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Abstract

This study explored how self-enhancement motivation affected judgments about

subjective temporal distance. Previous research has shown that negative

experiences are felt more temporally distant than positive experiences. In this

study, we examined how current relationship status may affect subjective temporal

distance from the day they started dating. As predicted, participants who had

broken up felt the beginning of their relationship to be more distant compared to

participants who maintained their relationship. The results are discussed with role

of self-enhancement motivation on reconstructive memory (i.e., judgments of

subjective temporal distance). 
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問題

“夏の休暇はどこへ消えてしまったのだろう！…二人が一緒に送るはずだった日は，とにか

く二一日間であって，はじめは見通せないほどの日数であった。それが，ふいにあと三日か四

日というとるに足りない日々が残るだけになってしまった”

トーマス・マン『魔の山』

『魔の山』に描かれているように，私たちは，現在から過去のある出来事までの時間経過に

関する主観的な感覚をもっており，その感覚が実際の時間経過を反映していないことがある。
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例えば，1年前に行った友達との旅行を思い出したときに「昨日のことのようだ」と感じたり，

1ヶ月前にやってしまった大失敗を思い出したときに「あれから随分たったなぁ」と感じたり

する。このような現在から過去の出来事までの時間経過に関する主観的な感覚は，時間的距離

感（subjective temporal distance）とよばれ，近年，自伝的記憶の再構成を示す指標として注

目を集めている（e.g., Ross & Wilson, 2002）。

私たちの記憶は，出来事をありのままコピーしたものではなく，現在の，暗黙理論（e.g.,

Conway & Ross, 1984; McFarland, Ross, & Giltrow, 1992）や動機・目標（e.g., Sanitioso, Kunda,

Fong, 1990）などの影響を受けて再構成される（for reviews, 遠藤, 1999; 工藤, 2008; Ross, 1989）。

例えば，Conway & Ross（1984）では，スキルアッププログラムの参加者に，プログラム前と

プログラムが終了した3週間後にそれぞれ当該特性について評価させた。加えて，事後評価の

さいには，事前の評価について正確に思い出すように求めた。その結果，事前と事後の評価の

間に差はみられなかったが，最初の評価に比べて，事後に想起した最初の評価は下がっていた。

この結果は，プログラムへの参加は自己の成長を促すという暗黙理論にもとづき，過去の自己

評価を下げるように記憶を再構成したためであると考えられている。また，Sanitioso et al.

（1990）では，実験参加者に外向的（あるいは内向的）な人ほど社会に出て成功するという研

究結果を示し，その後自分がかつて外向的または内向的に振る舞った出来事を思い出すように

伝えた。その結果，参加者は成功すると伝えられた特性に合致する出来事を多く（Study 1），

即時的に（Study 3）想起していた。このように，過去の記憶は，暗黙理論や動機・目標の影

響を受けて再構成される。

記憶の再構成に関する実証研究は，想起される過去の出来事や事象それ自体の評価に注目し

たものが多いが，近年では現在から過去の出来事までの時間経過に関する主観的感覚もまた同

様の影響を受けると考えられている。例えば，先学期に重要な心理学の必修単位を落とした―

―多くの学生にとって，自尊心が脅威にさらされる――場合には，学生はどのようにその出来

事を感じるのだろうか？Ross & Wilson（2002）は，このことを検討するために，実験参加者

に成績が最も良かった（または最も悪かった）先学期の講義を想起させ，続けて先学期の当該

講義をどのくらい遠くに感じるかを尋ねた。その結果，当該講義からの実際の経過時間を統制

しても，成績が悪かった講義を思い出した条件の方が，良かった講義を思い出した条件よりも，

講義を遠くに感じていた。さらに，この傾向は自尊心の高さにより調整されており，高自尊心

群はその傾向が有意にみられたが，低自尊心群ではみられなかった。Ross & Wilson （2002）

は，この結果は自己高揚的に時間的距離感を調整したためだと主張している。すなわち，ネガ

ティブな出来事は，現在の自己評価の脅威となるため，現在の自己から切り離そうとし，その

結果，出来事は遠くに感じられる。他方で，ポジティブな出来事は，現在の自己評価にポジテ

ィブな影響を及ぼすため，近くに感じられる。このようにRoss & Wilson（2002）は，記憶の

再構成が出来事の評価だけではなく，当該出来事からの時間的距離感においてもみられること
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を示している（cf. 工藤，2008; 尾崎, 2008; Ross & Wilson, 2003; Wilson & Ross, 2003）。

Ross & Wilson（2002）の研究は先駆的だが，重要な未解決の問題もある。すなわち，“動機

の介在を直接支持する証拠”が乏しい（工藤, 2008）ことである4。Ross & Wilson（2002）は，

ポジティブな自己評価を維持するために，ポジティブな出来事よりもネガティブな出来事を遠

くに感じると主張している。しかしながら，ネガティブな出来事は，ポジティブな出来事に比

べて，感情強度が褪せやすく（Walker, Vogl, & Thompson, 1997），そのため，ネガティブな出

来事の方がポジティブな出来事よりも，経験した感情を鮮明に想起出来なかった可能性がある5。

このようにRoss & Wilson（2002）では，ポジティブな出来事とネガティブな出来事の相対的

な時間的距離感を問題としているが，経験した出来事そのものが違うために，様々な代替説明

が生じ得る。そこで，本研究では，ポジティブな出来事とネガティブな出来事に対する時間的

距離感を比較するのではなく，経験時には同じベイレンスだが，想起時にはベイレンスが異な

る出来事に注目することで，時間的距離感に及ぼす自己高揚動機の影響を検討する。

本研究では，夫婦間の結婚満足度といった重要他者との出来事においても動機的な再構成が

みられることから（Karney & Coombs, 2000; cf. Sprecher, 1999），恋人との出来事を想起させ

た。具体的には，直近の恋愛相手と付き合い始めた日というポジティブな出来事とし，その出

来事をどの程度遠くに感じるかを回答させた。恋愛関係の契機となったポジティブな出来事で

あっても，現在の関係によって，当該出来事のベイレンスは異なり，当該出来事までの時間的

距離感が異なることが考えられる。すなわち，関係が破綻している場合は，関係が継続してい

る場合よりも，当該出来事をネガティブに感じるため，当該出来事までの時間的距離を遠くに

感じると思われる。また，このような傾向は，高自尊心者において顕著にみられるだろう。こ

れは，時間的距離感に対する，現在の恋愛関係と自尊心の高さとの交互作用を予測するもので

ある。

方法

調査協力者

都内大学生102名（男性55名，女性46名，不明1名; 平均年齢20.69歳，SD=.94）が調査に参

加した。

手続き

大学の講義内に質問紙を配布する形で調査を実施した。調査は，「恋愛観」あるいは「友達

観」に関する調査であると説明し，「恋愛観」に関する質問紙と「友達観」に関する質問紙を1

部ずつ計2部配布した。そして「これまで誰かと恋愛関係になったことがある人は出来るだけ

『恋愛観』に関する調査に回答」するように求め，「これまで恋愛関係がない，あるいは『恋愛
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観』に関する調査には回答したくないという人は『友達観』に関する調査に回答」するように

求めた。以下では，「恋愛観」に関する調査についてのみ記述し，「友達観」に関する調査につ

いては記述しない。

質問紙の構成

「恋愛観」に関する質問紙は，以下の通りであった。まず調査に回答をしやすくするため，

「一般的な恋愛観」に関する質問10項目（例. 「理想の恋愛と現実の恋愛には差があって当然

だと思う」）に7件法で回答させた。

次に「あなたの恋愛経験」について回答を求めた。まず「あなたの一番最近の恋愛相手」に

ついて，イニシャル，血液型，年齢差などに回答させた。次に，その相手に「告白した」か，

それとも「告白された」のか，加えて相手と現在の関係がどのようになったのかを，「結ばれ

なかった，現在も付き合っている，別れた」の3つの選択肢の中から選ばせた。続けて，その

相手に「告白した（された）時」のことを思い浮かべ，今から振り返ってそれがどの位遠くに

感じるかについて，「出来事がすごく近くに感じる―出来事がすごく遠くに感じる」，「昨日起

こったことのように感じる―かなり昔のことに感じる」の2項目に7件法で回答させた。さら

に，その出来事の印象についての8項目（例．嬉しい―悲しい，具体的―抽象的，はっきりし

た―ぼんやりした，楽観的な―悲観的な），および現在のその相手との関係満足度（非常に不

満―非常に満足）に7件法で回答させた。最後に，実際の経過時間として，思い出した出来事

が何ヶ月前のことだったのか，月単位で回答させた。

結果

本研究では，過去のポジティブな経験を研究対象としたため，恋愛関係が少なくとも一旦は

成立した（現在も付き合っている（継続群），あるいは別れた（破綻群））者を分析対象とした。

その結果，分析対象は63名（男性37名，女性26名; 平均年齢20.67歳，SD=.93）となり，破綻

群は15名，継続群は48名であった。

また想起した出来事からの実際の経過時間は，分布の歪みが大きかったため（歪度=1.59），

自然対数変換をかけて補正した。なお実際の経過時間は，破綻群と継続群で有意な差はみられ

なかった（M=9.33ヵ月 vs M=11.94ヵ月; t（61）=1.10, ns.）。

操作チェック

関係の継続，破綻によって，脅威の程度が異なるかどうかを検討するために，現在の，当該

出来事の嬉しさや現在の関係満足度を従属変数とした t検定を実施した。その結果，継続群

（M=3.80）の方が破綻群（M=2.66）よりも，出来事が嬉しかったと回答していた（M=3.80 vs. t
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（60）=3.40, p<.01）。また現在の関係についても有意に満足していた（M=5.75 vs. M=3.67; t（61）

=5.33, p<.01）。よって，同じ過去のポジティブな出来事でも，破綻群の方が継続群よりも出来

事をネガティブに知覚していたと考えられる。

仮説の検証

時間的距離感の指標となる2項目を合算，平均化した（r（61）=.51, p<.05）。現在の関係により，

時間的距離感が異なり，またその傾向が自尊心の高さにより調整されるかどうかを検討するた

めに，以下の分析を行った。経過時間，センタリングした記憶の具体性（M=4.51, SD=1.49），

自尊心 6（M=3.17, SD=.72），ダミー変数化した現在の関係（破綻=－1，継続=1），および自尊

心と現在の関係の積の項を独立変数とし，時間的距離感を従属変数とする一般線形モデルによ

る分析を行った。その結果，実際の経過時間の効果と現在の関係の効果が有意で（F（1, 45）

=14.56, p<.01; F（1, 45）=10.89, p<.01），実際の経過時間が長いほど出来事を遠くに感じ，また破

綻群は継続群よりも出来事を遠くに感じていた。さらに，自尊心と現在の関係の交互作用が有

意傾向であった（F（1, 45）=2.93, p=.094）。この交互作用を解釈するために，自尊心の平均±

1SDの地点での現在の関係を検討した（Fig. 1）。その結果，高自尊心群（平均＋1SD）は，継

続群の方が破綻群よりも有意に出来事を近くに感じていた（F（1, 45）=15.14, p<.01）。他方で低

自尊心群（平均－1SD）では，継続群と破綻群の間に有意な差はみられなかった（F（1, 45）

=1.33, ns.）。これらの結果は，本研究における仮説に沿ったものであった。
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Fig. 1. Subjective distance as function of self-esteem (SE) and relationship status. Low SE is one
standard deviation below the mean, and High SE is one standard deviation above the mean.
Higher numbers indicate greater subjective distance.



記憶の鮮明さの媒介

本研究の結果が，出来事の鮮明さを媒介していないかどうかを検討するために（cf. Walker

et al., 1997），鮮明さの指標となる「はっきりした－ぼんやりした」を従属変数として，上記と

同様の一般線形モデルによる分析を行ったが，自尊心，現在の関係，およびその積の項のいず

れの効果も有意ではなかった（Fs<1.20, ns.）。この結果は，本研究の知見が記憶の鮮明さを媒

介したものではないことを示唆している（cf. Baron & Kenny, 1986）。

考察

本研究の結果，恋人と付き合うきっかけとなった出来事を思い出したとき，継続群に比べて，

破綻群は，その出来事を遠くに感じていた。またその傾向は，高自尊心群においてみられ，低

自尊心群ではみられなかった。この結果は，本研究の仮説と合致するものであった。

過去のある出来事からの時間的距離感は，自己高揚的に調整されると考えられた（Ross &

Wilson, 2002）。すなわち，現在の自己に脅威をもたらすネガティブな出来事は，そうではない

出来事に比べて，現在の自己から切り離そうとするため，遠くに感じられると予測された。実

際，本研究において，破綻群は継続群に比べて現在の関係に不満をもつことから，恋人との出

来事は現在ネガティブなものになっていると考えられる。そして，そのために，破綻群の方が

継続群よりも，恋人との出来事をより遠くに感じていたのだろう。このことは，その傾向が高

自尊心群においてのみみられることからも裏づけられる。

このような結果は，Ross & Wilson（2002）の知見に沿ったものである。Ross & Wilson

（2002）は，ポジティブな出来事よりもネガティブな出来事を遠くに感じることを記憶の自己

高揚的再構成の証左としていた。しかしながら，想起する出来事それ自体のベイレンスが異な

ることにより，想起する際の感情経験の鮮明さが異なるなどの代替説明が考えられた（cf.

Walker et al., 1997）。本研究は，経験時にはポジティブな出来事を想起させることで，そのよ

うな代替説明を排除しており，また実際に，記憶の鮮明さによる媒介効果はみられなかった。

これらの結果は，時間的距離感の知覚において，経験時の出来事のベイレンスが重要なのでは

なく，現在その出来事をどのように感じるのかが重要であることを示している。この知見は，

Ross & Wilson（2002）の主張と一致するものである。

ただし，本研究にも代替説明が考えられる。第1に，破綻群が継続群よりも出来事を遠くに

感じたのは，出来事をネガティブに感じたためではなく，想起した出来事と現在の状況を対比

させ，変化を知覚したためであるという認知的説明が考えられる。この点については，変化の

知覚の程度を測定していないため，明らかではない。しかしながら，関係が継続している場合

に変化が知覚されないわけではない。実際，Karney & Coombs（2000）は，関係が継続してい

る場合でも，関係の変化が知覚されることを示している。加えて，本研究では，低自尊心群に
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おいては破綻群と継続群の間に有意差はみられなかった。このことは，本研究の結果が，過去

と現在との対比的な認知からのみでは説明できないことを示唆している。

第 2に，本研究の結果は，出来事の帰属の違いから説明できるかも知れない。Haddock

（2004）は，内的に帰属されるポジティブな出来事ほど，近くに感じられることを示唆してい

る。このことから，本研究の知見が，継続群は想起した出来事を内的に，破綻群は外的に帰属

していたために得られた可能性が考えられる。いいかえれば，継続群は「自分が本当に好きで

付き合った」と考える一方で，破綻群は「自分はそこまで好きではなかったが，相手の押しが

強かったから付き合った」と考えたかも知れない。この点については，今後，検討の余地があ

る。ただし，継続群と破綻群で告白して付き合ったのか，告白されて付き合ったのかというこ

とに有意な差はみられていない（χ2<1, ns.）7。

最後に，本研究の限界，および今後の検討課題について述べる。第1に，本研究の知見は，

講義中に実施された調査にもとづくものであり，実験的な操作を加えていないため，プロセス

が必ずしも明確ではない。この点については，今後より詳細な実験的検討が望まれるところで

ある。

第2に，本研究では，破綻群の回答者が継続群の参加者に比べて少なかった。本研究からは，

この違いが，関係が破綻した者が少なかったことによるものなのか，それとも関係は破綻し，

気持ちの整理がつかなかった者が「恋愛観」の質問紙に回答しなかったことによるものなのか，

明らかではない。そのため，本研究の破綻群の結果が，気持ちの整理がついた者の結果である

という可能性を否定できない。この点についても，今後の重要な検討課題といえる。しかしな

がら，本研究の調査協力者の中には，関係が成立しなかった者も多数含まれており，必ずしも

上記の可能性が高いとはいいきれないだろう。

第3に，本研究では，付き合い始めた出来事が現在の関係からどの程度遠くに感じられるの

かを検討した。その結果，破綻群は継続群に比べて，当該出来事が相対的にネガティブであっ

たために，遠くに感じると考えられた。この知見は，一見，Ross & Wilson（2002）の知見と

矛盾しているように感じるかも知れない。すなわち，Ross & Wilson（2002）の継時的自己評

価理論によれば，現在がネガティブなときほど，それを補償するためにポジティブな出来事を

近くに感じるはずである。他方で，本研究の知見は，想起されるポジティブな出来事が，現在

ネガティブなほど，遠くに感じられていた。しかし，この2つの知見は決して矛盾するもので

はない。おそらく，時間的距離感の調節において重要なことは，出来事を近づけることで自己

観をポジティブに維持できるかどうかである。本研究の場合，破綻群は，関係が破綻しており，

その相手とのポジティブな出来事を想起しても，現在の自己をポジティブに感じられず，むし

ろネガティブに感じられるために，出来事を遠くに感じたのだろう。この区別については，ポ

ジティブな出来事を想起する際に，脅威の操作を加えることなどによって，明確になるだろう。

またそのような知見は，Ross & Wilson（2002）の自己高揚的再構成を補強するものとなるた
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め，今後検討する価値は十分にあるだろう。

結語

過去の出来事は，ありのまま想起されるわけではなく，再構成されることはよく知られる。

しかし，そこで注意しなければならないのは，“事実無根の虚偽の記憶を（無から）創造する”

わけではない（工藤, 2008）ことである。すなわち，私たちは，過去の非常にポジティブな―

―ただし，今となっては必ずしもポジティブな意味をもたない――出来事を，非常にネガティ

ブな経験として再構成できるわけではない。しかしながら，そのような出来事を，現在からは

より遠い過去のことにはできるのかもしれない。いいかえれば，過去の非常にネガティブな出

来事を，ポジティブに再構成することはできないものの，遠い過去の出来事とすることはでき

るのかもしれない。このような可能性もまた，時間的距離感に注目した研究を行う意義を示唆

するものである。
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ようとする動機にもとづいて過去が再構成されるというRoss & Wilsonの主張は，継時的

自己評価理論（temporal self-appraisal theory）とよばれる。工藤（2008）の継時的自己評

価理論に対する批判は，自己評価に関する知見において動機の介在を示す証拠がないとい
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うことであるが，著者らは時間的距離感の知見においても同様のことがいえると考えてい

る。

5）Holmes（1970）は，ネガティブな出来事はポジティブな出来事に比べて，感情強度が減

衰しやすい一方で，出来事の再生量に差がみられないことを示している。Ross & Wilson

（2002）の研究では，出来事の思い出しやすさが出来事のベイレンスと自尊心による結果

を媒介していないことが示されているが，感情強度については検討されていない。

6）自尊心項目は，Rosenberg（1965）の自尊心尺度（10項目: 山本・松井・山成, 1982）を用

いて，本調査の約3ヶ月前の学期の始めに講義内で行った調査で測定された。

7）加えて，Haddock（2004）による帰属の説明は，動機的説明と矛盾するものではない。想

起した出来事の帰属自体が想起時の動機の影響を受ける可能性は，排除出来ないためであ

る。
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