
― 47 ―

Bulletin of the Graduate School of Education and Human Development,
Nagoya University （Psychology and Human Development Sciences）
2014 ,  Vol. 61 ,  47 －56 .

1 ） 名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士課程（後
期課程）（指導教員：五十嵐祐准教授）

2 ） 名古屋大学大学院教育発達科学研究科

問題

現代社会において，肥満は深刻な問題となっている。
肥満とは，「過栄養や運動不足などにより，脂肪組織に
脂肪が過剰に蓄積した状態」と定義され，日本において
は，BMI（Body Mass Index）25以上が肥満の基準とさ
れている（松澤ら , 2000）。一方，世界保健機関（WHO）
では，BMI25以上を過体重（overweight），30以上を肥
満（obese）としている。

Ng et al.（2014）によれば，1980-2013 年において，
世界の過体重および肥満者の割合は男性で 28.0% から
36.9%に，女性で29.8%から38.0%に増加しており，過去
33年間において肥満率の減少に成功した国は1か国もな
かった。肥満はもはや先進国のみならず，世界中に蔓延
した健康問題であるといえる。また，Yach, Stuckler, & 

Brownell（2006）によれば，過去 10 年間のうちに，発
展途上国における肥満を原因とした糖尿病の罹患率は上
昇しており，今後も罹患者は増え続けると予測されてい
る。さらに，肥満は個人に対して健康の問題を提起する
のみならず，社会に対しては差別や偏見の問題を提起す
る（李・古郡 , 2012）。

こうした肥満の問題に対処するため，ダイエットや
心理学的治療，薬物の使用や手術に至るまで，さまざ
まな肥満解消のための治療が行われている（Wadden, 

Wilson, Stunkard, & Berkowitz, 2011）。しかし，肥満者
の行動に対して集中的な介入を行っても，肥満者が望ん
だほどの体重減少はなく，また肥満の再発率も高いとさ
れている（Gearhardt, Bragg, Pearl, Schvey, Roberto, & 

Brownell, 2012）。カロリーの高い食品が身近に存在し，
また生活のために多くの運動を必要とされない現代社会
においては，肥満の治療は困難である。

したがって，肥満に対処するためには，肥満になる前

の予防が重要となる。しかし，上述したように現代社会
は非常に肥満となりやすい環境であるため，予防に関
しても，個人の力で行うには限界がある。Gearhardt et 

al.（2012）は，肥満の予防を行うには，法律や制度といっ
た，社会的な状況そのものを変化させる必要があるとし
ている。Johnson & Goldstein（2003）は，臓器提供者
の割合に関して，個人がもともと提供者ではないが，運
転免許を取る時に提供者になれる国と，個人がもともと
提供者であるが，提供をやめることができる国を比較し
た。その結果，もともと提供者でない国が15%に対して，
もともと提供者である国は98%が提供者となっていた。

このように，肥満の予防を目指して，関連する法律や
制度を変化させるためには，肥満を地域や国家全体で解
決することへの社会的な合意が不可欠である。しかし，
肥満者に対するネガティブな印象は，こうした合意の形
成を妨げていると考えられる。肥満者に対して一般的に
抱かれる印象は，肥満者が怠惰で，役立たずで，意志の
力が欠如しているというものである（Puhl & Brownell 

2001）。こうした態度はさまざまな状況において，肥満
者に対する差別的行動をもたらす。アメリカでは，2013

年の時点で BMI が 30 を超える肥満者の割合が男性で
31.7%，女性で33.9%にも上り（Ng et al., 2014），特にこ
の問題が顕著である。Andreyeva, Puhl, & Brownell（2008）
によれば，アメリカにおいて体重による差別を受けた経
験をもつ人の割合は10年間で66%増加し，人種差別を
受けた人の割合にも匹敵する。

肥満者が差別を受ける社会的状況は，雇用，教育，ヘ
ルスケアなど多岐にわたる（Puhl & Heuer, 2009）。Puhl 

& Heuer（2009）によれば，雇用場面において肥満差
別を経験する肥満者の推定は25-31%におよび，肥満者
の最高 54% が軽蔑的なユーモアの対象になるか，同僚
や雇い主から差別的な扱いを受けたと報告する。また，
Puhl, Luedicke, & Heuer（2011）の調査では，高校生は
学校におけるいじめの主要な根拠として肥満を挙げてい
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た。さらに，Puhl & Heuer（2009）は医師や看護師，医
学生，フィットネスのプロや栄養士は肥満者に対してだ
らしない，価値が低いといったネガティブな態度を持っ
ており，肥満者に対する偏見はヘルスケアの状況におい
て一般的であることを示した。以上のような差別的行動
は個人の苦痛になるのみならず，肥満者に対する個人
的・社会的不公正をもたらす。さらに，肥満が個人の責
任の問題であるという偏った信念は肥満の治療や予防の
ための社会的な協力を得ることの妨げとなり，公衆衛生
に関する危機をもたらす（Barry, Brescoll, Brownell, & 

Schlesinger, 2009）。
Ng et al.（2014）によれば，2013 年の日本における

BMI30 以上の肥満者の割合は男性 4.5%，女性 3.3% と，
先進国の中では最も低い。しかし，その割合は30年前

（男性3.4%，女性2.4%）に比べ着実に増加している。今
後，アメリカ型の生活習慣のさらなる浸透に伴い，日本
においても肥満がもたらす差別や偏見が顕在化する可能
性は十分に考えられる。日本における肥満者に対する印
象について検討しておくことは，今後起こりうる肥満者
に対する差別を予防するという観点から重要である。ま
た，こうしたネガティブな印象を抑制することに成功す
れば，肥満問題を解決するための社会的合意を形成する
ことができる可能性がある。

佐名・五十嵐（2013）は，自由記述形式の質問紙により，
日本における肥満者に対する印象を検討し，肥満者に対
する印象の中心がポジティブなものでは「人間的あたた
かさ」，ネガティブなものでは「自己コントロール能力
の欠如」にあることを示した。また，BMIによって規定
された体型情報が変化するシルエット図を用い，体型情
報と印象の変化の関連性を検討した。その結果，BMIが
大きくなるほどあたたかさは高く評価されるようになる
が，自己コントロール能力は低く評価されることが明ら
かになった。

この研究において重要な点は 2 点ある。第一に，日
本においてもアメリカと同様，自己コントロールの側
面において肥満者に対するネガティブな印象が存在す
る可能性を示したことである。第二に，シルエットで
示される体型情報と印象との関連性を示したことであ
る。従来，肥満者をはじめとした特定の社会的カテゴ
リーに対する態度を測定するためには，自己報告尺度
が用いられてきた。肥満者に対するネガティブな態度
を測定する自己報告尺度としては，Crandall（1994）
の Anti-Fat Attitude Questionnaire が一般的である。ま
た，Greenwald McGhee, & Schwartz（1998）によって
Implicit Association Test（IAT）が開発されてからは，
IATをはじめとした潜在尺度が多く使われるようになっ

た。しかし，これらはいずれも個人の中にどのような知
識構造が保持されているかどうかといった，トップダウ
ン処理による認知を測定するものである。しかし現実場
面では，実際に特定の社会的カテゴリーに属する人を見
た上で，その人に対する印象を形成する，ボトムアップ
処理が行われることも決して少なくない。体型情報と印
象の関係を明らかにすることで，現実場面における処理
過程に即した形で肥満者に対する印象を検討できる可能
性がある。

そこで本研究では，佐名・五十嵐（2013）の研究を推
し進める形で，さらに厳密に体型情報と対人印象の関連
について検討することを目的とする。そのために，心理
物理学的測定法の1つである恒常法を用いる。恒常法を
用いることで，体型情報の変化が印象の変化にもたらす
影響の強さや，どの程度の体型において決定的な印象の
変化がもたらされるかという閾値を求めることが可能で
ある。この恒常法を用い，研究1では体型情報と知覚さ
れる肥満度との関連を，研究2では体型情報と自己コン
トロール能力に関する印象との関連を検討する。

研究1

目的
研究1では，心理物理学的手法を用い，佐名・五十嵐

（2013）よりもさらに厳密に体型と肥満度の評定との関
連について検討することを目的とする。本研究では，最
も正確で適用範囲の広い心理物理学的測定法の一つとし
て知られている恒常法を用いる（Gescheider, 1997 宮岡
監訳 2002, pp.37-38）。恒常法では，実験を通じて同一の
刺激セット（本研究では，体型情報に関するシルエット）
を繰り返し用いる。刺激セットの範囲は，もっとも弱い

（BMIが小さい）刺激はほとんど知覚されず（ほとんど
太っていると認知されない状態），もっとも強い（BMI

が大きい）刺激シルエットはほとんど常に知覚される（ほ
とんど太っていると認知される状態）ように設定する。
各刺激はランダムな順序で繰り返し呈示される。実験の
間，刺激の各強度レベルにおける特定の反応数を数え，
各刺激に対する反応の割合を計算すると，心理測定関数
と呼ばれるグラフを描くことができる。そして，データ
に合う形の曲線（S字曲線となることが多い）をあては
めることで，オッズ比（刺激が1単位変化するごとに，
反応の割合が何倍になるか）や閾値（反応の確率が0.5

となる刺激の強さ）を示すことができる。
研究1では，刺激セットとして佐名・五十嵐（2013）

で用いた横向きの女性のシルエット図を呈示する。これ
はMax Planck InstitutesがWeb上で提供している，入力
したBMIに応じた3Dモデルを作成するサービスである



― 49 ―

原　　　　　　　　　著

BMI Visualizer（http://www.bmivisualizer.com/）のモデ
ルを加工して作成したものである。そのため，BMIを基
準として体型が変化し，またシルエットであるために体
型以外の情報が含まれる可能性が少ない。佐名・五十嵐

（2013）の研究では，BMIを10, 15, 20, 25, 30, 35, 40の5

刻みで設定しているが，より厳密な測定を行うため，本
研究ではシルエットのBMIの間隔を1刻みに設定する。
本研究におけるシルエットの身長は160cmに固定して
いるため，BMIが1変化すると体重が約3kg変化するこ
ととなる。研究1で用いるシルエットは，BMI15-30まで
の1刻みのシルエット16個＋BMI40までの2刻みのシル
エット5個の計21個とする。

方法
参加者・実験時期　大学生21名（男性8名，女性13名，

平均年齢23歳，SD = 6.16）が，2013年10月に行われた
実験に参加した。

手続き　実験室において，個別で実験を行った。実験
は判断課題と質問紙の2セクションで構成され，参加者
は質問紙に回答した後に判断課題を行った。

質問紙　質問紙においては，参加者の年齢，性別，身
長，体重，自己の体型のイメージについて質問した。自
己の体型イメージに関する質問では，参加者はBMI15, 

20, 25, 30, 35, 40の6つのシルエット図から，現在の自身
の体型に最も近いものを選択して回答した。質問紙は男
性・女性の両方が自らの体型イメージについて回答でき
るようにするため，男性用，女性用の2パターンを作成
し，参加者の性別に対応したものを配布した。

判断課題　判断課題はPC上で，Millisecond Software

社の Inquisit（ver. 4.0）を用いて行った。判断課題では，
BMI15-40（BMI15-30 までは 1 刻み，30-40 は 2 刻み）の
横向きの女性のシルエット図（全21個）を使用した。

参加者は，画面上に呈示されるシルエット図に対し，
太っているか太っていないかの判断を各5回ずつ行った。
シルエット図の呈示順はランダムであった。「太ってい
る」にはFキー，「太っていない」には Jキーがそれぞ

れ割り当てられ，キー押しによって判断を行った。判断
課題は，練習試行と本試行の2ブロックで構成されてい
た。練習試行ブロックが10判断，本試行ブロックが105

判断の計115判断であった。

結果
回答に不備のあった女性1名を除き，男性8名，女性

12名の計20名を分析対象とした。呈示したシルエット
のBMI・参加者自身のBMI・参加者の体型の自己イメー
ジ（BMIを使用）・参加者の性別（男or女）のうち，い
ずれの要因が肥満度に対する主観的判断に影響を及ぼし
ているか検討するために，判断課題における「太って
いる」か「太っていない」かの判断を反応変数（0 or 1）
とし，呈示したシルエットのBMI・参加者自身のBMI・
参加者の体型の自己イメージ（BMIを使用）・参加者の
性別（男or女）を1つずつ説明変数として単変量のロジ
スティック回帰分析を行った。結果をTable 1に示す。

単変量のロジスティック回帰分析の結果，呈示したシ
ルエットのBMIと参加者自身の体型イメージが太って
いるか否かの判断に有意な影響を与えており，参加者自
身の性別の影響も有意傾向にあった。また，呈示したシ
ルエットのBMIのカットオフ値（「太っている」と判断
される確率が0.5になるときのシルエットのBMIの値）
は29.06であった。すなわち，BMI ≧ 29.06では0.5以上
の確率で肥満者と判断されるようになることを示す。

次に，呈示したシルエットのBMIを説明変数として
固定したうえで，肥満度に対する主観的判断をもっとも
よく説明したモデルを検討するために，（1）呈示したシ
ルエットのBMIと参加者自身の体型イメージ，（2）呈
示したシルエットのBMIと参加者の性別，（3）呈示し
たシルエットのBMIと参加者自身の体型イメージと参
加者の性別，といった3つの説明変数の組み合わせで多
変量ロジスティック回帰を行った。その結果，呈示し
たシルエットのBMI，参加者自身の体型イメージ，参
加者の性別のすべてを説明変数としたモデルのAIC得点
がもっとも低く，また全てのパラメタが有意となった

Table 1　肥満度に対する主観的判断における単変量ロジスティック回帰分析の結果
説明変数 (Intercept) βの推定値 SE オッズ比 AIC

呈示したシルエットのBMI ⊖10.429 *** 0.353 *** 0.015 1.423 1383.024

参加者自身のBMI ⊖0.745 *** 0.000 0.010 1.000 2650.240

参加者自身の体型イメージ ⊖0.293 ⊖0.017 * 0.008 0.983 2645.362

参加者の性別 ⊖0.836 *** 0.168 † 0.096 1.183 2647.164

***p<.001，**p<.01，*p<.05， †p<.10
注）AICは，それぞれの説明変数を単独で投入した場合のものである。
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（Table 2）。このモデルでは，参加者自身の体型イメー
ジが太っているほど，呈示したシルエットのBMIが同
じである場合，「太っている」と判断する確率が低いこ
とが示された。また，呈示したシルエットのBMIが同
じである場合，男性より女性の方がより高い確率で「太っ
ている」という判断を行うことが示された。

考察
本研究の結果から，BMIによって規定される体型情報

は，肥満度についての判断に影響を及ぼすことが示され
た。BMIのオッズ比は約1.4であり，BMIが1（身長はい
ずれのシルエットとも160cmに固定してあるため，体
重に直すと約3kg）変化するごとに「太っている」とさ
れる確率が約1.4倍となることを示す。

また，BMI のカットオフ値はおおよそ 29 であった。
それ以上のBMIをもつ個人はチャンスレベルより高い
確率で「太っている」と判断されるようになることが示
された。これは欧米の定める肥満（obese），日本にお
ける2度以上の肥満の基準とほぼ等しい。他者が肥満者
か否かを決定する基準において，日本人はむしろ欧米の
基準に従っていると考えられ，人が肥満かどうかを判断
する基準は汎文化的なものであるという可能性が示唆さ
れた。

また，多変量ロジスティック回帰分析の結果から，男
性よりも女性の方が肥満か否かに関する判断をシビアに
行うことも示された。この理由として，女性の持つやせ
願望の強さが考えられる。女性の約7割はやせる必要が
ないにもかかわらずやせ願望を持っているとされ（荻布・
蓮井・細田・山本 , 2006），こうした強いやせ願望が肥
満に対する敏感さとなって表れた可能性は十分にある。
さらに，本実験においては男性も女性も女性のシルエッ
トに対して判断を行った。判断の対象が同性であるか異
性であるかという点が判断に影響を及ぼした可能性も考
えられる。今後は判断対象と判断者の性別をさまざまに
変え，肥満についての判断の性差についてはさらなる検
討を行う必要がある。

さらに，同じく多変量ロジスティック回帰分析の結果

から，参加者自身の体型イメージが太っているか否かの
判断に有意な負の影響を与えることも示された。オッズ
比は約0.96と影響力はきわめて小さいが，自らを太って
いると認知している人ほど他者の肥満にも寛大である可
能性が示唆された。

以上のように，研究1では，体型情報と肥満度に関す
る印象の関連を検討し，BMIによって規定される体型情
報と肥満度に関する判断との間に関連があることが示さ
れた。研究2では，肥満者に対して保持されていると考
えられるネガティブな印象である「自己コントロールの
欠如」について，研究1と同様の手法を用いて検討する。
また，本研究で用いている手法は，従来の肥満者に対す
る態度研究の文脈においては新奇なものである。した
がって，潜在尺度を用いて測定した潜在的な肥満者ステ
レオタイプと心理物理学的測定手法で測定した印象を比
較し，従来の肥満研究との整合性についても併せて検討
を行う。

研究2

目的
研究1の結果から，体型情報と肥満度の評価の関連性，

すなわちBMIの増加と肥満者と判断されるリスクの増
加の関連性を示すことができた。しかし，肥満者に対す
るネガティブな印象の存在を裏付けるためには，特性に
関する評価が肥満度の評価と同様，体型情報に付随する
ものであることを示す必要がある。そこで研究2では，
研究1と同様の手法を用い，佐名・五十嵐（2013）で確
認された肥満者に対するネガティブな印象である「自己
コントロールの欠如」について検討を行うことを第一の
目的とする。具体的には，研究1と同様のレンジと間隔
を持つシルエットを呈示し，太っているか，太っていな
いかではなくきちんとした人だと思うか，だらしない人
だと思うかについて二値の判断を求める。

また，本研究で用いている手法は，肥満者に対する印
象の測定法としてはきわめて新奇なものであると考えら
れるため，近年，肥満者に対するステレオタイプの測定
手法として広く利用されている潜在尺度との整合性につ

Table 2　採用した多変量ロジスティック回帰分析モデル

 β の推定値 SE オッズ比

(Intercept) ⊖9.766 *** 0.513 ⊖

呈示したシルエットのBMI 0.358 *** 0.016 1.431

参加者自身の体型イメージ ⊖0.041 *** 0.011 0.960

参加者の性別 0.429 ** 0.144 1.535

***p<.001，**p<.01，*p<.05， †p<.10



― 51 ―

原　　　　　　　　　著

いて検討し，肥満研究の中における本研究の位置づけを
明確にすることを第二の目的とする。

潜在尺度としてもっとも一般的に用いられているの
は， 上 述 の と お り Greenwald et al（1998） の Implicit 

Association Test（IAT）であろう。IATを用いた研究は
非常に多く，また行動指標との関連についても検討がな
されており，信頼性の高い尺度であるといえる。しか
し，IATにはあくまでカテゴリー間の相対的な評価（例
えば，肥満者が「肥満でない人」や「やせた人」に比べ
てだらしないと認知されているかどうか）しか扱えない
という欠点が存在する。そのため，本研究では潜在尺度
としてNosek & Banaji（2001）のGo-No go Association 

Task（GNAT）を用いる。GNATとは，PCを用い，一定
の制限時間のなかで，ディスプレイに表示される刺激が
あらかじめ知らされたターゲット刺激であるか否かを判
断し，Spaceキーを押すか押さないか（ターゲット刺激
であれば押す，そうでなければ押さない）という反応を
行う課題である。この課題時の正答率を用いて，無意
識的な概念間の連合（e.g. 「肥満者」と「だらしがない」
の結びつき）の強度を測定することができる。GNATは
IATと比べ研究数では劣るが，IATの欠点であるカテゴ
リー間の相対的な評価しか扱えない点を解消しており，
また IATとの相関も高いとされているため，本研究では
GNATを使用して検討を行う。

方法
参加者・実験時期　大学生52名（男性21名，女性31名，

平均19.85歳，SD = 1.82）が，2013年12月に行われた実
験に参加した。

手続き　実験は実験室において，集団状況で行われた。
最大で同時に4人までの参加者が参加したが，参加者の
間はパーテーションで区切られ，参加者同士がお互いの
様子を見ることはできないようになっていた。参加者は
年齢と性別，自身の体型イメージに関する質問紙に回答
した後，以下の課題を行った。印象の測定と潜在的なス
テレオタイプの測定のどちらを先に行うかについては，
参加者間でカウンターバランスを取った。また，先に行っ
た課題が後に行う課題の結果に影響を及ぼすのを避ける
ため，印象測定と潜在的なステレオタイプの測定の間に
は妨害課題として，1桁の数字の足し算を5分間行った。

体型情報による印象の測定　印象測定は，PC 上で
Inquisit（ver. 4.0）を用いて行った。印象測定では，
BMI15-40（BMI15-30 までは 1 刻み，30-40 は 2 刻み）の
横向きの女性のシルエット図（全 21 個）を使用した。
参加者は，画面上に呈示されるシルエット図に対し，太っ
ているか太っていないかの判断を行った。「太っている」

にはFキー，「太っていない」には Jキーがそれぞれ割
り当てられ，キー押しによって判断を行った。その後，
同様にして，画面上に呈示されるシルエット図に対し，
きちんとした人だと思うか，だらしがない人だと思うか
の判断を行った。「きちんとした」にはFキー，「だらし
がない」にはJキーがそれぞれ割り当てられ，キー押し
によって判断を行った。それぞれの判断課題は，練習試
行と本試行の2ブロックで構成されていた。練習試行が
10判断，本試行が105判断の計115判断とした。シルエッ
ト図は，回答者の知らない同年代の女性であると教示し
た。また，シルエット図に対し，自分自身の体型イメー
ジがどのシルエット図にあてはまるかについても質問し
た。

潜在的な肥満者ステレオタイプの測定　潜在的な肥
満者ステレオタイプの測定は，印象測定と同じく，PC

上で Inquisitを用いたGNATによって行った。GNATは，
PCディスプレイの上部に表示されている対象カテゴリ

（「太っている」）と属性カテゴリー（「きちんとした」or

「だらしがない」）のいずれかに当てはまる刺激（ター
ゲット刺激）を，いずれにも当てはまらない刺激（ディ
ストラクタ刺激）から弁別する課題であった。参加者
は，刺激が2つのカテゴリーのいずれかにあてはまれば
Spaceキーを押し，いずれにも当てはまらない場合には
反応しないよう求められた。GNATは5ブロックから構
成され，1-3ブロックがそれぞれのカテゴリーに含まれ
るターゲット刺激を弁別する練習ブロック（それぞれ
20試行），4-7ブロックが対象カテゴリーと属性カテゴ
リーを組み合わせて行う本試行（それぞれ76試行）で
あった。4-5ブロックと6-7ブロックの判断の内容は同じ
であったが，制限時間を変えて行った。4-5ブロックの
制限時間は750ms，6-7ブロックの制限時間は600msで
あった。GNATに使用するターゲット刺激として，「太っ
ている」の属性カテゴリーではシルエット図の中で明ら
かに太っていると考えられるもの（BMI36-40）を5種類，

「きちんとした」の属性カテゴリーではその類語である
「つつしみ深い・分別のある・ストイックな・節度がある・
行儀がよい」の5語，「だらしがない」の属性カテゴリー
でもその類語である「しゃんとしない・姿勢が悪い・き
ちんとしない・締りがない・ずぼらな」の5語を使用した。
また，ディストラクタ刺激にはシルエット図の中で明ら
かに太っていないと考えられるもの（BMI15-19）を5種
類使用した。

結果
回答に不備のあった男性5名，女性8名を除き，男性

16名，女性23名の計39名を分析対象とした。
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判断課題の結果の検討　呈示したシルエットのBMI・
参加者自身の体型イメージ・参加者の性別（男 or 女）
のいずれが自己コントロールに対する主観的判断に影響
を及ぼすか検討するために，判断課題における「きちん
とした」か「だらしがない」かの判断を反応変数（0 or 

1），呈示したシルエットのBMI・参加者自身の体型イメー
ジ・参加者の性別（男or女）を1つずつ説明変数とし，
単変量のロジスティック回帰分析を行った。その結果，
呈示したシルエットのBMIと参加者の性別がともに有
意に判断に影響を及ぼしていた（Table 3）。また，カッ
トオフ値（「だらしがない」と判断される確率が0.5にな
るときのシルエットのBMIの値）は28.42であり，BMI

が28.42以上の場合に0.5以上の確率で肥満者と判断され
るようになることを示している。

呈示したシルエットのBMIを説明変数として固定し
たうえで，自己コントロールに対する主観的判断をより
よく説明するモデルを検討するために，呈示したシル
エットのBMIと参加者の性別を説明変数として多変量
ロジスティック回帰を行った。その結果，AICが単変量
のいずれの場合よりも小さくなり，また全てのパラメタ
が有意となったため，最終的にはこのモデルを採用した

（Table 4）。すなわち，呈示したシルエットのBMIが同
じである場合，女性より男性の方がより高い確率で「だ
らしがない」という判断を行うことが示された。

GNATの結果の検討　GNATでは，組み合わせ課題に
おける正答率を用いて連合強度d’を算出する。本研究で
は，Nosek & Banaji（2001）の方法による得点化を行った。
まず，参加者ごとに2つの組み合わせそれぞれ152試行
のうち，ブロックの最初に行った32試行は練習課題と
して除外した。次に残りの120試行を，それぞれ弁別の

正解・不正解によってヒット（ターゲット刺激に正しく
反応），コレクトリジェクション（ディストラクタ刺激
を正しく回避），フォルスアラーム（ディストラクタ刺
激に誤って反応），ミス（ターゲット刺激を誤って回避）
に分類した。さらに，各組み合わせにおけるヒットとフォ
ルスアラームの割合をプロビット変換し，ヒットの値か
らフォルスアラームの値を引いた値を，連合の強度を表
すd’とした。最後に，「太っている」と「だらしがない」
の組み合わせから算出したd’から「太っている」と「き
ちんとした」の組み合わせから算出したd’を引いた値を，
肥満者ステレオタイプ強度の得点とした。この値が正で
あれば「太っている」と「きちんとした」の連合よりも

「太っている」と「だらしがない」の連合の方が強い（＝
肥満者ステレオタイプが存在する）ことを表し，数値が
大きいほどステレオタイプが強いことを示す。本研究で
は，ステレオタイプ強度得点の平均は0.25（SE = 0.08）
であった。

判断課題の結果とGNATの結果の比較　ステレオタ
イプ強度が自己コントロールに対する主観的判断に及ぼ
す影響を検討するために，判断課題における「きちん
とした」か「だらしがない」かの判断を反応変数（0 or 

1），GNATの結果から算出したステレオタイプ強度得点
d’を説明変数とし，上記で採用したシルエットのBMI＋
参加者の性別のモデルの反応変数にステレオタイプ強度
得点を加えて多変量のロジスティック回帰分析を行った

（Table 5）。分析の結果，ステレオタイプ強度得点の影
響は有意傾向にとどまり，GNATによって測定されたス
テレオタイプの強度は，自己コントロールに対する主観
的判断に影響を及ぼしているとはいえなかった。

Table 3　自己コントロールに対する主観的判断における単変量のロジスティック回帰分析の結果
説明変数 (Intercept) βの推定値 SE オッズ比 AIC

呈示したシルエットのBMI ⊖7.843 *** 0.276 *** 0.008 1.318 3410.365
参加者自身の体型イメージ ⊖0.376 ** ⊖0.005 0.005 0.995 5438.738
参加者の性別 ⊖0.552 *** 0.135 * 0.065 1.145 5435.311

***p<.001，**p<.01，*p<.05， †p<.10
注）AICは，それぞれの説明変数を単独で投入した場合のものである。

Table 4　採用した多変量ロジスティック回帰分析モデル
βの推定値 SE オッズ比

(Intercept) ⊖7.968 *** 0.238 ⊖

呈示したシルエットのBMI 0.277 *** 0.008 1.319

参加者の性別 0.240 ** 0.087 1.271

***p<.001，**p<.01，*p<.05， †p<.10
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考察
判断課題の結果から，BMIによって規定される体型情

報は，自己コントロール能力に関する印象に影響を及ぼ
すことが示された。BMIのオッズ比はおよそ1.3であり，
シルエットのBMIが1大きくなると，約1.3倍の確率で「だ
らしがない（自己コントロール能力に乏しい）」と判断
されることが示された。また，カットオフ値はおおよそ
BMI28-29であり，これより大きなBMIではチャンスレ
ベル以上の確率で「だらしがない」と判断されるように
なることが示された。これは研究1における，太ってい
ると判断されるカットオフ値とほぼ一致している。一方，
研究1の結果とは対照的に，自己コントロールの欠如に
関しては女性より男性の方がよりシビアに判断を行って
いた。男性は女性に比べ，他者の自己コントロール能力
に対しより敏感である可能性が考えられる。

また，GNATによって算出されたステレオタイプ強度
得点の平均は正の値を示し，潜在レベルにおいても自己
コントロールに関する弱い肥満者ステレオタイプが存在
することが示唆された。ただし，研究1や本研究の判断
課題の分析で見られたような性差は確認されず，潜在的
なステレオタイプが判断課題の結果に及ぼす影響につい
ても有意傾向にとどまった。

本研究においては，心理物理学的手法と潜在尺度の
関連性を明確に示すことはできなかったが，このよう
に複数の尺度間で結果が食い違うことは，従来の肥満
者ステレオタイプ研究でも報告されている現象である。
Brochu, Gawronski, & Esses（2011）は，肥満者が差別
されているという認識がなく，差別的な判断を抑制しよ
うという動機づけもない場合には，人はたとえ潜在レベ
ルで肥満者とネガティブな概念を連合させていなくて
も，肥満者をネガティブに評価してしまうことがあると
している。本研究で心理物理学的測定法を用いて測定し
た肥満者に対する印象は潜在的な肥満者ステレオタイプ
とは異なる処理を経て発生したものであるが，日本にお
いては肥満者の割合そのものが少なく，肥満者の差別に
関する認識や，差別的判断を抑制しようという動機づけ
が参加者に乏しかったために，体型情報をキューとして

生じたネガティブな印象が表出されたと考えられる。

総合考察

研究1と研究2の両方において，BMIによって統制さ
れた体型情報は，肥満度および特性に対する主観的判断
に影響を与えていた。これは，佐名・五十嵐（2013）の
結果とも整合し，シルエットのようなわずかな体型情報
を与えられただけでも，人はそれをもとに他者に対する
印象を形成する可能性を示唆する。

また，研究1において肥満と判断されるカットオフ値
（29.06）と，研究2において「だらしがない」と判断さ
れるカットオフ値（28.42）はほぼ一致していた。これ
は肥満者という社会的カテゴリーに自己コントロール能
力の欠如という特性が付随していることを示すと考えら
れ，日本においても西洋と同様，「肥満者は自己コント
ロール能力が欠如している」というステレオタイプが存
在する可能性がある。

Fiske, Cuddy, Glick, & Xu（2002）は，ステレオタイ
プ内容モデルにおいて，主婦や障碍者，老人はあたたか
さ次元においては高い評価を受けるが，能力次元におい
ては低い評価を受けるとした。佐名・五十嵐（2013）に
おいても，BMIが高くなるほどあたたかさに対する評価
は高くなっており，肥満者は主婦・障碍者・老人といっ
た社会的カテゴリーに近い印象を形成されていると考え
られる。こうしたステレオタイプは，温情的ステレオタ
イプ（paternalistic stereotype）と呼ばれる。温情主義
的ステレオタイプは同情や憐れみといった肯定的な感情
を伴い，対象の社会集団に対する積極的な攻撃行動をも
たらすわけではないが，対象の集団に対して社会的役割
の固定を強制し，結果的に差別を生み出すこととなる。
肯定的感情を伴うために，社会的に受け入れられやす
いというのも大きな特徴である。Marti, Bobier, & Baron

（2000）は，人々は雇用において白人を黒人より優遇す
ることのほうが，やせた人を太った人より優遇すること
に比べて偏見的で深刻であると知覚していることを示し
ている。

こうしたステレオタイプが日本に存在し，それが最小

Table 5　Table 4のモデルに潜在的なステレオタイプ強度得点を説明変数として加えたモデル
βの推定値 SE オッズ比

(Intercept) ⊖7.923 *** 0.238 ⊖

呈示したシルエットのBMI 0.277 *** 0.008 1.319

参加者の性別 0.211 * 0.088 1.235

潜在的ステレオタイプ強度得点 ⊖0.169 † 0.087 0.844

***p<.001，**p<.01，*p<.05， †p<.10
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限の体型情報によっても活性化することは，近い将来，
日本においても欧米と同様，肥満者に対する差別が深刻
な問題として立ち現われてくる可能性を強く示唆するも
のと考えられる。こうしたステレオタイプがより強固な
ものとして根付く前に，ステレオタイプ抑制のための方
略を検討することが重要である。

肥満者が自己コントロール能力の欠如した存在とみな
されるのは，自らの食習慣や運動習慣をコントロールで
きなかったことから，脂肪を過剰に蓄積し，結果として
肥満者になったという印象をもたらすためであると考え
られる。Anesbury, & Tiggemann（2000）はそうした観
点から，体重を自分の意思でコントロールすることの難
しさについて参加者にプレゼンテーションを行い，その
後肥満者に対する評価の測定を行った。結果，体重が自
分の意思によってコントロール可能であるという信念
を弱めることはできたが，肥満者に対するネガティブ
な態度を抑制することはできなかった。またHennings, 

Hilbert, Thomas, Siegfried, & Rief（2007）は差別を解消
しようとする動機づけを高めるといった観点から，肥満
者に対する差別に直面した人々の困難についての議論の
様子を写したビデオを見せ，肥満者の困難に対する理解
を深めることに成功したが，肥満者に対するネガティブ
な態度の抑制には失敗している。

しかし一方で，肥満者に対するネガティブな態度の
抑制に成功している研究も存在する。Puhl, Schwartz, & 

Brownell（2005）およびZitek & Hebl（2007）は，太っ
ている人が内集団に受け入れられているという規範を呈
示するという方法で肥満者に対するネガティブな態度の
抑制に成功している。

以上のような知見から，肥満者ステレオタイプの抑制
に際しては，肥満者のネガティブな側面に目を向け，そ
の側面に対する評価を改めようとすることはむしろ逆効
果となる可能性がある。それよりも，肥満者のポジティ
ブな側面を強調し，肥満者を受け入れるような規範を構
築することが重要であると考えられる。現実場面におい
ても，たとえば肥満を売りにする芸能人のように，肥満
をハンディキャップというよりはむしろ長所として活用
している人物は存在する。そのような「成功した肥満者」
に着目することで，肥満者を受け入れる規範がどのよう
に構築されるかを明らかにできる可能性がある。
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体型情報の変化が対人印象評定に及ぼす影響

ABSTRACT

Impression formation and changes in body-shape information

Ryuta SAME and Tasuku IGARASHI

Do people form impressions of others based on their body shape? Two studies examined the pos-

sibility that changes in others’ body shape systematically influence judgments on their impression. In 

Studies 1 (n = 21) and 2 (n = 52), participants observed the silhouettes of varying human shapes and 

judged if they are obese or not (Study 1), or if they are sloppy (a lack of the ability for self-control) or 

neat (Study 2). Participants also completed the Go-No go Association Task (GNAT) on implicit atti-

tudes of obesity in Study 2. Logistic regression analysis showed that the silhouettes were more likely to 

be judged as obese (odds ratios (OR) = 1.4) or sloppy (OR = 1.3) in association with per unit increase 

in BMI (body-mass index). These results suggest that the body-shape information affected the judg-

ment on others’ obesity and interpersonal impression on self-control. Cut-off points for obesity (BMI = 

29) and sloppiness (BMI = 28) were similar, implying that those who had BMI of 28 or more tended to 

be judged as obese and sloppy. The degree of corpulence was rated more severely by women than men 

in Study 1 and vice versa in Study 2. An implicit weight stereotype measured by GNAT was not related 

to interpersonal impression on self-control. Implications for the normative, stereotypical judgments 

on obese people in Japan as well as in Western societies and for the association between a lack of self-

control and the impressions of obese people are discussed.

Key words: Obesity, BMI (body-mass index), Body-shape information, Interpersonal impression


