継続行為における予測不可能な結果が自己主体感に与える影響の検討
Effects of unpredictable results on sense of agency in continuous action
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概要：本研究では，キーを押すことにより PC スクリーン上のドットをゴールまで導く課題を用いて，継続行為における
結果が自己主体感に与える影響について検討した。特に，課題における過程が統制された条件下で，成功か失敗かの結果
のみをフィードバックとして与えた。この時，継続行為においてドットの制御感覚だけでなく，結果のフィードバックの
理解という高次な認知が遡及的に自己主体感へ影響を与えることを示した。また，この遡及的な自己主体感への影響は，
結果のフィードバックを白ドットの操作性として誤って帰属させる可能性があることを示した。更に，結果のフィードバ
ックが一貫して自己主体感に同様の影響を与えるのでなく，課題の難易度により異なる影響を与える可能性を示唆した。
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1. 序論
自己主体感とは，外界の変化が自身の行為によって生じ
たものであるという主観的感覚である (Haggard, 2005)。
自己主体感の先行研究において，ボタン押し課題のよう
な一つの動作に対して一つの結果がフィードバックとし
て返ってくる単純行為 (simple action)はこれまで多く研究
されてきた。一方でヒトが日常で多く経験するのはスポ
ーツや車の運転といった一つの動作の結果が返ってくる
前に次の動作を行う必要のある継続行為 (continuous
action)である。本研究では Inoue, Takeda, & Kimura (2017)
のドット制御課題を採用し，試行の成功または失敗が任
意の確率で生じるように一部変更した。これにより，結
果のフィードバックと過程が自己主体感に与える影響に
ついて検討した。
2. 方法
PC スクリーン上で直進する白ドットをキーボードの
左，または右キーを押して制御することで，ゴール (任意
のタイミングで白色と青色交互に変わる)まで導くドット
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ると試行の成否が画面上に呈示された。その後，白ドッ
トをどれだけ制御できたように感じたかについて visual
analog scale (VAS; 0-100)を用いて回答した。

3. 結果
白ドットがゴールに到達した際の成功数，失敗数，白
ドットが障害物に衝突して失敗した試行数の平均値につ
いて分散分析を行ったところ，条件の主効果が認められ
た (F(2，42) = 66.87, p <.001, ηp2 = .76)。また，Shaffer 法
による多重比較の結果，ゴールまで到達した成功試行と
失敗試行数には有意差は無かった (p =.40)。これはゴール
まで導いた試行の中で成功数と失敗数には差がなく，ゴ
ール直前に白ドットを制御するのは難しいことを示唆し
ている。
課題成績 (キー操作合計数とゴールまでの到着時間)に
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でのみ有意な主効果は見られなかった (Fs(1, 21) < 0.04, ps
> .71)。これにより課題の成否によって課題成績は影響を
受けないことが保証された。
更に自己主体感に関して上記と同様の 3 要因分散分析
を行ったところ，成否判決条件と遅延条件において有意
な主効果がみられた (Fs(1, 21) > 16.46, ps < .001, ηp2 > .44)
が障害物条件では有意な主効果は見られなかった (F(1,
21) = 0.27, p =.61)。

4．考察
自己主体感は成功判決条件において有意な主効果が見
られ，成功時は失敗時に比べ高くなることが分かった。
これは結果のフィードバック理解という高次認知が制御
感に対して遡及的に影響を与えている可能性を示唆す
る。また，課題成功時障害物の増加に伴い自己主体感は
高くなったが，課題失敗時は逆に障害物増加に伴い自己
主体感は低くなった。本結果は成功要因を内的なものに,
失敗要因を外的要因に依存しやすいという自己奉仕バイ
アス (Miller & Ross, 1975)に一部反し，両者の差異を考察
するうえで今後重要な検討項目となることが予想され
る。また，本現象が引き起こされた理由については, 単純
な結果の評価のフィードバックだけでなく, 自己の過程の
労力に対して結果がどのように規定されるかをどう被験
者自身が解釈するかで自己主体感の形成過程が変化する
可能性が考えられる。

図 2 各条件における自己主体感の平均値
(エラーバーは標準誤差)
また障害物の増加が自己主体感に与える影響を調べる
ため, 各条件で障害物が 4 つのときと 1 つのときの自己主
体感の差を計算した (図 3)。成否判決条件 (成功，失敗)
と遅延条件 (250 ms，750 ms)による 2 要因分散分析を行
ったところ成否判決条件にのみ有意な主効果が見られた
(F(1，21) = 18.41，p < .001，ηp2 = .47)。これは障害物の増
加は成功条件において自己主体感を増加させるが，失敗
条件において自己主体感を減少させることを示す。
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