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【要約】外国語使用時は感情の喚起が弱くなると言われている．これを客体的自覚の理論にあてはめれ

ば，外国語使用時は客体的自覚を持ちにくいことが原因で感情の喚起が弱まり，それを修復しようとす

る適応行動も表出しにくくなると考えることができる．本研究では，一筆書きパズルと理想自己を意識

させる提示文を用い，外国語使用時にネガティブ感情が弱まる実験を行った．結果，外国語使用時には

客体的自覚が弱くなり，それに伴って適応行動が表出しにくくなることを示した． 

 

【キーワード】外国語使用 ネガティブ感情 客体的自覚 適応行動 

 

1. はじめに 

今日，多くの人が研究やビジネスの場で外国語を使用している．私たちが外国語を使用している時は

母語を使用している時と同じように反省し，自分の振る舞いを改善して， 適応行動をとることができ

るのだろうか？外国語は一般的に母語よりも感情的には中立に学習されている．そのため，外国語のほ

うが母語より恥ずかしいことについて話しやすく，母語で話すと恥ずかしいような言葉を外国語に置き

換えて話すというコードスイッチングの現象が見られる(Bond & Lai, 1986)．また，タブー用語や人を罵

る言葉を使うことに関して，話す言葉が流暢なほど恥ずかしいと感じ，流暢ではないほど（すなわち，

第二言語，第三言語ほど）恥ずかしくないと感じる(Dewaele, 2004)．つまり，意味を完全に理解してい

るときは外国語のほうが母語より感情の喚起が弱いと考えられる．実際に，外国語使用時は恥ずかしさ

や罪悪感などの感情の喚起が弱くなることが実証されている(Caldwell-Harris & Ayçiçeği-Dinn, 2009)． 

一般に，恥ずかしさや罪悪感などのネガティブ感情は，理想自己を意識して，それに叶わない現実の

自己とのギャップを感じることで喚起される(Tangney & Tracy, 2012)．ネガティブ感情の喚起の要因とし

て，自分自身への注目がある．ジェームズは主体としての自分を主我（I），客体としての自己を客我（Me）

と分けた．ゲームなど何かを夢中に行っているときには，ほぼ主我だけが働いている状態で，客体とし

ての自己を反省的に振り返ったり考えたりはしない．反省をするのは，この客我に対して注意が向けら

れているときである (北村・大坪 , 2012)．この客我に注意を向けることを客体的自覚（objective 

self-awareness）と呼ぶ．客体的自覚理論(Duval & Wicklund, 1972)によると，客体的自覚を行うと，本来

の自己のあるべき基準に目が向き，たいていはその基準に到達していない自己を意識し，ネガティブな

感情が引き起こされる．このネガティブ感情は自己の状態を向上させて基準に叶うように変えていく動

機付けとなる．ネガティブ感情が喚起されると，理想自己を下回っている現実自己の状態を向上させ基

準に叶うように変えていくよう対処するのである．これは適応行動と呼ばれる．また，理想自己と現実

自己のギャップが縮められない場合，あるいは，理想自己を意識させる刺激が不必要または永久的なも

のである場合は，理想自己から目をそらし適応行動を取らなくなる(Duval & Wicklund, 1972)．  

客体的自覚の強さによって理想自己を叶えるための行動が異なることを示した実験がある．

Vallacher(1978)は，鏡や自分の声の録音を聞かせることで参加者の客体的自覚の促進を統制しながら，

一筆書きパズルを解かせる実験を行なった．この実験では理想とする基準を意識させるため，用意され

たパズルが通常の能力で十分に解けるという教示（能力帰属群）と，パズルが解けるかどうかは運次第

だという教示（運帰属群）が行なわれた．実際に用意されたパズルで一筆書き可能だったのは 15 問の

うち 3問だけだった（参加者はこれを知らなかった）．実験の結果，鏡などにより客体的自覚を促進さ

れた場合には，能力帰属群の方は解けないはずのパズルを解けたと答える数が有意に多くなった．一方，
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客体的自覚の促進がない場合には能力帰属群も運帰属群も解けないはずのパズルを解けると答えた数

に違いは無かった．この結果は，客体的自覚が促進されていると，課題の解決を能力の有無に帰属して

いる群では，自分にパズルを解く能力があることを示す行動（この場合の適応行動）として，解けない

問題でも解けたと答える傾向が強くなることを示している．つまり，客体的自覚の促進は，理想とする

自己の基準を明確化し，その基準に到達するための何らかの適応行動を引き起こすと考えられる． 

外国語使用時にネガティブ感情喚起が弱いのであれば，客体的自覚理論にのっとると，理想の自分に

叶うための行動は十分に動機づけされなくなると予想される．そして，外国語使用時にネガティブ感情

の喚起が弱くなるのは，外国語使用時に客体的自覚が弱いことが原因のひとつであると予想することが

できる．これらの予想に基づき，本研究では，外国語使用時にネガティブ感情が弱くなるような実験パ

ラダイムを構築し，外国語使用時に適応行動が起こりにくくなるかどうか，客体的自覚が弱くなるかど

うかを検証することを目的とする． 

本論文は以下のように構成されている．まず，2 節で本研究で実施した実験について，その設定，参

加者，マテリアル，手続きの順に説明する．次に，3 節で実験結果について報告する．まず外国語使用

時は母語使用時よりネガティブ感情の喚起が弱まることを確認する．そして，客体的自覚，適応行動に

ついて，外国語使用時と母語使用時，および，理想自己を意識させた場合とさせない場合の違いを示す．

また，各要因間の相関についても記す．4 節では，これらの実験結果について，客体的自覚理論にのっ

とりながら考察する．そして，外国語使用時に客体的自覚が弱まる原因についても議論する．最後に，

5節で本論文の結論を述べる． 

 

2. 実験 

2.1 実験の設定 

先行研究(Vallacher, 1978)を参考にして実験を構築した．客体的自覚を促進する要因として，先行研究

で用いられた鏡や自分の発した声の録音を聞くことに代えて，我々の実験では実験中の言語（参加者と

の会話および実験の説明書の提示）を母語あるいは外国語にした．また，理想自己の基準として，パズ

ルが容易に解けるものであることを認識させる提示文（「今から出題する一筆書きパズルは，通常の集

中力で十分に解くことができます．14歳～15歳の中学生が取り組んだ際の正解率（パズルが一筆書き可

能かどうかを正確に判断できる率）は89.2％です．」）を用意した． 

この実験では，母語使用時よりも外国語使用時のほうが客体的自覚が弱まり，ネガティブ感情の喚起

も弱くなることが予想される．また，それに伴ってネガティブ感情に動機づけられる適応行動も出にく

くなることが予想される．また提示文ありの条件では，提示文なしの条件より外国語使用時と母語使用

時の客体的自覚の強さ，ネガティブ感情の強さ，適応行動にそれぞれ大きな違いが生じるのではないか

と考えられる． 

 

2.2 実験の参加者 

実験には北陸先端科学技術大学院大学の大学院生 43 名が参加した．43 人のうち 3 人はパズルが一筆

書き可能かどうかを判断するアルゴリズムを知っていたので，分析から除外した．実験参加者 40人は，

20 代の大学院生 37 人，30 代の大学院生 3 人であった．実験には日本人学生と中国人学生が参加した．

中国人留学生の母語は中国語で，英語を外国語とした．英語の平均学習年数は 12.75 年で，最長 20 年，

最短 6年であった．日本人学生の母語は日本語で，英語を外国語とした．英語の平均学習年数は 12.3年

で，最長 16年，最短 10年であった．参加者を，外国語・理想自己の提示文あり，外国語・理想自己の

提示文なし，母語・理想自己の提示文あり，外国語理想自己の提示文なしの，4 つの群に分け，言語条

件（母語と外国語）と提示文の条件（提示文ありとなし）の 2×2条件で参加者間計画の実験を行なった

（表 1）． 
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表 1：40名の実験参加者のグループ分け 

4グループ  

（１グループ 10人）  

理想自己の提示文あり  

 

理想自己の提示文なし  

外国語 日本人 5人  

中国人 5人 （女性 2人）  

日本人 5人  

中国人 5人 （女性 2人）  

母語  日本人 5人  

中国人 5人 （女性 3人）  

日本人 5人  

中国人 5人 （女性 2人）  

 

2.3 マテリアル 

図1のような一筆書きパズル20問を用意した．このうち，解ける問題は14問，解けない問題は6問だっ

た．これをA4用紙2枚に10個ずつランダムに配置した．被験者が解いたパズルの並びの順番は全部同じ

で，解けないパズルは2番，3番，11番，13番，16番，18番だった．実験者には解答用紙1枚が配られた．

この解答用紙には1～20の番号がついている空欄があった．参加者には解けるものには○を，解けない

ものには×を，そして分からない場合には△をそれぞれ記入するよう指示した． 

 

 
図1：出題したパズルの例 

 

出題したパズルには難易度の高いものを含めて，制限時間（後述）内に解くことができないものを用意

した（課題の難易度は予備実験を行なって調整した）．参加者にとっては，分からないものに△をつけ

たり無解答（空欄にして解答しない）にすれば，正解率が上がることもない．もし，提示文にある中学

生の正解率を意識して正解率を上げようとするならば，参加者は△や無解答ではなく○や×を多くつけ

るようになるのではないかと考えられる（○や×をつければ1/2の確率で正解できる）．よって，本課題

での参加者の適応行動は，○や×を多く付けるかどうかで判断した．しかし，1/2の確率でしか正解しな

いので，適応行動をとったからといって必ず正解率が大きく上がるわけではない．参加者はパズル課題

の後にアンケートに答えた．アンケートは客体的自覚を測る3項目9問，ネガティブ感情を測る2問から

構成された．客体的自覚の測定には Situational Self-Awareness尺度(Govern & Marsch, 2001)を用いた．こ

の尺度は私的自覚，公的自覚，周囲の自覚の3項目9問から構成され，解答は7段階リッカート尺度を用

いた．今回の実験では，周囲の自覚に関する操作は行われなかったので，周囲の自覚は分析から外した． 

 

 客体的自覚を測る質問紙項目 

 ・私的自覚に関わる質問項目 

  Q1-1．今，私は自分を取り巻く周囲の環境を強く意識しています． 

  Q1-2．今，私は自分の内面の感情を意識しています． 

Q1-3．今，私は自分を表現する仕方について意識しています． 

 ・公的自覚に関わる質問項目 

  Q1-4．今，私は他人にどう見られているか意識しています． 

Q1-5．今，私は周囲で何が起こっているか意識しています． 

Q1-6．今，私は自分の人生について熟考しています． 

 ・周囲の自覚に関わる質問項目 

  Q1-7．今，私は他人が自分をどう考えているか気にしています． 

Q1-8．今，私は自分のこころの奥の考えを意識しています． 

Q1-9．今，私は周囲の環境を取り巻くすべてのものを意識しています． 

 

ネガティブ感情の測定には以下の2つの質問を用いた．解答は5段階リッカート尺度を用いた． 
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 ネガティブ感情を測る質問紙項目 

  Q2-1．この課題ではプレッシャーを感じましたか？ 

  Q2-2．一筆書き可能なパズルを解くことができなかったら恥ずかしいですか？  

 

これに加えて，提示文が提示された条件では，理想自己に関する見方についての質問として以下の2つ

を用いた．解答は5段階のリッカート尺度を用いた． 

 

  Q3-1．中学生の正解率は高いと思いますか？ 

  Q3-2．中学生の正解率を意識していましたか？ 

 

母語で実験を行う参加者に対しては，実験同意書とインストラクションは母語で提示し，外国語で実

験を行う参加者に対しては，実験同意書とインストラクションは外国語で提示した．実験が終了した後

インストラクションについて内容をすべて母語で説明してもらった．アンケートはすべて日本語を使用

した． 

 

2.4手続き 

参加者はまず母語もしくは外国語で書かれた実験の説明書を読んだ．実験の説明書は参加者にとって

の外国語でも理解してもらうため，簡単な言葉を用いて書かれていた．提示文は実験説明書の最後に書

かれていた．実験者は口頭で「説明の意味を理解できましたか？」と聞き，分からないところについて

説明した．被験者に理解してもらうために説明の中で主に確認したのは，解答のルール，制限時間，理

想自己の提示として書かれている「中学生の正解率」である．課題に取り組む前に「解けるものには○

を，解けないものには×を，そして分からない場合には△をそれぞれ記入するということを理解してい

ますか」，「制限時間は10分です」，「全部のインストラクションを理解できましたね」ということを

実験参加者に言うことによって，理解できたかどうか確認した．理解できなかった被験者はいなかった.  

参加者がインストラクションの意味を理解したことを確認した後で，パズルが描かれた用紙と解答用

紙1枚が渡された．準備ができ次第，参加者は課題に取り組んだ．課題中，パズルを指やペンの反対側

の先でなぞることは許されたが，紙に書き込むことは許されなかった．本実験は限られた時間で解ける

かどうかはっきり分からないパズルをいかに分類するかを見るものである．紙に書いてしまうとパズル

が一筆書き可能かどうか確実に判断できる可能性が高くなり，適応行動の変化は観察しにくくなると思

われる．参加者が課題に取り組んでいる間，実験者は部屋の外に出ていた．部屋には残り時間を示す時

計が置かれており，制限時間でアラームが鳴るとともに実験者が部屋の中に入り課題に取り組むことを

やめさせた． 

課題終了後，参加者はアンケートに答えた．その後，外国語条件の参加者には実験説明書の内容をす

べて口頭で母語に訳しもらい，実験者はそれを録音した．実験説明書は簡単な文章で作られたため，意

味を理解できなかった人や訳せなかった人はいなかった．最後に，提示文の提示を受けた人には，中学

生の正解率が事実ではないことを伝えるデブリーフィングが行なわれた．すべての参加者はその内容に

ついて了承した． 

  

3. 結果 

3.1 ネガティブ感情 

ネガティブ感情に関わる2つの質問「一筆書きパズルの課題でプレッシャーを感じましたか」「解け

るはずのパズルが解けなかったら恥ずかしいですか」についての分析を行なった．結果，ネガティブ感

情のいずれの質問でも交互作用があり，単純主効果は提示文ありの条件での母語と外国語の間の有意な

効果，母語の条件での提示文ありとなしの間の有意な効果が確認された（プレッシャー：交互作用 F 

(1,36) = 10.21, p = .0028，提示文ありでの言語 F (1,36) = 15.81, p < .001，母語における提示文 F (1,36) = 

8.36, p = .0062（図2），恥ずかしさ：交互作用 F (1,36) = 6.62, p = .015，提示文ありでの言語 F (1,36) = 6.16, 

p = .017，母語における提示文 F (1,36) = 10.94, p = .0020（図3））．この結果は，外国語使用時は恥ずか

しさの喚起は母語使用時より有意に弱くなることを示している．したがって，外国語使用時はネガティ

ブ感情が弱まるという先行研究(Caldwell-Harris & Ayçiçeği-Dinn, 2009)が再現された． 
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図 2：プレッシャーの強さ．エラーバーは標準誤差 

 

 
図 3：恥ずかしさ．エラーバーは標準誤差 

 

 

3.2 適応行動の変化 

参加者の適応行動として，解答数（○か☓を付けて解答した数），正解率（20問のパズルの内一筆書

き可能かどうかを正確に判断できた率）を分析した．結果，解答数において，言語要因についての主効

果が確認された（解答数：交互作用 F (1,36) = 0.10, n.s.，言語 F (1,36) = 7.86，p = .0078., 提示文 F (1,36) 

= 0.87, n.s.,（図4）．この結果は，外国語使用時は母語使用時より解答数が有意に減ること示している．

正解率において，どの要因においても主効果は確認できなかった（正解率：交互作用 F (1,36) = 0.17, n.s.，

言語F (1,36) = 1.362, n.s., 提示文 F (1,36) = 0.316, n.s.,（図5）．この結果は，外国語使用時も母語使用時

も正解率は変わらないことを示している． 
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図 4：解答数．エラーバーは標準誤差 

 

    
図 5：正解率．エラーバーは標準誤差 

 

 

3.3 客体的自覚 

Situational Self-Awareness尺度(Govern & Marsch, 2001)のアンケート項目から客体的自覚の強さを示す

データが得られた．客体的自覚（ここでは私的自覚と公的自覚の平均を用いた）は言語要因において主

効果が確認された（交互作用 F (1,36) =1.40, n.s.，言語 F (1,36) = 4.37, p = .044，提示文 F (1,36) = 0.22, n.s.

（図6））．この結果は，外国語使用時の客体的自覚は母語使用時より有意に弱くなることを示してい

る． 

 
図 6：客体的自覚．エラーバーは標準誤差 

 

3.4 理想自己に対する意識 

理想自己を提示した群において，「中学生の正解率は高いと思いますか」という質問に対して，外国
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語使用時も母語使用時も中学生の正解率は高いと感じていた（t (18) = 0.418, n.s.(図 7））．一方，「正

解率を意識していましたか？」という質問に対しては，外国語使用時は母語使用時より中学生の正解率

に対する意識は有意に弱かった（t (18) = 3.042, p < 0.01（図 8））． 

 

 

 
図 7：中学生の正解率に対する考え．   

エラーバーは標準誤差 
 

 

      
図 8：中学生の正解率に対する意識． 

エラーバーは標準誤差          
 

 

3.5 各結果の間の相関について 

ここまでの結果は，外国語使用時は母語使用時に比べて客体的自覚が弱く，ネガティブ感情の喚起も

弱いことを示している．また，外国語使用時は母語使用時より，解答数（○か☓を付けた数）が少なく

なることが確認された． 

最後に，客体的自覚，ネガティブ感情，適応行動の3者間の関係を調べるために相関分析を行なった．

客体的自覚とネガティブ感情の間には，参加者全体での有意な相関は表われなかった（客体的自覚・プ

レッシャー：r (38) = 0.22, n.s.，客体的自覚,恥ずかしさ：r (38) = 0.18, n.s.）．しかし，ネガティブ感情の

分散分析で有意な単純主効果があった提示文あり条件では，客体的自覚とプレッシャーに有意な正の相

関が確認された（客体的自覚・プレッシャー：r (18) = 0.47, p = .036）．客体的自覚と恥ずかしさは弱い

相関が確認された（客体的自覚・恥ずかしさ：r (18) = 0.38, p = .096）．これは，提示文によって言語間

でのネガティブ感情の喚起に差が生じている状態であれば，客体的自覚の強さはネガティブ感情の喚起

の強さと相関することを示している． 

客体的自覚は不正解数（解答したパズルの中で，解き間違えた数）との間に有意な相関があった（客

体的自覚・不正解数：r (38) = .400, p = .011）．これは，客体的自覚の高まりが解答数の増加としての適

応行動を促したとき，パズルの難易度の高さによって，それが結果的には不正解数の増加となって現れ
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たと考えることができる．しかし，ネガティブ感情と適応行動（解答数あるいは不正解数）の間には有

意な相関が確認されなかった．これについては次節で議論する． 

 

4. 考察 

4.1 客体的自覚理論から見て 

提示文がある群において，母語使用時はネガティブ感情であるプレッシャーを強く感じるが，外国語

使用時はプレッシャーをあまり感じていない．プレッシャーを感じる原因は中学生より高い正解率を取

る理想の自己に叶わないかもしれない現実の自己を意識したためと考えられる．中学生の正解率を意識

すれば，パズル課題で自分が解いたパズルの数と比較して解けている数が少ないと中学生の正解率に達

することができないので，ネガティブな感情が喚起されると考えられる．そのためプレッシャーを強く

感じるのだろう． 

外国語使用時は母語使用時より解答数は有意に少なかった．外国語使用時は母語使用時より適応行動

が起こりにくいということである．○と☓が正しくつけられていると正解率は上がる．しかし，○か☓

が解答欄に記入されていないと正解率が上がる可能性はない．したがって，本論では解答欄に○か☓を

つけて解答する行動を適応行動とした．母語使用時は○と☓を多くつけていたが，外国語使用時は母語

使用時ほど多くつけなかった．母語使用時は積極的に正解率をあげる行動をしたが，外国語使用時は正

解率をあげる行動は母語使用時より積極的ではなかったということである．外国語使用時には正解率を

あげようとする動機が低くなっていたのではないかと考えられる．しかし，パズルを解けていない状態

で○か☓を付けても 1/2 の確率でしか正解しないので，最終的に正解率を大きく上げることはできなか

ったと考えられる． 

一般に，外国語使用を使用しているときは認知負荷が大きい．外国語使用時は母語使用時より思考力

が低い(高野, 2013)ので，その思考力低下が，母語使用時に解答数が多く外国語使用時に解答数が少ない

原因だと考えるかもしれない．外国語使用時は外国語使用に思考を使い，一筆書きパズルを解くことに

使える思考リソースが少なくなり，パズルを解くスピードが落ち，解答数が少なくなるというロジック

である．そこで，不正解数（解いたパズルの中で正しく置けていない数）に注目してみると母語使用時

のほうが外国語使用時より有意に多かった．もし，外国語使用時に認知負荷が働いていれば，外国語使

用時のほうが母語使用時より不正解数が少ないことはないだろう．母語使用時は外国語使用時より適応

行動が起こりやすいため，一筆書きパズルが解けるか解けないかはっきりと分からないという状況にあ

るとき，より高い正解率を得るという理想自己に近づくための適応行動として，○か☓をつけた．この

とき，参加者はパズルをしっかりと解いて判断したのではなく，分からない状況で○か☓かを付けたの

で，解答数は増えるが不正解数も同時に増えたと考えられる．以上の 2点から，外国語使用時と母語使

用時の適応行動の違いを生起したのは，それぞれの言葉によって喚起される感情の違いにあると言える． 

外国語使用時の客体的自覚は母語使用時より低いという結果が得られた．外国語使用時は客体的自覚

が有意に弱いということである．さらに客体的自覚に含まれる私的自覚と公的自覚を個別に検定をした．

外国語使用時に私的自覚が低くなる傾向があり，公的自覚は有意に低かった．私的自覚は他者からは見

えないその人の内的な思考や感情，自分自身の価値観である．本課題では，自分はどれくらいのパズル

を正しく判断すればいいのかということ意識することに当たると考えられる．公的自覚はひと目を気に

するなど自分の振る舞いが適切であるかどうかを気にかける状態である．本課題では，解答したパズル

が正しくないということを実験者に見られたら恥ずかしいことや，解答用紙に空欄があることを実験者

に見られることを気にする状態であると考えられる．空欄は，時間内に課題を完成できていないと判断

され，大学院生であるにもかかわらずパズルを解く能力は中学生以下であるだろうと実験者に思われる．

これらのことに対する意識は外国語使用の方が弱くなるということである． 

客体的自覚により理想自己を意識するようになる．客体的自覚が弱くなるということは理想自己と現

実自己を照らし合わせ，反省する能力が下がるということである．本実験の提示文が示された群におい

て，理想自己は「中学生の正解率を超えること」である．外国語使用時に客体的自覚が弱まれば，理想

自己をうまく認識できず，現実自己を理想自己に照らす自省の能力が下がるということである．つまり，

客体的自覚が通常に行われると中学生より高い正解率を連想させる「中学生の正解率」を意識するはず

である．外国語使用時も母語使用時も中学生の正解率は同じくらいに高いと思っているにも関わらず，

外国語使用時は中学生の正解率に対してあまり意識してなかったようである．つまり，外国語使用時は

母語使用時と同じように理想自己としての基準を把握しながらも，母語使用時ほどにはそこに意識が向
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いていない可能性が示唆される．この客体的自覚の強さは，提示文がある条件で，ネガティブ感情の喚

起の強さと有意に相関していた．これはまた，外国語使用時にはプレッシャーや恥ずかしさをあまり感

じていなかったことと整合的である．なぜなら，前述と同様に外国語使用条件の参加者が母語使用条件

の参加者ほどにはプレッシャーや恥ずかしさを強く感じなかったのは，中学生より高い正解率を取ると

いう理想の自己に叶わない現実の自己を意識しなかったためではないかと考えられるからである．理想

自己と現実自己のギャップを強く意識するとより強いネガティブ感情が喚起されるだろう． 

 

4.2 相関 

客体的自覚理論に基づくと，客体的自覚が強まることで理想自己と現実自己のギャップを認識してネ

ガティブ感情が喚起されるはずである．提示文がないときは客体的自覚とプレッシャーの間には相関が

なかった．提示文があるときは客体的自覚とプレッシャーとの相関は有意であり，恥ずかしさとは相関

している傾向にあった．外国語使用時は客体的自覚が弱くなることで，喚起されるネガティブ感情も弱

くなると考えられる．客体的自覚の相関の中でも特に大きく相関していたのが，公的自覚である．公的

自覚は他人が自分をどういうふうに見ているのかを気にしているものである．この公的自覚がネガティ

ブ感情であるプレッシャーと相関しているということは，中学生より高い正解率を取ることができない

ということを実験者に見られたら嫌だということを気にして，プレッシャーを感じたと考えられる． 

以上のことから，外国語使用か母語使用かにより生じた客体的自覚とネガティブ感情の喚起の強弱は，

適応行動として現れると考えられる．ここでの適応行動とは解答数（○か☓を付けた数）のことである．

しかし，ネガティブ感情と適応行動の間には，提示文ありの条件においても有意な相関は確認されなか

った．この原因を詳しく分析してみると，外国語使用時の参加者の中に，プレッシャーをほとんど感じ

ていないのにも関わらず，解答数が多くかつ正解率の高い参加者が 4 人いた．この 4 人は解答数 18 以

上，不正解数 3 以下の両方の条件を満たした参加者である．4 人の解答数と不正解数の平均はそれぞれ

2.75 と 19.25 だった．不正解数はかなり低く解答数は高い．この 4 人を除いて相関分析を行なうと，ネ

ガティブ感情であるプレッシャーと解答数の間に有意な相関が現れた（r (14) = 0.535, p = .033）．した

がって，客体的自覚理論の予想する結果の通りになる．一方これは，我々の実験でパズルを解く能力を

事前にうまくスクリーニングできていなかった可能性を意味する．4 人は不正解数はかなり低く解答数

は高い人たちで，アルゴリズムを知っている参加者の行動にかなり近い行動をとっていた．もし，パズ

ルを解くことに難しさを感じる人たちで条件を揃えることができれば，ネガティブ感情と適応行動の相

関関係が観測できると予想される． 

 

4.3 客体的自覚が弱まる原因と言語の役割 

本研究では，外国語使用時に感情の喚起が弱くなり，その原因は客体的自覚が弱まることであると議

論してきた．客体的自覚は自分が自分自身について考えることである．外国語使用時に客体的自覚が弱

まる原因としては，自分自身について考える能力が低下したと考えることができる．外国語副作用が原

因で，自分自身を考える認知的プロセスが充分に働かないということである(高野, 2013)．例えば，ある

文を外国語で提示されたとき，その文の字義通りの意味は理解できるが，その提示が自分自身にとって

どんな意義を持つかという深いレベルの意味を考える思考能力が，外国語使用の副作用により低下する

かもしれない． 

本研究では，言語は意味を伝えるだけではなく，人の感情の喚起や行動と関係しており，気づかない

うちに私たちの行動に影響をしていることの一端を明らかにした．人は，客体的自覚を持つことによっ

て自分の行動が適切かどうか反省を行う．この自覚を人が持つことで，社会的生活の中で不適切な行為

があるとネガティブな感情が喚起される．したがって，客体的自覚を持つことは道徳的・協調的行動を

促し，社会を円滑にすることに貢献していると考えられる．本研究に限らず，一般的に外国語使用は適

応的ではないと考えられる．人間は本来一つしか言語を持っておらず，そのような環境において進化し

てきたため，これはやむを得ない面がある．一方，ごく近代になってグローバル化とともに第二言語を

使う人が増えてきている．いくつもの言語を習得し使用することが，意思疎通だけではなく，感情や行

動，社会性へ与える影響を認識し，うまく対応していくべきである． 

 

5. 結論 

本研究では，客体的自覚を促進・低下させる要因として言語要因（母語と外国語）に代えた実験を行
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なった．その結果，外国語使用時にネガティブ感情が弱くなるという先行研究の結果が確認でき，外国

語使用時は母語使用時に比べて客体的自覚が弱くなり，適応行動が起こりにくくなったことを示した．

これは，客体的自覚理論が外国語使用でも成り立ち，使用言語が客体的自覚に影響することを明らかに

したものである．外国語使用時に客体的自覚が弱まる原因については今後明らかにしていきたい． 

言語使用は意味の理解や文化の理解にとどまらず，無意識のうちに私たちの感情喚起，行動，思考と

いった暗黙的な部分にも影響を与えている．本研究の結果より，普段外国語を使用して生活をしている

人は，より理想自己に近づくために理想自己の基準を強く意識することを心がける必要があることが分

かる．当事者本人がそれを心がける必要があるだけでなく，教育の場などで外国語使用者と関わる他者

も気をつけるべきである，たとえば，教師が留学生に正しい行動や考え方を知らせたり，会社で上司が

外国人の部下に指示を出したりする場合では，外国語使用者に理想自己を強く意識してもらうようなコ

ミュニケーションを工夫する必要があると考えられる．このような外国語使用によって起こる現象をよ

り幅広くかつ詳細に明らかにし，場合によってはそのための対策を採ることが，グローバル化した現代

社会で有効だろう． 
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