避は、認知



的資源を必要としない自動的な情報処理（cf. Bargh, 1984）に基づく反応であると想定される。すな

わち、懸念的被透視感を強く感じると視線回避が自動的に生じやすくなると推察される。

【注】
（1）本研究の実施にあたり、筑波大学山本眞理子教授、吉田富二雄教授にご指導いただきました。また、尾崎有
希さん、梅内裕江さん、松井淳一君、山本樹里さん、山本真裕君にご協力いただきました。記して感謝いたしま
す。
（2）本研究の一部は、日本心理学会第71回大会（2007）、日本グループ・ダイナミックス学会第54回大会（2007）
にて発表された。
（3）内訳は、カバーストーリーに気づいた１名、懸念的被透視感を感じなかった７名、面接でネガティブなフィ
ードバックを受けたことを言及した２名、配置された実験条件を覚えていなかった３名であった。
（4）認知的負荷の操作の有効性は確認されている。詳細は太幡（2008）を参照のこと。
（5）分析対象の場面は、質問に回答し始める実験参加者と回答前の実験参加者が混在していた。そのため、太幡
（2008）で検討された、答えるまでの時間、答えていた時間、沈黙した割合は、本研究では検討しなかった。
（6）内訳は、実験の目的に気づいた３名、気づかれたくない意識の喚起が不十分であった２名、面接の中で本当
は大学院生ではないことを言及した１名、実験協力者が質問をしなかった１名であった。
（7）内面を気づかれたくない理由の操作の有効性は確認されている。詳細は太幡（2009）を参照のこと。
（8）その後、その実験協力者は、“研究者なら誰でも知っていると集中講義で聞いた、‘恋愛のクリスマス効果’
（架空の概念）について教えてほしい”と質問した。太幡（2009）では、この質問への回答の際の言語的方略な
どが分析対象となった。
（9）分析対象の場面は、実験協力者からの“恋愛のクリスマス効果”に関する質問を実験参加者が聞く場面であ
った。そのため、太幡（2009）で検討された、間を持たす発言の回数、答えるまでの時間、答えていた時間、沈
黙した割合は、本研究では検討しなかった。
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【Abstract】

Immediate nonverbal responses arising from 
the sense of unwanted transparency

Naoya TABATA

The sense of unwanted transparency refers to a feeling that is experienced by a person

when someone appears to notice something during an interaction which the person would

rather not have him or her notice. Immediate nonverbal responses arising from the sense

of unwanted transparency has not been examined in detail. Using the  same video as in

Tabata (2008) and Tabata (2009), two studies which manipulate the sense of unwanted

transparency were conducted . Immediate nonverbal responses after manipulated sense of

unwanted transparency are measured. The results indicated that the cognitive load

facilitates the immediate responses arising from the sense of unwanted transparency

whereas the reasons for concealment do not affect them.


