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問題と目的

　人々は，政治的なトピックや，ある製品などに対して，
他者と完全に独立して態度（attitudes）を形成したり，
意思決定を行っていたりするわけではなく，周囲の他者
からの影響を受けて態度を形成している。一方で，世論
の形成や，製品の流行といった集合現象は，個々人の相
互作用によって生じたマクロな帰結として把握すること
が可能である（e.g., Granovetter, 1978; Kadushin, 2012）。
より一般的にいえば，人々は社会的環境からの影響を受
けると同時に，社会的環境を形成するという循環的な
プロセスの中で社会的生活を送っている（亀田・村田，
2010）。本研究では，こうした観点から，社会的ネットワー
クと個人の態度との関係に着目する。そして，個人がど
のような態度をもつ他者とつながっているかという社会
的ネットワークの構成（social network composition）と，
その個人の態度の両価性（attitudinal ambivalence）の
関連について，基礎的な検討を加えることを目的とした。
以下ではまず，態度の両価性の概念と先行研究の流れを
説明した後，社会的文脈における態度の両価性の役割に
ついて述べ，本研究での具体的な検討点をまとめる。

態度と態度の両価性
　社会心理学の領域では，人々の社会的行動や意思決定
において，態度が重要な役割を担うことが指摘されてき
た（Allport, 1935）。態度は，「ある対象に対する好まし
い–好ましくない（favorable-unfavorable）の評価によっ
て表される心理的傾向」と定義される（e.g., Bohner & 

Dickel, 2011; Eagly & Chaiken, 2007）。一般的に，態度
は，ポジティブ語とネガティブ語が対になった項目群を
用いて測定される（e.g., Ajzen, 1991）。この場合，ある
個人がある対象に対していだく態度は，ポジティブ―ネ
ガティブを両極とした一軸上に布置するものとして扱わ

れる。
　しかし，たとえば，野菜を摂取することに対して「健
康に良いがおいしくない」という評価をいだくよう
に，人々は，同じ対象についてポジティブな評価とネ
ガティブな評価を共に含む，両価的な態度を持つ（e.g., 

Cacioppo, Gardner, & Berntson, 1997; de Liver, van der 

Pligt, & Wigboldus, 2007; Kaplan, 1972）。 こ の よ う な，
ある対象に対する態度に，ポジティブ評価とネガティ
ブ評価が含まれる程度を，態度の両価性という（e.g., 

Thompson, Zanna, & Griffin, 1995）。また，両価的な態
度構造や他者との態度の不一致によって生じる葛藤や
不快感，緊張，活性といった主観的な側面に焦点を当
てた研究もある（e.g., Newby-Clark, McGregor, & Zanna, 

2002; Priester & Petty, 1996）。本研究では，構造的な
側面に着目したものを態度の構造的両価性（structural 

ambivalence），主観的な側面に着目したものを態度の主
観的両価性（felt ambivalence）と呼ぶ。構造的両価性は，
態度対象に対する注意を喚起し（Cornil, Ordabayava, 

Kaiser, Weber, & Chandon, 2014），態度対象に関する精
緻な処理を駆動する（e.g., Jonas, Diehl, & Brömer, 1997; 

Maio, Bell, & Esses, 1996）のに対し，主観的両価性は，
その不快感を低減するための，一面的で自己確証的な
情報処理を駆動する（e.g., Clark, Wegener, & Fabrigar, 

2008; Nordgren, van Harreveld, & van der Pligt, 2006）と
考えられている 1。

態度の両価性に関する先行研究の流れと本研究の立場
　態度の両価性に関する先行研究は，主に以下の3つの
観点からまとめることができる。第一に，態度の両価
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1 本研究では，態度の両価性と社会的ネットワークの関連
において，構造的両価性と主観的両価性のはたらきが概
念的に異なることを想定しており，その想定に沿ったレ
ビューを行っている。一方，従来の研究では，必ずしも
構造的両価性と主観的両価性を概念的・操作的に区別し
ておらず（e.g., Hänze, 2001），これらの両価性の機能の
差異については，いまだ統一的な結論が得られていない。
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性の個人差をどのように捉えるかといった測定法（e.g., 

Kaplan, 1972; Refling, Calnan, Fabrigar, MacDonald, 

Johnson, & Smith, 2013）に関する検討である。第二は，
態度の両価性が態度と行動意図・行動との一貫性に及
ぼす影響（e.g., Armitage & Conner, 2000; Conner, Povey, 

James, & Shepherd, 2003; Cooke & Sheeran, 2004; 平島・
土屋・元吉・吉田 , 2014）に関する検討である。第三は，
態度の両価性が個人の情報処理や意思決定に及ぼす影響

（e.g., van Harreveld, van der Plight, & de Liver, 2009）に
関する検討である。
　以上の3つの観点からなされた研究は，いずれも個人
の認知処理や意思決定を関心事としている。すなわち，
態度の両価性に関する従来の多くの研究は，実験者が提
示した説得文の処理や，個人内の情報処理過程を扱うに
とどまっており，個人間のつながりである社会的ネット
ワークの影響といった，社会的な文脈を積極的に考慮し
た研究はわずかである。次節で述べるように，態度の両
価性は社会的な機能をもつ可能性がある。本研究では，
個人を情報処理の主体としてだけでなく，社会的ネット
ワークに埋め込まれた存在として扱い，社会的ネット
ワークと個人の態度の両価性の関連を検討する。

社会的文脈における態度の構造的両価性
　本研究では，個人が社会的環境からの影響を受けると
同時に，社会的環境を形成するという循環的なプロセス
の観点から，態度の両価性について検討を加える。個人
と社会の循環的な影響プロセスの中で，態度の構造的両
価性が，集団や社会の多様性の維持や，その多様性が有
効にはたらくようにする機能をもつ可能性が指摘でき
る。たとえば，Cavazza & Butera（2008）では，構造的
に両価的な態度をもつ者は，その場の規範的文脈に合わ
せ，他者の態度に応じて柔軟に態度表出を行うことが示
されている。この結果は，個人がポジティブな評価とネ
ガティブな評価を含む構造的に両価的な態度をもつこと
で，ポジティブな態度をもつ他者とも，ネガティブな態
度をもつ他者とも関係を維持し，社会的ネットワークの
多様性が維持されることを示唆する。
　また，逆方向のプロセスとして，社会的ネットワーク
が個人の両価性に影響を及ぼすこともある。あるトピッ
クに対してポジティブな態度をもつ他者と，ネガティブ
な態度をもつ他者が含まれる，多様性の高い社会的ネッ
トワークに個人がいた場合，周囲の他者からの社会的影
響を受け，個人の態度が両価的になることが報告され
ている（Priester & Petty, 2001; Visser & Mirabile, 2004）。
こうした2つのプロセスを考慮すると，社会的ネットワー
クと個人の両価性が，循環的に作用していることがわか
る。

　社会的ネットワークの多様性は，個人にとって利益を
もたらすだけでなく，ネットワーク全体の利益を高める

（e.g., 橋渡し型社会関係資本 ; Putnam, 2000）。したがっ
て，個人内のプロセスのみならず，社会的ネットワーク
を前提として，態度の両価性のはたらきを検討すること
は重要である。

本研究の検討点
　以上の関心から，本研究では，社会的ネットワークの
多様性の維持に重要な役割を担うと想定される態度の構
造的両価性に着目する。なぜなら，主観的な葛藤である
主観的両価性よりも，態度構造が両価的であることが，
本研究の視座にとって，より重要となるからである（cf. 

Cavazza & Butera, 2008）。また，社会的ネットワークの
特徴として，個人を取り巻く社会的ネットワークにおい
て自己と同じ態度をもつ他者の割合（社会的ネットワー
クの同質性）と，異なる態度をもつ他者の割合（社会的
ネットワークの異質性）を扱う。両者を併せて社会的ネッ
トワークの構成（social network composition）と呼ぶ。
そして，社会的ネットワークの構成と態度の両価性の関
連を検討する。
　先行研究では，社会的ネットワークの異質性が態度の
主観的両価性を高めることが報告されている（Visser & 

Mirabile, 2004）。しかし，態度の構造的両価性が社会的
ネットワークの構成と関連するかについては，未だ検討
されていない。態度の主観的両価性は，必ずしも態度構
造が両価的であることによって生じるのではなく，単
に自己と他者との態度の不一致によっても喚起される

（Priester & Petty, 2001）。そのため，両者は弁別して扱
う必要がある（cf. van Harreveld, Schneider, Nohlen, & 

van der Pligt, 2012）。
　本研究では，社会的ネットワークの構成と，態度の
構造的両価性に関し，以下の3つの仮説を検討する。ま
ず，個人が埋め込まれた社会的ネットワークの異質性が
高いほど，当該個人の態度の両価性が高いと予測した

（仮説1）。先行研究では，参加者に対して，ポジティブ
な情報とネガティブな情報を提示することで，態度対象
の構造的両価性を操作している（e.g., Jonas et al., 1997; 

Priester & Petty, 1996）。これを社会的ネットワークに置
き換えると，自らの態度と異なる他者の態度が情報源と
なり，個人の態度構造が両価的になると考えられる。ま
た，逆の仮説として，社会的ネットワークの同質性が高
いほど，個人の態度の両価性が低いと予測した（仮説2）。
　さらに，本研究では，社会的ネットワークの構成と態
度の構造的両価性の関連を調整する要因についても検討
を加える。社会的ネットワークの構成が異質であって
も，他者の態度を正確に読み取れなければ，社会的ネッ
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トワークの構成と態度の両価性との間に対応はみられな
いと考えられる。そこで本研究では，他者の意図や感
情を読み取る能力であるEQ（the Empathizing Quotient; 

Baron-Cohen, 2002; Baron-Cohen & Wheelwright, 2004）
の高さが，社会的ネットワークと態度の両価性の関連を
調整する可能性を検討する。具体的には，EQが高い場合，
他者の態度を読み取ることができるため，社会的ネット
ワークの構成と態度の両価性の関連が強くなると予測さ
れる（仮説3）。また，先行研究との対応を検討するため，
態度の主観的両価性も扱う。

方法

調査対象者
　愛知県内の女子大学生131名（平均19.6歳，SD = 1.04）
が本研究に参加した。なお，社会的ネットワークに関す
る指標に欠損があった15名と，EQの指標に欠損があっ
た2名を除く，114名を分析対象とした。

態度対象となるトピック
　本研究では，態度対象として，「1. 容姿で異性・パー
トナーを選ぶこと」，「2. 自分の夢よりも家庭の事情を優
先すること」，「3. 『X大学の学生』に対するイメージ 2」，

「4. 『女は結婚よりも仕事』という考え方」という，幅広
い領域にわたる，4つのトピックを用いた。これらの4

つのトピックは，大学生50名を対象とした予備調査を
経て選定された。予備調査に用いられたトピックと，予
備調査の結果をAppendixに示す。本調査で用いたトピッ
クの選定にあたっては，（1）両価的な態度をもちうるト
ピックであること，（2）他者との会話経験があるトピッ
クであること，の2点を考慮した。2番目の基準は，他
者の態度によって自らの態度および態度の両価性が影響
を受けるという社会的影響のプロセスを想定したため，
トピックの選定基準として設けたものであった。

手続き
　本調査は，「大学生の日常生活に関する意識調査」と
いう名目で行われた。性別と年齢について回答しても
らったあと，ネームジェネレータにより，各参加者の社
会的ネットワークを測定した。続いて，各トピックに関
する態度変数を測定し，個人特性であるEQを測定した。
最後に，各トピックに関する各参加者のネットワーク上
の他者の態度を測定した。最後に，本調査の目的を説明
し，調査を終了した。

測定
　ネームジェネレータ　参加者の社会的ネットワークを

測定するために，Igarashi, Kashima, Kashima, Farsides, 

Kim, Strack, Werth, & Yuki（2008）のネームジェネレー
タを参考にした手続きを用いた。まず，参加者の社会
的ネットワークに含まれる成員を想起してもらうため，

「これまで会って会話を交わしたことがあり，必要であ
れば連絡が取れる相手」をできる限りリストアップして
もらった。なお，プライバシーの保護のため，実名を挙
げるのではなく，参加者自身が判別できればよいという
条件のもと，イニシャルやニックネームで回答をしても
らった。次に，「価値観が似ている人」と「価値観が似
ていない人」を，それぞれ最大4名，合計で最大8名ま
で指名してもらった（以下，この手続きによって指名し
た他者をオルター（alter）と呼ぶ）。そして，各オルター
について，「大学の友人」や「家族」など，参加者との
関係性を自由記述で回答してもらった。
　各トピックに関する態度の両価性　続いて，4つのト
ピックごとに，トピックに対する態度の構造的両価性と
態度の主観的両価性を測定した。
　各トピックに対する態度の構造的両価性　態度の構造
的両価性の測定方法として一般的に用いられている手続
き（Kaplan, 1972; Refling et al., 2013）にのっとり，各ト
ピックに対するポジティブ評価とネガティブ評価を別々
に測定し，両得点を合成することで構造的両価性得点を
算出した（算出方法は結果を参照のこと）。ポジティブ
評価の測定には，「肯定的でない～とても肯定的」，「ポ
ジティブでない～とてもポジティブ」，「良くない～とて
も良い」の3項目を用いた。ネガティブ評価の測定には，

「否定的でない～とても否定的」，「ネガティブでない～
とてもネガティブ」，「悪くない～とても悪い」の3項目
を用いた。それぞれの項目について，0～3点の4件法で
回答を求めた。
　各トピックに対する態度の主観的両価性　先行研究

（Bassili, 1996; Hänze, 2001; Priester & Petty, 1996）を参
考に，「X に対して，複雑な気持ちを抱いている」，「X

に対する私の考えは，葛藤している」の2項目を用いた（X

は各トピック）。「1：まったく当てはまらない」～「5：
とてもあてはまる」の5件法で回答を求めた。
　EQ　Baron-Cohen & Wheelwright（2004） が 開 発 し
た 60 項目版の EQ 尺度を 8 項目に短縮したバージョン

（Loewen, Lyle, & Nachshen, 2007）を用いた。この尺度
は，「他人の立場に立つことが容易にできる」，「自分で
はわからないが，よく人から無神経だと言われることが
ある（逆転項目）」などの8項目から構成される。各項
目について「1：まったくあてはまらない」～「4：とて
もあてはまる」までの4件法で回答してもらった。先行
研究（Baron-Cohen & Wheelwright, 2004, Loewen et al., 

2 「X大学」は，調査協力者の所属する大学とは異なる
大学であり，調査協力者にとっては外集団にあたる。
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2007）にならい，逆転項目の得点を処理したうえで，1

点と2点を0，3点を1，4点を3と再コードし，集計した。
　各トピックに関する自己とオルターの態度の類似度　
トピックごとに，各オルターと自己の態度の類似性につ
いて回答してもらった（「1：似ていない」～「5：似て
いる」）。

結果

　分析には，R 3.0.2およびHAD12.21（清水・村山・大坊，
2007）を用いた。

分析に用いる変数の算出
　各トピックに対する態度の主観的両価性，EQ　各ト
ピックに対する態度の主観的両価性（αs > .79）および
EQ（M = 0.88, SD = 0.42, α = .71）の尺度について，項
目得点を平均し，尺度得点とした。尺度得点の記述統計
をTable 1に示した。
　各トピックに対する態度の構造的両価性　まず，ト
ピックごとにポジティブ評価を測定する3項目（αs > 86）
と，ネガティブ評価を測定する3項目（αs > 84）の得点
を平均化し，各トピックに対するポジティブ得点とネガ
ティブ得点を算出した。次に，Priester & Petty（1996）
に基づき，各個人において，各トピックに対するポジティ
ブ評価得点・ネガティブ評価得点のうち，得点の大きい
方をLarge得点（以下，L得点とする），小さい方をSmall

得点（以下，S得点とする）として，L得点とS得点に対し，
5S

0.5
 － L

1/s の式を適用することで，参加者ごとに，各ト
ピックに対する態度の構造的両価性得点を算出した。な
お，ポジティブ評価・ネガティブ評価得点のいずれかが
0点である場合，上記の式によって正しく得点が算出さ
れないため，ポジティブ得点・ネガティブ得点に1点を
加えた値を用いて，態度の構造的両価性得点を算出した

（Priester & Petty, 1996）。この指標は，ポジティブ評価得
点とネガティブ評価得点が同程度である（＝類似性が高
い）ほど，あるいは，2つの評価得点がいずれも高い（＝
強度が高い）ほど，大きい値を示すという性質を持つ 3。

態度の構造的両価性得点の平均をTable 1に示した。
　ネットワークの構成　自己とオルターの態度の類似度

（「1：似ていない」～「5：似ている」）について，1点・
2点のオルターを「異質な他者」，4点・5点のオルターを 

「同質な他者」とした。同質な他者・異質な他者の人数を，
オルターの人数（最大で8名，M = 7.2名，SD = 1.1）で
除したものを，それぞれ「ネットワークの同質性」，「ネッ
トワークの異質性」とした。自己とオルターとの態度の
類似度は，4つのトピックごとに回答してもらったため，
ネットワークの同質性・異質性の指標はトピックごとに
算出された。記述統計をTable 1に示した。
　統制変数　最後に，統制変数として，以下の2つの変
数を算出した。まず，ネームジェネレータにおいて「こ
れまで会って会話を交わしたことがあり，必要であれば
連絡が取れる相手」として挙げられた人数を，ネット
ワークサイズ（Median = 35）とした。2 つ目に，オル
ターとの関係性に関する自由記述の回答をもとに，オ
ルターの属性の数を参加者ごとに算出した（M = 3.85, 

SD = 1.35）。たとえば，8名のオルターのうち，5名が「大
学の友人」，2名が「高校の友人」，1名が「家族」だっ
た場合，オルターの属性数は3となる。

社会的ネットワークの構成と態度の両価性の関連
　社会的ネットワークの同質性・異質性と，態度の構造
的両価性・主観的両価性の関連を検討するために，ネッ
トワークサイズとオルターの属性数を統制変数とした偏
相関分析を行った（Table 2）。統制変数を投入したのは
以下の理由による。まず，ネットワークサイズが大きい
ほど，多様な価値観をもつ他者と相互作用を行っている
可能性がある。しかし，本研究では個別のトピックに関
する態度の両価性と，ネットワークの同質性・異質性の
関連を検討することが目的であったため，統制変数とし
た。また，本研究は，オルターの態度の同質性・異質性
との関連を検討することが目的であったため，デモグラ
フィック変数のネットワークの多様性となりうる，オル
ターの属性数を統制変数とした。分析の結果，トピック

3 この指標の詳細な性質については，Priester & Petty 

（1996） を参照のこと。理論的に取りうる値の範囲は，
0.00（L = 5, S = 1）～9.80（L = 5, S = 5）である。

Table 1　トピックごとの記述統計
トピック1 

「容姿で異性・パートナー」
トピック2 

「自分の夢より家庭の事情」
トピック3 

「X大学の学生」 
トピック4 

「女は結婚よりも仕事」
M SD M SD M SD M SD

態度の構造的両価性 3.79 1.46 3.89 1.36 2.78 1.36 3.34 1.74
態度の主観的両価性 2.85 1.15 3.19 1.15 1.61 0.87 2.79 1.20
ネットワークの同質性  .36 0.22  .36 0.25  .35 0.31  .35 0.25
ネットワークの異質性  .34 0.22  .28 0.24  .20 0.22  .27 0.23
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3「『X大学の学生』に対するイメージ」においてのみ，ネッ
トワークの同質性と，構造的両価性および主観的両価性
との間に負の相関がみられた。しかし，いずれのトピッ
クについても，ネットワークの異質性と態度の両価性と
の間に相関はみられなかった。
　次に，EQ による調整効果を検討した。まず，EQ 得
点の中央値で参加者を EQ 高群（n = 58）と EQ 低群

（n = 56）に分割し，同様の偏相関分析を行った（Table 2）。
その結果，EQ 高群では，トピック 3「『X 大学の学生』
に対するイメージ」において，ネットワークの同質性と
構造的両価性との間に負の相関がみられた。EQ低群で
は，トピック3において，ネットワークの同質性と態度
の構造的両価性との間に負の相関がみられた。また，ト
ピック1「容姿で異性・パートナーを選ぶこと」および
トピック3「『X大学の学生』に対するイメージ」において，
ネットワークの異質性と主観的両価性との間に正の関連
がみられた。EQの調整効果を検討するため，ネットワー
クの構成と態度の両価性との間に関連がみられた相関係
数について，群間の差を検討した。その結果，トピック
3におけるネットワークの異質性と態度の主観的両価性
との相関においてのみ，EQ高群と低群との間に有意な
差が確認された（p = .002）。

考察

　本研究の目的は，社会的ネットワークの構成（同質性・

異質性）と態度の両価性の関連を検討することであった。
サンプル全体を分析した結果，4つのトピックのうち，
トピック3「『X大学の学生』に対するイメージ」におい
て，社会的ネットワークの同質性と，態度の構造的両価
性および主観的両価性との間に負の相関がみられた。す
なわち，参加者の社会的ネットワークにおいて，このト
ピックに対して自己と同じ態度をもつオルターの割合が
高いほど，態度構造がより単価的になり，主観的な葛藤
が低いという傾向がみられた。この結果は，仮説2を支
持し，先行研究（Visser & Mirabile, 2004）とも一致して
いた。しかし，仮説1の予測とは異なり，社会的ネット
ワークの異質性は，いずれの態度の両価性とも正の関連
を示さなかった。
　これらの結果は，他者がもつ態度を情報としてとらえ
た場合，選択的な情報選好の観点から解釈できる。個
人は，基本的に，自らの態度に不一致な情報よりも，
一致した情報を選好する傾向にある（e.g., Fischer & 

Greitmeyer, 2010; Frey, 1986, Smith, Fabrigar, & Norris, 

2008）。つまり，周囲に自らと異なる態度をもつ他者が
いたとしても，個人はその重要度を低く見積もり，自ら
の態度とは不一致な他者の態度を内在化しないため，態
度の両価性は高くならない。逆に，自らの態度と一致し
た他者の態度に対しては，個人はその重要度を高く見積
もり，他者の態度を内在化させ，態度構造がより単価的
になると考えられる。さらに，周囲の他者と自己の態度

Table 2　態度の両価性と社会的ネットワークの構成との関連（［ ］内は95% 信頼区間）
全体 （n = 114） EQ高群 （n = 58） EQ低群 （n = 56）

構造的両価性 主観的両価性 構造的両価性 主観的両価性 構造的両価性 主観的両価性
（1）「容姿で異性・パートナー」
　ネットワークの同質性 -.096 -.115 -.073 -.004 -.151 -.225

［-.277, .091］［-.295, .072］ ［-.329, .194］［-.267, .259］ ［-.403, .122］［-.465, .045］
　ネットワークの異質性 -.094 .148 -.190 .035 -.016 .249 †

［-.274, .093］［-.038, .325］ ［-.431, .077］［-.230, .295］ ［-.283, .253］［-.020, .484］
（2）「自分の夢より家庭の事情」
　ネットワークの同質性 -.093 -.027 -.047 .075 -.041 -.098

［-.274, .094］［-.212, .159］ ［-.306, .219］［-.192, .332］ ［-.306, .229］［-.356, .175］
　ネットワークの異質性 -.081 .131 -.078 .142 -.109 .093

［-.263, .106］［-.056, .309］ ［-.334, .189］［-.126, .390］ ［-.366, .164］［-.180, .352］
（3）「X大学の学生」 
　ネットワークの同質性 -.351 ** -.178 † -.279 * -.186 -.405 ** -.136

［-.506, -.173］［-.355, .012］［-.506, -.014］［-.430, .083］［-.613, -.146］［-.397, .145］
　ネットワークの異質性 .122 .095 .016 -.203 .167 .377 **

［-.069, .304］［-.096, .279］ ［-.251, .280］［-.444, .066］ ［-.113, .423］ ［.113, .591］
（4）「女は結婚よりも仕事」
　ネットワークの同質性 -.029 .099 .006 .086 -.032 .137

［-.214, .158］［-.089, .281］ ［-.260, .271］［-.183, .344］ ［-.297, .238］［-.135, .391］
　ネットワークの異質性 .009 -.027 -.009 -.002 .005 -.097

［-.178, .195］［-.212, .160］ ［-.274, .257］［-.267, .264］ ［-.263, .273］［-.356, .175］
** p < .01, * p < .05, † p < .10.
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が同じであることが社会的証明となり，自己の態度を妥
当化するように機能したため，ネットワークの同質性と
態度の両価性に負の関連がみられたと考えられる。
　EQによる調整効果を検討した結果，トピック3「『X

大学の学生』に対するイメージ」における社会的ネット
ワークの異質性と主観的両価性の関連について，EQ高
群と低群の間に相関の差がみられ，EQが低い参加者で
は，社会的ネットワークに含まれる，自己と態度が異な
るオルターの割合が高いほど，主観的両価性が高かっ
た。この結果は，EQが高い方が社会的ネットワークの
構成と態度の両価性の関連が強いとする仮説3とは逆で
あった。EQには，単に相手の意図や感情を読み取るだ
けでなく，それに対して適切に対処する能力も含まれ
る（Baron-Cohen, 2002; Loewen et al., 2007）。すなわち，
EQ が低い者は，EQ が高い者と比べ，自己の態度と異
なる態度をもつ他者に直面した際の影響が大きいため，
EQの低群において，ネットワークの異質性と主観的両
価性に正の関連が見られたと考えられる。
　先行研究（Visser & Mirabile, 2004）では，ネットワー
クの構成と主観的両価性との関連が示されたが，本研究
では，主観的な葛藤の知覚だけでなく，態度構造にもネッ
トワークの構成が関連することが示唆された。ただし，
ネットワークの異質性に関しては，EQ低群における態
度の主観的両価性と正の関連を示すにとどまり，態度の
構造的両価性との関連は示されなかった。このことは，
異質な他者の態度を知覚することと，その態度を内在化
するプロセスを弁別する必要があることを示唆する。今
後の研究では，これらのプロセスを区別したうえで，個
人の両価的な態度構造と社会的ネットワークの構成の対
応を検討する必要がある。

本研究の課題と展望
　本研究の課題として，以下の3点が挙げられる。第一
に，社会的ネットワークと態度の両価性との関連は，相
関の大きさをみると，それほど強いとはいえない。また，
95%信頼区間の幅が広いため，実際にどの程度の関連の
強さがあるかについても，慎重に解釈しなければならな
い。この点については，サンプルサイズを大きくし，推
定の精度を高くする必要がある。また，本研究では，既
存の社会的ネットワークの構成を測定するために，調査
的な手法を用いた。そのため，新奇な態度対象ではなく，
もともと参加者が有している態度を扱わざるをえなかっ
た。その結果，態度対象に関する知識や先行経験が交絡
し，相関が希薄化された可能性がある。
　また，本研究では，社会的ネットワークの構成をトピッ
クごとに指標化しているものの，そもそもの社会的ネッ
トワークを「価値観が似ている人・似ていない人」とい

う教示で測定している。そのため，個別のトピックに対
する態度と社会的ネットワークの構成との関連が，方法
論的な問題によって希薄化された可能性がある。今後は，
たとえば，政治的なトピックについての態度と，政治的
コミュニケーションを行う人とのネットワークなど，態
度対象と社会的ネットワークの関連を特定の文脈の中で
検討する必要があるだろう。
　第二に，本研究では，社会的ネットワークの構成と態
度の両価性との関連が生じるプロセスを直接的に検討
していない。ここには，一般に2つのプロセスが含まれ
る。ひとつは，すでにあるネットワークの他者から影響
を受け，自らの態度が形成されるという，社会的影響の
プロセスである。もうひとつは，自己の態度に基づき関
係を結ぶ他者を選択したり関係を維持したりする，社会
的選択のプロセスである（e.g., 同類原理；石黒，2011）。
この点については，社会的ネットワークと個人の態度を
縦断的に測定し，社会的影響と社会的選択を弁別でき
る統計モデル（行為者志向型ネットワーク選択モデル ; 

Snijders, Steglich, & Schweinberger, 2007）を適用して検
討を行う必要がある。
　第三に，本研究で得られた社会的ネットワークの構成
と態度の両価性の関連は，上記の2つのプロセスではな
く，自らの態度を参照し，オルターの態度を推測した結
果として生じたものである可能性が挙げられる。すなわ
ち，態度の両価性が低い個人ほど，自らの社会的ネット
ワークが同質であると知覚した可能性がある。ただし，
本研究では，すべてのトピックに関して社会的ネット
ワークの構成と態度の両価性に対応関係がみられたわけ
ではない。そのため，この代替説明の適用範囲は限定的
であると考えられる。この点に関しては，今後，実際に
オルターの態度を測定した研究を行う必要がある。
　本研究では，態度の主観的両価性だけでなく，態度の
構造的両価性も，社会的ネットワークの構成と関連する
可能性が示唆された。今後は，上記に掲げた問題点をふ
まえ，態度の両価性と社会の多様性に関する循環的なプ
ロセスと，それによってもたらされる個人や集団の利益
について検討をしていく必要があるだろう。
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Appendix

　予備調査にはA県内の大学生50名（平均20.8歳 , SD = 

0.74）が参加した。調査では，Table A.1 に示す 15 のト
ピックについて，トピックに対する（1）ポジティブ評
価（「1：まったく肯定的でない」～「4：とても肯定的」），

（2）ネガティブ評価（「1：まったく否定的でない」～「4：
とても否定的」），（3）友人との会話経験（「X（各トピック）
について，友人と話したことがある」に対し，「1：まっ
たくあてはまらない」～「4：とてもあてはまる」）を尋

ねた。態度の構造的両価性は，Priester & Petty （1996） 

の式によって算出した（詳しくは本文を参照）。態度の
valenceの度数については，ポジティブ評価得点とネガ
ティブ評価得点の差得点を算出し，値が正であればポジ
ティブ，0であればニュートラル・両価的，負であれば
ネガティブとし，トピックごとにその頻度を集計した。
これらの指標をもとに，（1）両価的な態度をもちうるト
ピックであること，（2）他者との会話経験があるトピッ
クであること，を総合的に考慮し，本調査で用いるトピッ
クを選定した。

Table A.1
予備調査の結果
構造的両価性 態度のvalenceの度数分布 会話経験

M（SD） ポジティブ
ニュートラル・ 

両価的 ネガティブ M（SD）
1． 容姿で異性・パートナーを選ぶこと 4.19（1.68） 9 13 12 3.06（0.85）
2． 性格で異性・パートナーを選ぶこと 1.62（0.65） 33 1 0 3.24（0.74）
3． 簡単だが退屈な授業よりも，難しくてもた

めになる授業を優先すること
3.00（1.70） 28 5 1 1.88（0.88）

4． 大学生活をアルバイトや部活，サークルに
費やすこと

3.19（1.71） 22 8 4 2.47（0.93）

5． 中小企業に就職すること 2.56（1.07） 31 3 0 2.12（1.04）
6． 高卒で就職すること 2.69（1.30） 19 6 9 1.62（0.89）
7． 自分の夢よりも家庭の事情を優先すること 4.06（1.65） 15 12 7 1.79（0.88）
8． 挫折のない人生を送ること 3.74（1.76） 7 11 16 1.62（0.89）
9．「X大学の学生」に対するイメージa 4.02（1.58） 14 14 6 1.74（0.93）

10．「Y大学の学生」に対するイメージa 3.66（1.76） 21 11 2 2.45（0.90）
11．「日本人」に対するイメージ 3.36（1.71） 26 7 1 1.68（1.04）
12．「女は結婚よりも仕事」という考え方 3.48（1.57） 15 10 9 2.62（1.02）
13．「男は仕事，女は家庭」という考え方 3.16（1.81） 4 9 21 2.62（1.02）
14．原子力によって発電すること 3.95（2.03） 3 18 13 1.44（0.70）
15．安楽死を認めること 3.41（1.73） 23 10 1 1.24（0.55）

a 予備調査の参加者はY大学，本調査のサンプルはX大学に所属していた。調査では，各大学の名前を明示したが，
本研究では，トピック9を「外集団の学生に対するイメージ」，トピック10を「内集団の学生へのイメージ」とみなし，
トピック9を本調査に用いた。
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社会的ネットワークの構成と態度の両価性の関連

ABSTRACT

Social network composition and attitudinal ambivalence:  
Focused on structural ambivalence

Taro HIRASHIMA and Tasuku IGARASHI

In this study, we examined the relationships between social network composition and individuals’ 

attitudinal ambivalence. Attitudinal ambivalence reflects the extent to which one simultaneously has 

both positive and negative evaluations toward an attitude object. Although the effects of attitudinal 

ambivalence on individuals’ behavioral decision-making process have been much examined, little is 

known about the “sociality” of attitudinal ambivalence. The authors take a viewpoint that individual 

attitudes and social network structure mutually influence each other. Although some researchers have 

showed that network heterogeneity increases individuals’ subjective ambivalence (feelings of conflict 

toward an attitude object), the relationship between network composition and individuals’ structural 

ambivalence (the extent to which one’s attitude structure contain both positive and negative evalua-

tions toward an attitude object) has not been examined directly. We predicted that structural ambiva-

lence is positively related to social network heterogeneity, but negatively to network homogeneity. 

These associations would be prominent among those with a high perspective-taking ability (the Em-

pathy Quotient; EQ). A total of 131 undergraduates participated in our survey. We assessed attitudinal 

ambivalence (structural and felt ambivalence) toward four types of values and social issues, network 

homogeneity/heterogeneity of the participants’ social network (i.e., the extent to which how many 

other network members had a similar or a dissimilar attitude), and EQ. Correlational analysis revealed 

that structural/felt ambivalence was negatively correlated with network homogeneity, but none of atti-

tudinal ambivalence indices were associated with network heterogeneity. Furthermore, EQ moderated 

the relationship between network heterogeneity and felt ambivalence. Contrary to our prediction, net-

work heterogeneity was negatively associated with felt ambivalence among people with low EQ more 

strongly than those with high EQ. EQ is the ability not only to read others’ intentions and attitudes but 

also to respond to them in an appropriate way. When low EQ people confront the situation in which 

their attitudes are incongruent with other network members, they are more likely to be affected by the 

difference between own and others’ attitudes. Future research should distinguish processes of perceiv-

ing others’ attitudes from internalizing them.

Keywords: attitudinal ambivalence, social networks, social network composition


