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画像刺激から喚起される情動の評定方法の検討
‑IAPSと個人評定の比較一

増田奈央子'）

・

園田直子2）

要旨
本研究の目的は,画像刺激から喚起される情動の感情価・覚醒度の個人差の検討を行うことである｡IAPS
の標準化された値と個人ごとの評定値の平均にどの程度相関があるか,また2つの測定値にどの程度差があ

るかという点から検討した｡さらに,感情価・覚醒度評定の個人差のばらつきがどの程度あるかについても

検討した。感情喚起刺激としてIAPS(IntemationalAffectivePictureSystem;Lang, Bradley,&Cuthben,
2008)の画像を用いた。調査参加者に感情と覚醒度,言語化のしやすさについて評定してもらい，その値と

IAPSの評定値をと比較した｡その結果，刺激条件(不快・低覚醒,不快・高覚醒,快・低覚醒)の感情価評定は
IAPSと類似した評定が得られた｡しかし,快・高覚醒刺激の感情価評定はIAPSの評定値と相関が低く差が大

きく，ばらつきも大きいことが示された。覚醒度評定に関しては,すべての刺激において相関が低く差が大
きく，ばらつきも大きいことが示された。これらの結果は,情動を喚起させる画像刺激を用いた注意や記憶
の研究を行う際に考慮すべき問題として重要である。
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注意に関しては,快情動を喚起させると注意が解放さ

問題と目的

れやすい(e.g.,上田・吉川, 2011)ことや,感情価と覚醒

情動と注意や記憶研究において,情動を喚起させる刺

度が交互作用を示す知見(Sussman,Hener,Miller,&

激は喚起されないものに比べ注意が向きやすかったり

Mohanty, 2013)などさまざまな結果が示されている｡記

(e.g.,Eastwood,Smilek,&Medkle,

2001; Riggs,

憶に関しても,不快情動を喚起させたほうが記憶を促進

McQuiggan,Farb,Anderson,&Ryan, 2011),よく記憶

する知見(e.g.,Bradley,Heuer,&Reisberg,1992),快情

されたりする(e.g.,Becker, 2012;KimVossel,Gamer,
2013)ことが示されている｡情動の特徴は,一般に快か不

動を喚起させたほうが記憶を促進する知見(e.g.,Libkuman,
Stabler,&Otani,2004),感情価にかかわらず覚醒度が

快かの程度をあらわす「感情価」 ，および情動の強さの

高いと記憶が促進される知見(e.g.,Bradley,Greenwald,
Petry,&Lang, 1992),感情価と覚醒度が交互作用を示
すという知見(野畑・越智, 2005)などが示されている。

程度をあらわす「覚醒度」の2つの次元で測られる。
現在のところ感情価や覚醒度がどのように注意や記憶

に影響を与えているかについては,一貫した結果が得ら

このように感情価や覚醒度が注意や記憶に影響を与え

れていない。

ていることが分かっているものの，
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どのような影響を

画像刺激から喚起される情動の評定方法の検討

与えているかについては研究によって一貫した結果が

行っていたことが示された｡このことから,覚醒度の評

得られていない。

定値を用いるときには注意が必要であると報告してい

なぜ一貫した結果が得られていないかについて,大き

る。

く2つの理由が考えられる｡その1つは加藤(2016)が指

これらの結果より,本研究では,画像刺激に対する情

摘しているように,記憶課題が統一されていないという

動と注意・記憶との関係の研究を進める前段階として，

ことである。加藤(2016)は,記憶課題には再生課題と再
認課題があるが,それぞれ課題解決のプロセスが異なる

刺激から喚起される感情価・覚醒度の個人差がどの程

ため,感情価と覚醒度の影響も異なる可能性があると述

標準化されている評定値と個人ごとの評定値の類似度

べている。しかし,情動刺激の感情価と覚醒度が注意や

について,両者の相関,評定値の差,評定値の個人差のば

記憶に及ぼす影響を理論化しようとする際に,どちらの

らつきの3つの指標を用いて検討する。また先行研究

度であるかを確かめることが必要であると考え,IAPSで

課題であったかについて区別されていないために,結果

(加藤, 2014)より,感情価の種類(不快．快)か,覚醒度(低

を包括的に説明できるような理論的な枠組みの構築が

覚醒・高覚醒)か,また感情価と覚醒度の組み合わせかに

できないのではないかと論じている。

よってもIAPSとの差の大きさが異なる可能性があるの

もう1つの理由は,実験で用いられる刺激から喚起さ

で,感情価(不快．快)と覚醒度(低覚醒・高覚醒)の組み合

れたとみなされる感情価と覚醒度をどのように決定す

わせの4つの条件（不快・低覚醒,不快・高覚醒,快・

るかが研究によってまちまちであるという問題である。

低覚醒,快・高覚醒）ごとに検討する。本稿において2

この領域の研究でしばしば用いられる刺激画像セット

つの評定値を区別するためにIAPSの評定値に基づいて

としてIAPSqntemationalAffectivePic皿eSystem;Lang
Bradley,&Cuthbert, 2008)があるが,これは画像ごと

刺激につけられている評定値を「標準化された値」 ，刺

に標準化された感情価と覚醒度を決定したll94枚から

ごとの評定値」と呼ぶことにする。

激の提示によって喚起された参加者の評定値を「個人

構成される大規模な画像セットである。多くの研究で

結果には4つのパターンの可能性がある。結果がど

は,IAPSのセットであらかじめ刺激につけられた感情価

れに対応するかを,感情価,覚醒度ごとに,また,刺激の

と覚醒度の値を用いて,実験条件を組み立てている｡IAPS

4条件ごとに確認する。また,結果によって,今後の研

の評定値と生理指標の関連を検討した実験から評定に

究において感情価と覚醒度をどのように決定するかに

は妥当性があること(Lang,Greenwald,Bradley,&
Hamml993)が報告されている一方で,個人差がある(Brad‑

評定値の平均とIAPSが高い相関を示し,平均得点の差が

ついてTablelに示す。 (l)もし,参加者グループ全体の

ley, Codi…ti, Sabatinelli,&Lang, 2001)ことも示さ

小さく,個人差のばらつきも少なければ,今後の研究に

れている。この個人差が結果の違いをもたらすとみな

おいてIAPSの評定値を用いてもよいことになる。

すかどうかで,研究方法が異なり,結果も違ってくるこ

IAPSとグループの平均評定値に相関があるものの,平均

とが考えられる。

得点の差が大きいが,個人差のばらつきは小さい場合は，

(2)

個人差に着目した研究として,加藤(2014)はIAPSを用

今後の研究においてはIAPSの評定値ではなく参加者グ

いた情動喚起刺激の感情価と覚醒度評定について「刺

ループの平均評定値を使用するほうがよい(3)IAPSと

激の提示によって喚起される参加者の感情」を評定し

グループの平均の相関が低く,個人差のばらつきは小さ

ている｡その評定値とIAPSで標準化されている感情価・

い場合は,IAPSの評定値ではなく参加者グループの平均

覚醒度評定を参考にし,日本においても同様の評定値が

評定値を用いることができる(4)IAPSとグループの平

得られるかという点について検
Thblel.予想される結果のパターンと望ましい対処方法

討を行った｡その結果,感情価評

定においてはIAEの評定値と｢刺
IAPSとの相関

激の提示によって喚起される参

個人評定値

今後の研究においての

のばらつき

評定値の決定の仕方

IASPとの評定値の差

加者の感情」の間に高い正の関

連を示していた｡一方,覚醒度評

(I)

高い

小さい

小さい

IAPSの数値を用いる

定において関連はあるものの｢刺

（2）

高い

大きい

小さい

参加者の平均値を用いる

激の提示によって喚起される参

（3）

低い

小さいor大きい

小さい

参加者の平均値を用いる

(4)

低い

小さいor大きい

大きい

個人ごとの評定値を用いる

加者の感情」の評定値のほうが

IAPSの評定値よりも高く評定を
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均の相関が低く,個人差のばらつきも大きい場合は個人

刺激画像

ごとの評定値を用いて個人ごとに刺激を分類すること

刺激画像として,IAPS(InternationalAffectivePiclure

System;Lang, Bradley,&Cuthbert, 2008)より選択し

が必要になると考えられる。

た画像を150枚使用した｡IAPSに添付されている評定値

以上のことから,本研究では以下の2点を目的とする。
第1の目的は,刺激を感情価と覚醒度の組み合わせで4

を基に不快・低覚醒刺激41枚,不快・高覚醒刺激30枚，

条件に分けたとき, (1)それぞれの条件ごとにIAPSの

快・低覚醒刺激45枚,快・高覚醒刺激34枚を選択した。

標準化された値と個人ごとの評定値の平均にどの程度

3)各条件で用いられた画像の感情価・覚醒度の評定平均

相関があるか，

（2）また2つの測定値の値にどの程度

差があるかを検討することである｡第2の目的は,4種

値および標準偏差をTable2に示す。
情動評定表

情動評定は,画像を見たときの参加者が感じる感情価

類の刺激条件において感情価・覚醒度評定の個人差の

と覚醒度,言語化のしやすさの3項目について評定して

ばらつきがどの程度あるかを検討することである。

さらに,IAPSで使用されている画像は米国で作成され

もらうことであった｡評定に用いた尺度はSelf‑Assessment

たものであるため,日本人には一見して何の画像である

Manikin(SAM;Bradley,&Lang,1994)を参考にし,新

かわかりにくいものがあるという問題もある。特に注

たに感情価と覚醒度を評定する尺度を作成した。感情

意の研究においては,提示時間が500msと非常に短いた

価の評定尺度と覚醒度の評定尺度をFigurelに示す。こ

め,情動と注意の関係を検討する研究においては,どの

の尺度の感情価では,口元が笑っている顔から口元が曲

画像を使用するかは,評定値だけでは決められず， 「わ

がっていて眉が下がっている状態までのマネキンを用

かりやすさ」も考慮しなければならない。本研究では

いた｡覚醒度では,興奮している状態からリラックスし

画像のわかりやすさを言語化のしやすさととらえ,言語

ている状態までのマネキンを用いた。画像を見て参加

化のしやすさを評定してもらうことで,短い提示時間で

者が感じた情動にもっともあてはまるものを感情価と

もわかりやすい画像を選び出す手続きも合わせて行う。

覚醒度それぞれ9段階で評定してもらった。感情価で

方

は感情価の評定尺度を用いて,快か不快かを評定してほ

法

しいことを,覚醒度では覚醒度の評定尺度を用いて,覚
醒度の高さを評定してほしいことを参加者に教示した。

鯛査参加者
大学生169名（男性71名，女性98名）が調査に参加し

覚醒度については,参加者に覚醒度が高い状態を｢驚き・

た。平均年齢は18.8歳(SD=l.03歳)であった。刺激画像

動揺・興奮・高揚・ ドキッとした場合など心が動いた

を50枚ずつの3つのセットに分け,画像3セットの評定

状態を表す」と説明をした。逆に覚醒度が低い状態を

にそれぞれ56名,62名,51名に振り分けた｡このうちデー

「リラックス・平静・停滞．ぼんやりとした場合など

タに欠損があった43名,途中で調査参加をやめた15名の

心が動かない状態を表す」と説明をした。

計58名を除き111名のデータを分析対象とした。

言語化のしやすさの評定

調査参加者には,調査で提示される画像の一部には不

言語化のしやすさは,参加者に｢今見た画像について

快な画像が含まれていること,嫌になったり気分が悪く

他の人に言葉で説明しなければならないとしたらどの

なったりした場合いつでもやめてよいこと,途中でやめ

程度言語化しやすいか｣を5段階で評定してもらった。

ても参加者が不利益を被ることはないことについて説
明を行った。

Table2.調査で使用した画像刺激の感情価・覚醒度評定平均値(括弧内はSD)
不快

快

低覚醒

高覚醒

低覚醒

高覚醒

感情価覚醒度

感情価覚醒度

感情価覚醒度

感情価覚醒度

3．59

4．14

2．86

6．65

6．51

4．04

7．14

6．62

(0.70)

(0.29)

(0.56)

(0.31)

(0.96)

(0.18)

(0.51)

(0.39)
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IAPSとの相関の分析
︶

5

6

'6．、

7

8

3

4

5

評定値の中央値で刺激を4分割にし,それぞれ不快・低
覚醒刺激,不快・高覚醒刺激,快・低覚醒刺激,快・高覚

9

醒刺激として4刺激に分類した。 「標準化された値｣と

●●

「個人ごとの評定値」の刺激ごとの感情価・覚醒度の

零

2

分類の方法は,IAPSの感情価評定値の中央値と覚醒度

一●

一

4

蕪
｡腋n編「
1

一●

一●

3

名｡、

や

一●

︷

︵

2

・・
低覚醒

︑●

一●

●

●

1

●●

6

高覚醒
7

8

評定平均値および標準偏差をTable3に示す。

9

4条件ごとに「標準化された値」の感情価・覚醒度
Figurel.情動評定尺度(上が感情価評定尺度,下が覚醒度評定尺度）

評定値と「個人ごとの評定値」の感情価・覚醒度評定
値との関連を確認するために,相関分析をそれぞれ行っ

た(Table4)。その結果，不快・低覚醒刺激は「標準化さ
た(Table4)。その結果，不快・低覚醒刺激は「標準化1

手続き
調査は集団で実施された｡参加者は,まず情動評定表

れた値」の感情価得点と「個人ごとの評定値」の感情
れた値」の感情価得点と「個人ごとの評定値」の感1

が配られ,評定の仕方と倫理についての説明を受けた。

価得点との間には弱い正の関連(r=.332, 95%Cl[‑.041
95%Cl[‑.047,

その後,同意を得られた参加者はフェイスシートの記入

.627] )が示され, 「標準化された値｣の覚醒度得点と｢｛
、627]
「標準化された値｣の覚醒度得点と｢個

を行い,ディスプレイに映し出される画像を見て感じる

人ごとの評定値」の覚醒度得点との間にはほとんど関
入ごとの評定値」の覚醒度得点との間にはほとんど『

情動を評定するよう教示された｡画像は1枚につき500

連がみられなかった(r=. 150, 95%Cl[‑.236, .4951)｡フ
.4951)｡不

ms間提示された｡その後,評定時間を20秒間設けた。こ

「標準化された値」の感情価得点と
快・高覚醒刺激は， 「標準化された値」の感情価得点｛

「個人ごとの評定値」の感情価得点との間には正の関
「個人ごとの評定値」の感情価得点との間には正の『

の20秒間で,印象評定表に感情価・覚醒度・言語化のし

やすさの3項目について評定することが求められた。

連(r=.409, 95%Cl{.007, .697])が示され， 「標準化i
「標準化さ

これを50枚の画像すべてに行った。

結

れた値」の覚醒度得点と「個人ごとの評定値」の覚醒
れた値」の覚醒度得点と「個人ごとの評定値」の覚1
度得点との間にはほとんど関連がみられなかった
度得点との間にはほとんど関連がみられなかつ7

果

(r=‑.026,95%Cll‑.425,.381])｡快・低覚醒刺激は, ｢イ
｢標
準化された値」の感情価得点と「個人ごとの評定値」

何の画像を見たか分からなければ感情価・覚醒度評

定が難しくなるのではないかと考え,言語化のしやすさ

の感情価得点との間には正の関連(r=.459, 95%Cl[. 14(
148,

を調査項目に含めたため,言語化のしやすさの平均評定

.687})が示され, 「標準化された値｣の覚醒度得点と｢1
、687})が示され,
「標準化された値｣の覚醒度得点と｢個

値が3.0未満の画像について

'Iable3．刺激ごとの感情価・覚醒度の評定平均値(括弧内はSD)

は除外をした｡その結果, 150

枚中1l6枚の画像が選出され

不快

た°約23パーセントの画像
は,わかりにくく,注意の研

快

低覚醒

高覚醒

低覚醒

高覚醒

感情価覚醒度

感情価覚醒度

感情価覚醒度

感情価覚醒度

究の使用には適さないこと

が示された｡4)以下の分析で

3．48

4．16

2．87

6．73

6．65

4．04

7．15

6．64

(0.75)

(0.32)

(0.58)

(0.25)

(0.97)

(0.21)

(0.51)

(0.39)

個人ごと

4.10

3.26

3.50

4.55

5.82

3.50

5.63

4.18

の評定値

(0.80)

(0.38)

(0.57)

(0.51)

(1.10)

(0.60)

(0.61)

(0.73)

IAPS

はわかりやすさが3.0以上で

あった1l6枚の画像を用いて，
1APSで標準化された感情価・

覚醒度評定値を基に刺激の

分類を行った。

．

（評定:9件法）

3不快・低覚醗東リ激(1230, 2039, 2230, 2312, 2399, 2410, 2455, 2490, 2590, 2682, 269L2715, 2ZIL2722, 2750, 2753, 4000, 5535,
7013, 7046, 7054, 7487, 8121, 9000, 9001, 9008, 9046, 9090, 9101, 9220, 9260, 9280, 9291, 9330, 9331, 9341, 9342, 9390, 9395,

9471, 9832),不快・高覚醒刺激(1050, 1052, 1120, 1201, 1300, 1304, 1525, 1930｡1931, 1932, 2811, 3500, 5971, 6230, 6231, 6250. 1,

6260, 6263, 6300, 6370, 6510, 6540, 6550, 6560, 8330,8485, 9600, 9620, 9904L9908)と快・低覚醒刺激(1410, 1441, 1500, 1600,
1610, 1750, 2032, 2170, 2211, 2222, 2250, 2310, 2314, 2339, 2341, 2372, 2387, 2395, 2487, 2510, 2521, 2530, 2597, 4532, 4573,

4622, 4700, 5593, 5594, 561 1, 5991, 7033, 7042, 7058, 7096, 7182, 7238, 7247, 7249, 7365, 7475, 7530, 8032, 8205, 8497),快・
高覚醒刺激('650, 4220, 4607, 4608, 4659, 4668， 5470, 5621 , 5626, 5629, 7405, 7650, 7830, 8030, 8034, 808L8158,8163, 8178,
8179, 8180, 8185, 8186, 8190, 8191, 8200, 8206, 8341, 8370, 8400, 8470, 8490, 8492, 8501)

4注3で示した画像番号の中で選出されなかった画像を下線で示す。
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Thble4.

『標準化された値」の感情価・覚醒度評定値と「個人ごとの評定値」の
感情価・覚醒度評定との相関

覚醒度(標準化）

感情価(標準化）
r

95%Cl

p

効果鼠

、332

（‑.047.627）

．084

中

グ。

95%CI

p

効果量

150

(‑.236.495)

.446

小

‑.026

（‑.425.381）

．903

なし

‑.026

(‑.485162)

.299

なし

‑.001

（‑.404.402）

．995

なし

感情価
不快・

(個人）

低覚醒

覚醒度
(個人）
感情価

.409
不快・

(個人）

高覚醒

覚醒度

(.007.697)

.047

中

(個人）
感情価
快・

(個人）

低覚醒

覚醒度

，459

（､148.687）

．006

中

(個人）
感滑価

.046
快・

(個人）

高覚醒

覚醒度

(‑.364.441)

819

なし

(個人）

入ごとの評定値」の覚醒度得点との間にはほとんど関

値」と「個人ごとの評定値」に差があるかどうかを検

連がみられなかった(r=‑. 181, 95%Cl[‑.485,1621 )。

討するため,感情価,覚醒度それぞれt検定を行った｡そ

快・高覚醒刺激は， 「標準化された値」の感情価得点と

の結果を刺激条件ごとにまとめる。

「個人ごとの評定値｣の感情価得点との間(r=046, 95%

不快・低覚醒刺激は,感情価においては個人ごとの評

q[‑. 364, .4411), 「標準化された値」の覚醒度得点と

定値が標準化された値よりも有意に高く(r(54)=‑2. 96,

「個人ごとの評定値｣の覚醒度得点との間(r=.297, 95%

p二・00,d=1 00) ,覚醒度においては標準化された値が個

Cl(‑. 197,671])にはほとんど関連がみられなかった。

人ごとの評定値よりも有意に高かった(r(54)=9.42,

p=00,d=697)｡評定方法ごとの感情価．覚醒度の評定

刺激条件ごとの評定値の個人差の分析
次に,感情価・覚醒度評定値について｢標準化された

平均値をFigure2に示す。

５４

５４

＊＊

一

繍繍

評定値

蕊

３２

評定値

３２

Ｔ
︾

’

＊＊

１０

１０

鋪

＃蕊

標準化された値

個人ごとの評定値

禰準化された値

個人ごとの評定値

Figure2.不快・低覚醒刺激の評定方法ごとの評定平均値(エラーバーは標準誤差）
（左が感情価,右が覚醒度）
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不快・高覚醒刺激は,感情価においては個人ごとの評

かつた(感情価r(42)=3.31, p=.00, d=0.75;覚醒度：

定値が標準化された値よりも有意に高く(r(46)=‑3. 68,

r(42)=4.96, p=.00, d=203)｡評定方法ごとの感情価・

p:=､00, d=1 .80),覚醒度においては標準化された値が個

覚醒度の評定平均値をFigure4に示す。
快・高覚醒刺激は,感情価においても覚醒度において

人ごとの評定値よりも有意に高かった(r(46)=1840,
p=.00, d=11 . 10)｡評定方法ごとの感情価・覚醒度の評

も標準化された値が個人ごとの評定値よりも有意に高

定平均値をFigure3に示す。
快・低覚醒刺激は,感情価においても覚醒度において

かった(感情価: t(52)=9.79, p=00, d=459;覚醒度

も標準化された値が個人ごとの評定値よりも有意に高

覚醒度の評定平均値をFigure5に示す。

r(52)=15.07, p=.00, d=5.99)｡評定方法ごとの感情価.

鎮魂

１０
戎

楓準化された値

呼定値

岬定値

３２

鯛

…

８７５５４３２１０

５４

＊＊

個人ごとの評定値

＊＊

’

−
〜七・．Lー写串土

標準化された値

ロ

個人ごとの評定値

Fig虹e3不快・高覚醒刺激の評定方法ごとの評定平均値(エラーバーは標準誤差）
（左が感情価,右が覚醒度）

５４
胖定値

鯛
驚蕊鴬

１０

鮒
鱸

＊＊

３２

評定値

９８７６５４ ３２１０

＊＊

鍬

標準化された値

個人ごとの評定値

標準化された値

個人ごとの評定値

Figure4.快・低覚醒刺激の評定方法ごとの評定平均値(エラーバーは標準誤差）

佐が感情価,右が覚醒度）

評定値

８７６５４３２１０

評定値

９８７６５４３２１０

＊本

＊＊

ー

…＝

；

標準化された値

個人ごとの評定値

標準化された値

個人ごとの評定値

FigureS快・高覚醒刺激の評定方法ごとの評定平均値(エラーバーは標準誤差）

（左が感情価,右が覚醒度）
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個人差の大きさの刺激条件間の比較

感情価・覚醒度,不快・高覚醒の感情価・覚醒度，快・

2つの評定値に関連はあっても個人差が大きければ

低覚醒の感情価・覚醒度，快・高覚醒の感情価．覚醒

画像によって喚起された情動は参加者によって異なる

度のヒストグラムをそれぞれ順にFigure6〜Figure9に示

と考えられる｡評定値の分散を個人差と定義し,画像ご

す。 1SD以内の人数の割合は,不快．低覚醒,不快．高

とに「個人ごとの評定値」の分散の値を算出した。刺

覚醒の感情価・覚醒度,快・低覚醒快．高覚醒の感情

激ごとの標準偏差を基にlSDから4SD以上まで離れてい

価・覚醒度の順画惑情価では71 .9%,65.8%,67.4%,61 . 8%,

る延べ枚数をヒストグラムで表した。不快・低覚醒の

覚醒度では43. 1%,41．1%,44.7%,41 .4%であった。
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考

を超えていることから「標準化された値」と「個人ご
との評定値」の値に違いは見られないと考えられる。

察

本研究では,短い提示時間でも視覚的にわかりやすい

不快刺激と快・低覚醒刺激に関しては,｢標準化された

刺激を特定した上で,以下の2点を目的とした。1点目

値」の感情価評定と「個人ごとの評定値」の感情価評

は,刺激を感情価と覚醒度で4条件に分けたときIAPSと

定に違いはないと結論づけられる。

本調査で得られた評定値に相関があるか,また得点の高

感情価に関しては「刺激の提示によって喚起される

さが同程度であるかどうかを検討した。 2点目は感情

参加者の感情」評定値とIAPS評定値では同程度である

価．覚醒度評定には4条件ごとに個人差のばらつきが

ということが,加藤(2014)においても示されている。一

どの程度あるかを検討した。

方,快・高覚醒刺激に関しては他の3刺激同様， 「個人

感情価2種類の測定値の関連および評定値の差

ごとの評定値」の平均値は標準誤差を含めても中央値

IAPSと本研究で得られた評定値がどの程度類似して

を超えていること， 「標準化された値」の感情価と「個

いるかどうかについて,本研究の協力者を1つのグルー

人ごとの評定値」の感情価との関連がないという点か

プとして見た場合に「IAPSによって標準化された値」

らみると快・高覚醒刺激の感情価評定値を用いるとき

と「個人ごとの評定値の平均値」に関連があるかとい

には,快情動を喚起させる刺激かどうか注意をして用い

う点と両者の平均値に差があるかという点から検討し

る必要性が考えられる。

た。まず3刺激(不快・低覚醒刺激,不快．高覚醒刺激，

覚醒度2種類の測定値の関連および評定値の差

快・低覚醒刺激)の感情価に関しては,｢標準化された値」

次に4刺激の覚醒度に関して， 「標準化された値」の

の感情価と「個人ごとの評定値」の感情価との関連が

覚醒度と「個人ごとの評定値」の覚醒度との関連はな

あることが示された｡また快・高覚醒刺激に関しては，

いことが示された。一方,評定間の差については,4刺

「標準化された値」の感情価と「個人ごとの評定値」

激すべてにおいて「標準化された値」より「個人ごと

の感情価との関連がないことが示された｡一方,評定間

の評定値」のほうが覚醒度を低く評定していることが

の差については,4刺激すべてにおいて標準化された値

示された。4条件すべての刺激において， 「標準化され

のほうが個人ごとの評定値よりネガティブ刺激はより

た値」の覚醒度評定と「個人ごとの評定値」の覚醒度

ネガティブに,ポジティブ刺激はよりポジティブに評定

評定には違いがあることが結論づけられる。覚醒度に
関して｢刺激の提示によって喚起される参加者の感情」

されていることが示された。

しかし,本調査では中央値を基に刺激を不快・快に質

評定値とIAPS評定値では評定値に差があるということ

的に2分割をしている。質的に刺激を分類するという

から,日本においてIAPSを用いる場合,注意が必要では

観点からみると,不快・低覚醒刺激と不快．高覚醒刺激

ないかと加藤(2014)においても報告されている一方で，

の個人ごとの評定値の平均値は標準誤差を含めてもそ

加藤(2014)の研究では両者に関連は見出されていた｡な

れぞれ中央値を超えていないことから「標準化された

ぜ本研究では関連がみられなかったかについては,刺激

値」と「個人ごとの評定値」に違いは見られないと考

の提示時間が関係している可能性が考えられる。本研

えられる。快．低覚醒刺激に関しても『個人ごとの評

究では500ms間という短い提示時間だったが,記憶研究

定値」の平均値は標準誤差を含めてもそれぞれ中央値

においては,このような画像評定を行う際にはもう少し
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ループの平均とIAPSとの関連が示されず,個人差のばら

長い時間提示されることが多い｡加藤(2014)の調査にお
いても5秒間提示されたあと画像評定を行っている。

つきも大きかったことから個人ごとの評定値を用いて

提示時間の長さが,覚醒度評定に影響を及ぼしているか

個人ごとに刺激を分類することが必要になると考えら

については検討が必要ではないかと考えられる。研究

れる。

の目的（記憶の研究か注意の研究か）によっても適切

しかしながら, 1つの実験の中で刺激の種類ごとに評

な提示時間が異なるので,研究計画に応じて刺激の提示

定方法を変えるというのは現実的ではない。もっとも

時間を吟味する必要があるだろう。

正確に感情価と覚醒度の2つの情動要因を測定するた

感情価・覚醒度評定の個人差

めには,個人ごとの評定値を用いることがよいのではな

感情価評定の個人差においては,各刺激のヒストグラ

いかと考えられる。もしIAPSの評定値やグループの平

ム(Figure6〜lO)から全体の61.8%〜71.9%がlSD以内に

均値を用いる場合には,これらの評定値の違いを考慮し

分布していることが示された。感情価評定に関しては

た考察を行うことが必要になるだろう。

全体的に個人差が小さいことが考えられる｡一方,覚醒
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Abstract

Thepurposeofthisresearchwastoinvestigateindividualdifferencesinemotionalvalenceandarousal levelstimulated
fromimages.Weexamin"(1) correlationanddifferencebetweenstandardizedscoreoflntemationalAffectivePicture

System(IAPS) andxoresofoursamples, and (2) degreeof thevariabilityof individualdifferencesmemotional

valenceandarolcal level. IAPS' s imageswereusedtomeasuretheparticipants '

levelsofemotionalvalenceand

arousal level. Researchparticipantsevaluatedtheirownemotion, arousal level, andimage'sconvenibilityintowords.

TheseevaluationdalawerescoredandcomparedwiththoseoflAPS. Resultsshow"thesimilarityofoursamples'
scoresofemotionalvalenceandarousal levelcomparingwiththoseoflAPS, inthreestimulusconditions (negative
low‑arousal images, negalivehigh‑arousal imagesandpositivelow‑arousal images).Onthecontrary, inthescoresof

positivehigl‑arousal images, thecorrelationwiththoseoflAPSwaslow, andthedifferenceandvariabilitywerelarge
Regardingthearousal level, thecorrelationwithlAPSwas low, andthedifferenceandvariabilitywas largewithin
everyima". Theresultssuggest theimponanceofthewayhowtodetenninethescoresofemotionalvalenceand
arousal levelof imageswhenweconduct researchonattentionandmemoryof thetargetwhichevokeemotions.
keyword:emotion,valence,arousal,IAPS
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