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ASD 傾向と情動喚起刺激が注意の解放と馴れに与える影響
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ASD 傾向の高さと情動喚起刺激が注意の解放と馴れに与える影響について検討を行った。実験は，情動

喚起刺激として IAPS から50枚の画像を選択し，注意の解放を測定するための課題として空間的手がかり

課題を用いた。また，50枚の刺激を１ブロックとし３ブロック呈示を行い，馴れの影響についても検討を
行った。その結果，ASD 傾向が高い人は低覚醒刺激に対して注意の解放が容易であることが示された。ま

た，ASD 傾向の高さにかかわらず評定や注意の解放に馴化が生じないことも示された。
キーワード：情動，ASD 傾向，注意の解放

が予想される。そこで，ASD 傾向が高い人の情動喚起

問題と目的
日常生活において，我々は環境からさまざまな情報

を視覚からとり入れ，注意や記憶といった情報処理を
行っている。そして，そのときに喚起させた情動に

よって注意処理は異なってくる。例えばネガティブな

情 動 や ポ ジ テ ィ ブ な 情 動 を 喚 起 さ せ た と き に は，
ニュートラルな状態に比べて注意が向きやすいこと
が示されている（Mogg ＆ Bradley, 1999）。

一方で，自閉症スペクトラム障がい（autism spec-

trum disorder, ASD）者は細部の知覚処理が優位であっ
たり（片桐，2014），注意の解放が困難であったり（川
久保・前川，2005）と定型発達者と異なる情報処理を
行っているという知見がある。自閉症スペクトラム障

がい者と定型発達者の視覚的注意の違いは，社会性・
コミュニケーションにおける障がいを引き起こして

い る 原 因 の ひ と つ と し て 考 え ら れ て い る（ 河 西，
2011）。さらに，ASD 者は定型発達者と比べて偏桃体

の低賦活が示されている（e.g., Corbett, Constantine,
Hendren, Rocke, & Ozonoff, 2009; 北・細川，2010）。

これらのことから，ASD 傾向が高い人と低い人では

情動喚起刺激に対する評定や注意特性が異なること

時の注意特性について明らかにするために，情動喚起

刺激が注意の解放と馴れに与える影響が ASD 傾向の

高さによって異なるか検討する。

刺激によって喚起される感情価と覚醒度が注意に与
える影響
ネガティブな刺激は，ニュートラルな刺激やポジ

ティブな刺激を見たときと比べて注意が向きやすい

（Koster, Crombez, Verschuere, & De Houwer, 2004）
。ま
た，感情価にかかわらず覚醒度が高い刺激は，低い刺

激に比べて注意が向きやすいことも報告されている

（Vogt, De Houwer, Koster, Van Damme, & Crombez,

2008）
。これらのことから，感情価や覚醒度の種類に

よって注意の向きやすさが異なることが示されている。
さらに，注意の向きやすさに与える覚醒度の効果は

感情価によって異なるという結果も報告されている

（Sussman, Heller, Miller, & Mohanty, 2013）
。 例 え ば，
Sussman et al（2013）は，感情価（ネガティブ・ポジ
ティブ）と覚醒度（低覚醒・高覚醒）が異なる刺激を

呈示したあと注意課題を行った。その結果，ネガティ
ブ・高覚醒刺激がもっとも注意が向けられやすく，ポ
ジティブ刺激，ネガティブ・低覚醒刺激の順に注意が
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向けられにくくなることを示している。

によって刺激に対する馴れが生じ，情動の評定が低下

情動喚起刺激が注意の解放に与える影響
注意は３つの段階で構成されていると考えられてい

る（Posner, 1980）。具体的には注意は，対象から注意

が離れる段階（注意の解放），対象から次の対象に移動
させる段階（注意の移動），次の対象を捉える段階（注

意 の 捕 捉 ） の ３ 段 階 が 考 え ら れ て い る（Posner &

Peterson, 1990）。この３段階は，注意の解放が後頭頂

したり，反応が低下することはそれぞれ単独で生じる
可能性も考えられる（例えば情動の評定は低下しない
が，反応は低下する）
。

ASD 傾向者の注意に関する先行研究

先に述べたように，定型者と異なる注意特性を持つ

個人特性として自閉症スペクトラム障がい（autism
spectrum disorder, ASD）がある。自閉症スペクトラム

葉，注意の移動が上丘，注意の捕捉が視床と外側視床

とは「自閉性障害」
「アスペルガー障害」
「特定不能の

実証されている（Posner & Peterson, 1990）。

をいい，「社会的コミュニケーションおよび対人的相

枕が関与していることが，脳領域に関する研究からも
高覚醒刺激は，低覚醒刺激より注意の解放が困難で

あったり（Vogt, et. al., 2008），脅威を感じるような覚

醒度の高いネガティブ刺激は注意の解放が困難である

こ と（Yiend & Mathews, 2001） が 報 告 さ れ て い る。

広汎性発達障害」と呼ばれていたものを統合したもの
互反応における持続的な欠陥」と「限定された反復す
る様式の行動，興味，活動」が特徴としてあげられて

いる（American Psychiatric Association, 2013 日本精神
神経医学会，2014）
。

ASD 者の特徴として新奇な刺激に対して対応が困

Vogt et al（2008）は，感情価と覚醒度が異なる刺激と
してさまざまな画像を実験に用いた。画像呈示後，呈

難であること（室橋，2011）や不安が高い人が多いこ

示された画像が高覚醒刺激の条件では，低覚醒刺激条

al., 2009; 北・細川，2010）などがある。さらに，ASD

示された側とは逆にターゲットが出る課題のとき，呈
件より反応が遅かった。この結果は，感情価とは無関
係であった。このことから覚醒度が高い刺激は低い刺
激に比べて注意の解放が困難である（注意をそらすこ
とができなかった）ことが示された。
情動喚起刺激に対する馴れの影響
感情価や覚醒度といった刺激の情動価以外にも注意

の向きやすい要因のひとつとして，刺激の新奇性があ
る。新奇性が高い刺激は注意が向きやすいことが報告
されている（Schomaker & Meeter, 2012）。

と，共感が苦手なこと，扁桃体の低賦活（Corbett, et.

傾向の高い人は低い人より般化（山本，2015）や多く
の情報から一部の情報に対して注意をシフトすること
が苦手なこと（Wainwright-Sharp, & Bryson, 1993）や

注意の解放が困難であること（川久保・前川，2005）
が示されている。川久保・前川（2005）は，自閉症者
と定型者を対象に情動を喚起させない刺激図形を呈示
したあとに注意課題を行った。その結果，自閉症者は
注意の解放が困難であったことを示している。

以上のことから，ASD 傾向が高い人は情動刺激呈示

さらに同じ刺激を何度も見ると情動馴化が生じたり

後に注意課題を呈示した場合，注意をシフトすること

ガティブ刺激を反復呈示したとき情動馴化が生じ，覚

る反応が遅くなる可能性が考えられる。さらに，新奇

（Dijksterhuis & Smith, 2002），脅威を感じるようなネ
醒度の主観的評価が低下し，脅威が低減する（竹林・

菅原・日下・坂野・高橋，2010）ことが示されている。
一方，原口・山田・箱田（2009）は情動馴化を行う

群と行わない群に対して RSVP（高速逐次呈示）課題を

用いて，ターゲットに対する反応を測定した。その結

果，情動馴化を行った群はターゲットに対する反応を

低下させる（反応馴化が生じた）が，情動馴化を行う

前と行った後での気分変調は生じないことを示した。

以上の結果から，同じ刺激を呈示した場合，刺激に

対して馴れが生じ，情動の評定や反応が低下すること

が困難なため，ASD 傾向が低い人に比べて課題に対す
性が高い刺激に対して非 ASD 者より，より対応が困難

になるために，ASD 傾向が低い人に比べて ASD 傾向
が高い人は刺激の呈示回数が上がるほど反応が遅くな

ることも予想される。しかし，偏桃体の低賦活から
ニュートラル刺激とネガティブやポジティブを喚起さ
せる刺激による反応の違いが見られず，注意バイアス

（注意の解放の困難さ）は生じないのではないかと考
えられる。
目

的
ASD 者の社会性・コミュニケーションにおける障

が示されている。しかし，原口ら（2009）のように馴

がいを引き起こしている原因のひとつとして考えられ

生じない（馴化の前後で参加者の気分の評定は変化し

向者の特徴を知る基礎的な知見を得ることができるの

れによって反応の低下は認められるが，気分の変調は
なかった）知見があることから，同じ刺激を見ること

ている視覚的注意特性を明らかにすることで，ASD 傾

ではないかと考えられる。また，日常生活において人
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と人がコミュニケーションをとる上で，喚起される情

でやめても参加者が不利益を被ることはないことにつ

ざまな情動を喚起させたときの注意特性について検討

意欄をクリックすることで，参加の同意を得た。

動も重要な要因のひとつとして考えられるため，さま
を行う。

刺激と装置

以上のことから，本研究は情動喚起刺激が注意の解

放に与える影響と馴化が ASD 傾向の高さによって異
なるかについて検討することを目的とする。
仮

いて説明を行った。その後，パソコンのモニタ上で同

説
仮説１：ASD 傾向が高い人は低い人よりも情動を

喚起させにくいことから，注意の解放が困難になりに
くいだろう。

仮説２：ASD 傾向が高い人は般化が苦手なことか

ら，同じ刺激を何度も見ても刺激に対する評定や注意
バイアス得点が変化せず，情動馴化や反応馴化は生じ
ないだろう。

画 像 刺 激 と し て，IAPS（International Affective

Picture System; Lang, Bradley, & Cuthbert, 2008）より

1
選択した画像を60枚使用した 。IAPS に添付されてい

る評定値を基にネガティブ・低覚醒刺激，ネガティ
ブ・高覚醒刺激，ポジティブ・低覚醒刺激，ポジティ
ブ・高覚醒刺激それぞれ10枚を，ニュートラル刺激20

枚を選択した。ニュートラル刺激の20枚のうち10枚は
練習試行に用いられた。本実験で用いた条件ごとの感

情価・覚醒度の評定平均値と標準偏差を Table １に示

す。感情価の評定値は数値が低くなるほどネガティブ
な情動が，数値が高くなるほどポジティブな情動を喚
起させることを示す。覚醒度の評定値は数値が高くな

方

るほど情動の喚起度が強いことを示す。

法

刺激は Windows XP コンピュータ上（VPCL12AFJ,

実験参加者

Sony）で21.5インチのモニタ（PCG-11212N, Sony）に

本実験を行う前に，大学生167名に自閉症スペクト

ラム指数日本語版（AQ 日本語版；若林・東条，2004）
に回答してもらった。そして，質問紙解答の際に実験

参加の同意を得た大学生30名（男性12名，女性18名）
が実験に参加した。平均年齢は19.5歳（SD=1.34歳）で
あった。ASD 傾向は若林・東条（2004）におけるカッ

トオフポイント（33点）を基準とし，33点より低い人
を「ASD 傾向低群23名（男性10名，女性13名）」，高い

人を「ASD 傾向高群７名（男性２名，女性５名）」と
して群に分けた。

実験参加者には，実験で呈示される画像の一部には

不快な画像が含まれていること，嫌になったり気分が
悪くなったりした場合いつでもやめてよいこと，途中

呈 示 し， 実 験 制 御 は Psychopy（Peirce, 2007; Peirce,
2009）で行った。
手続き
実験参加者は顎台を用いて顎と頭を固定し，パソコ

ン画面から57㎝離れたところから刺激を観察しても
らった。実験の流れを Figure １に示す。まず背景が白

色のモニタ画面中央に“＋”の注視点が示された画面

が呈示された。“＋”の大きさは，縦1.1°× 横1.1° で
あった。テンキーの数字ならばどのキーでも良いので

押すと注視点が500ms 間呈示された後，画像刺激が画

面中央に500ms 間呈示された。画像刺激を500ms 間呈
示した時点で，ターゲット刺激としてドット（●）を
画像刺激の左右どちらかに呈示した（空間的手がかり

Table 1．各条件で用いられた画像の感情価・覚醒度の評定平均値（括弧内は標準偏差）
ネガティブ
低覚醒

ポジティブ
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

3.33
（0.60）

4.11
（0.25）

2.80
（0.51）

6.66
（0.29）

6.37
（0.78）

4.08
（0.09）

7.19
（0.53）

6.66
（0.34）

（評定：9件法）

1 使用した IAPS のスライド番号：
1120,1201,1230,1441,1500,1525,1610,1616,1750,1930,1931,1932,2005,2032,2107,2191,2211,2230,2250,2305,2308,2310,2312,2339,2387,2359
,2382,2395,2399,2455,2530,2715,2722,2811,3500,4220,4573,4608,4700,5470,5611,5626,5971,6230,6231,6260,6510,6550,7013,8030,8034,808
0,8180,8185,8190,8470,8490,9001,9046,9220
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課題 ; Fox, Russo, Bowles, & Dutton, 2001，実験５）。
ドットの大きさは，縦2.0°× 横2.0° であった。

１

２

３

４

５

１

２

３

４

５

Figure 2．SAM（Self-Assessment Manikin）（上が感情価
評定，下が覚醒度評定に用いた）

結

果

空間手がかり課題における正答反応試行（ターゲッ

トに対して正しく反応できた試行）を分析対象とし，
誤答は分析データから除外した。また，反応時間が

Figure 1．１試行の流れ

100ms 以下または1000ms 以上のものも外れ値として

実験参加者には，ターゲット刺激が右に出たときに

は，
“J”のキーを，左に出たときには“F”のキーを押

除外した。除外されたデータは，全体の3.16％であっ
た。条件ごとの情動評定および反応時間の平均値と標

して反応をしてもらい，その反応時間を測定した。参

準偏差を Table ２に示す。

に該当するキー押しをしてほしいことを教示した。

ティブ・高覚醒，ポジティブ・低覚醒，ポジティブ・

ゲット刺激は呈示されたままであった。そして反応が

を引いた得点をそれぞれ算出し，注意バイアス得点と

3000ms 間反応がなかった場合にも画像とターゲット

ニュートラル刺激と比べて注意の解放が困難であるこ

課 題 反 応 後， 試 行 ご と に SAM（Self-Assessment

の解放がされやすいことを示す。感情価と覚醒度も刺

加者自身の情動（感情価・覚醒度）評定をそれぞれ

参加者評定の値を引いた得点を刺激および呈示条件ご

これらを１試行とし，練習試行を10試行行った。本

た。感情価の値が正の場合はニュートラル刺激を見て

行行った。１ブロック目を１回目呈示条件，２ブロッ

ことを示し，負の場合はネガティブな情動を喚起させ

件とした。ターゲットが右に出るか左に出るかはどち

刺激を見て喚起させた覚醒度より覚醒度を高く喚起さ

は，それぞれターゲットが右に出る試行が５試行，左

ことを示す。

画像刺激の組み合わせはランダムであった。

難さが異なるかについての分析

加者には，ターゲット刺激が出たらなるべく早く正確

呈示条件ごとに各刺激（ネガティブ・低覚醒，ネガ

ターゲット刺激に対して反応をするまで画像とター

高覚醒）の反応時間からニュートラル刺激の反応時間

得 ら れ た ら 情 動 を 評 価 す る 画 面 に 移 っ た。 ま た，

し て 算 出 し た。 注 意 バ イ ア ス 得 点 は， 正 の 場 合 は

刺激は画面から消え，情動を評価する画面に移った。

とを示し，負の場合はニュートラル刺激と比べて注意

Manikin）
（Figure ２）を用いて，画像を見たときの参

激を見て参加者が評定した値からニュートラル刺激の

行ってもらった。

とにそれぞれ算出し，感情価と覚醒度の値を算出し

試行は１ブロック50試行を３ブロック行い，全150試

喚起させた感情価よりポジティブな情動を喚起させた

ク目を２回目呈示条件，３ブロック目を３回目呈示条

たことを示す。覚醒度の値が正の場合はニュートラル

らの条件も50％の確率であった。情動喚起刺激条件で

せたことを示し，負の場合は覚醒度を低く喚起させた

に出る試行が５試行であり，ターゲットの呈示位置と

分析１：ASD 傾向と情動喚起刺激が注意の解放の困
ASD 傾向の高さと情動喚起刺激が注意バイアス（注

意の解放の困難さ）に与える影響について検討するた
めに，ASD 傾向（２：低・高）
，感情価（２：ネガティ

ブ・ポジティブ）
，覚醒度（２：低覚醒・高覚醒）を独
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立変数，注意バイアス得点を従属変数とした３要因被
験者混合分散分析を行った（Figure ３）。

注

その結果，覚醒度の主効果が有意傾向であった（F

意

（1,28）=3.410, p=.075, ηG2=.012）。高覚醒刺激は低覚醒

2019

ASD傾向高群

20.0

バ 10.0

刺激より注意バイアス得点が高かった。また，ASD 傾

イ

=6.225, p=.019, ηG2=.021）。下位検定を行った結果，

ス

注意バイアス得点が高かった（p＜.05）。さらに，低覚

点 -30.0

向 と 覚 醒 度 の 交 互 作 用 が 有 意 で あ っ た（F（1,28）

ア

ASD 傾向高群は高覚醒刺激のほうが低覚醒刺激より

得

0.0
-10.0
-20.0

醒刺激は ASD 傾向低群のほうが ASD 傾向高群より注
意バイアス得点が高かった（p＜.10）。

ASD傾向低群

30.0

NL

NH

PL

PH

Figure 3．ASD 傾向と刺激ごとの平均注意バイアス得点
（エ
ラーバーは標準誤差）

Table 2．条 件ごとの平均情動評定と平均反応時間（括弧
内は標準偏差）
ASD 傾向高群
ASD 傾向低群
（N=23）
（N=7）
１回目 ２回目 ３回目 １回目 ２回目 ３回目
2.47
2.65
2.22
2.17
2.34
2.42
感情価
（0.27） （0.27） （0.32） （0.40） （0.55） （0.34）
2.36
2.35
2.61
2.42
2.36
2.46
覚醒度
NL
（0.72） （0.64） （0.65） （0.81） （0.92） （0.66）
反応
468.18 463.41 431.42
470.71 437.65 422.2
時間
（68.47）（83.97）（64.81） （134.24）
（103.34）（66.20）
（ms）
1.74
1.73
1.81
1.49
1.58
1.81
感情価
（0.42） （0.49） （0.54） （0.44） （0.36） （0.23）
3.63
3.54
3.64
3.55
3.67
3.56
覚醒度
NH
（0.90） （0.88） （0.93） （0.57） （0.78） （0.80）
反応
495.39 460.08 441.41
458.52 432.66 414.01
時間
（76.43）（65.31）（60.55） （138.37）（118.52）（81.97）
（ms）
3.71
3.59
3.93
3.79
3.79
3.74
感情価
（0.43） （0.47） （0.40） （0.32） （0.59） （0.46）
2.38
2.51
2.97
2.84
2.92
2.42
覚醒度
PL
（0.67） （0.78） （0.81） （0.48） （0.55） （0.68）
反応
468.95 438.06 434.72
443.17 433.73 433.72
時間
（69.56）（65.35）（83.83） （104.94）
（110.47）（94.46）
（ms）
3.59
3.53
3.42
3.28
3.51
3.54
感情価
（0.55） （0.50） （0.46） （0.42） （0.52） （0.42）
2.82
2.81
3.63
3.43
3.49
2.92
覚醒度
PH
（0.79） （0.85） （0.90） （0.72） （0.73） （0.84）
反応
471.05 434.02 421.09 484.48 462.89 442.62
時間
（82.65）（61.84）（59.71） （130.82）（81.12）（97.45）
（ms）
2.55
2.66
2.43
2.41
2.25
2.54
感情価
（0.60） （0.40） （0.54） （0.54） （0.63） （0.32）
2.61
2.57
2.57
2.36
2.79
2.63
覚醒度
Ne
（0.63） （0.73） （0.80） （0.70） （0.54） （0.93）
反応
484.86 461.08 450.05
432.88 433.32 413.47
時間
（68.00）（77.92）（73.95） （126.12）（131.72）（88.52）
（ms）

NL= ネガティブ・低覚醒，NH= ネガティブ・高覚醒，PL= ポジティ
ブ・低覚醒，PH= ポジティブ・高覚醒，Ne ＝ニュートラルを示す。
（感情価と覚醒度の評定 : ５件法）

（NL= ネガティブ・低覚醒，NH= ネガティブ・高覚醒，PL= ポジティ
ブ・低覚醒，PH= ポジティブ・高覚醒を示している。
）

分析２：ASD 傾向の高さが情動喚起刺激に対する情
動評定馴化や注意の解放に関する反応馴化に与える影
響についての分析
ASD 傾向の高さと馴れが情動喚起刺激に対する評

定や注意の解放の困難さが変化するか検討するため

に，ASD 傾向（２：低・高），感情価（２：ネガティ
ブ・ポジティブ）
，覚醒度（２：低覚醒・高覚醒）
，呈

示回数（３：１回目・２回目・３回目）を独立変数，
感情価評定得点，覚醒度評定得点，注意バイアス得点
をそれぞれ従属変数とした４要因被験者混合分散分析
を行った。

条件ごとの感情価評定得点，覚醒度評定得点，注意

バイアス得点の平均および標準誤差を Table ３に示す。
その結果，感情価評定得点，覚醒度評定得点，注意バ

イアス得点において ASD 傾向や呈示回数によって違い

は認められなかった（Figure ４，Figure ５，Figure ６）
。
考

察

ASD 傾向の高さが注意の解放に与える影響

分析１の結果から，ASD 傾向が高い人は低い人に比

べて低覚醒刺激を見たときの注意バイアス得点が低い

ことが示された。さらに，ASD 傾向が高い人の平均注
意バイアス得点は負の値であった。注意バイアス得点
が負であることは，ニュートラル刺激より注意の解放

が容易であることを示している。これらのことから，
ASD 傾向が高い人は低覚醒刺激を見たとき注意の解
放が容易にできることが示唆され，低覚醒刺激に関し
ては仮説１が支持されたと考えられる。このことから

ASD 傾向が高い人は情動喚起対象に対して注意をそ
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Table 3．条件ごとの感情価と覚醒度および注意バイアスの平均
値（括弧内は標準偏差）
ASD 傾向高群
ASD 傾向低群
（N=23）
（N=7）
１回目 ２回目 ３回目 １回目 ２回目 ３回目
－0.21 －0.24
0.09
－0.13 －0.09 －0.01
感情価
（0.68） （0.34） （0.57） （0.55） （0.52） （0.34）
0.04
0.06 －0.43
－0.17 －0.25 －0.22
NL 覚醒度 （0.68） （0.68） （0.73） （0.72） （0.59） （0.58）
注意
4.33
8.73 －16.69
2.34 －18.64
37.83
バイ
アス （48.51）（50.67）（66.49） （73.45）（66.79）（26.46）
－0.62 －0.91 －0.67
－0.73 －0.82 －0.93
感情価
（0.71） （0.51） （0.67） （0.58） （0.37） （0.19）
1.02
0.97
1.21
1.19
0.88
1.02
NH 覚醒度 （0.85） （0.52） （0.77） （0.83） （0.76） （0.88）
注意
0.54
10.53 －1.00 －8.65
25.65 －0.67
バイ
アス （60.16）（44.05）（60.20） （81.27）（85.54）（29.30）
1.15
0.93
1.50
1.38
1.54
1.20
感情価
（0.61） （0.57） （0.53） （0.52） （0.85） （0.44）
0.54
0.48
0.13
－0.12 －0.23 －0.06
PL 覚醒度 （0.92） （0.80） （0.73） （0.47） （0.46） （0.58）
注意
0.41
20.25 －15.91 －23.02 －15.34
10.29
バイ
アス （60.48）（56.10）（67.02） （54.30）（69.18）（29.13）
1.03
0.87
1.00
0.87
1.26
1.00
感情価
（0.71） （0.54） （0.59） （0.59） （0.92） （0.31）
0.21
0.24
1.20
1.07
0.70
0.37
PH 覚醒度 （0.81） （0.88） （0.75） （0.84） （1.13） （1.22）
注意
0.69
7.62
－0.38
1.81 －7.43
38.17
バイ
アス （50.99）（45.25）（57.83） （50.18）（67.49）（16.43）

NL= ネガティブ・低覚醒，NH= ネガティブ・高覚醒，PL= ポジティ
ブ・低覚醒，PH= ポジティブ・高覚醒を示している。

ASD傾向低群

2.0

ASD傾向高群

定 0.0
得
-0.5
点
-1.0
NL NH PL
1回目

PH NL NH PL PH NL NH PL PH
2回目

3回目

Figure 5．条件ごとの平均覚醒度評定得点（エラーバーは
標準誤差）
（NL= ネガティブ・低覚醒，NH= ネガティブ・高覚醒，PL= ポジティ
ブ・低覚醒，PH= ポジティブ・高覚醒を示している。
）

注
意

ASD傾向低群

60.0

ASD傾向高群

40.0

バ 20.0
イ
ア
ス
得

0.0
-20.0
-40.0

点 -60.0

NL NH PL
1回目

PH NL NH PL PH NL NH PL PH
2回目

3回目

Figure 6．条件ごとの平均注意バイアス得点（エラーバー
は標準誤差）
（NL= ネガティブ・低覚醒，NH= ネガティブ・高覚醒，PL= ポジティ
ブ・低覚醒，PH= ポジティブ・高覚醒を示している。
）

ASD傾向高群

感 1.5
情 1.0
価
0.5
評
0.0
定
-0.5
得
-1.0
点
-1.5

ASD傾向低群

2.0
覚 1.5
醒
1.0
度
評 0.5

らすことが容易にでき，次の対象に対して情報処理す

ることができるのではないかということが示唆される。
さらに，高覚醒刺激は低覚醒刺激より正の注意バイ

アス得点が高いことが示された。正の注意バイアス得
NL NH PL
1回目

点は，ニュートラル刺激より注意の解放が困難である

PH NL NH PL PH NL NH PL PH
2回目

ことを示していることから，覚醒度の高い刺激は注意

3回目

の解放が困難になるという Vogt et al.,（2008）と同様

Figure 4．条件ごとの平均感情価評定得点（エラーバーは
標準誤差）
（NL= ネガティブ・低覚醒，NH= ネガティブ・高覚醒，PL= ポジティ
ブ・低覚醒，PH= ポジティブ・高覚醒を示している。）

の結果が得られたと考えられる。

以上の結果から，ASD 傾向が高い人は低い人に比べ

て低覚醒刺激に対して注意の解放を容易に行うことが
できるが，高覚醒刺激は ASD 傾向が低い人と同様，注

意の解放が困難となることが示された。さらにこの結
果は，刺激の感情価とは無関係であった。

ASD 傾向が情動馴化と反応馴化に与える影響

次に ASD 傾向の高さが情動馴化と反応馴化に与え
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る影響について検討を行った。刺激の呈示回数が上が

れない。そしてその可能性は ASD 傾向が高い人にも当

アス得点が低下すれば刺激に対する情動馴化や反応馴

化が苦手なために情動馴化が生じなかった可能性とラ

るほど刺激に対する感情価や覚醒度の評定や注意バイ
化が生じたと考えられる。分析２の結果から呈示回数
が上がっても感情価と覚醒度の評定得点，注意バイア
ス得点は異ならないことが示された。さらに，刺激に

対する情動評定得点においては ASD 傾向の高さに
よっても異ならないことが示された。もし，刺激に対

てはまると考えられる。つまり ASD 傾向が高い人は般
ンダム呈示だったために新奇性が維持されていた可能
性の２つが考えられる。このことから刺激を連続呈示
した場合には情動馴化が生じるかどうかについて今後
検討する必要が考えられる。

また課題に対する反応馴化が生じたかに関しては，

して馴れが生じたならば呈示回数が上がるほど評定得

ASD 傾向の高さにかかわらず呈示回数が上がっても

刺激を見て喚起させた感情価よりポジティブな情動を

化が生じるならば，呈示回数が上がるほど注意バイア

点が変化する。感情価の値が正の場合はニュートラル
喚起させたことを示すため，情動馴化が生じたならば
呈示回数が高くなるほど評定値が低下し，感情価の値
が負の場合はネガティブな情動を喚起させたことを示
すため，ネガティブな情動では評定値が上昇するはず
である。しかし，本研究では呈示回数が高くなるほど
感情価の評定値が低下もしくは上昇するという結果は

得られなかった。このことから，原口ら（2009）と同

注意バイアス得点に変化は認められなかった。反応馴
ス得点が低下すると考えられる。しかし，本研究では

反応の低下は認められなかった。これらの結果から，
呈示回数が上がっても注意バイアス得点に変化が認め
られなかったことから反応馴化は生じないことが示さ

れた。さらにこの結果は情動馴化と同様，ASD 傾向の
高さとは無関係であることが示された。

以上の結果から，ASD 傾向が低い人は刺激を何度見

様，感情価の評定に情動馴化が生じないことが示され

ても注意の解放が困難であり，反応馴化が生じないこ

刺激に対する覚醒度評定においては，高覚醒刺激は

ては情動馴化と同様，新奇性が維持されていたためと

た。

低覚醒刺激より覚醒度を高く評定していた。また感情
価評定得点と同様，どの刺激においても呈示回数が上
がっても覚醒度評定が変化しなかった。もし，刺激に
対して馴れが生じたならば呈示回数が上がるほど覚醒
度の評定得点が低下することが考えられる。しかし本
研究では呈示回数が高くなるほど覚醒度の評定値が低
下するという結果は得られなかったことから，覚醒度
評定においても情動馴化は生じないことが示された。
以上の結果から，呈示回数が上がっても刺激に対す

る評定が変化しないことが示された。このことから情
動馴化が生じなかったことが示唆される。さらにこの

とが示された。なぜ反応馴化が生じなかったかについ
考えられる。一方で ASD 傾向が高い人は，反応馴化が
生じなかったという点では ASD 傾向が低い人と同様

の結果を示しているが，初めて見たとき（１回目呈示）
から注意バイアス得点が０に近いまたは負の値をとっ

ていた。つまり，ASD 傾向が高い人は初めから注意の
解放が困難とならず，呈示回数が上がっても注意の解
放が困難になることは認められなかった。このことか
ら，ASD 傾向が高い人はもともと注意の解放が困難と
なっていないために反応馴化が起こらなかった可能性
が考えられる。

これらのことから，反応馴化についても ASD 傾向の

結果は ASD 傾向の高さとは無関係であることが示さ

高さによって生じなかった原因が異なる可能性が考え

たのは般化が苦手であるという ASD 傾向者の特徴が

たためと考えられる。しかし ASD 傾向が高い人は最初

れた。ASD 傾向が高い人が情動馴化を生じさせなかっ
原因のひとつとして考えられる。般化が苦手であるた
めに呈示回数が上がっても情動馴化が生じなかったの

ではないかと考えられる（仮説２支持）。しかし，ASD
傾向が低い人も情動馴化は生じなかった。なぜ ASD 傾
向が低い人も情動馴化が生じなかったかについては呈
示の仕方が考えられる。同じ刺激を連続で見せたとき
よりランダムで複数回見せたときのほうが刺激の新奇

られる。ASD 傾向が低い人は刺激の新奇性が維持され
から注意の解放が困難ではないためなのかという可能

性と ASD 傾向が低い人と同様，刺激の新奇性が維持さ
れた可能性の２つが考えられるため，刺激を連続呈示
したときの ASD 傾向の高さと反応馴化の関係につい

ても情動馴化と同様，今後検討する必要があると考え
られる。

性が維持されることが示されている（北村，2006）。本
研究では，同じ刺激を連続で呈示していない。そのた
め刺激の新奇性が維持され馴化が生じなかったかもし

－ 37 －

ASD 傾向と情動喚起刺激が注意の解放と馴れに与える影響

原口恵・山田祐樹・箱田裕司（2009）．事前の閾下感

まとめ

情馴化による情動誘発盲の消失（視知覚とその応

本研究では，ASD 傾向が高い人が情動喚起刺激を見

用，一般）
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The effect of ASD tendency and emotion stimulus on disengagement of
attention and habituation.
Naoko Masuda (Institute of Comparative Studies of International Cultures and Societies, Kurume University)
Naoko Sonoda (Department of Psychology, Faculty of Literature, Kurume University)

Abstract
This study examined the effect of ASD tendency and emotion stimulus on disengagement of attention and habituation. In
the experiment, 50 images were selected from IAPS as emotional stimulus. A spatial clue task was used as a task to
measure disengagement of attention. We also presented three blocks with 50 stimuli as one block and examined the effect
of habituation. As a result, people with a high ASD tendency showed that disengagement of attention was easy for low
arousal stimulus. It was also shown that habituation do not occur in rating and disengagement of attention regardless of the
ASD trendcy.
Keywords: emotion, ASD tendency, disengagement of attention
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