認知の変容を促す
対人的相互作用過程に関する研究
－自他の相対的視点の獲得に着目して－

吉原 智恵子
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はじめに

「目から鱗が落ちる」という諺は，何かを契機としてある対象に対するこれまでの
知識や信念が変化し，その対象についてよりよく理解できるようになることを意味し
ている。したがって「目から鱗が落ちる」経験は，ある対象に対する理解が促進され
る経験であり，個人にとってはプラスの効果が期待されるものと考えられる。しかし
私たちの知識や信念は維持され安く，これまで保有していた知識や信念に反する情
報，すなわち鱗を落とす契機となるであろう情報は，容易には受け入れられないこと
を示す研究は多い。そしてその一方で，知識や信念の変化はどのような状況下で生起
するのかを検討した研究は少ない。そこで本研究は，知識や信念といった認知の変容
を生起させる要因についての検討を行う。特に社会的相互作用の過程における自他の
類似性認知および相対的視点の獲得の効果に注目して議論する。
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第１章
認知の変容をめぐる諸理論と
本研究における討議事項

1

1.1 概念の変容過程
1.1.1 Piaget 派社会的相互作用論
Piaget は外界と内的世界との間に発生する矛盾から同化と調節の作用が生じること
を仮定し，この同化と調節により認知的図式の再均衡化が生じることを認知の発達とし
て 理 論 化 し た （ Piaget, 1974 ）。 Piaget の 理 論 は 同 化 （ assimilation ）， 調 節
（accommodation）
，均衡化（equilibration）の作用により，既存の認知的図式を維持
するための情報の選択や回避を行うという消極的な情報処理方略ではなく，既存の認知
的図式の維持に矛盾を生じさせる情報の積極的な取り込みによる方略とその結果とし
ての認知的図式の変革を発達として論じており，弁証法的な観点に立つ認知発達論とし
て提唱された。また Piaget の理論は Piaget 派社会的相互作用論として Doise や Mugny，
Perret-Clermont らに継承され，彼らは他者との相互作用から発生する社会的・認知的
葛藤（socio-cognitive conflict）が，認知の発達に重要な役割を果たすと考えた。社会
的・認知的葛藤とは，他者との相互作用を伴う二者間の協同課題解決場面において，双
方の課題解決への視点や課題への理解が異なることから見解の相違を認識することを
いう（Doise & Mugny, 1984）。
彼らの一連の実験は事前テスト，相互作用セッション（課題の協同遂行），事後テス
トという３つのステップで構成される。そして相互作用セッションにおいて社会的・認
知的葛藤が発生し，その対処に伴い空間表象課題や液体，数，長さの保存課題について
正しい解答への促進効果が生じることを検証するものである（Doise & Mugny, 1979;
Doise, Mugny ,& Perret-Clermont, 1975; Mackie, 1980; Weinstein & Bearison, 1985;
Mugny & Doise, 1978; Doise & Palmonari, 1984; etc.）
。
例えば Mugny & Doise（1978）は３つ山問題を用いて相互作用セッション前後での
課題成績の変化を調べ，社会的・認知的葛藤の効果を検証した。実験では事前テストで
課題の達成水準を３段階に分け，達成レベルが同じもの同士，あるいは異なるもの同士
が，２人１組で協同して課題を行った。そして事前テストから１週間後の協同での課題
解決経験が，さらに１週間後の事後テストでの個人の成績に及ぼす効果を測定した。そ
の結果，達成水準が同じもの同士のペアでは成績の向上が見られず，またすでに課題を
達成できていた子どもとペアを組んだ子どもも，成績の向上は見られなかった。ビデオ
撮影による観察結果から，後者の場合には，正しく配置できる子どもが率先して課題を
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こなし，他方の子どもの発言は無視されてしまうため，解答を学ぶ必要のある子どもが
自分の解とパートナーの解をつき合わせて考える機会を失っているという。一方，３つ
山問題において見本の回転に見合った模型の配置ができない子どもが，部分的に課題の
達成が見られる子ども（例えば家と家との距離関係は正しく配置できるが，家の方向に
ついては誤ってしまう子ども）とペアを組んだ場合には，双方の成績に向上が見られた。
このような場合，部分的に課題の達成が見られる子どもはまだ解答が安定せず，他方の
子どもに提案される不正解に直面しながら解答を探索することになる。Mugny & Doise
（1978）は，このような状況下で相手に詳しく説明する過程を経て成績が向上すると述
べている。また他方の子どももその解答の探索過程に参加することから成績が向上する
という。
このように他者との相互作用を伴う二者間の協同での課題解決場面において，双方の
課題解決への視点や課題への理解が異なり，見解の相違から社会的・認知的葛藤を経験
する中で課題を解決した場合に子どもの認知の再構造化が生じるとする。
また上記 Mugny & Doise（1978）が扱った空間表象課題に加え，その他の保存課題，
例えば液体や数，長さの保存課題についても同様の検証が行われ（Doise & Mugny,
1984; Perret-Clermont,1980 に詳しい紹介がある。
）
，社会的・認知的葛藤が認知の発達
を促進させる効果が繰り返し確認された。さらに文化的差異を検証した Mackie（1980）
の実験では，協調的であるか競争的であるかの社会・文化的な背景の違いが社会的・認
知的葛藤の効果の強弱に影響することが示され，社会的相互作用の意味づけの違いが，
社会的・認知的葛藤がもたらす認知の変容にも影響を付与するのではないかと考察され
た。互いに協調的であることが価値づけられている社会で暮らすサモア島の子どもとマ
オリ族の子どもは，競争的で対立的な社会に暮らすニュージーランドのヨーロッパ系の
子どもよりも社会的・認知的葛藤を経た後の課題成績の向上率が高いことが示され，ま
たヨーロッパ系の子どもたちは個人内の認知的葛藤による課題成績の向上も見られた。
後者の効果は，課題に使用した道具がいかに個人内の葛藤を明確化できるかに依存する
ことも示唆された。
以上の効果は，相互作用から発生するのか，あるいはプラスに働く課題情報への接触
が効果をもたらすかの検証を行った Weinstein & Bearison（1985）の研究により，社
会的相互作用の効果が確認され，また Roy & Howe（1990）の研究により，正解者の模
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倣による効果ではないことが確認された。また本邦においても林（1998），橘・藤村（2010）
により実験的な検討が行われ，社会的・認知的葛藤の効果については，相互作用過程の
具体的な内容の検討を重視すべきであるとの考察が行われている。
さらに近年，数多く行われた実験の結果が示す社会的・認知的葛藤が促す保存概念の
獲得効果については一貫性が見られる一方，発達における成熟の意味，実験における実
験者の意図と実験参加者の理解の齟齬の可能性，また社会的・認知的葛藤が発生する条
件の明確化という 3 点については解明されていないとの指摘もある（永田，2011）。

1.1.2 Vygotsky の社会構成主義
Vygotsky（1986）もまた認知の発達過程における社会的相互作用を重視し，相互作
用を通してやり取りした内容を内面化していく結果として知識が成立し，獲得されてい
くと考えた。そしてこのような考え方を社会構成主義と呼び，Piaget が社会的相互作用
を契機とした個人内の矛盾の解消を認知的発達であると考えたのに対し，社会・文化的
な文脈の中で獲得されるものを人の認知の発達として考えた。このように Vygotsky は
相互作用そのものが新しい知識の獲得過程に直接的に影響を与えるものととらえ，彼の
提唱する最近接発達領域（zone of proximal development）の概念が示すように，相互
作用を通して新しい情報を提供する大人や発達のより進んだ他者の役割を重視した。
本邦においても Miyake（1986），奈田・堀・丸野（2012），奈田・丸野（2007，2009）
など，小学生を対象とした一連の知識獲得過程に関する研究が行われている。例えば奈
田・堀・丸野（2012）は，他者との協同で課題に取り組むことが課題活動に対するポジ
ティブ感情を生起させるとき，積極的に課題活動に従事するようになるとともに認知的
柔軟性が高まり，それによりお互いの考えの統合が促され，知識獲得が促進されると予
測した。そして小学 3 年生 29 名（男児 12 名，女児 17 名）を対象に，事前テスト，協
同活動セッション（課題の協同遂行），事後テストという３つのステップで構成される
実験を行った。協同活動セッションでは，実験参加者と実験者がペアになり協同で課題
に取り組む際，実験者が実験参加者に対して協応的に賛同するなど肯定的な反応を返す
条件（協応的肯定群）と，表面的に肯定的な反応を返すにとどまり共感的な反応をする
ことのない条件（表面的肯定群）に分け，この操作の違いが課題の遂行過程や成績に差
異をもたらすか否かを検討した。主たる従属変数はエラーバイアスであり，これは自分
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が行った活動を他者に誤帰属する以上に，他者が行った活動を自分に誤帰属する傾向を
指す。つまり，他者が決定した解答を自分が決定したものと考えるエラー数から，自分
が決定した解答を他者が決定したと考えるエラー数を引いた差がエラーバイアスとな
る。エラーバイアスが大きいほど，知識の獲得水準が高いと予測された。実験の結果は
この予測を支持しており，協応的肯定群は表面的肯定群より課題活動に対するポジティ
ブ感情が高く生起され，またエラーバイアスの頻度も有意に高いことが示された。この
ことから，課題の協同活動において賞賛されるなどの経験は，課題に対するポジティブ
感情を促し，それによって課題活動への積極的な取り組みが可能となると同時に，相手
との親密性が深まることにより相手の示した考えを柔軟に受け止める，視点の取得能力
を高めることも可能になるとしている。さらにこれによって自分の考えを新たな視点か
らとらえ直しやすくなり，結果として相手の考えと自分の考えを統合化することにより
知識獲得が促進されるとした。またエラーバイアスは，思考過程において他者と一体化
する中で，自他の考えの境界が曖昧になり，他者の考えが自己の考えに取り込まれやす
くなることを示しているとする。このような二者間の関係性に関連して，例えば
Weinstein, Hodgins, & Ryan（2010）の行った実験では，プライミング操作により自律
的な態度，統制的な態度，あるいはニュートラルな態度を方向づけられた初対面同士の
二者間の協同による創造性テストにおいて，自立的な態度を方向づけられたペアはその
他のペアより親密さが増して共感的となり，課題成績も優れていたことを示している。
また奈田・丸野（2007）は，実験者と実験参加者が，実験の始まる前に会話をするだけ
でエラーバイアスを生じさせることを示している。会話によりポジティブ感情が生起さ
れ，これにより親密性が高まるならば，他者の視点をとりやすくさせることからエラー
バイアスが生じたと考えることができる。但し奈田他（2012）では「課題に対するポジ
ティブ感情」と「他者に対するポジティブ感情」とを分離し，どのようなポジティブ感
情がどの時点で生起していたのかを検討する必要性も指摘されている。

1.1.3 本研究における討議事項
以上２つの認知発達理論に基づく研究から，概念の変容や課題解決に至る認知の変容
において，他者との相互作用が重要な役割を果たしていることを仮定する。Piaget 派社
会的相互作用論が注目した社会的・認知的葛藤は，二者間の協同課題解決場面において
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異なる視点をもつもの同士が見解の相違を認識することを指し，このような他者との関
係性の中で生じる葛藤を解消することが種々の保存概念の獲得につながることを実験
的に示している。
また Vygotsky による社会構成主義の流れを組む研究においてもまた，
認知の発達過程において他者との相互作用の役割を重視し，自分とは異なる枠組みを持
つ他者との良好な相互作用は，互いの視点を内面化させることを示している。
以上のほか，発達研究や社会学研究の流れとしての社会的相互作用について，佐藤
（1996）は以下のように述べている。
「いま，人間の精神は相互作用的な社会過程の中
で作られるという考え方が大きな力を得てきている。ヴィゴツキーの発達理論を中心と
した社会的構成主義の考え方である（p.240-241）
」
。
」そして知識は自らの探求の結果と
して形作られるものであり，また社会的関係性の中で相互作用を通して獲得されていく
ものであるとしている。また精神と社会や文化は切り離してとらえることができず，
人々の意識，行動を社会や文化というシステムに投入し，両者を一種の緊張関係にある
ものとしてとらえる試みが始まっているという。
また大泉（2005）は，概念変化を生起させる条件として以下の３つを挙げている。第
１に，既存の知識体系から見た不斉合を認知する，ある程度のメタ認知能力が必要であ
ることであり，第２に，新しい知識になる概念や概念表象，あるいは概念表象を構成す
る要素が，少なくとも潜在的に存在していることである。そして第３に，社会文化的文
脈の中で，不斉合な情報に直面することである（Hatano & Inagaki, 1997 ; Williams &
Tolmie, 2010）
。
このように，認知の変容は社会文化的な文脈の中で検討すべき課題であり，さらに社
会的相互作用過程に注目してその変容メカニズムを探求すべきであると考えることが
できる。そこで本研究では，認知の変容を促す対人的相互作用過程について，特に自他
の相対的視点の獲得の観点から検討を行う。

1.2 認知的斉合性の理論
1.2.1 認知的斉合性の諸理論
1.1 で述べたように本研究では，認知の変容は対人的な相互作用過程において生起し
得ることを仮定する。しかし既有の知識や信念は維持され安く，これまで保有していた
知識や信念に反する情報は容易には受け入れられないことを示す研究は多い。
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認知的斉合性の理論（cognitive consistency theory）は，個人の認知の一貫性を維持
させるような力が働くことを仮定する理論の総称である（Abelson, Aronson, McGuire,
Newcomb, Rosenberg, & Tannenbaum, 1968）。バランス理論（Heider, 1946），A-B-X
モデル（Newcomb,1953），認知的不協和の理論（Festinger, 1957），適合性の原理
（Osgood & Tannenbaum, 1955）はその中核的な理論といえる。これらはそれぞれ独
自性のある仮説を擁するが，認知の一貫性が保たれている状態が何らかの理由で崩壊し，
認知的な矛盾すなわち不斉合（inconsistency）な状態が生じる場合，これに付随する心
理的な緊張状態を低減させるため，認知システムの一貫性（無矛盾性）を最大化させる
ように動機づけられることを仮定する。例えば Heider のバランス理論は，P（認知の
主体），O（他者），X（対象となる事物）あるいは Q（対象となる人物）の 3 者関係に
ついて，感情関係（sentiment relation）および単位形成関係（unit formation relation）
から，均衡化に向かう変化を予測する。感情関係は好悪の関係をプラス（＋）あるいは
マイナス（－）で表し，また単位形成関係は所属性や類似性，近接性が成立するか否か
という観点からプラス（＋）あるいはマイナス（－）で表す。そして P と O，P と X
（Q）
，O と X（Q）の関係性をあらわす＋と－の符号の積が＋となる場合は認知的にバ
ランスのとれた状態であり心理的に快い状態であることを仮定する。これに対して積が
－になる場合はインバランスな状態となり心理的に不快な緊張状態が生じるため，この
3 者関係がバランス状態になるように感情関係あるいは単位形成関係のどれかの符号
を変えるように動機づけられることを予測する。
これに対して認知的不協和の理論（Festinger, 1957）は，他の理論と基本的には同じ
原理を主張しているが，不斉合な関係性を知識や信念，態度を含む認知要素間の不協和
という概念でとらえ，より典型的に認知要素間の矛盾の解消に焦点を当てている。

1.2.2 認知的不協和の理論
認知的不協和の理論（Festinger, 1957）は，不協和の存在は心理学的に不快であり，
不協和が存在する場合に人はこれを低減するように動機づけられること，および不協和
を喚起させるであろう情報や状況を回避しようとすることを予測した。そして認知的不
協和を低減する方法として，行動に関する認知要素を変えること（喫煙が健康を害する
ことを知った場合に喫煙をやめる等），環境に関する認知要素を変えること（支持して
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いなかった政権担当者に対して，当該人物を支持する多数の人の意見を見出し，支持的
な社会的現実（social reality）を確立する等）
，そして新しい認知要素を付加すること
（喫煙は健康を害するかもしれないが，車の運転のほうがより危険性は高いという新し
い情報を探すことで不協和の総量を低減させる等）を挙げている。これらは認知要素の
一方を変化させる方略（Festinger, 1957, p.18）であり，また不協和を引き起こす情報
間の比重を変化させる方略である。
一方，不協和な認知要素を調和させる（reconcile）ことができる新しい認知要素を付
加する方略としてイファルク族の文化の例も挙げられている。イファルク族の文化では，
人は善良であるという信念がある。子どもはこの信念に反して強い攻撃性や敵意，破壊
性を示すことがあるが，それは人々に乗り移る亡霊の仕業による，という信念も持って
いるという。この場合，不協和を引き起こす２つの認知要素の比重を変えることで不協
和の低減を図るのではなく，むしろ両者を両立させており，統合的であるといえる。こ
れは高度に不協和を低減させる方法である。
しかし，以上のような方略により常に不協和が低減できるとは限らないことも同時に
指摘している。その上で重要な点は，不協和が存在する際，それを低減させるために数々
の試みがなされるということであり，またその試みが失敗に終わった時には心理学的不
快を経験することであるという。このように認知的不協和の理論の関心は不協和による
心理的緊張や不快を最大限低減させるように人を動機づけるという点にあり，最も認知
的な負荷のかかる不協和な認知要素を調和させる低減法については関心が向けられて
きたわけではない。

1.2.3 本研究における討議事項
認知的斉合性の理論において代表的なものとされる認知的不協和の理論は，不協和が
存在する状態は不快な状態であり，この心理的な緊張状態を低減するように人は動機付
けられると仮定した。そして不協和を低減させる方略として，不協和を引き起こす情報
間の比重を変化させる方略と，第三の情報を加えることで不協和な認知要素を調和させ
る高度な方略を大別している。Festinger とこの理論に関する検証を試みた多くの研究
の関心は，不協和な状態を低減に向かわせる動機づけにより，不協和を最大に低減化す
る方法についてであったといえよう。したがって，第三の情報を加えることで不協和な
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認知要素を調和させる高度な方略はどのよう状況下で起こり得るのかといった，不協和
な認知要素の処理過程と，処理過程の違いによる認知対象への理解や適応への影響につ
いては十分な検討が行われていない。
社会的適応と認知の関係を考えるとき，Newcomb（1960）は，認知の成立に関わる
２つの作用を仮定している。１つは実在－指向的な力（reality-oriented forces）
であり，
もう１つは自閉的な力（autistic forces）である。実在－指向的な力とは，ある態度対
象がもつ特性について正確に評価することを志向する力である。言い換えると，われわ
れがある態度対象に対してもつ期待や予測が正確に実現することを志向する力であり，
対象との適応的関係において，明瞭な報酬に結びつくことが予測される。また自閉的な
力とは，ある態度対象に対する他者の評価に依存する作用を指し，他者の評価によって
自分自身の対象への評価が妥当であると支持されることが報酬となる。つまり，他者の
適応様式への適応を志向する力を指している。どちらも我々の社会生活上の適応にとっ
て重要な方向づけ機能をもっている。不協和を低減するという行為を実在―指向的な力
の作用に照らしてみると，不協和による不快感情の低減に成功することと，実在―指向
的な認知が成立することとは必ずしも一致しないと考えられる。また自閉的な力の作用
についても同様に，必ずしも一致しないと予測できよう。
Kelman & Baron（1968）が述べるように，不斉合性を動機づけの源泉と見て，大き
な不斉合に直面するほどこれを取り除くための大きな努力を生むとするモデルでは，不
斉合な認知に関する処理様式を組織的に予測し得る理論とはなり得ない。Newcomb の
述べた２つの作用は，対象との適応を可能とすることを志向するものであり，不斉合な
事象との遭遇はこのような対象との適応のための変化のシグナルを与えるものとなり
得ると考えることができる（Kelman & Baron, 1968）
。
Hardyck & Kardush（1968）もまた，不協和が低減される量に注目した研究が多く
存在する中，どのような処理様式が選択されるのかに着目すべきであるとして，認知の
重要さと「思考停止（stopping thinking）」，「一方の認知の変容（change in one
」という３つの処理様式１）が選択される量を
cognition）」，「再構造化（restructuring）
モデル化した。彼らは「思考停止」が最も努力を必要としない処理様式であると予測し
た。しかしこれを採用することができない場合は「一方の認知の変容」が採用されやす
く，さらに「再構造化」は最も不協和を解消しにくく採用され難い処理様式であると予
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測した。しかし当該の認知の重要さが大きい場合には「再構造化」が最も採用されやす
くなり，重要さが最大化する際は「思考停止」が採用されるという。Hardyck らの分類
した処理様式はそれぞれ大きな差異があり，どの処理様式を採用するかにより，その後
の認知対象への理解や適応は異なることが考えられる。
本研究では，認知的不協和を契機とする認知の変容に注目し，どのような条件下で
認知の変容が可能となるのかを明らかにすることを目的とする。

1.3 概念維持過程
1.3.1 自己確証過程
以上に述べたように，認知的斉合性の理論に関するこれまでの研究では，不斉合に
直面することが認知の構造的な変容を促進させる条件についての十分な検討が行われ
ていない。また自己概念に関する多くの研究も，一般的知識や信念と同様に，構造的
な変容を導くという方向性ではなく，維持，確証する過程がとられやすことを示して
いる。
Swann（1983）は，安定した自己概念を保持し得るように自己に関わる情報を処理
する過程を自己確証過程（self-verification processes）と呼び，自己概念に反する情
報がもたらされた場合にはその情報を吟味しようとはせず，反論したり，自己概念に
一致する自己像を提示したりすることにより自己概念の安定化を図ろうとすること等
を明らかにした（Swann & Read, 1981 ; Swann & Hill, 1982）
。
Swann（1983）によれば，自己確証過程は社会的環境および自分自身の認知世界の
両面において，自分自身の自己概念を確認し，社会的現実を構築する過程であり，自
己と外界との関係性に関する本質的な特性であるという。伝統的なシンボリック相互
作用論が指摘するように，自己概念は他者が自己をどのように見ているかという他者
の視点を取り込み，自己を他者の視点から客体的に見ることを通して形成される。こ
のことから自己概念は，他者からの評価と自己評価を一致させることが求められるの
であり，さらに人は生得的に自分の生きる社会的世界が理解や統制可能なものである
ことや世界に関する自分の予測は正しく信頼性が高いものであることを望む傾向があ
るため，劇的な変化は望まないという。
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例えば Swann & Read（1981）では，実験参加者に対してまず自己主張的であるか
どうか，また情緒的であるかどうかなどのパーソナリティテストを実施した後，この
パーソナリティテストの回答を見た別の実験参加者が受けた印象として，自己概念と
一致する印象と一致しない印象に関する内容がリスト化されている場合，どちらを選
択するかを調べている。実験参加者にはカバーストーリーとして，この実験は他者と
知り合いになる過程を調べるものであると伝えられていた。リストは自己主張性に関
する質問と情緒性に関する質問の２種類があり，それぞれ８つの質問で構成された。
例えば自己主張性に関する質問は「この人は，レストランでもしサービスが悪かった
としたら店に文句を言うタイプの人だと思いますか。」という自己主張的であることに
関する 4 問と，「この人はなぜ映画館で割り込みをしてくる人に対して文句を言わない
のだと思いますか。
」などの自己主張性が低いことに関する 4 問から構成され，また情
緒性についても同様に，情緒性の高低に関する質問が 4 問ずつで構成されている。実
験の結果，自己主張性および情緒性のどちらのリストについても，自己概念と一致す
る内容が選択されやすいことが示され，自己概念を確証する社会的フィードバックを
獲得することが動機づけられるという仮説が支持された。
自己概念と一致しないフィードバックを受けた場合には，そのフィードバックの送
り手と直接会う機会が与えられる状況では自己評価の変化はあまりなく，一致するフ
ィードバックを受ける場合と差が生じないのに対して，一致しないフィードバックを
与えた他者と会う機会がない場合には自己評価（自己イメージ）の変化は大きいこと
が示されている（Swann & Hill，1982）
。このように，自分自身の自己概念について
他者を説得できる機会がある場合には自己評価は変化しにくいという。
また本邦においても山岡（1995）は，ユニークネスが脅かされるとユニークネス欲
求の高さに関わらず，情動的にネガティブとなり，ユニークネス高群は個人レベル
で，低群は集団レベルでの自己確証行動が促進されることを示している。

1.3.2 ステレオタイプ維持機能
社会的カテゴリーに基づくステレオタイプは幼少期から繰り返し学習されることに
，確立された
より形成され（Rosch, Mervis, Gray, Johnson, & Boyes-Braem, 1976）
ステレオタイプは確証する過程を経ることで維持，強化されやすいことが多くの研究
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により明らかにされてきた（Bodenhausen & Wyer, 1985 ; Darley & Gross, 1983 ;
Skov & Sherman, 1986, etc.）
。またこのようなステレオタイプの維持，強化を支える
基礎的な情報処理過程として，階層構造を持つ知識表象のネットワークは，社会的カ
テゴリーに関連する特性や行動が自動的な処理過程の中で活性化されやすいことを示
している（Stephan, 1989）。
Darley & Gross（1983）は，ステレオタイプに合致した情報は選択的に受容されや
すく，これによりステレオタイプを維持，強化される過程を実験的に明らかにした。
実験参加者は「教師の評価方法」に関する研究であると伝えられ，まずビデオを視聴
した後，このビデオに登場した小学 4 年の女子，ハンナについて，学力の評価が求め
られた。ビデオ前半はハンナが遊んでいる場面，後半はハンナが教室で学力テストの
問題に答える場面が録画されており，前半だけ視聴する群および全編視聴する群にラ
ンダムに分けられた。また前半のビデオではハンナの家庭環境について，学力の評価
が分かれると想定される２種類の説明があり，これらがランダムに与えられた。１つ
は，両親が高等学校を卒業した学歴をもち，都市部に住む経済的に恵まれない家庭で
育っていることを示唆する説明とビデオの背景を映し出した。これに対してもう１つ
は，両親は大学を卒業しており，郊外に住む比較的経済的に恵まれた家庭で育ってい
ることが説明とビデオの背景により示唆された。前者は学力を低く評価することが予
測され（否定的予期群）
，後者は高く評価されることが予測された（肯定的予期群）
。
なお，このような社会経済的な背景を知らせることなく教室で問題に答える場面だけ
を観る条件も加えられた。さらにビデオ後半の学力テストを受ける場面では，簡単な
問題，中程度の問題，難しい問題が含まれており，これに対して正答，誤答を言うシ
ーンと，やる気に満ちている様子や反応が鈍い様子を映すシーンなど，能力を示す様
子として一貫しない内容が映されていた。実験の結果，学力の予期とビデオの視聴の
長さについて交互作用が見られ，全編を視聴した群において，肯定的予期群と否定的
予期群間で学力の評価差が開いていた。つまり，後半に視聴したあいまいな能力を示
すシーンの中から，自分の予期する学力に合致する情報を読み取った結果として学力
評価の差が生じたものと解釈された。このように，ステレオタイプと一致する情報が
選択的に読み込まれることによりさらに確証化され，強化されることが明らかになっ
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た。一方，このステレオタイプと不一致な情報は解釈されることはなく，ステレオタ
イプに疑いを生じるなどの変容の兆しは見られていない。
またこのようなステレオタイプの維持，強化の基盤として，Stephan（1989）はステ
レオタイプの階層ネットワークモデルを提唱している。ひとつの社会的カテゴリーが想
起され，この社会的カテゴリーに関わる知識表象ネットワークが活性されるなら，ステ
レオタイプとして強固にリンクする特性や行動が自動的に活性化されることが仮定さ
れている。

1.3.3 本研究における討議事項
自己確証過程およびステレオタイプの維持機能に関する研究は，一度形成された知識
や信念はそれを確証し，維持する方向性をもった情報処理方略や行動がとられやすいこ
とを示している。したがって，認知的斉合性の理論と同様に，知識や信念を変化させる
ことは困難であることを予測させる。
しかし，人は常に既有の知識を維持するように方向づけられるとは限らない。例えば
下斗米（1990）は，自己確証動機ではなく，自己査定動機に基づいて不斉合な自己情報
を受容する場合があることを示している。下斗米（1990）は，既有の自己概念と斉合し
ない自己に関する情報がフィードバックされたときの対処方略として，説得，疎遠化，
受容，表面的同調，評価回避，要素付加，情報収集，反評価的態度の誇示，比較という
9 つの方略を分類している。このうち比較，受容，要素付加，情報収集という方略は，
自己確証動機によっては説明され得ないものである。フィードバックされた不斉合な自
己に関する情報を受け入れる（受容），他者からの情報の根拠や真偽を尋ねるなどの注
意深い情報の吟味がなされる（情報収集），新たな認知要素を導入することで認知的斉
合性の回復を求める（要素付加），社会的・継時的比較によって情報の真偽を確認する
（比較）など，これらは自己査定の過程としてとらえることができるであろう。
また沼崎・工藤（1995）は，自己の性格特性に関する情報収集行動の動機づけについ
て，自己確証動機と自己査定動機の両面から検討した。その結果，自己査定動機と自己
確証動機はともに重要な役割をもち，自己査定動機は収集する性格特性の重要性が，ま
た自己確証動機は自己概念の確信度が，各動機の相対的大きさを規定すると論じている。
自己査定動機はより妥当な自己に関する理解を深めるための動機づけを意味すること
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から，重要度が高く認知される性格特性に関わる自己概念を変容させる可能性を含んで
いる。ここでいう自己査定動機は，先に述べた実在－指向的な力（Newcomb,1960）を
志向する動機づけと考えることができる。そのため重要度が高い場合には自己概念を維
持すること以上に正しい評価を求め，自己概念の変容が生起される可能性を予測するこ
とができよう。
本研究では，知識や信念といった認知の変容を生起させる要因についての検討を行う。
特に社会的相互作用の過程における自他の類似性認知および相対的視点の獲得の効果
に注目して議論する。Figure 1.1 は本論の構成図を示すものである。

Figure 1.1 本論文の構成図
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脚注
１）
「思考停止（stopping thinking）
」は，受け身的な忘却や抑圧による処理様式である。
また「一方の認知の変容（change in one cognition）
」はもっとも一般的に採用され
る処理様式で，例えばコミュニケーションの源泉を否定するなどが含まれる。
「再構
造化（restructuring）
」は２つの不協和な認知要素について，協和となる認知要素を
加えることにより協和な関係を顕在化させるなどにより，不協和な認知要素間の連
結の仕方を改造する処理様式を指している。
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第２章
個人内過程
－対人認知に関する認知の変容と
自他の相対的関係性－
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【 研究１ 】
不斉合な情報の処理様式（Modes of resolution）の研究 －対人情報を材料として－
2.1

目的

Festinger （1957）による認知的不協和の理論は，不協和の存在は心理学的に不快
であり，不協和が存在する場合に人はこれを低減するように動機づけられること，お
よび不協和を喚起させるであろう情報や状況を回避しようとすることを予測した。そ
して認知的不協和を低減する方法として，行動に関する認知要素を変えること，環境
に関する認知要素を変えること，そして新しい認知要素を付加することを挙げている。
これらは認知要素の一方を変化させる方略であり，また不協和を引き起こす情報間の
比重を変化させる方略である。さらに不協和な認知要素を調和させる新しい認知要素
を付加する方略にも言及が見られる。しかし Festinger が重視したのは不協和を低減
する方法の解明ではなく，低減に向かう動機づけにより様々な試みが行われることそ
のものについての発見でありその検証である。したがって，第三の情報を加えること
で不協和な認知要素を調和させる高度な方略はどのよう状況下で起こり得るのかとい
った，不協和な認知要素の統合的な処理過程に焦点を当てているわけではない。つま
り，不協和を低減するための知識や信念の構造的な変容過程については，十分な検討
が行われていないといえる。
一方 Piaget の認知発達理論では，認知の発達は同化，調節，均衡化の作用によるシ
ェマの構造的変容であるとする（Piaget, 1974; Kohlberg, 1980）。既存のシェマにお
いて同化することができない経験や情報は，調節作用によりシェマ自体の構造的変容
が生じ，均衡化が図られると仮定する。Festinger の言葉を用いれば，不協和を引き起
こす経験や情報は，調節作用によりシェマ自体に構造的変容が起きることで解消され
る。また Piaget 理論を継承した Piaget 派社会的相互作用論では，2 者間の協同にお
いて発生する社会的・認知的葛藤が，認知の発達を促すとしている（Doise & Mugny,
1979 ; Doise, Mugny ,& Perret-Clermont, 1975 ; Mackie, 1980 ; Weinstein &
Bearison, 1985 ; Mugny & Doise, 1978 ; Doise & Palmonari, 1984, etc.）
。
また他者に関して相容れない情報が与えられたとき，どのように印象が形成される
のかという研究は，行われてこなかったわけではない（e.g. Anderson, 1965，1981;
Asch & Zukier, 1984；Gollin, 1954；Kaplan & Crockett, 1968）
。これらの研究で扱
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った刺激情報は，行動をビデオ映像で提示するものや一人の人物の持つ特徴として相
容れない形容語であるなど様々であるが，不斉合な対人情報を両立させる印象形成が
可能であることを示している。また Kaplan & Crockett（1968）は印象形成を行う方
略として階層的な，処理水準の異なる処理様式（Modes of resolution: MR）を分類し
ている。これらは大きく 3 つに分類され（Primitive MR, Intermediate MR, Advanced
MR），さらにその下位様式として７つが分類されている。しかし以上の研究で扱った
印象形成の刺激情報においては対人情報が不斉合であるとすることの基準が必ずしも
明確ではなく，情報処理過程を反映した処理様式間の質的な差異，すなわち認知内容
の相違については検討されていない。
そこで本研究では，両極形容語（反意語）を用いた不斉合な対人情報の処理過程を
分析し，質的に異なる処理様式の分類を試みる。その際，特に統合的な処理過程に着
目する。不斉合な情報，つまり認知的不協和を引き起こす情報の一方を選択し，選択
された情報の比重を高めて他方を低めるあるいはゼロとするという処理過程ではなく，
両者の比重を等しくする統合的な処理過程があり得ることを確認し，その処理様式の
違いにより，どのような認知内容の差異が生じるのかを明らかにすることを目的とす
る。

2.2

実験１

2.2.1

目的

同一人物のもつ特徴として不斉合な情報について，どのような印象形成が行われる
のか，その処理様式を分類し，不斉合な情報を統合的に処理し得ることを確認する。

2.2.2

方法

対象

大学生女子 90 名を対象とした。また印象形成の処理過程に関する読み取りは大

学院生 9 名で実施した。
手続き

Table 2.1 の各語を 1 枚ずつカードに記し，これら 11 枚のカードを実験参加

者に提示した。実験者は，これらの 11 語は 2 人の人物の特徴をあらわすものが混ざっ
た状態であることを説明し，2 人の人物を想像しながらカードを 2 人分に分類するよ
うに要請した。11 語は柏木（1964）から選択したもので，ＳＤ尺度の 5 つの意味空間
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因子から 1 対ずつの反意語を選択し，さらに 1 因子を構成する反意語のうちの 1 語
（にぶい）を加えたものであった。この 1 語は 2 人分に分類される語群の一方と斉合
的であることが想定された。また反意語は 2 人の人物像に分類される際，分離される
ことにより相反する（矛盾する）語が同一人物の持つ特徴として共存しないことを想
定した。分類枚数については指定せず，実験参加者の判断にゆだねていた。次に，分
類された２群のうち，予定していた語（「はっきりした」
，
「新しい」
，
「浅い」のうち 1
語。各語 30 名ずつ実験参加者を割り当てた。）を含む語群による，印象形成の記述を
求めた。これらの語は刺激人物の特性として比較的明瞭であると思われたため選択さ
れた。記述時間は原則として 5 分とした。次に，記述してもらった人物について，実
際にはこの 1 語の特性もあわせ持っていると告げ，先に提示した語群に対して不斉合
となる語（「ぼんやりした」，
「古い」
，
「深い」のうち 1 語）を提示し，再度印象形成の
記述を求めた。記述時間は原則として 15 分とした。後日，以上の手続きにより得られ
た記述文（不斉合情報を投入する前の印象形成および投入後の印象形成各 10 セット）
を基礎資料として 9 人の大学院生に提示し，どのように不斉合情報を処理しているか
の読み取りについて，自由記述により説明を求めた。その際，不斉合情報が統合され
ている例として例えば「興味の度合の差」による処理様式は，
「興味が高い場合と低い
場合とで行動傾向が異なる」というように，処理様式と具体的説明について 2 例をあ
げた。

Table 2.1

実験１で使用した形容語

1 ぼんやりした

2 はっきりした

3 複雑な

4 単純な

5 古い

6 新しい

7 のろい

8 すばやい

9 深い

10 浅い

11 にぶい
2.2.3

結果

9 人の大学院生により読み取られた不斉合情報の処理様式は 5 から 8 個の範囲であ
った。その内容はおおよそ同一基準により共通のカテゴリーが想定されていた。あと
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から付加された語を含めて，反意語が対等な重みをもって人物像を形成しているかど
うかという観点に立ち，得られた処理様式を筆者が斉理した結果，Table 2.2 のように
分類された。

Table 2.2 不斉合な対人情報の処理様式
分類された処理様式
１ 不斉合な情報の無視
後から付加された不斉合
処
情報を無視する。
理
様
式
Ⅰ
２

不斉合な情報の変形
相反する語の意味を、何
らかの形で類義語に置き
換えることによって人物
像を説明する。

処 ３ 複数の評価領域属性の
理
設定
様
異なる面からの評価に
式 よって反意語を説明する。
Ⅱ

処
理
様
式
Ⅲ

記述例
Ａさんは、人生にこれといった目標もなく、毎日をただ単に生きている人という印象を受け
る。また、何かをやる際にも人からいろいろと指図を受け、自分としての考えはあまり持っ
ていない人のようである。頭の回転もよく無さそうなのでＡさんの周りにいる人はいつもＡ
さんに対して、イライラした、まどろっこしいという感情をい抱いていそうな気がする。そ
れからＡさんは、人から好かれるというタイプではなく、人に頼られるというタイプでもな
いので、どちらかというと、今、盛んに話題となっている“いじめ”の対象になり易い人だ
ろう。
（「ぼんやりした、古い、のろい、単純な、浅い、にぶい」という語群に「深い」という不
斉合情報を付加した場合の例）

…彼女は古風な考え方に新しいものの良いところを取り入れて、自分なりのはっ
きりした考え方を持っている人です。…
（「新しい」という語を含む語群に「古い」という不斉合情報を付加した場合の
例）

…性格はおっとりのんびりとしていて、ぼんやりしているように見えるけれど
も、行動力があって、素早い判断のできる人。…
（「はっきりした」という語を含む語群に「ぼんやりした」という不斉合情報を
付加した場合の例）

４

人物像の二面性の設定
そもそも矛盾を感じるよ
うな二面性を持った人物
として説明する。

…古い部分と新しい部分を兼ね備えていて、目新しいものに対して十分に興味を
もって対処するけれども、常にそれを認めるわけではなく、時には古い考え方を
持ってそれに固執してしまうこともある、というように二面性を持った人。…
（「新しい」という語をふくむ語群に「古い」という不斉合情報を付加した場合
の例）

５

対人認知の多様性の
設定
対人関係とパーソナリ
ティの多様性に関連付け
る。

…一見外交的でアウトドア派の彼女ですが、実は家庭的で女らしい、繊細なとこ
ろのある人です。…
（「新しい」という語を含む語群に、「古い」という不斉合情報を付加した場合
の例。）

６ 対象や状況に対する
複数の対応の仕方の設定
時と場合によって反応の
仕方が異なるとする。

…一見ぼんやりとした感じの人で、実際普段あまり重要でない事柄、場面につい
てはのんきな人です。けれども重要な事柄についてはとてもはっきりとした自分
の意見を持っています。…
（「はっきりした」いう語を含む語群に「ぼんやりした」という語を付加した場
合の例。）

７

…本来は人間関係や礼儀、義理を重んじるような日本的な考えの持ち主である。
しかし、最近世間で騒がれているような女子大生に自分もならなくては、という
焦りを常に持っており、自分の生活を変えることによって性格までも変えようと
しているところがある。…
（「新しい」という語を含む語群に「古い」という語を付加した場合の例。）

因果関係あるいは関係
性の設定
反意語を、因果関係ある
いは何らかの関係性に
よって結びつける。
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処理様式Ⅰ－１は，後から加えた不斉合情報の意味がくみ取られず，印象形成の記
述から読み取れないものである。Ⅱ－２は相反する語の意味を何らかの形で変形させ
ることで人物像を構成するものである。例えば極端に…ではなく，また極端に…でも
ないので…，というように反意語それぞれの意味を弱めることによって統合させるも
のや，反意語のそれぞれを他の類義語に置き換えることによって統合化するものを含
む。Ⅱ－３は，異なる側面からの人物評価（一見した印象と実際の行動など）によっ
て反意語を説明するものである。Ⅱ－４は，そもそも矛盾を感じるような二面性を持
った人物であるとするものである。Ⅲ－５は友人関係とパーソナリティ認知の多様性
に関連づけるものである。例えば親しい友人のみが知るパーソナリティと外見的（表
面的）パーソナリティとを設定して説明するものが含まれる。Ⅲ－６は，時と場合な
ど条件によって反応の仕方が異なるとするものである。例えば好きなものと嫌いなも
のとでは反応の仕方が異なるというように説明するものを含む。Ⅲ－７は不斉合情報
を因果関係あるいは何らかの関係性によって結びつけるものである。例えば，…なの
で（かえって）…なところのある人であるというように理由づけて両者をつなぎ，説
明するものが含まれる。

2.2.4

考察

分類された７つの処理様式から，不斉合な対人情報について，両者を対等な重みを
もって統合的に処理する場合もあり得ることが確認された。カテゴリーの数と内容は，
その細分化の程度において Gollin（1954），Kaplan & Crockett（1968）の処理様式と
異なる部分があり，Asch & Zukier（1984）のカテゴリーとは数の点で一致している
が，本研究との課題の違いにより，その内容の一部に重複しないものがある。
Gollin（1954）の処理様式は”Related”（相容れない行為をする刺激人物の両面性に
ついて説明を行う処理様式），”Aggregated”（相容れない行為をする刺激人物の両面性
に触れながらも，相反する行為の関連づけがなされない処理様式），”Simplified”（相
容れない行為のうち，一方のみについて記述する処理様式）という包括的な分類であ
り，本研究における処理様式と重なっていると解釈できる。Kaplan & Crockett（1968）
の処理様式は処理水準を仮定した”Primitive” , “Intermediate” , “Advanced” である。
このうち Primitive には課題の拒否（”Rejection of task”）を含んでいる。これは本研
究では該当する回答がなく，処理様式として分類されなかったものである。また本研
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究で分類された「Ⅱ－３. 複数の評価領域属性の設定」は，彼らの処理様式には含まれ
ていない。また Asch & Zukier（1984）は，刺激語の中に斉合するペア（fitting pair）
を含み，これについての処理様式も含まれるが，本研究の「Ⅱ－２.不斉合な情報の変
形」，「Ⅱ－４. 人物の二面性の設定」以外の処理様式は一致している。
以上から，分類された７つの処理様式は多様な処理過程を網羅的に設定されている
こと，および不協和な情報について統合的に処理し得る処理様式を含むことが確認さ
れたといえよう。
そこで次に，処理様式の信頼性と処理様式間の関係を明らかにすることを目的とし
て実験２を行う。

2.3

実験２

2.3.1

目的

実験１で得られた処理様式について，各カテゴリーの信頼性を確認する。さらに処
理様式間の関係を明らかにし，処理水準に関わる手がかりを得ることを目的とする。

2.3.2
判定者

方法
第一次分析においては大学院生５名，第２次分析においては別の大学院生６

名を判定者とした。

手続き

実験１で得られた処理様式７カテゴリーを評定尺度の形式にあらわし，実験

１で基礎資料となった記述文がどのくらい各処理様式にあてはまるかを 5 段階（「まっ
たくあてはまらない」から「よくあてはまる」まで）で評定した。カテゴリーの定義は
実験１の結果で述べた各処理様式の内容を説明するものであった。また評定の困難さ
を考慮し，不斉合情報として提示した 3 語の形容語についてそれぞれ記述したものの
うち，ランダムに 10 例ずつ抽出し，30 例を評定対象とした。
2.3.3

結果

第一次分析：5 名の評定者の評定値に基づき，相関の平均をもとに信頼性を求めた
ところ，処理様式Ⅰ－１から順に，.92，.11，.68，.74，.86，.53，.60,であった。処理
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様式Ⅰ－１とⅢ－５以外は十分な高さではなく，カテゴリーの定義をさらに明確化す
る必要がある。しかしそのためには処理水準の意味の違いを明らかにすることが必要
であると考え，当面このまま使用することにする。但しカテゴリーⅡ－２は他のカテ
ゴリーと比較して顕著に低いため，他の大学生 80 名を対象とした実験データに基づ
き，第一次分析と異なる大学院生に判定を求める第二次分析を行うこととした。

第二次分析：他の大学生 80 名を対象として実施した実験データについて，第一次分析
と異なる大学院生６名に，第一次分析と同様の評定を求めた。今回はカテゴリーの説
明を改め，より詳細化した上で例を挙げるようにした。例えば処理様式Ⅱ－２は次の
ように改めた。
「不一致情報の意味を，何らかのかたちで変化させている。例：①（新
しい―古い），あるいは（はっきりした－ぼんやりした）というそれぞれの言葉（また
は一方の言葉）に近い言葉を使ってできるだけ矛盾のないように説明する。
」という説
明の後に，例えば「時代遅れ（「古い」の類義語）」や「自律的（
「はっきりした」の類
義語）」のような参考となる類義語（33 語：大野・浜西（1981）の類義語辞典による。）
を示し，実験１の結果の部分で取り上げた例文を加えた。さらに続いて「②極端に…
ではなく，また極端に…でもない，というように不一致の意味を弱めることによって
説明する。例：…この人は，じぶんで思っているほど古くさいわけではなく，また極
端に新しがり屋でもないと思う。…」というように具体的にした。なお，ここでは日
常語として矛盾，不一致という言葉で不斉合を表現している。その結果，処理様式Ⅱ
－２については，２者間の一致をもとに.67 の信頼性係数を得た（Table 2.3）。
Table 2.3 処理様式の信頼性係数および主成分分析の結果

処理様式
Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

信頼性係数 第１主成分 第２主成分

1

.92

-.730

-.537

2

.67

.812

.062

3

.68

.867

-.237

4

.74

.663

.447

5

.86

.356

.816

6

.53

-.050

.766

7

.60

.007

.790
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不斉合な情報の一方の比重がゼロ（くみ取られていない状態）になることなく人物
像が構成されている場合を統合的処理と呼ぶことにすれば，7 つの処理様式のうちⅠ
－１を除く６つは統合的な処理様式であるとみなすことができる。Ⅰ－１とそれ以外
は排反するが，Ⅱ－２以降は重複して該当すると判断されるものも含まれる。各記述
文についてカテゴリーごとに第１次分析の５名の判定者の評定値を平均したところ，
3.0 以上になった記述文の数は，Ｉ－１に属するもので 20％，それ以外の処理様式で
80％となった。非統合的な処理に対して，統合的な処理を行う割合が高いことが確認
された。
次に，処理様式間の関係を調べるため，処理様式ごとに 1 つの記述文に対する 5 人
の評定値の平均を求め，30 例の評定をもとに主成分分析を行った。その結果，Table 3
の主成分負荷量が得られた。Ⅰ－１は第１主成分と第２主成分のどちらにおいても残
りのすべてのカテゴリーに対して負の関係がある。またⅡ－２，Ⅱ－３，Ⅱ－４とⅢ
－５，Ⅲ－６，Ⅲ－７は正の負荷量によって第１主成分，第２主成分に分類される。
このことから，Ⅰ－１は，それ以外の処理様式とは相反する性格を持つと考えられ，
７つの処理様式は３つに大別されるものとみなせよう。各々の特徴は以下のように考
えられる。

処理様式Ⅰ（１）：不斉合情報の無視
処理様式Ⅱ（２，３，４）：不斉合情報の並列的処理
処理様式Ⅲ（５，６，７）：新たな付加要素を用いた処理

なお，処理様式Ⅰ，Ⅱ，およびⅢの分類は Gollin（1954）が仮説的に分類したもの
とほぼ同じ内容を表している。

2.3.4

考察

カテゴリーの信頼性は，さらに精度を高める必要がある。この点を制約とし，以下
のような問題があげられる。
処理様式Ⅰと，ⅡおよびⅢでは不斉合な情報の統合水準が異なるが，この違いが認
知の構造的変容をもたらすかどうかに関わりがあるとすれば，統合的処理かそうでで
ないかは質的に異なる内容を持つと思われる。それはどのような認知内容の差として
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あらわれるのだろうか。そしてⅡとⅢではどのような内容の差があると考えられるの
か。
刺激人物に対する認知を構成する際，Ⅲは与えられた刺激語だけでなくその他の対
人認知に関わる認知要素とも関連付けられる。それゆえに人物像が推測される場面に
はリアリティがあり，刺激人物について推測される情報をⅡより豊富にもつのではな
いかと思われる。では，Ⅰと比較するとどうであろうか。もしこのような点でⅡおよ
びⅢの差が見られるならば，統合的処理が行われる場合とそうでない場合とでは質的
に異なる認知内容をもつことになろう。
一般に，他者との関係性が深まるにつれて内面的な部分まで自己開示しあい，表面
にあらわれない内面的なレベルまでの相手を知るようになる（Altman & Taylor,
1973）。対人認知においては，相手の内面までを推測することが刺激人物についてより
組織化した知識を持つ処理水準の指標になるように思われる。そこで次に処理様式群
間の認知内容を比較し，処理の質的レベルの差を考察するため「人物像のリアリティ」
および「人物の内面性」の点から実験Ⅰで得られた記述文の評価をおこなう。またⅡ
においては刺激人物についての不斉合な情報に対してつじつまの合わない内容が並記
されている場合も考えられる。この点も確認したうえで処理様式群間の質的相違につ
いて考察する。

2.4

実験３

2.4.1

目的

不斉合情報の処理様式群間に予想される質的な処理水準の相違を検証するため，処
理様式群間で，構成される刺激人物の認知内容がどのように異なるかを調べることを
目的とする。

2.4.2

方法

回答者（評価者）
手続き

大学院生 5 名により評価を行った。

予備調査として 9 人の大学院生から人物像の「論理的一貫性」
，「人物像のリ

アリティ」，「人物の内面性」を評価するための形容語を質問紙調査により収集した。
その際「記述された人物像がどのように表現されているかを評価するための形容語を，
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人物像のリアリティ，奥行き（内面性），一貫性という 3 つの観点から思いつく限り書
いてください。」と教示し，例として「イキイキした，わかりやすい，つじつまがあわ
ない，多面的な」という 4 語をあげた。次に実験２で得られた記述文のカテゴリー評
価の平均値を求め，最も高かったカテゴリーをその記述文の属する処理様式とした。
そして予備調査の結果から選ばれた「論理的一貫性」，「人物像のリアリティ」，「人物
の内面性」を評価するための形容語を評定尺度として，それぞれ「全くあてはまらな
い」から「非常によくあてはまる」まで 9 段階で記述文の評価を求めた。評定する記
述文は実験２で用いた 30 例とした。
2.4.3

結果

収集した形容語の中から一義的な意味を持たない不適当な語を除き，17 語を得た。
この 17 語を用いて 30 例の記述文に対する 5 人の評定平均値をもとに因子分析（バリ
マックス法）を行った結果を Table 2.4 に示す。3 因子を抽出し，それぞれ「論理的一
貫性」，「人物像のリアリティ」，「人物の内面性」と解釈した。
さらに 17 語の中から因子負荷量の絶対値が高い語について，5 人の評定の合計点を
それぞれ「論理的一貫性（Table 4 の項目番号 1 から 3）
」
，「人物像のリアリティ（同
じく項目番号 8 から 10）」，
「人物の内面性（同じく項目番号 14 から 17）」の評価得点
とした。Table 2.5 はこの各々について処理様式Ⅰ，Ⅱ，Ⅲの評価平均値と標準偏差を
示したものである。
「人物の内面性」の評価得点の標準偏差の値には処理様式群間の開
きがあるが，Bartlett の法による分散の差の検定の結果，有意差は認められなかった。
この評価得点を従属変数として処理様式群間で 1 要因の分散分析を行ったところ，
「論理的一貫性」では処理様式群に有意差が見られ（F（2,27）=5.49, p<.01），多重比
較の結果，処理様式ⅠとⅢはⅡよりも有意に評価が高いことが示された。
「人物像のリ
アリティ」についても処理様式群間に有意差が見られ（F（2,27）=5.56, p<.01），多重
比較の結果，処理様式ⅢはⅠとⅡよりリアリティの評価が有意に高いことが示された。
さらに「人物の内面性」についても同様に処理様式群間で有意差が見られ（F（2,27）
=13.78, p<.001），処理様式ⅢとⅡはⅠより内面性の評価が有意に高いことが示された。
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Table 2.4 人物像を評価する形容語の因子分析結果（バリマックス法）
第1因子

第２因子

第3因子

論理的一貫性

リアリティ

内面性

+ 使用した項目

因子負荷量

共通性

＋

1 つじつまがあわない

-.79

-.14

-.02

.65

＋

2 明瞭な

.75

.27

-.07

.65

＋

3 筋の通った

.75

.47

.00

.78

4 わかりにくい

-.69

-.25

.09

.55

5 論理的な

.64

.42

.11

.60

6 疑問のある

-.62

-.59

-.09

.73

7 透徹した

.53

-.09

.18

.32

＋

8 目に浮かぶような

.28

.87

.08

.84

＋

9 存在感のある

.18

.82

.37

.85

＋ 10 イキイキした

.11

.80

.42

.83

11 実感的な

.25

.77

.35

.77

12 身近にいそうな

.30

.73

.27

.70

13 納得のいく

.43

.69

.21

.70

＋ 14 表面的な

-.16

-.16

-.84

.75

＋ 15 深みのある

.16

.45

.75

.79

＋ 16 一次元的な

.12

-.12

-.73

.57

＋ 17 多面的な

-.06

.48

.72

.75

68.6

22.9

8.5

寄与率（％）

Table 2.5 人物像評価における平均値と標準偏差

処理様式
Ⅰ

MEAN

（ N =6） SD
Ⅱ

MEAN

（ N =10） SD
Ⅲ

MEAN

（ N =14） SD

論理的
一貫性

リアリ
ティ

内面性

91.3a

66.0

64.3

12.83

11.97

6.65b

79.2

68.0

96.4

9.58

11.53

19.91

91.4

81.1

109.9

7.69

11.04

19.10

Notes. a: 数値の大きいほど評価が高いことを示す。
b: バートレットの法による分散の同質性検定
の結果，すべて分散の一様性が認められた。
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2.4.4

考察

不斉合情報の処理様式について，論理的一貫性をチェックした結果，処理様式Ⅱは
残り２つの処理様式より評価が有意に低いことが明らかになった。不斉合な特徴につ
いて並列的に記述されることから，人物像の一貫性に関する説明が十分でないために
評価が低くなったのではないかと思われる。不斉合な特徴をどのくらい組織的に統合
化しているかという統合の度合いは処理様式Ⅲ，Ⅱ，Ⅰの順に高いと考えられる。
また処理様式群間にみられる刺激人物の認知内容は異なることが示された。人物像
のリアリティについては処理様式Ⅲが他の 2 群より評価が高いことが確認された。こ
のことは，一般的な対人認知に関する認知要素と関連付けて不斉合情報を処理してい
るためではないかと思われ，より組織化された処理様式であることを裏付けていると
いえよう。また人物の内面性についての評価は処理様式ⅢとⅡがⅠより評価が高いこ
とが明らかになった。はじめに仮定したようにこの評価の高さが対人認知の処理水準
のひとつの指標になり得るのであれば，不斉合な情報を取り入れないものと取り入れ
て統合的な処理を行うものとでは異なる処理水準にあると考えられる。
これらのことから，不斉合な情報の処理には階層性があることが示唆される。すな
わち，不斉合な情報を十分に組織的に統合化して処理するならば，その刺激人物につ
いて表面的には見えない内面的な部分にまで推測が及び，このことは処理水準が深い
ことを意味するととらえられる。また不斉合な情報を回避せずにその情報を受容し，
統合的に処理することができるとき，既有の枠組みでは理解し得なかった事柄につい
て理解できる範囲が広がることが示唆される。
そこでどのような場合にどのような処理様式が採用されるのか，不斉合な処理の規
定要因について，さらに検討する必要がある。
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【 研究２ 】
不斉合な対人情報の処理場面における自己‐他者間の相対性の知覚
－類似性と共感性の観点から－

2.5
2.5.1

１）

実験４

目的

研究１では，認知的不協和の理論をはじめとする認知的斉合性の諸理論では十分な
説明が得られなかった認知的枠組みの変容の問題について検討し，不斉合な対人情報
を処理する印象形成の実験を通して，まず統合的な処理が行われ得ることを確認した。
また処理様式として 3 群（下位 7 カテゴリー）を分類し，より組織的に処理する処理
様式を経た場合に，人物像のリアリティ，人物の内面的奥行きにふれる印象形成が行
われることから，組織的な統合の度合いに応じて処理水準が深まることが示唆された。
以上は，対人関係の動的過程を理解するうえで重要な一側面を示している。
本研究は，このような対人認知の内容の差異を生む，認知的葛藤の処理様式を規定
する要因を明かにするため，処理過程と連関をもつ認知者の内的過程について調べる
ことを目的とする。
研究１は，刺激人物と実験参加者との関係性や状況等の外的要因を統制し，限られ
た対人情報のみに基づいて印象形成が行われたため，実験参加者自身の内的要因が人
物像の形成に与えた影響が大きいことが推測できる。刺激人物のモデルとなるような
他者の存在によって処理様式が規定されているかを調べた結果（吉原，1988）からは，
そのような関係は見られず，刺激人物への印象は特定できる人物からの推測によるも
のではないと考えられる。吉原（1988）は，「あなたの周囲に A さんとよく似ている
人はいますか。」等の項目により，実在あるいは小説の登場人物によるモデルの存在に
ついて 5 段階で評価を求め，処理様式ⅠからⅢ（Table 2.2）について比較した結果，
有意な差は得られていない。
さらに，他者を基準として自己を知る（eg. Festinger, 1954 ; Mead, 1934），また，
自己概念の準拠枠から他者を認知する
（eg. Bender & Hastorf, 1950 ; Markus & Smith,
1981；Ross, Green, & House, 1977；Sherif & Hovland, 1961）など，一般に自己認
知と他者認知は相互規定的に作用することが知られており，他者認知は自己認知に規
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定される側面を持っている（またその逆の側面も持っている）。刺激人物に対する不斉
合情報を統合し，内面に及ぶとみなされる描写を行った研究１の実験参加者は，自己
と刺激人物の間に何らかの類似性や共感点を見出し，自己の内面を刺激人物に投射し，
人物像を推測した可能性がある。一方，不斉合情報を統合せず，刺激人物に対する内
面的な描写が乏しいと評価された実験参加者は，刺激人物と自己との間に類似性や共
感点を見出すことがなく，両者を無関係な切り離された存在として位置づけ，刺激人
物の内面を想像する過程を経ていないことが考えられる。つまり，「自己対刺激人物」
という両者を相対化する視点，あるいは自己と刺激人物を結びつける何らかの観点（類
似性や共感点）を見出しているか否かが，刺激人物に関する情報の統合化に影響をも
たらしている可能性が推測される。
そこで本研究では研究１を追試し，不斉合な対人情報をもとに刺激人物についての
印象を自由に記述してもらうとともに，当該人物に感じる自己との類似性と共感性を
測定し，処理様式間で比較する。印象形成場面において不斉合な対人情報を統合的に
処理する場合には非統合的に処理する場合よりも刺激人物の内面性の認知がなされる
のに伴い，その人物に対して内面的な部分での類似性，および共感が生じていること
を予測し，これらの間の相関的関係を明らかにすることを目的とする。

2.5.2

方法

実験参加者
手続き

大学生女子 60 名（平均年齢 18.3 歳）が実験に参加した。

実験室において個別に実験を行った。実験の目的は性格特性と印象との関係

について調べるものであるとの簡単な説明を行い，実験を開始した。手続きは概ね
研究１を踏襲した。
まず 15 の SD 尺度により，実験参加者のパーソナリティについて 7 件法（1～7 点）
で自己評価を求めた。Table 2.6 に示された１から 10 の両極形容語は村上（1973）か
ら選択したもので，より直感的な自己イメージを反映しやすいことを基準に著者が選
択した。また 11 から 15 両極形容語は柏木（1964）による５つの意味空間因子からそ
れぞれ選択され，研究１の刺激語として使用されたものである。実験者は実験参加者
に対し，評定時は深く考えすぎないように教示した。次に Table 2.6 の 1 から 10 の 10
語に「消極的な」という 1 語を加え，1 語ずつ記したカードを実験参加者に提示した。
実験者は，これら 11 語はこれまでの実験によって得られたデータから選択されたもの
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であり，2 人の女子学生の性格特性が混在しているので 2 人の人物を想像してカード
を 2 人分に分類してほしいという教示を行った。これらの 11 語を素朴な態度で性格
特性として分類する場合，対語同士は分離されることが予測される。また「消極的な」
という語は，分類された一方の人物に斉合的となることを予想し，両極形容語対が協
調されないように配慮して投入したものである。続いて，実験参加者が二分した語群
のうち，予定していた「新しい」
（あるいは「はっきりした」）という語を含む群のみを
残し，もう一方の語群は回収した。手元に残った語群をもとに，刺激人物はどのよう
な人物であるか，思いついたことを自由に記述するように要請した。実験参加者は，
「新しい」あるいは「はっきりした」が含まれる語群について，各 30 名ずつ割り当て
られた。印象形成の記述は約 5 分であった。その後 Table 2.6 の 1 から 10 の項目を使
用して，印象形成を行った人物に対する評価を 7 件法で求めた。続いてこの刺激人物
の性格特性に「古い」
（あるいは「ぼんやりした」
）という語を不斉合情報として加え，
そのすべてのカードを再提示して印象形成の記述を求めた。その際，刺激人物は実際
にはこれらの特性を持つ人であり，この人物はどのような大学生活をしている人であ
るかという観点から記述を求めた。予備的研究からは，印象形成を記述する際，大学
生活に視点をおくことにより処理様式の偏りを回避することが期待された。所要時間
は約 10 分であった。続いて今回の刺激人物と自己について，Table 2.6 の 1 から 10 の
項目による評価を 7 件法で求めた。その際実験者は，現段階での判断で回答すること
を求め，先の自己評価と異なってもよいことを教示した。その後，不斉合情報を含む
刺激人物に対し，回答者自身が類似していると思う点および共感できると思う点につ
いて自由記述による回答を求め，総合的な評価として，この刺激人物に対する全体的
な印象を「どちらかといえばよい」から「どちらかといえばわるい」までの 7 件法で
測定し，デブリーフィングを行って実験を終了した。
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Table 2.6 自己評価尺度

2.5.3

1

静かな

騒がしい

2

重い

軽い

3

荒々しい

繊細な

4

地味な

派手な

5

不安定な

安定した

6

臆病な

大胆な

7

衝動的な

考え深い

8

張りつめた

緩んだ

9

女性的

男性的

10 かたい

やわらかい

11 のろい

すばやい

12 古い

新しい

13 深い

浅い

14 ぼんやりした

はっきりした

15 単純な

複雑な

結果

処理様式の信頼性と処理様式の判定
実験参加者の不斉合な対人情報の処理様式について，研究１による処理様式に当て
はめて分類するため，筆者と大学院生の 2 名により，印象形成記述文の内容分析を行
った。分析手続きは研究１と同様に行い，処理様式 7 カテゴリーを評定尺度として 5
件法により各実験参加者の処理方略を評価した。カテゴリーの信頼性係数は判定者間
の評定の相関係数をもとに求めた。Table 2.7 はその結果を示している。
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Table 2.7 処理様式に対する信頼性係数および判定された記述文の数
信頼性 記述文
係数 の数 ＊

処理様式
Ⅰ 不整合な情報の無視１ 不整合な情報の無視

.98

16

２ 不整合な情報の変形

.92

43

３ 複数の評価領域属性の設定

.92

9

４ 人物の二面性の設定

.99

11

５ 対人認知の多様性の設定

.99

13

６ 対象や状況に対する複数の対応の仕方の設 .93

7

７ 因果関係あるいは関係性の設定

3

Ⅱ 不整合な情報の
並列的処理

Ⅲ 新たな付加要素
を用いた処理

.86

＊ 判定者 2 名の評価平均値が 4.0 以上となった記述文の数を示す。

各カテゴリーの信頼性係数は最も低い処理様式Ⅲ－７で.85 を超えているため（7 カ
テゴリーの平均値：.94），信頼性は確認できたといえよう。この評定において 2 名の
評定者の平均値が 4.0 を越えた記述文の数は Table 2.7 に示すとおりである。但し複数
の処理様式を重複するものを含むため，これらの合計は実験参加者数とは一致してい
ない 。ま た以 下の 分析 に際 して は処 理様 式 を Table 2.7 の 処理 様 式（modes of
resolution : MR）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲの３群間で行うこととする。MRⅠ，Ⅱ，Ⅲは研究１にお
いて主成分分析の結果として分類された３群である。判定者が行った各実験参加者の
処理様式の評価から，処理様式群の平均値を求め，もっとも高い処理様式群を決定し
た。その際処理様式群間で評定平均値が同値になる場合は，より高次の処理水準を優
先し，MRⅠ：14 例，MRⅡ：26 名，MRⅢ：20 例となった。

類似性・共感性の内容分析方法
判定者

類似，共感のそれぞれの分析に対して大学院生 4 名および筆者が行った。

手続き

類似点と共感点についての自由記述を各処理様式群につき 10 例ずつランダ

ムに選択した。但し文章の長さの違いによる影響を排除するため，あらかじめ刺激人
物への類似点，共感点に関する自由記述から相対的に見て短いものと長いものを除き，
ほぼ同じ長さの文章のものの中から選択した（類似点の字数：M=59.9, SD=19.5；共
感点の字数：M=53.5, SD=16.4）。したがって類似についての記述 30 例，共感につい
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ての記述 30 例を分析の対象とした。評定尺度は「①刺激人物の心の奥に踏み込んだ類
似点（共感点）を見出している」，「②刺激人物の内面的パーソナリティに関して類似
点（共感点）を見出している」という各 2 項目であり，これらに対して 7 件法で評定
を行った。判定者には評定の前に，印象形成を行った実験参加者が述べた刺激人物へ
の類似点，共感点の記述が評価対象であることを説明した。さらに手順として，まず
30 例すべての記述文を読み，次に各記述について評定を行うこと，また評定に際して
は文章の長さにこだわらず書かれた内容から判断すること，さらに 1 つの記述の中で
も 1 文ずつでは判定が異なる場合があり，その時には内面性の深さの上限を優先し，
より内面的評価の高い文によって判断することを要請した。また判定のおよその基準
として①②のそれぞれについて評価の例を示した。

類似・共感に関する自由記述の評価
内容分析を行った 5 名の判定者の相関をもとに類似性の評価の信頼性係数を求めた
ところ①.82，②.82 となり，共感性の評価の信頼性係数は①.90，②.82 となった。以
上から，信頼性の高い判定がなされたと判断した。
次に，処理様式群間で類似性，共感性の得点を比較するため，それぞれ１要因の分
散分析を行った。判定者 5 名の 30 例に対する①②の評価はすべて有意な正の相関を
示したため（平均：類似.85，共感.72），各判定者の①と②の得点を平均化したものを
素データとした。そして各実験参加者の処理類似得点，共感得点を 5 名の判定者の平
均値から求め，これを従属変数とした。その結果，類似得点については処理様式群間
の有意な主効果は得られなかったが，共感得点については有意な主効果が得られた（F
=（2,27）=8.08, p<.01）。Tukey の HSD 法による多重比較の結果，MRⅢは MRⅠよ
り有意に評価が高いことが明らかになった（HSD=1.19,p<.05）。類似得点，共感得点
の平均値及び標準偏差を Table 2.8 に示す。
類似性については処理様式群間で差が見られなかったが，共感性については有意差
が見られ，組織的に不斉合な情報が処理される場合は，不斉合情報を無視してしまう
場合よりも刺激人物に対してより内面的な共感を得るものと考えられる。
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Table 2.8 類似得点，共感得点の平均と標準偏差

類似 MEAN

SD
共感 MEAN

SD

MRⅠ

ＭＲⅡ

MRⅢ

3.63

3.63

4.51

1.39

0.98

1.24

3.66a

4.83

5.58b

1.11

1.03

1.08

a<b (p <.05)

評定尺度による類似性評価
次に，評定尺度上の自己評価と刺激人物評価との差から，類似性について検討する。
斉合的な情報に基づき，初めに印象形成を行った人物（Ｐ１とする）と，不斉合情報
を加えた後に印象形成を行った人物（Ｐ２とする）のそれぞれに対する類似性指標と
して，Table 6 の 1 から 10 の各語に対する自己とＰ１，Ｐ２への評価との差（絶対値）
の平均を使用した。したがって差が大きいほど類似性が低いことを示す。Table 2.9 は
各処理様式群のＰ１，Ｐ２に対する自己評定による類似性平均値および標準偏差を示
している。

Table 2.9 Ｐ１およびＰ２に対する自己評定類似性
（自己評価との絶対差平均と標準偏差）

P1
P2

MRⅠ

ＭＲⅡ

MRⅢ

MEAN

1.79

1.78

1.74

SD

0.82

0.67

0.71

MEAN

1.59

1.58

1.32

SD

0.70

0.70

0.47

人物の斉合性と処理様式の 2 要因について分散分析を行った結果，人物の斉合性の
主効果が有意となったが（F（1,57）=16.39. p<.001），処理様式の主効果および交互作
用は見られなかった。Ｐ２はＰ１より自己評定に基づく類似性が高く評価されており，
不斉合情報が付加された後の印象形成とともに刺激人物への類似性をより感じられる
ように変化することが示された。MRⅡおよびⅢは何らかの統合的処理を行う処理様式
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であり，自己認知と関連付けた印象形成が生じ類似性が増加していることが予測され
た。したがってこの結果は，MRⅡおよびⅢに関する予測と一致している。しかし MR
Ⅰは不斉合情報を無視するという処理様式であり，Ｐ１とＰ２の類似性に関する認知
は変化していないと考えられた。そこで MRⅠのＰ１とＰ２の類似性評価のみを比較
したところ，有意な差は見られなかった（t（13）=2.06, p<.10）。そこで MRⅠに対し
ても予測は支持されるが，Ｐ値が 10％未満であること，および MRⅠを加えた処理様
式群に主効果が見られたことは考慮すべきである。
またＰ１への類似に対するＰ２への類似の比（P2/P1）から，類似認知が増加した者，
減少した者，変化のなかった者を分類したところ，
順に 41 名
（68.3％），15 名
（25.0％），
4 名（6.7％）となった。類似が増加した者の割合は過半数を超えているが，類似が減
少した者も少なくない。

刺激語への自己評価から見た刺激人物との類似性
Ｐ１として選択された刺激語に対する自己評価を刺激語への評価から見た類似性と
みなし，これが不斉合情報の処理様式と関連性をもつかどうかを調べる。各実験参加
者ごとに刺激語群に対する評価の平均値を求め，そしてこれを処理様式群間で比較す
るため一要因の分散分析を行った。その結果，処理様式群間に有意な差は見られなっ
たため（F（2,57）=0.97, n.s.），Ｐ１の性格特性情報から認知された類似性は処理様式
と関連していないとみることができよう（Table 2.10）。また不斉合情報誌として提示
された語に対する自己評価についても同様に，処理様式群間で一要因の分散分析を行
ったところ，有意な差は見られなかった（F（2,57）=1.13, n.s.）
。したがってＰ１の性
格特性情報と，後から付加された不斉合情報から知覚される刺激語に関する類似性は
処理様式群間と関連していないことが示された。
さらに，印象形成の過程を経ることによる自己評価自体の変化が処理様式群間で異
なるかどうかを調べるため，Table 2.6 の１から 10 の尺度への自己評価の絶対差を求
め，分散分析により処理様式群間の比較を行った。その結果，処理様式群間に有意な
差は見られなった（F（2,57）=, 0.71,n.s.）。

好意度
刺激人物に対する好意度と処理様式との関連について調べるため処理様式群間の好
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意度の平均値を求めたところ，MRⅠ:4.21（SD1.74），MRⅡ：5.00（SD1.21），MRⅢ：
4.60（SD1.46）となり，分散分析の結果，好意度の差はみられなかった（F（2,57）
=1.35, n.s.）。
Table 2.10 Ｐ１の刺激語に対する自己評価

2.5.4

MRⅠ

MRⅡ

MRⅢ

MEAN

3.65

4.06

3.92

SD

0.86

0.93

0.81

考察

処理様式の信頼性係数は研究１において示されたものより上回っており，信頼性は
確認された。カテゴリーの内容と判断基準について判定者間の一致を高めるため，十
分な説明と質疑応答を繰り返したことが信頼性を高めることにつながったと考えられ
る。
また提示された刺激語群および不斉合情報として提示された語に認知される類似性
は処理様式群間に差が見られず，刺激人物への好意度もまた処理様式群間に差が見ら
れなかったことから，語の効果，好意度の効果は生じていいないと考えられる。
処理様式と共感性の関係を調べた結果，不斉合な情報を統合的かつ組織的に処理す
る場合（MRⅢ）には，不斉合情報を無視して取り入れずに処理する場合（MRⅠ）と
比較して刺激人物に対する共感が高く生じていることが示された。不斉合な対人情報
が与えられたとき，これを無視するのではなく組織的に統合化する場合に共感がより
高く生じていたことは，対人認知場面において共感が果たす役割をさらに検討する必
要性を示している。
また実験状況において実際には相互作用を持たなかった刺激人物に対して共感が生
じたということも注目すべきであろう。つまり実際には相互作用を持たない人であっ
たとしても，その人に関する何らかの情報が与えられると共感を伴った自己との相対
的関係性が成立する場合があると考えられる。例えば阪神淡路大震災をはじめ東日本
大震災など，近年様々な災害に見舞われる日本において，被災者とは面識がなかった
人を含む多くの人がボランティアに加わっている。被災者に自己を重ね合わせること
により，被災者のこころの痛みを我がものと感じる共感はボランティア参加への動機
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づけを与えていることが考えられる。そうであるとすれば，社会的投射（social
projection）が身近でない人へも及ぶ可能性を示唆している。今後，さらに検討する必
要がある。
一方，自己評価に基づく類似性に関して予測は支持されたが，内容分析に基づく類
似性の認知については処理様式との関連は見られず，予測は支持されなかった。その
理由は以下の 2 つが考えられるであろう。
第一に，印象形成時のフォールス・コンセンサス効果が印象形成を繰り返すことに
よりさらに強化され，処理様式の差異にかかわらず仮想類似性が増加した可能性であ
る。手続き上 2 回目となる印象形成は，不斉合情報を加えているが，同一人物として
処理されている。そのため同一の刺激人物について想像し，考える時間が増加してい
る。そのことが，不斉合情報を非統合的に処理する場合にも類似性が増加することと
関連するのではないかと思われる。問題において述べたように，他者認知と自己認知
が相互規定的な関係にあるならば，印象形成の時間が増加するのに伴って自己認知と
の関連性がつきやすくなり，フォールス・コンセンサス効果もあわせて強化されるこ
とが考えられる。
第二に，刺激人物と認知者との自他の位置づけに関する認知的相対性は，類似性が
減少する方向でも生じていたのではないかということである。つまり，自他の相対性
が明確化する場合には２つの方向があり，類似と非類似の両方向を考える必要がある
ように思われる。本実験においても類似性が減少したものが 25％存在したため，少な
くない人がこれに当てはまっていたと考えることができよう。したがって，類似性と
いう指標のみではなく，非類似性という指標も同時に用意する必要がある。今後検討
すべき課題である。
以上の類似性，共感性についての結果から，刺激人物に共感できることと統合的な
印象を形成させることとは関係しており，さらに統合的な印象を形成する際に自己認
知との関連づけが行われている可能性が示されている。そこで，自己対刺激人物とい
う設定を思い描くことができる範囲内にあるものとして，両者を相対化してとらえる
ことができるか否かが対人情報の統合化に影響をもたらしているのではないかと考え
られる。つまり，自他を相対化し，同じ土俵に乗り得る対象として対象者をとらえる
ことが重要な役割を果たしていると推測される。以上の解釈の妥当性については，さ
らに実際の対人関係において確認する必要がある。
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脚注
１） 研究２は平成 8-10 年度文部科学省科学研究費補助金（特別研究員奨励費「対
人認知における自己と他者の相対性の研究－不斉合な情報の処理場面での共
感性の差異」）の助成を受けた。
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第３章
個人内過程と対人的相互作用の関係
－自他認知の変容と自他の相対的関係性－
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【 研究３ 】
自他の関係性と相対的比較について
－自発的特性生成法を用いた測定に基づいて―

3.1

１）

目的

自己認知と他者認知の相互規定的関係性は，古くから社会心理学の重要な研究テー
マのひとつであり，多くの研究が自己と他者との相対的比較に基づく相対的関係性（の
認知）が，自己認知および他者認知を規定していることを示している。２）
さらに他者との比較を直接的に論じた社会的比較理論（Festinger, 1954）では，類
似した他者との比較により，社会生活上の自己を明確に位置づけること，および自己
の妥当性を明確に知ることが可能になることが仮定されてきた。以上から，他者との
相対的比較は，自らを知るための必要条件となっていると考えることができる。
また杉村（1998）は，エリクソンのアイデンティティ理論をもとに，重要他者
（significant others）の視点の取り入れが青年期のアイデンティティ形成に不可欠な
過程であると論じている。杉村によれば，アイデンティティ形成は自分自身の視点と
他者の視点を知り，他者の視点を取り入れる過程であり，この両者の視点の葛藤を調
節することがアイデンティティ形成を促進させると主張している。つまり，この時期
の社会的関係の中で特に重要他者として位置づけられる他者と自己とを相対化し，他
者の視点を自己の視点に取り入れる調節作用の生起が自己に関する枠組みであるアイ
デンティティの形成に重要であることが予測されている。
また自他認知の相互規定性について，未知の他者との間においてもコミュニケーシ
ョン過程を経ることにより互いの認知的図式３）を調節し合えることを示した研究もあ
る。例えば Deutsh ＆ Mackecy（1985）は，実験室内で未知の他者とともに，第三者
の印象について話し合うことにより，自己スキーマが類似してくることを示した。ま
たさらに，このパートナーの自己スキーマを反映させた認知者自身の自己スキーマを
自己および第三者を評価する際の評価基準として適用することを，自発的特性生成課
題（spontaneous trait generation task）を使用して明らかにした。この課題は，自己
および他者の二者を表現するのにふさわしい言葉を 10 語それぞれリストアップし，重
複する同語，反意語，同義語の数を得点化するものである。したがって，評価次元の
共通性を示す指標となるものと考えられている。他方，このようなコミュニケーショ
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ンが既知の友人同士であった場合には，未知の人であった場合よりも相互の自己スキ
ーマの影響がより強いことも示された。Deutsh & Mackecy（1985）の実験は実験室
内で人工的な環境下で行われたものであるのに対して，続く Deutsh, Sullivan, Sage,
＆ Basil（1991）では，大学寮の同室者において同様の効果が見られるかどうかを調
べている。彼女らは入学して間もない大学 1 年生のルームメイト同士でコミュニケー
ション経験が蓄積されることにより，両者の自己スキーマが類似してくること，また，
自己評価自体が類似してくることを示した。これらの研究結果は，コミュニケーショ
ンを通して他者の自己スキーマの構造を自分自身の自己スキーマに取り入れる過程を
検証している。他者の自己スキーマの構造を自分自身の自己スキーマに取り入れるこ
とは，相手の意見を聞き，相手の視点にたつこと，すなわち相手の視点に自己の視点
を重ねることが可能であってはじめて成り立つといえよう。例えばおとなからのメッ
セージを幼児に伝える場合には，幼児の視点に立って，幼児に理解可能な事物を例示
しながら伝えることは一般的によく見られるが，これは相手の認知的枠組みに視点を
置き換えている一例であると考えられる。このような，相手の視点に自己の視点を重
ね合わせる認知過程を経て始めて，相手の視点を自己の視点に取り入れることが可能
になると仮定できるように思われる（cf．永田,1984）。既知の友人同士であった場合に
は，未知の人であった場合よりも相互の自己スキーマの調節がより強くなったという
上記の結果は，既知の友人の視点に対する理解の容易さを反映していると考えられる
のではないだろうか。
Deutsch & Mackecy（1985）および Deutsh, et al.（1991）の研究では，実験統制
下でのコミュニケーション，同室で生活をするルームメイトとのコミュニケーション
という自発的・自然発生的でない状況下において，二者間の認知的図式の調節過程が
検証されている。しかし，我々を取り巻く社会的関係，特に重要他者となり得る親し
い友人とその関係の継続は，ほとんどが自発的な動機に基づき，自発的な意志をもっ
て関係性を継続しているといってよいであろう。そこで本研究では，そのような自発
的な関係性の中で互いの視点や自己スキーマ，すなわち認知的図式を調節しあうこと
を確認する。そして，自己認知の認知的図式そのものの変容に深くかかわる他者とし
て，親しい友人がその役割を担っているかどうか，つまり，知人と比べて自他の相対
的比較による自他認知が活発に行われ，自他認知のスキーマを互いに調節しあってい
るかどうかを，自発的特性生成法を用いて確認することを目的とする。
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また，Deutsh & Mackecy（1985）は自発的特性生成法において 10 語による自己記
述および他者記述を求め，両者の回答の同語，反意語，類義語の数を得点化したが，
Deutsh et al.（1991）では，同語の数だけを得点化した。本研究では，後者において，
より明確な指標とするために同語だけを採用したことを踏襲するが，自他の相対化が
生じているかどうかを確認する際には反意語も重要な指標になり得ると考え，同語お
よび反意語の数を得点とする。さらに，予備調査により 10 語すべてのリストアップは
回答者の負担が大きく，回答が欠けるケースが増加することが予測されたため，6 語
の回答を求めることにする。

3.2

方法

対象
対象者は学習院大学および上智大学の学生 110 名（男性 44 名，女性 67 名）
，平均
年齢は 20.2 歳であった。また，回答に欠損があったものを除いた有効対象者数は 97
名（男性 36 名，女性 61 名）となった。

質問紙の概要
本研究で報告する内容は自発的特性生成法の部分に限定する。４）自発的特性生成法
は Deutsh & Mackecy（1985）において行われた教示を参考に，自己と他者とを表現
する言葉を 6 語，自由記述式で回答を求めた。

質問紙の構成と手続き
他者の記述に関しては「親しい友人」について回答する群と，
「知人」について回答
する群の 2 群を設定した。まず各群共通して，自己について表現する語（パーソナリ
ティをあらわすのによくあてはまる言葉）を 6 語あげるように，例をあげて指示した。
そして各群の他者の設定に該当する人物ひとりを想起させ，その人物のイニシャルと
つきあいの長さを記入し，当該他者を表現する語を 6 語あげるように求めた。なお，
自己に関する回答と他者についての回答の間には他の質問項目が配置され，先行する
回答の記憶による影響を抑制するようにした上，すでに終了したページにもどって回
答を見ることがないように教示した。質問紙は無記名式で実施した。
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3.3

結果

「親しい友人」群のつきあいの長さの中央値は 3 年（範囲：16.25 年，5 ヶ月から 16
年 8 ヶ月まで），
「知人」群は 10 ヶ月（範囲：12.75 年，1 ヶ月から 12 年 10 ヶ月まで）
であった。回答が 6 語すべて埋まらなかった回答者のデータは除き，それぞれの群の
有効データ数は，「親しい友人」群 48，「知人」群 49 となった。
自己および他者の回答の同語，反意語の重複数を得点として，2 群間の平均値の差
の検定を行ったところ有意差がみられ（t（95）=3.02,p<.003）
，
「親しい友人」群の方
がより得点が高いことが明らかになった（親しい友人群：M=1.31,SD=1.04；知人群：

M=0.71，SD=0.89）．したがって，親しい友人と自己との評価次元の重複は，知人と自
己との場合よりも多いことが示された（Figure 3.1 参照）
。また Figure 3.2，3.3 は，
各群において回答者 2 例から得られた「自己を評価する語」と「他者（Figure 3.2：親
しい友人，Figure 3.3：知人）を評価する語」に見られる同語，反意語の重複を示した
ものである。これらの例は必ずしも各群の平均例であるとはいえないが，自発的特性
生成課題の回答例としての典型性を示すものである。

Figure 3.1

各群の同語・反意語得点（エラーバーは SD）
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No.164
（自己）

（他者）

まじめ

元気

わがまま

やさしい

飽き易い

親身的

同語

空想壁

熱中家

反意語

元気

飽きっぽい＊

猫かぶる

わがまま

No.173
（自己）

（他者）

負けず嫌い

まじめ

プライドが高い

努力家

努力家

倹約家

元気

おとなしい

健康

頭がよい

頑固

元気がない

Figure 3.2 自己評価，親しい友人への評価にみる同語・反意語

No.234
（自己）

（他者）

短気

静か

悲観的

やさしい

面倒くさがり

まじめ

がんばり屋

我慢強い

明るい

がんばり屋

恥ずかしがりな

気が弱い

同語

No.248
（自己）

（他者）

元気な

思慮深い

前向き

内気な

活発

優柔不断な

明るい

強調的な

頑固

繊細な

きまぐれ

野心的な

Figure 3.3 自己評価，知人評価にみる同語・反意語
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3.４

考察

予測は支持され，
「親しい友人」群のほうが「知人」群よりも，自他を評価する語の
重複が有意に多いことが明らかになった。したがって，Deutsch & Mackecy（1985）
および Deutsh et al.（1991）が示した実験等の環境的な制約下にある関係ばかりでは
なく，関係の継続性が自発的な動機づけに基づく親しい友人との関係においても，自
他の相対的比較によって互いが位置づけられていることが確認された。このことは，
より一般的な日常の友人関係において，親しい他者と自己とを相対的にとらえる視点
をもつ関係が成り立っていること，また同時に，親しい他者との間に互いの認知を規
定しあう関係が成り立っていることを示していると考えられる。さらにこのような関
係性が確認されたことは，互いの認知的図式の変容を規定しあう関係が成り立ってい
ることが推測される。
また本研究の指標は，Deutsh et al.（1991）が同語の数だけを得点化したことを踏
まえ，同語を得点化するとともに，自他の相対化が生じているかどうかを確認する際
には反意語も重要な指標になり得るため，同語および反意語の数を得点とした。この
ことは，親しい友人は知人よりも類似して認知されている可能性があるため（Byrne,
1971 ），反意語についても得点化するとともに類義語を得点化しないことで，類似に
偏らない指標になり得たと考えられる。
しかし両群のつきあいの期間には差が見られるため時間的経過を統制することが望
まれる。但し Deutsch & Mackecy（1985）の実験では，実験室での短い時間のコミュ
ニケーションでも共通する評価次元を得ることが可能であることが示されている。そ
こで，今回の「知人」群の得点平均が１を下回り，
「親しい友人」群との差が見られた
ことは，両者の関係性の違いによるものであると推測されよう。
また，自発的特性生成課題の回答数は，欠損データを最小にするため 6 語を採用し
たため，欠損データの割合は全体の 11.8％にとどまった。10 語を採用した場合にはさ
らに欠損データが増加することが考えられる。さらに今回の回答の分布から，同語，
反意語の得点化が可能であったことをあわせて考慮すると，自他に関する評価次元の
重複を測定するには妥当な数だったのではないかと思われる。
今後，縦断的データを測定することにより，より長い期間での調査から，自然発生
的で自発的継続に基づく関係における自己スキーマの調節過程を調べる必要がある。
これにより，自他の相対的関係性において互いの認知的図式がどのように調節され，
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どのように変容していくのか，その詳細な自他認知の相互規定性を調べることが可能
になるであろう。さらに，自己スキーマといった自己に関する認知的図式に関わらず，
意見や信念といった価値的態度に関する認知的図式に関しても同様の自他関係と認知
的過程が存在するのかどうか，あるいは異なる関係の諸相と認知過程が存在するのか
どうかを調べることも重要であろう。５）

47

脚注
１）研究３は平成 13 年度日本福祉大学課題研究費の助成を受けた（
「自他の相対的比
較と関係性が認知的枠組みの変容に与える影響について」
）。

２）Bem（1972）の自己知覚理論をはじめスキーマ理論に基づく研究（eg. Markus ＆
Smith, 1981 ; Shrauger ＆ Patterson, 1974 ; etc.）
， 肯定的バイアスに関する研究
（eg．Taylor & Brown, 1988, 1994 ; etc.），集団間関係において生じる同化・対比
効 果 に 関 す る 研 究 （ eg ． Biernat, Manis, & Kobrynowicz,1997 ; Brewer &
Weber,1994 ; etc.）等，多くの研究は自己と他者との相対的比較に基づく認知が，自
己認知および他者認知を規定することを示している。

３）本稿では，スキーマ，認知的図式を同義として扱い，認知的枠組みという表現はスキ
ーマおよび認知的図式を含む総称として扱う。

４）質問紙全体の構成は，自己認知と他者認知の相対的比較に関する他の質問項目を
含んだが，本稿ではその他の結果は割愛する。

５）個人の考え方の枠組みが行動を規定するとすれば，このような認知的図式の変革
の過程を明らかにすることは，多くの示唆に富むものと考えられる。例えば，成人
における考え方の枠組みの硬直性・柔軟性の問題について，また，歪曲した信念に
基づく社会的行動，例えば偏見や異文化摩擦に基づく反社会的行動等の問題につい
て，理解する一助となり得るであろう。
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第４章
個体間過程
－対立意見をもつ二者間の討議過程
における自他の相対化効果－
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【 研究４ 】自他の相対化が討議の生産性に及ぼす効果１）

4.1

目的

研究４では，互いを相対化する視点をもつことが，意見が対立する二者間の討議過
程に生産的な影響を及ぼすのか，相対化することの効果に焦点を当てて検討する。

討議における相対化の視点の獲得
対立する意見をもつ両者が交渉を行うとき，付与の状況下で双方にとって満足のい
く最善の判断や意思決定を行うことは難しい。例えば双方が自己の意見に固執し他方
の意見を退けることに努めるなら，話し合いは平行線をたどり続ける。一方互いに自
らの主張を絶対視することを避け，相手側の視点に立つ主張と自らの視点に立つ主張
の両者を相対的に見る視点を獲得するなら，両者の観点からの討議が可能となり討議
過程はより生産的なものとなる可能性がある。２）
本研究における生産性とは，自他双方の意見内容を精査する方略のことを指すこと
とする。自己のもつ意見に固執して相手の意見内容を排除するのではなく，相手側の
意見をも尊重し，双方の意見内容の良し悪しについて検討することを指す。ただし討
議過程の生産性を既定する要因は少なくない。そこで本研究では以下に述べる諸状況
を設定し，各状況下での相対化の効果を対話過程の分析により検討する。

状況変数としての相互依存関係
相互依存的な状況下にある人々の行動を明らかにするためには，相互作用が生起す
る状況の構造を理解する必要がある（Kelley & Thibaut,1978）。集団過程における人々
の行動はその集団が内包する課題構造に依存しており（永田，1965a）
，集団が直面す
る課題の特性に応じて成員間のコミュニケーションの方向づけや役割の分化は異なる
（永田 1965b, 1965c）。また永田（1972）は意見の異なる二者間の合意形成過程にお
いて両者の意見を統合させる条件として，両者が直面している課題性について共通の
理解が成立していること，およびその課題は，両者の相互依存的な協応によってのみ
解決可能となる構造を持っていることを両者が理解していることをあげている。合意
形成へと方向づける課題構造と相互依存的な協同関係が存在しない場合には１つの目
標（合意）へと向かう協同的な行為を期待することは難しいと考えられる。
50

対立意見をもつ二者間の一般的態度の類似性
Deutsch（2006）は，協調は信念や態度が類似していると認知されることや開放的
なコミュニケーション等によってもたらされるとする一方，競争は共感の減少や違和
感の増加，対立点の増加等によってもたらされると指摘している。そして基本的価値
観が類似している場合，当該の二者間に肯定的関係が存在することを予測している。
したがって一般的な態度が類似していると思われる他者に対しては協調的に，一般的
な態度が類似していないと思われる他者には競争的に対話を進行させることが予測さ
れる。さらに，一般的な態度が類似していると認知されるにも関わらず，ある話題に
ついて意見の対立が生じる場合，当該意見を一致させるために対話が促進されること
が予測される（Newcomb,1953）。以上から，一般的態度が類似していると認知される
か否かは二者間の討議過程において重要な役割を果たすものと考えられる。
また吉原他（2003）は，一般的態度の類似性の高さの認知は二者間の討議過程を経
た意見の変化に異なる影響を与えることを示している。３）基本的に意見が合わない相
手であると認知される時，その相手との対話において意見が対立する場合，相手の意
見に耳を傾けることはおそらく容易ではない。自らの考え方や意見に葛藤をもたらす
ことになり，認知的不協和（Festinger,1957）が高まるならば，不協和を回避あるいは
低減するために自説に固執した議論に終始する可能性がある。このような状況下にお
いて互いを相対化する視点を導入することができるなら，相対化しない場合に比べて
より生産的な対話が促進されることが考えられる。

対面・非対面場面のコミュニケーション
オフラインの対面的コミュニケーションとオンラインの非対面的コミュニケーショ
ンの差異については，多くの研究により指摘されている。オンラインコミュニケーシ
ョンは交換できる情報が文字ベースであり，非言語的な手がかりは著しく制約される
状況下にあり（Kiesler, Siegel, & McGuire, 1984; Sproull & Kiesler, 1986），脱抑制
効果（Suler, 2004）や，匿名性による自己開示が促進されること（Joinston, 2001; 笠
木・大坊,2003）等が指摘されている。しかしその一方で，匿名性や率直性が感情的な
メッセージのやりとりにつながり，コミュニケーションの継続そのものを困難にする
こともある（Suler, 2004）。したがって非対面的コミュニケーション場面は，相手の視
点を顧みることが困難な状況にあると推測できる。そのような状況下で互いを相対化
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する視点を導入するならば，意識しにくい相手側の視点をあらためて意識化すること
になり，率直な意見交換に加えて自他双方の意見を検討することを可能にすると予測
される。
木村・都築（1998）は対面状況と非対面状況において集団意思決定による集団極化
現象の差異を検討した結果，非対面的コミュニケーションでは，対面的コミュニケー
ションと比較して他者から受ける緊張感や心理的負担といった対人圧力が低下するこ
とを明らかにしている。また笠木・大坊（2003）では，対面状況と非対面状況で行っ
た 15 分間の協議の発話パターンを分析した結果，対面条件は非対面条件と比較して相
手の発言に対して短く簡単な応答をする傾向が高いのに対して，非対面条件は自己開
示などの深い内容を含むメッセージを返す傾向を示している。これらの結果は，対面
状況は他者との討議場面において緊張感や心理的負担がより大きい状況下にあり，短
い応答でのやりとりになりやすく率直に自己の意見を開示することが抑制されやすい
ことを示している。
以上を踏まえると，討議を行う二者間が共有する課題構造が合意を必要とするもの
であることを方向づけられた場合，非対面状況下で互いを相対化することは相手側の
視点を意識化することを促し，かつ率直な意見を伝えやすいために，生産的な討議を
促進することが予測される。一方，課題構造が合意を必要とするものであることを方
向づけられた場合に対面状況下で互いを相対化することは，相手側の視点を意識化す
ることにより，避けがたい意見の対立をより意識化することになり，対面的で直接的
な意見の葛藤や心理的緊張を回避するため，生産的な討議を抑制することが予測され
る。
さらに，一般的態度が類似していると認知される相手であれば合意しやすいことを
予期して討議に臨めるため，協調的な討議を行いやすいのに対し，一般的態度が異な
ると認知される相手であれば対立を深めやすいことを予期して討議に臨むこととなる
ため，競争的な討議となることが考えられる（Deutsch, 2006）。そこで非対面状況下
では，自他を相対化することは相手側の視点を意識化することを促し，かつ率直な意
見を伝えやすいために生産的な討議を促進することが予測され，この傾向は，一般的
態度が類似していると認知される相手である場合に促進されると考えられる。相対化
の過程において相手との類似をより強く意識するならば，より協調的で生産的な討議
が生じやすくなるのに対し，一般的態度が異なると認知される相手である場合には，
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相手との差異を意識化するために，類似性が高く認知される場合と比較して，より協
調的で生産的な討議が生じにくくなることが予測される。一方対面状況下では，相手
との直接的な葛藤を避けるために率直な意見交換が生じにくく，表層的な合意が形成
されやすい状況となることが予測され，この傾向は，一般的態度の類似性が低く認知
される相手と相対化する場合に強化されると考えられる。相対化の過程において相手
との非類似性をより強く意識するならば，対立を深めやすい相手であることが見込ま
れるためである。したがって，生産的な討議が抑制されることが予測される。これに
対して一般的な態度の類似性が高い場合には低い場合よりも，類似性を意識すること
から協調的な討議となり得るため，より生産的な討議となることが予測される。以上
より次の３つの仮説を設定する。

仮説１：非対面場面では，合意が強く求められる状況下において互いを相対化するこ
とは，生産的な対話を促進する。
仮説２：対面場面では，合意が強く求められる状況下において互いを相対化すること
は，生産的な対話を抑制する。
仮説３：非対面場面，対面場面ともに，類似性が低い相手と比較して高い相手と相対
化することは生産的な対話を促進する。

また吉原他（2003）は，一般的な態度の類似性が低い相手と意見の対立が大きい場
合に相手側の意見方向へ態度を変化させやすいことについて，自らの意見への確信が
損なわれたことによる態度変化の可能性も指摘している。一般に，自己の意見に対す
る確信の強さは相手の意見をどのように処理するかを規定する動機づけとなるであろ
う。自己の意見に強い確信がある場合には，意見を変化させる動機づけが弱く，相手
の意見を軽視しやすくなることが考えられるため，対面状況および非対面状況のどち
らにおいても生産的な討議を抑制させる可能性がある。このような個人要因の効果を
諸状況変数がどのように調整するのかは予測が困難であるため，仮説１から３までの
ほかに次の仮説を付加したうえで，探索的に自らの意見に対する初期の確信度という
個人要因の効果を検討することとする。

仮説４：非対面場面，対面場面ともに自己の意見に対する確信度が高い場合には低い
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場合と比較して，生産的な対話を抑制する。

本研究では以上４つの仮説を検証するため，次に述べる３つの生産性の指標に基づ
き，討議過程における相対化の効果を調べることを目的とする。

討議過程の生産性の指標
本研究では，自他双方の意見内容を精査する方略のことを討議過程における生産性
と考え，実際の対話について，生産性を評価する。情報構成としてメリットとデメリ
ットの両面提示（O’Keefe, 1999）を行うことを含め，多様な論点から情報が構成され
ることは，多角的な意見内容の精査につながると考えられる。さらに互いに自分の意
見ばかりではなく相手の意見を受けて双方の意見を議論の俎上に載せることが偏った
議論を避けることにつながると考えられる（cf. Kleiman & Hassin, 2013）。そこで,意
見を多様な論点から述べているか（①論点の多様性），相手側意見がもつ利点について
言及しているか（②相手意見の利点言及）という２点を生産性の指標とする。また，
特に非対面的状況下では文字情報のみの意見交換になるため言葉遣いの丁寧さそのも
のが，炎上のような感情的な意見交換になることを避け，討議を生産的にする指標と
なり得ると考えられる。そこで相手を尊重する態度としてメッセージが丁寧な表現で
書かれているか（③表現の丁寧さ）という指標も加えることとする。

4.2
4.2.1

実験１

目的

対立する意見をもつ二者間が互いを相対化する効果を，コンピュータを介した非対
面的な討議場面において検討する。その際，討議を方向づける課題構造である合意の
必要性の効果（強化／非強化）と，討議を行う二者間の一般的態度の類似性認知の効
果（高低）をあわせて検討する。討議過程の意見交換を記録し，上記仮説１，仮説
３，および仮説４についての検証を行う。

4.2.2

方法
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実験参加者
実験は講義を利用し，愛知県内の大学生 108 名が参加した。96 名の有効回答者のう
ち，ランダムに構成した二者間で意見交換の当初から意見の回答選択肢が一致してい
たペアおよび異性ペアを除外し，最終的に 39 ペア 78 名を分析対象とした（男性 60
名，女性 14 名，性別不明 4 名）。平均年齢は 20.6 歳（SD=0.72）であった。４）

手続き
実験参加者は実験室への到着順にランダムな席に着き，実験プログラム（アクセス
により作成）が保存されている外部記憶媒体（ペア番号・ID 番号添付）と端末操作の
手順に関する補足資料１枚が配布された。実験参加者全員の着席後，実験者の教示に
より実験プログラムの動作環境を整え，実験を開始した。意見交換を行うペアは原則
として同性同士で構成され，実験条件はランダムに振り分けられた。
まず一般的な事柄に対する態度測定（25 項目）を行った。測定項目は原子力発電所
の新たな建設に関する賛否を問うなど社会的問題に関するものから，スポーツやクラ
シック音楽の趣味嗜好を問うものまで広い範囲に及び，それぞれ６件法で測定された。
プログラムされた回答を互いのディスプレイに表示し，二者間の一般的な態度の類似
性２群（類似性高／低群）の割り当てについて実験操作を行った。表示は 1 問回答す
るごとに相手の回答と自分の回答を並列させ，25 問回答後には全ての両者の回答を並
べて表示した。態度の類似性高群は 25 問中 20 問について 70％が回答者の回答と同じ
態度方向で１点差になるように，また 30％が２点差になるようにした。ただし，実験
参加者の回答が「２」あるいは「５」の時には同一意見方向に１点差になる場合を 50％，
２点差になる場合を 50％とした。一方態度の類似性低群は 25 問中の 20 問について
70％が回答者の回答と異なる態度方向で 3 点差になるように，また 30％が 2 点差にな
るようにプログラムされ，また回答が「１」および「６」の時には異なる態度方向に 3
点差になるようにした。さらに両群において，残る５問は回答者の回答と同値となる
ようにした。次に一般的態度の類似性に関する操作チェックのため，吉原他（2003）
と同様に対人魅力を測定する２項目と，意見交換することについての満足感を予測す
る１項目への回答を求めた（各６件法）。類似性魅力仮説（Byrne, 1971）から，意見
が類似していると認知された場合には相手への好意度が高まることが予測される。ま
た意見が類似した相手との意見交換であれば，自らの意見に対する同意が期待でき，
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意見交換についての予測的満足感が得られることが予測される。
その後実験参加者の半数には互いを相対化する視点を導入するため，ペアとなった
他者と自己とを様々な事柄について比較し，互いを相対的に位置づけるための質問（14
項目）への回答を求めた（相対化群）。その際「できるだけ互いの認識が一致するよう
によく考えてください。」との教示を行い，互いの比較について熟慮することを促した。
互いの回答は画面に表示されないこともあわせて伝え，率直に回答するように求めた。
質問内容は「あなたとパートナーはどちらがよりリーダーシップを発揮するほうだと
思いますか」，「どちらがより危機管理がうまいと思いますか」という特性や態度に関
する質問（9 問）と，
「もしあなたとパートナーが協力して学内で災害時の義捐金を集
めるとしたら，次の役割をどのように分担するのが適切（義捐金をできるだけ多く集
めるのに効果的）だと思いますか」という問いに対して，
「広報・宣伝」や「会計」な
どの５つの役割について互いをよく比較した上で互いの異同を考慮し，役割を判断す
るように促した。これらの項目は，実験参加者が福祉系の大学に在籍し，各地での災
害時に組織的なボランティア活動を行う大学風土から作成された。そのため本実験の
実験参加者にとっては比較的身近な話題であった。これらの項目への回答は二者択一
ではあるが，自己と相手との比較を十分に行わないと回答することができない。これ
により，自他の比較による相対化が生じることが期待された。残り半数の実験参加者
にはこのような手続きは行わず，非相対化群とした。
続いて吉原他（2003）で使用された討議テーマである「必修科目をなくし，すべて
の授業を自由選択にすること」の賛否について意見交換を行った。５）二者が討議を行
う際の課題構造として，合意が強く求められる合意強化群には，妥協ではなく両者が
満足できる最良の回答を出すように促す教示を行い，2 人の意見とその根拠は説得力
という観点から他のペアと比較して評価することを伝え，十分な意見交換がなされる
ように促した（但し実際にはそのような評価は実施しないため，実験終了後にデブリ
ーフィングを行った。）。一方合意を強化しない群（合意非強化群）には，意見交換す
ることのみを伝えた。両群に対し，まず「1．非常に賛成である」から「6．非常に反
対である」までの 6 件法で各実験参加者の意見を問い，双方の回答を互いの画面に表
示した。次に意見の理由を自由に記述するように求め，パートナーが書いた理由をそ
れぞれの画面に表示した。合意強化群は，意見交換後に意見が一致した場合はそれ以
上の意見交換は行わず，一致しなかった場合には意見が一致するまで，意見の表明と
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意見交換を繰り返した。合意非強化群は，意見交換後にどちらか一人でも意見交換を
続けることを希望する場合にのみ，意見の表明と意見交換を続行した。但し合意非強
化群の意見交換は 3 回までを上限として意見交換を終了した。すべてのペアは実験開
始から 70 分以内に実験を終了した。なお初回及び最後の意見表明後，自己の意見の妥
当性に関する確信度を「まったく自信がない」から「非常に自信がある」までの５件
法で測定し，さらに Rosenberg（1965）の自尊感情尺度 10 項目（山本・松井・山成，
1994），性別，年齢，感想の回答を求め，実験を終了した。６）実験手続きの流れは Figure
4.1 の通りである。

Figure 4.1 実験手続きの流れ
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4.2.3

結果

討議相手に対する対人魅力を評価した２項目と，意見交換することについての予測
的満足感を評価した１項目の計３項目について，相互相関はすべて有意であった（r 1・
2=.65,

r 2・3=.40, r 1・3=.48, 全て p<.001）。そこで３項目の平均値を求め，類似性高低

２群間で比較を行った。その結果，類似性高群は低群より有意に得点が高いことを確
認した（t（76）=8.60, p <.001）。そこで Byrne（1971）による類似性魅力仮説をもと
に，一般的態度の類似性の操作は有効に行われたと判断した。
討議内容を分析する指標である①論点の多様性，②相手意見の利点言及，③表現の
丁寧さについては，著者および大学院を修了し心理学研究におけるデータ処理に関わ
る授業においてティーチングアシスタントをしている者 1 名で，各対話記述を 4 件法
により評価した。評価の基準については事前に十分な共通認識を形成した。二者間の
相関に基づく判定の一致度を求めたところ３回の対話の①から③において.86 から.97
（平均.93）となり，基礎データの信頼性を確認した。なお以下の分析では 2 名の評定
の合計を基礎データとした。
本実験のデータは集団（ペア）レベルと個人レベルの階層性をもつデータ構造を有
しており，個々の実験参加者の反応にはペア単位での相互依存的な影響が生じること
が予測される。そこで集団レベルと個人レベルの変数の効果を同時に分析する階層線
形モデリング（以下 HLM）による分析を行う。ただし級内相関係数が非有意な場合は
階層的重回帰分析による分析を行うこととする。HLM の分析モデルは以下の通りで
ある。

レベル１（個人レベル）
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0𝑗𝑗 + 𝛽𝛽1𝑗𝑗 （ 初期確信度 𝑖𝑖𝑖𝑖 ） + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖
レベル２（集団レベル）
𝛽𝛽0𝑗𝑗 = 𝛾𝛾00 + 𝛾𝛾01 � 相対化 𝑗𝑗 � + 𝛾𝛾02 � 類似性 𝑗𝑗 �+ 𝛾𝛾03 � 合意 𝑗𝑗 �

+ 𝛾𝛾04 � 相対化 × 合意 𝑗𝑗 �+ 𝛾𝛾05 � 相対化 × 類似性 𝑗𝑗 � + 𝑢𝑢0𝑗𝑗

𝛽𝛽1𝑗𝑗 = 𝛾𝛾10 + 𝛾𝛾11 � 相対化 𝑗𝑗 � + 𝛾𝛾12 � 類似性 𝑗𝑗 �+ 𝛾𝛾13 � 合意 𝑗𝑗 �
+ 𝛾𝛾14 � 相対化 × 合意 𝑗𝑗 �+ 𝛾𝛾15 � 相対化 × 類似性 𝑗𝑗 �
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𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 の目的変数には，討議内容の評価指標である①論点の多様性，②相手意見の利点

言及，③表現の丁寧さに対する評価得点のそれぞれが投入された。𝛽𝛽0𝑗𝑗 は切片であり，

本研究では切片にのみ集団間変動を仮定する。 𝛾𝛾 は固定効果，𝑢𝑢 は変量効果を示す。
なお相対化，類似性，合意の各変数は，相対化群，類似性高群，合意強化群に１を与
え，それ以外を０とした。
1 回目の対話においては，級内相関係数を求めたところ有意となった従属変数はな
く，2 回目の対話では「表現の丁寧さ」のみが有意傾向（ρ =.15, χ２（38）= 51.01, p
<.10）を示し，
「論点の多様性」，
「相手意見の利点言及」の級内相関係数は有意であっ
た（順に ρ =.32, χ２(38)= 65.54, p< .01;ρ =.48, χ２(38)=102.36; p <.001）。

１回目の対話分析
すべての従属変数における級内相関係数が非有意となったため，これらを目的変数
として第１ステップの説明変数を相対化，類似性，合意，初期確信度とし，第 2 ステ
ップの説明変数には以上４つの変数に相対化×合意および相対化×類似性，相対化×初
期確信度の交互作用項を加え，階層的重回帰分析（強制投入法）を行った。Table 4.1
は第２ステップの結果を示している。
本研究は討議過程に及ぼす二者間の相対化効果に焦点を当て，この相対化効果とそ
の他の変数との交互作用効果を研究仮説として設定している。そのため相対化とその
他の変数との交互作用効果が有意あるいは有意傾向を示す場合には，R 2 あるいは R

2

の変化量が有意でない場合においても交互作用の下位検定として単純傾斜検定による
検討を加えることとする。
「論点の多様性」については，相対化×合意の交互作用項に有意傾向がみられ（β=1.12,

p<.10），また合意強化の回帰係数が有意であった（β =-0.64, p <.05）。R 2 は有意傾向
に近い p 値を示し（R 2=.16, p =.101），R 2 の変化量（⊿R 2=.10, p =.062）は有意傾向
が示された。Preacher, Curran, & Bauer（2006）による単純傾斜検定を行ったところ，
合意が強化される状況下で自他の相対化をする場合には論点の多様性が増加する傾向
が見られるのに対し（β = 0.21, p <.10），合意が強化されない状況下では相対化する場
合に論点の多様性が有意に減少することが示された（β =-0.64, p <.05）。８）また「相手
意見の利点言及」については，相対化×合意の交互作用項が有意であり（β =1.01, p <.05）
，

R 2 の変化量（⊿R 2=.10, p <.10）は有意傾向が示された。単純傾斜検定を行った結果，
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合意が強化される状況下で相対化する場合には相手側の意見がもつ利点について言及
する傾向が見られた（β =.89, p <.10）
。
「表現の丁寧さ」については相対化×類似性の交
互作用項が有意であった（β =0.59, p <.05）。上記の理由に基づき，研究仮説に関わる
交互作用効果が有意であったため，単純傾斜検定を行った。その結果，類似性が高い
相手に対しては相対化することで表現の丁寧さが増加することが示された（β =.75, p
<.05）
。

Table 4.1 実験１の階層的重回帰分析の結果 （非標準化係数）

１回目の対話
説明変数
相対化
合意
類似性
初期確信度
相対化×合意
相対化×類似性
相対化×初期確信度
R２
R ２ 変化量
F値
p<.10

†

*

論点の
多様性
0.21
-0.64
0.06
0.07
1.12
0.53
0.42
.16
.10
1.80

相手意見の
利点言及
*

†

†

-0.12
-0.12
-0.13
-0.11
1.01
-0.32
0.11
.12
.10
1.34

*

†

表現の
丁寧さ
-0.03
-0.23
0.16
0.03
0.06
0.59
-0.24
.14
.08
1.55

†

*

２回目の対話
表現の
丁寧さ
-0.01
-0.19
-0.07
-0.08
0.08
0.69
0.04
.09
.06
0.97

p<.05

60

Table 4.2

実験１のデータに対する HLM 分析結果

２回目の対話
論点の多様性
相手意見の利点言及
回帰係数

固定効果
集団レベル
切片 γ 00
相対化 γ 01
類似性 γ 02
合意 γ 03
相対化×合意 γ 04
相対化×類似性 γ 05
個人レベル
初期確信度 切片 γ 10
レベル間交互作用
相対化 γ 11
類似性 γ 12
合意 γ 13
相対化×合意 γ 14
相対化×類似性 γ 15
変量効果

1.63
1.05
0.97
0.56
-0.70
-0.42

p<.10

*

p<.05

**

p<.01

***

回帰係数

標準誤差

0.40
0.59
0.49
0.48
0.70
0.71

2.97
-0.04
0.58
-0.77
0.28
-0.75

0.43
0.62
0.51
0.51
0.73
0.73

0.17

0.87

-0.29

0.61

0.51
1.70
-0.87
1.33
-3.55

1.27
1.16
0.99
1.37
1.55

0.67
-0.53
-0.08
0.56
0.01

0.92
0.57
0.65
0.86
0.91

u0
†

標準誤差

p<.001

†
†

*

χ 2 (33)=50.50 *

χ 2 (33)=93.17 ***

２回目の対話分析
実験参加者はすべて２回以上の意見交換が行われた。級内相関係数が有意であった
2 回目の対話における「論点の多様性」
，
「相手意見の利点言及」については，上記モデ
ルに基づき HLM による分析を行った。
「論点の多様性」は相対化および類似性の回帰係数に有意傾向が見られ（順に γ
=1.05, p <.10; γ =0.97, p <.10），さらに初期確信度×相対化×類似性のレベル間交互作
用が見られた（γ =-3.55, p <.05; Table 4.2）。そこで初期確信度×相対化×類似性の交互
作用に対して単純傾斜検定７）を行った結果，類似性高群で相対化を行う場合には，初
期確信度が高いほど論点の多様性が減少する傾向が示された（γ = -1.17, p<.10; Figure
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4.2）。
「相手意見の利点言及」についてはいずれの要因の効果も非有意であった。
「表現
の丁寧さ」については級内相関係数が非有意であったため，1 回目の対話分析と同様
に変数を投入し，階層的重回帰分析を行った。その結果，有意な回帰は得られなかっ
た（Table 4.1）。なお，3 回目の対話についてはペアデータが半減するため，分析対象
外とした。

Figure 4.2.

4.2.4

初期確信度×類似性×相対化の交互作用効果（論点の多様性）

考察

初回の対話における「論点の多様性」は，合意が強化される状況下で互いを相対化
する場合には増加する傾向が示された。また合意が強化されない状況下で相対化する
場合には有意に減少しており，これらの結果は仮説１が支持されることを示唆してい
る。また「相手意見の利点言及」については合意が強化される状況下で互いを相対化
する場合に増加する傾向が示されたことから，同様に仮説 1 が支持されることを示唆
している。但し階層的重回帰分析における R 2 および R 2 の変化量は有意なレベルには
至っておらず，交互作用項の説明力の大きさは限定される可能性がある。また「表現
62

の丁寧さ」については一般的態度の類似性が高いと認知された相手に対して相対化す
る場合に増加することが示され，この結果は仮説３を支持している。但し類似性が高
い相手に対するその他の相対化の効果は得られなかった。なお，仮説４については有
意な回帰係数が得られず，仮説は支持されなかった。
以上を整理すると，非対面状況下の初回の対話では，対話相手との間で合意が強く
求められる課題を共有し，自他を相対化することにより，論点が多様化する傾向及び
相手の意見がもつ利点に言及して両面的に討議する傾向が示された。さらに一般的態
度の類似性が高く認知される相手に対して自他の相対化を行う場合には，相手に対す
る丁寧な表現が増加するという点において生産的な効果が示された。そこで非対面的
状況で自他を相対化させる視点を導入することにより，生産的な討議が促進される可
能性が示されたといえよう。
一方対話が連続する場合には，合意が強化される状況下で相対化することの有意な
効果は見られず，仮説１は支持されなかった。また討議相手との一般的態度の類似性
の効果については，初期の確信度の強さおよび相対化との交互作用効果として検討す
る必要があることが明らかになった。
「論点の多様性」を指標とする結果から，類似性
が高く認知される相手との討議において自らの意見に対する初期の確信度が低い場合
には，自他を相対化することにより論点の多様性を増加させ，確信度が高い場合には
減少させる傾向が示された。また類似性が低く認知される相手の場合には，有意な回
帰は得られなかった。以上の結果は，限定的な状況下において仮説３と４が支持され
ることを示している。持論の確信度が低いテーマについて対話が連続するとき，一般
的態度が類似していると思われる相手と相対化する場合に限定的に多様な論点が増加
しており，積極的に意見を述べていることが推測される。しかし相手側の意見の利点
に言及する傾向は見られないことから，賛否両面についての話し合いには至っていな
い可能性が残される。さらに「表現の丁寧さ」についても有意な回帰係数は得られず，
相対化することの促進効果は得られなかった。
また対話の連続性による変化として，対話初期では級内相関の有意性は見られず，
連続的な対話において「論点の多様性」，「相手意見の利点言及」が有意となったこと
から，対話が継続される中で両者の相互依存性が深まったことが推測される。さらに
２度目の意見交換において自己の意見の確信度の高さが多様な論点の記述の増減に影
響を及ぼすという結果からは，対話が続く中で個人内変数の影響力が増加するように
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変化することが考えられる。
次の実験２では対面的な場面において二者間の討議を行い，仮説２から４について
検討を行う。

4.3
4.3.1

実験２

目的

対立する意見をもつ二者間が互いを相対化する効果を，対面的な討議場面において
検討する。実験 1 と同様に，討議を方向づける課題構造である合意の必要性の効果
（強化／非強化）と，討議を行う二者間の一般的態度の類似性の認知の高さの効果
（高低）をあわせて検討する。討議過程の分析により仮説２，仮説３，および仮説４
についての検証を行う。

4.3.2

方法

実験参加者

愛知県内の大学生 136 名により同性のペアを構成した。知己のペアや回

答不備のあったペア，さらに意見交換の当初から意見の回答選択肢が一致していたペ
アを除外し，66 名 33 ペア（男性 42 名，女性 24 名，平均年齢 19.4 歳，SD 1.16）を
分析対象とした。
実験手続き

実験１の手続きを対面場面に置き換え，授業時に実施した。実施に際し

ては事前に概要を説明し，実験参加への同意を確認した。まず番号札をランダムに配
り，同性ペアを構成してペア単位で着席させた後，可能な限り初対面同士の組み合わ
せになるように調整した。続いて冊子（質問・回答欄を含む）と別紙回答用紙を配布
し，ペア単位で回答を開始した。一般的な態度の類似性を測定する 25 項目（実験１と
同一）に対する回答を冊子に記入した後，互いに意見の異同を知ることができるよう
に両者の回答を並列させて記入するための別紙回答用紙にも回答を転記させた。次に
これを交換し，パートナーから受け取った回答用紙にも再度自分の回答を転記して再
交換した。その後これらの実施確認項目にチェックを入れるように求め，続いて意見
の類似性認知に関する質問について 5 件法により測定した。次に自他を相対化させる
群にランダムに割り振られた半数のペアに対しては，実験１と同一の項目（14 項目）
により互いを相対化させるための回答を求めた。次に「必修科目をなくし，すべての
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授業を自由選択にすること」についての意見交換に際し実験１と同じ教示が与えられ，
合意強化群と非合意強化群にランダムに振り分けた。その後６件法による意見の測定
とその理由を別紙回答用紙に記述させ，さらに冊子には自分の意見に対する確信の度
合い（５件法）を回答させた。続いて別紙回答用紙のみを交換させて意見交換を開始
した。２回目の意見交換についても同様の手続きで行った。意見が一致したペアはこ
の時点で意見交換を終了した。合意強化群で意見が一致しなかったペアは再度別紙回
答用紙に自分の意見と理由を記述して交換し，合意を達成するまで意見交換を続行し
た。合意非強化群でさらに意見交換を続けたいという意志のある実験参加者のみ３回
目の意見交換のための記述を行い，相手に手渡した後，意見交換を終了した。最後に
意見交換時の最終回答に対する確信度を５件法で測定し，自尊感情尺度についての回
答とパートナーと既知の関係であったかどうかの関係性の評価（４件法）および実験
への感想の記述を求め，冊子と回答用紙を回収した。その後デブリーフィング用紙を
配り実験は終了した。本報告では実験１と同様の理由により自尊感情と最終回答に対
する確信度については結果を割愛する。

4.3.3

結果

対話内容を分析する３つの指標について著者および実験１と同じ１名で各対話記述
を４件法で評定し，二者間の相関に基づく判定の一致度を求めた。その結果.91 から.96
（平均.93）となり，データの信頼性を確認した。また対面的な状況下で実験を行うこ
とから実験操作は困難なため，一般的態度の類似性は実測値により決定した。類似性
測定尺度 25 項目についてペアの回答差計を平均値で分け，差が小さい群（類似性高
群）と大きい群（類似性低群）に二分した。この２群間で類似性の認知度を比較した
ところ，類似性高群のほうが有意に得点が高く，類似性高低２群の設定の妥当性が確
認された（t (47.3) = 4.93, p <.001;高群 M = 3.84, SD = 0.58; 低群 M = 2.70, SD =
1.12）。
分析は実験 1 と同様に全ての従属変数について級内相関係数を求め，有意な変数に
対しては HLM を，非有意な変数については階層的重回帰分析を行った。その際相対
化，類似性，合意の各変数は，相対化群，類似性低群９），合意強化群に１を与え，それ
以外を０とした。初回の対話では３指標のすべてにおいて級内相関は非有意となり，
続く対話では「論点の多様性」（ρ =.40, χ２(32) = 74.20, p <.001）
，「表現の丁寧さ」（ρ
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= .22 , χ２(32) = 50.31, p <.05）が有意となった。級内相関係数が非有意であった従属
変数については第１ステップに相対化，類似性，合意，初期確信度，第２ステップに
相対化×類似性，相対化×合意，相対化×初期確信度の交互作用項を投入する階層的重回
帰分析を行った（強制投入法）。実験１と同様に，相対化変数とその他の変数との交互
作用は研究仮説に関わるため，これらの交互作用が有意あるいは有意傾向を示す場合
には，R 2 あるいは R 2 の変化量が有意でない場合においても下位検定による検討を加
えることとする。

1 回目の対話分析
すべての生産性指標について級内相関係数が非有意であったため，実験１と同様に
階層的重回帰分析を行った。
「論点の多様性」は合意の回帰が有意となり，また相対化
×合意の交互作用項が有意傾向を示した（順に β = -1.45, p <.05 ; β = -2.33, p <.10 ;
Table 4.3）。単純傾斜検定を行った結果，合意が強化される状況下では相対化をするか
どうかにかかわらず論点の多様性が減少したことが示され（相対化：β=-3.78, p <.01；
非相対化：β =-1.45, p<.05），この減少は相対化する場合に顕著であることが明らかに
なった。また「相手意見の利点言及」は相対化×類似性の交互作用項が有意となった（β
=-3.12, p<.05）。単純傾斜検定を行った結果，類似性が低い相手との間で相対化するこ
とは相手側意見についての言及を減少させることが示された（β =-3.54, p <.05; Figure
4.3）。「表現の丁寧さ」については類似性の回帰が有意であり（β =-0.75, p <.05），類
似性が低いほど対話表現の丁寧さが減少することが示された。
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Table 4.3 実験２の階層的重回帰分析の結果 （非標準化係数）

１回目の対話
説明変数

論点の
多様性

相対化
合意
類似性
初期確信度
相対化×合意
相対化×類似性
相対化×初期確信度

-0.08
-1.45
-0.01
0.34
-2.33
-0.83
-0.59
.17
.08
1.65

R２
R ２ 変化量
F値

p<.10

*

†

２回目の対話

相手意見の
利点言及

表現の
丁寧さ

-0.43
-0.91
-0.42
-0.06
-1.48
-3.12
-0.18
.13
.12
1.21

0.19
-0.23
-0.75
-0.26
-0.15
-0.65
-0.48
.16
.05
1.60

*

†

相手意見の
利点言及

*

-0.16
-0.33
-0.23
-0.49
1.09
-1.36
-1.53
.19
.14
1.95

†

*
†

p<.05

†

*

Table 4.4

実験２のデータに対する HLM 分析結果

２回目の対話
表現の丁寧さ
論点の多様性
回帰係数

固定効果
集団レベル
切片 γ 00
相対化 γ 01
類似性 γ 02
合意 γ 03
相対化×合意 γ 04
相対化×類似性 γ 05
個人レベル
初期確信度 切片 γ 10
レベル間交互作用
相対化 γ 11
類似性 γ 12
合意 γ 13
相対化×合意 γ 14
相対化×類似性 γ 15
変量効果

u0
p<.10

†

*

p<.05

**

p<.01

***

p<.001

4.47 ***
3.17
1.36
0.75
-2.74 †
-2.55 †

標準誤差

回帰係数

標準誤差

0.73
1.20
1.07
1.06
1.50
1.48

6.36 ***
0.29
-0.42
0.10
-1.56 †
-0.04

0.38
0.61
0.55
0.54
0.77
0.76

2.50

1.95

-0.50

1.27

-2.29
-1.50
-1.07
0.36
1.58

2.09
3.38
2.86
3.54
3.50

0.14
0.50
-0.43
1.29
-0.27

1.36
2.21
1.86
2.31
2.28

χ 2 (27) = 52.08 **

χ 2 (27) = 32.18
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Figure 4.3.

類似×相対化の交互作用効果（相手側意見の利点言及）

2 回目の対話分析
分析対象となった実験参加者はすべて，２回以上にわたって意見交換を行った。級
内相関が有意になった「論点の多様性」および「表現の丁寧さ」については実験１と
同様の分析モデルにより HLM による分析を行った。
「論点の多様性」は相対化×合意
（γ =-2.74, p <.10）および相対化×類似性の交互作用項（γ =-2.55, p <.10）に有意傾
向が見られた（Table 4.4）。単純傾斜検定の結果，合意強化群は相対化することによっ
て論点の多様性が減少する傾向が見られるのに対し（γ =-1.99, p <.10）
，合意非強化群
は相対化することによる増加が示された（γ = 3.17,

p<.05）。また類似性高群は相対

化することで増加することが示された（γ = 3.17, p <.05）10）。また「表現の丁寧さ」
では相対化×合意の交互作用項に有意傾向が見られた（γ =-1.56, p <.10）。単純傾斜検
定の結果，合意強化群は相対化することで表現の丁寧さが減少することが明らかにな
った（γ =-1.46, p <.05）。
級内相関係数が非有意となった「相手意見の利点言及」については，これまでと同
様に階層的重回帰分析を行った（Table 4.3）
。その結果，初期確信度の効果が有意傾向
を示し（β =-0.49, p <.10），さらに相対化×初期確信度の交互作用項が有意となった（β
=-1.53, p <.05）。単純傾斜検定の結果，初期確信度が高い状況化で相対化する場合には
相手側の意見の利点に関する言及が減少することが示された（β =-2.02, p <.01）
。
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4.3.4

考察

実験２は実験１と同様の手続きを対面場面で実施した。但し一般的態度の類似性に
ついては，実験１と同様に実験操作により統制できることが望ましいと考えられたが，
対面的な実験では操作が困難なため実測値をもとに高低 2 群を設定した。また次の２
つの理由から，両実験の類似性条件の設定の差は小さな影響にとどまるものと考えた。
第一に両実験状況下において類似性高群，低群間に類似性認知の有意差が確認された
こと，第二に後の意見交換で使用するテーマは意見測定項目で使用した一般的な事柄
とは異なることである。このことを踏まえ，以下の考察を行うこととする。
初回の対話における「論点の多様性」は，合意が強化される状況下では相対化の導
入如何によらず減少し，特にこの傾向は相対化する場合に顕著であることが明らかに
なった。このことから初期対面場面で合意が強く求められる状況下では，二者間の葛
藤を避ける方略として多様な論点を含むメッセージを抑制した可能性が考えられる。
さらにこの傾向は自他を相対化し，相手をより強く意識した場合に顕著に出現してお
り，相対化の視点を導入することが討議の生産性に負の効果を与えている。この結果
は仮説２を支持している。対面状況で合意が強化され，また自他を相対化することで
相手を意識化することにより心理的葛藤や緊張が高まり（木村・都築,1998）
，笠木・
大坊（2003）が示したように短い応答でのやりとりになるなど論点の多様性を欠き，
率直に自己の意見を開示することが抑制されたのではないかと考えられる。
また「相手意見の利点言及」は，類似性が低い相手と自己とを相対化させることに
より減少することが示された。さらに「表現の丁寧さ」については類似性が低い相手
に対して減少しており，基本的な考え方が異なると認知される他者との対話において
は相手を尊重する丁寧な表現がとられにくいことが明らかになった。これらの結果は
仮説３を支持している。しかし初回の対話では，仮説４に関わる有意な回帰は得られ
ず，支持されなかった。
以上から，対面的な状況下における初回の対話では，合意が強化される場合に相対
化することの抑制効果は「論点の多様性」を減少させることに表れ，また類似性が低
い相手と相対化する場合に相対化することの抑制効果は「相手意見の利点言及」およ
び「表現の丁寧さ」を減少させることに表れることが明らかになった。このことから，
対面場面では合意が強化されることにより相手を目の前にしながら対立意見を調整す
ることについての心理的葛藤や緊張が大きくなるのに加え，さらに自他を相対化する
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視点を導入するなら，自己と他者の異同についてより強く意識することが求められ，
意見が対立していることをも強く意識することになり，この葛藤や緊張はさらに高ま
ることが考えられる。これにより対面的な葛藤を回避する動機づけが生じ，積極的，
説得的に持論を展開することを抑制させるように作用したと考えることができよう。
また類似性が低い相手である際に自他を相対化することは，対立意識を高めるため，
相手を尊重する表現が抑制され，さらに相手側の意見の利点をも含めて検討する合理
的な生産性が抑制されたことが推測される。
さらに連続的な対話における「論点の多様性」では，合意を強化しない状況下で相
対化する場合に増加することが示され，合意が強化される状況下で相対化する場合に
は減少する傾向が見られた。この結果は仮説２を支持している。合意が強化されない，
より自由な対話の中であれば葛藤が希薄化され，さらに開放的なコミュニケーション
が可能となるため協調的な態度を持ちやすいことから（Deutsch, 2006），相対化する
ことの生産的な効果が見られたと考えられる。また類似性高群についても相対化する
ことにより論点の多様性が増加することが示され，一般的な態度が似ていると認知さ
れる相手との対話では，対面場面においても相対化することの生産的効果が示された。
この結果は，論点を多様化させる指標において，仮説３が支持されたと考えられる。
また「相手意見の利点言及」については，初期確信度が高い状況化で相対化する場合
に減少することが明らかになった。相手側意見の利点をメッセージとして記述するこ
とは，事前に保有していた意見に対する確信度が高いほど不協和も大きくなり，これ
を回避した可能性がある（永田，1996）。仮説４を支持する結果といえよう。またこの
傾向は互いを相対化することで強化されたと考えられる。
「表現の丁寧さ」については
合意が強化される状況下で相対化する場合に減少しており，合意を目指す際に対話相
手をより意識化することでかえって相手を尊重する表現が減少し生産的な対話を阻害
する可能性が示された。初回の対話では類似性の低い相手に対して見られた現象が，2
度目の対話では合意が強化される状況において見られたことになる。課題の継続によ
り，二者が回避することのできない課題性の影響が強化され，二者間の対立意識に作
用し，相手を尊重する表現が抑制されたことが考えられる。またこの結果は仮説２を
支持している。
このように対面的な状況下における 2 度目の連続的な対話では，合意が強化される
中，および類似性が低い相手と相対化する中で，多様な論点の提示が抑制されること
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が明らかになり，積極的な対話を回避する傾向が示唆された。また合意が強化される
場合には相手に対して尊重する表現が減少することも示されており，対面状況下で合
意が強く求められる場合に生産的な討議へと導くことの難しさが示された。一方合意
が強化されない場合には論点が多様化することが明らかになり，相対化することの効
用が示された。
以上は対面状況下における討議について，非対面的状況下とは異なる結果が生じた
ことを示している。続く総合考察において，非対面状況と対面状況の結果の違いにつ
いて，さらに考察する。

4.4

研究４（実験１，２）の総合考察

本研究では対立意見を持つ他者との合意形成過程において，自他双方の意見内容を
精査することを生産的な討議過程と定義し，この二者間で自他を相対化する視点を導
入することが討議過程の生産性を促進・抑制させる効果について検証した。その際，
二者が共有する課題構造と二者間の一般的態度の類似性の高さによる諸条件を設定し，
対面・非対面的状況下で実験を行った。
合意が強く求められる課題を共有する初期の対話では，非対面的な状況下で自他を
相対化することは論点の多様性を増加させ，相手側意見の利点にも言及する傾向が見
られる点において生産的な効果が示された（仮説１支持）。これに対して対面的な状況
下では逆に論点の多様性が減少し，生産的な対話を阻害する可能性が示され（仮説２
支持），非対面状況と対面状況では自他を相対化することの効果が異なることが確認さ
れた。
連続的な対話では，非対面的状況下において有意な効果は得られなかった（仮説１
不支持）。一方対面状況下では合意が強化されない状況下で相対化することが論点の多
様性を増加させ，合意が強化される状況下では論点の多様性を減少させる傾向が示さ
れた。さらに表現の丁寧さも減少しており，生産性を抑制する効果が示された（仮説
２支持）。以上から討議の対面・非対面性と合意の必要性の強度，さらに対話の連続性
において，自他を相対化することが対話の生産性に及ぼす促進と抑制の両効果が明ら
かになった。
また討議を行う二者間の類似性が高い場合に相対化することの効果について，非対
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面場面，対面場面ともに初期の対話では，類似性が高いと認知される他者と相対化す
ることにより表現の丁寧さが増加しており，相手を尊重する生産的な対話表現を行い
やすいことが示された（仮説３支持）。また対面場面では，類似性が低い相手と相対化
する場合に相手側意見の利点に関する言及は減少し，生産的な対話を抑制することが
示された（仮説３支持）。
さらに連続的な対話において，非対面場面では持論に対する確信が高い場合に一般
的態度が類似して認知された他者との相対化が論点の多様性を減少させ，逆に確信が
低い場合には増加させる傾向が示された。この結果は限定的に仮説３と４を支持して
いる。一方対面場面では，自らの意見に対する確信が高い場合，類似性の認知の高さ
によらず自他の相対化は相手側意見の利点の言及を減少させることが明らかになった
（仮説４支持）。また類似性が高い相手と相対化する場合に論点の多様性が増加するこ
とが示された（仮説３支持）。
以上の結果は，一般的な態度が類似している他者に対して自他を相対化することが
生産的な討議を生じさせやすいこと，また各個人が保有する持論に対する確信の影響
は対話が連続する中で生じやすくなり，持論に対する確信が強くなるほど生産的な討
議が抑制されやすいことを示唆している。
また生産性の指標として「論点の多様性」と「相手意見の利点言及」とを比較する
と，自他を相対化することによる促進，抑制効果の現れ方には差異が見られる。多様
な論点を討議に乗せることについては，相手意見のもつ利点に言及するよりも促進，
抑制の両効果が生じやすく，また特に対話が連続する過程において，論点の多様性が
促進効果を示す場合であっても相手意見の利点に言及する促進効果は生起しておらず，
持論に反する意見の利点に言及することが困難であることを示している。また「表現
の丁寧さ」については，特に対話の初期に討議相手との類似性が高く認知される場合
に増加することが示され，この傾向は対面，非対面に関わりなく生じることが明らか
になった。
以上の結果から得られた意義として，まず対立する二者間の意見を討議する過程に
おいて，自他を比較するという認知的な操作（相対化）を導入することによる介入が，
対話の生産性を促進および抑制する効果が示唆されたことがあげられる。これはコミ
ュニケーション過程への応用可能性を示すものである。一般に，合意を形成させるこ
とが困難であることが見込まれる場合には，
「炎上」を避けるために非対面的な討議を
72

避けることが多いのではないだろうか。しかし本研究の結果は，対立する意見の双方
を精査するための生産的な議論は非対面状況下の初期対話において生じやすいことを
示した。非対面的な討議では心理的な緊張や葛藤は対面的な討議より小さいために率
直な意見交換が生じやすい一方，感情の行き違いも起きやすい（Joinston, 2001; 笠木・
大坊, 2003; Suler, 2004）。つまり相手の視点を意識化しにくい状況と言えるであろう。
これに対して自他を相対化する視点を導入することは，あえて相手側の視点を検討す
ることを余儀なくさせることから，特に討議の初期において，自己の意見のみならず
相手側の意見についても精査するメッセージが構成されるなどの生産性が生じている
ものと思われる。一方対面場面では，対話の連続性の中で類似性が高い相手との相対
化が生産性を高めることや，合意が求められることのない，より自由な課題状況にお
いて討議の生産性が高まることが明らかになった。
そこで対面上の心理的葛藤や緊張を低減させる介入の方法を検討する必要があると
考えられる。今後，さらに両場面において，どのような介入が率直な意見交換を可能
にし，不毛な議論の回避につながるのか検討を重ねることが求められる。
但し実験１，２ともに階層的重回帰分析については R 2 および R 2 の変化量は有意な
レベルには至っておらず，交互作用項の説明力の大きさは限定される可能性がある。
また本研究の類似性の認知の設定については，実験１では実験操作により決定された
ものであるのに対し，実験２では実測値に基づいていた。このことによる影響は小さ
いものと解釈されたが，その影響が生じている可能性を否定することはできない。今
後，さらに確認する必要がある。
また対話の連続性を考慮するとき，連続的な後続の対話について生産性を評価する
指標として，初期対話とは異なる側面からの評価をすることも必要であったかと思わ
れる。今後，対話の動的な過程の中でどのようなやりとりが両面的な情報の精査を可
能にするのかを明らかにすることも含め，その対話の進展段階ごとの生産性の指標を
検討することが求められる。
さらに本研究は，対話の成果としての生産性を直接評価するものではなく，生産性
の指標について定義を限定したうえで評価を行ったものである。討議における生産性
の意味と指標について，より精緻に検討することは，重要な課題である。また実験上
の制約として，討議を行う二者間の葛藤水準については十分な統制ができていないこ
とや女性データが少ないことが挙げられる。本研究で示唆的に得られた結果について
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は，今後さらに条件の統制も十分に行ったうえで検討することが必要である。
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脚注
１）本研究は平成16-19年度科学研究費補助金（「認知的枠組みの変容過程における社会的
比較対象の相対化効果」課題番号16530409（基盤研究Ｃ））の助成を受けた。

２）例えば西條（2005）は，2 つの信念が対立する状況下でそれぞれの関心の高さに
相関する形で立ち現れる相対的視点のことを関心相関的観点と呼び，これを意識化
することにより一方を絶対視することに由来する不毛な議論が回避されることを予
測している。また Goodin & Niemeyer（2003）は，オーストラリアの環境問題に関
する陪審を分析し，事前に情報を吟味することによる熟慮が，対立する意見を統合
させることを示している。この事前の情報の吟味において情報の偏りが回避され，
対立する両者の意見をともに精査することはすなわち両者を相対化したことを意味
している。さらに Kleiman & Hassin（2013）は，自らの予測に一致する情報を偏
って探索する確認的思考（confirming thinking）は，プライミングによる非意識的
な目標葛藤を誘導する場合に削減できることを示している。対立しあう 2 つの側面
それぞれからの情報探索行動を非意識的なレベルで活性化させた結果，対立する情
報群の一方に偏った情報処理を回避できたことは対立する情報を相対化させた効果
であると考えられる。

３）この実験ではコンピュータを介して対話を行う非対面場面において，意見交換を
行う二者間（実験参加者と実際には存在していない対話相手）の一般的態度の類似
性認知および意見の葛藤水準が意見交換後の意見変化に及ぼす効果について検証さ
れた。実験はすべてコンピュータプログラムにより，対話相手との一般的態度の類
似性および意見の葛藤水準，また実験参加者へ向けた意見内容も制御されていた。
実験では，２名の実験参加者（本来の実験参加者はうち１名）が別室でコンピュー
タを操作することにより意見交換を行うこと，またコンピュータを介した意見交換
後に，対面状況下で意見交換を行い，両者の意見を調整することが伝えられていた。
実験の結果，一般的態度の類似性が低いと認知される他者と意見交換を行う状況下
では，意見の葛藤水準が高い場合に顕著に相手側の意見方向へ意見を変化させやす
いのに対して，類似性が高いと認知される他者と意見交換を行う状況下では，葛藤
水準間に意見変化量の差は見られず，また意見変化量はいずれも小さいことが明ら
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かになった。一般的な態度の類似性認知が低い相手と意見の対立が大きい場合に相
手側の意見方向へ態度を変化させやすいことについては，コンピュータを介した意
見交換後に，対面状況下で意見交換を行い，両者の意見を調整することが伝えられ
ていたため，対面下での直接的な葛藤を避けるための表層的態度変化を示した可能
性と，自らの意見への確信が損なわれたことによる態度変化の可能性の２つの解釈
がなされている。また一般的態度の類似性が高い相手と意見交換した場合には，自
らの意見を主張し相手を説得することで意見を一致させたいという動機づけが作用
することにより，意見変化が生じにくかったのではないかと考えられる
（Newcomb,1953）。

４）実験に先立ち，予め実験概要を説明し，二者間で行う討議の内容は全て記録され
ることに関する了承を得た上で参加への同意が確認された。実験を行った教室は比較
的十分な広さがあり，コンピュータを介して討議を行う二者は互いを特定できない状
況下で意見交換を行った。

５）このテーマは吉原他（2003）において，他のテーマと比較してより明確に実験要
因の効果が示されていたこと，および必修科目の単位修得が卒業要件になることに
ついて不安意識を持つ学生が少なくない状況から，自我関与が強く現実的に検討し
やすいテーマであると考えられた。

６）なお終了者にはデブリーフィングのための資料を配布し，後日大学掲示板および

希望者へはメールにより，実験結果についてのフィードバックを行った。本稿では，
後に述べる階層的データの分析モデルの複雑さを回避するため自尊感情についての
回答及び最後の回答に対する確信度に関する変数の取り扱いを割愛する。

７）階層的重回帰分析における交互作用の単純傾斜検定には，Simple intercepts, simple
slopes, and regions of significance in MLR 2-way interactions （http://www.quantpsy.
org/interact/mlr2.htm）を使用した。

８）HLM におけるレベル間交互作用の単純傾斜検定には，Simple intercepts, simple
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slopes,

and

regions

of

significance

in

HLM

3-way

interactions

（http://www.quantpsy.org/interact/hlm3.htm） を使用した。

９）実験１は類似性を認知させる実験的操作を行い，積極的な類似性の意味を与えた類似
性高群を１，類似性低群を０とした。一方実験２は実測値において一般的態度測定値の
差が小さい群（類似性高群）に０を，差が大きい群（類似性低群）に１を付与した。

10）HLM における集 団レベル変数の 交互作 用に関する単純 傾斜検 定には，Simple
intercepts, simple slopes, and regions of significance in HLM 2-way interactions
（http://www.quantpsy.org/interact/hlm2.htm） を使用した。
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第５章
社会的文脈における多層的影響過程
－社会的投射対象の広がり－
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【 研究５ 】
Social projection to out-groups: Japanese students refer to psychologically distant
others.
5.1

目的

人は日常的なコミュニケーションを介して身近な他者から意見や態度，信念などの
多様な影響を受け，また自らも影響を及ぼしている。一方，近年はメディアを介する
ことにより面識のない，物理的な距離が離れた他者や組織からの影響も少なからず受
けている。このように日常の中で出会う機会のない人も，自己にとって無縁な存在と
は言えず，広く社会的な影響過程を理解するうえで看過できない存在と考えることが
できるように思われる。本研究では，外集団として認知される社会的距離のある他者
への社会的投射について調べることを目的とする。

社会的投射（social projection：以下 SP とする。）とは，他者に対して自己との類似
性を期待する過程のことを指す（Robins & Krueger, 2005）。合意性の推定に関するこ
れまでの研究は，内集団と外集団に向ける SP を比較し，一貫して内集団への SP は外
集団のそれよりも強く生起することを示してきた。例えば Clement & Krueger（2002）
は最小集団条件下で２つの社会的カテゴリーを設定し，実験参加者の属性となる社会
的カテゴリーが移行する状況を作成して内集団，外集団への SP を測定した。そして
所属する集団が変化するにもかかわらず，常に内集団に強く自己を投射することを示
している。これらの結果は外集団への社会的投射はゼロ付近になることを予測する係
留仮説（anchoring 仮説）を支持する結果を示し，ネガティブになることを予測する差
異化仮説（differentiation 仮説），抑制された大きさでポジティブな SP を示すことを
予測する帰納的推論仮説（induction 仮説）の２仮説を否定する結果を示している。
また Jones（2004）は，内集団への社会的距離（perceived social distance : 以下
PSD とする。）は外集団のそれよりも近いために，ある特定の観点（意見など）を共有
しているとの推測につながり，その結果内集団への FCE は外集団より強く生じること
を予測した。PSD とは自己と対象集団の典型的な成員との間に認知される全体的な類
似性であり，その集団との心理的距離をあらわす概念である。そして PSD とフォール
ス・コンセンサス効果（FCE：false consensus effect，Ross, Green, & House, 1977）
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との関係を調べた結果，FCE は PSD が媒介することを示している。そこで PSD が近
い（小さい）内集団に対しては SP が生じ，より大きな FCE が生起するのに対して，
PSD が遠い（大きい）外集団に対しては SP が生じにくいために FCE は抑制される
と指摘している。したがって SP が社会的距離に比例する関係があるのであれば，外
集団に対する SP は想定することが困難となる。
一方，Clement & Krueger（2002）第 3 実験では社会的カテゴリーに価値的評価を
付与させた実験を行い，評価の高い社会的カテゴリーから評価の低い社会的カテゴリ
ーに所属性が変化した実験参加者は，すでに外集団成員となった移動前の集団成員に
対する SP を生じさせたことが示された。この結果は，社会的カテゴリー化が十分に
顕在化されていない集団状況化において自己評価が低下するという脅威に晒された場
合に，より価値の高い集団への SP が生じたものと解釈された。
また Robbins & Krueger（2005）は，1963 年から 2003 年までの研究データについ
てメタ分析を行い，内集団への SP は外集団より強く生起するという結果の頑健性を
確認した。また彼らは帰納的推論仮説を支持する結果も示しており，内集団より小さ
い効果ではあるが外集団への SP も生じるとしている。DiDonato, Ullrich, & Krueger
（2011）もまた，帰納的推論仮説を支持している。
さらに田村（2011）は，地位格差を伴う内集団，外集団，および全体集団への合意
性推定を測定した。その結果，男女間の社会的地位格差に関する判断において，男女
ともに同性の内集団ばかりではなく異性の外集団および全体集団にも SP が生じてお
り，その傾向は男性のほうがより顕著であることが示された。男性参加者の単純投射
指数は内集団，外集団，全体集団にたいしてほぼ同程度であったのに対し，女性参加
者は内集団への投射が最も大きく，次いで全体集団，外集団へと投射が下がり，それ
ぞれの間で有意な差が生じていた。この結果は，社会的により高い地位に位置する男
性が現状を肯定するために外集団である女性や全体集団に自己判断の投射を行うのに
対して，より低い地位に位置する女性は，男女の境界に敏感に反応していることによ
るのではないかと考察された。
このように，たとえ外集団として位置づけられる集団であっても，自己の評価を肯
定するためあるいは社会的地位を維持し，肯定するために積極的に外集団へ自己を投
射することがあると考えることができる。したがって PSD が大きく離れている集団成
員に対しても SP が生じ得るということを意味している。
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例えば下斗米（2004）は対人関係における道具的機能（e.g. Hollander & Webb, 1955）
に着目し，大学生が自己に関する指針を求める集団および個人についての調査を行い，
指針を求める範囲は広範にわたることを明らかにしている。調査では自己の諸側面と
して，家庭生活や友人関係，性格・能力など 13 の領域を設定し，これらについて何ら
かの指針を求めたいとき 12 の対人関係や集団それぞれに対してどの程度参考にしよ
うとするかを調べている。その結果，男女ともに「広範に準拠集団をもとうとするタ
イプ」（男性 16.02％，女性 22.55％）が存在し，身近な対人関係（家族・親戚などの
身内や友人）をはじめ法規慣習，書物，メディアなど，広い対象に対して準拠するタ
イプが存在することを明らかにした。これらの結果は，参照する内容によって準拠す
る集団は異なり，社会的距離の離れた外集団に属する成員についても指針を求める対
象とし得ることを示している。

そこで本研究では，以下の仮説を検証する。

仮説：内集団よりも外集団に関与性が高い問題については，内集団成員より外集団成
員へ，より大きな SP が生じるであろう。また内集団に関与性が高い問題については，
逆に外集団より内集団成員へより大きな SP が生じるであろう。
但し内集団，外集団の設定については Jones（2004）と同様に，現実の社会集団に
おける内集団，外集団を設定し，対比的な集団間状況にはない集団を対象としてより
広い社会的影響過程について検討する。Jones は次の２つの考えから，実際の学生集
団（心理学を専攻する学生），エコノミスト集団（経済学の講師あるいは調査員），ア
ナリスト集団（IT アナリスト）の３つの集団を対象として FCE を測定した。まず，
実験室内での最小条件集団ではない現実の実体的な集団を対象とすること，そして対
抗的でも対比的でもない集団を対象とすることで，特定の集団間状況にある集団間の
比較ではなく，自己と集団との比較による効果を検証しようとしたことによる。そし
て，現実の集団においても，さらに特定の集団間状況ではなくより広い社会的文脈下
においても，PSD を介する内集団への FCE を確認した。なお実験参加者が属する集
団内の成員を内集団，他の属性集団の成員を外集団とした。本研究においても Jones
（2004）を踏襲し，実際の社会集団における内集団，外集団を設定し，対比的な集団
間状況にはない集団を対象としてより広い社会的影響過程について検討する。
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5.2
5.2.1

実験１

方法

実験参加者
心理学の基礎的な実験演習における受講者を対象とした。大学生 93 名のうち，年齢
が大きく離れていた 50 代のデータ１名分を除き，92 名（男性 33 名，女性 59 名）を
対象として分析を行った。平均年齢は 19.4 歳（SD 0.6）であった。
質問紙の構成
まず回答者の意見を測定する９つの項目（Table 5.1）について 8 件法（1.絶対に反
対～8.非常に賛成）で回答を求めた。このうち４項目は Jones（2004）で使用された，
意見に関する合意性推定を行うための項目をそのまま翻訳した項目（②③④）および
日本人の学生向けに修正して使用した項目（⑤）であった。またそれ以外の 5 項目に
ついては，調査時に社会的話題性をもっていた内容や大学生が関心をもつ内容を設定
した。４項目は学生に関与性が高い項目（②③⑧⑨），５項目は社会人に関与性が高い
項目（①④⑤⑥⑦）として設定した。
次にこれら９つの意見内容に関する主観的重要性について 8 件法で（1.まったく重
要でない～8.非常に重要である）測定した。続いて内集団成員を同じ学科に属する学
生，外集団を IT 関連企業に勤める一般社会人として，各成員が自分の意見にどのくら
いの割合で同意すると思うかを，0％から 100％までの数字で回答させた。最後にこれ
ら内集団，外集団への PSD を測定する６項目への回答を８件法（1.全く違う～8.その
とおりである）で求めた（Table 5.2）
。内集団，外集団の設定および PSD 測定項目は
Jones（2004）と同様に設定し，PSD 測定項目は翻訳して使用した。①は親しみやす
さを問う項目であり，②⑤⑥は相互作用の容易さを，③と④は知覚された類似性を問
う項目であった。なお内集団・外集団の測定順はカウンターバランスをとった。

5.2.2

結果

PSD 得点
PSD を測定した６項目の α 係数は，内集団に対する尺度が 0.74，外集団に対する尺
度が 0.72 であった（Jones（2004）では 0.78）。内集団・外集団への PSD 得点は社会
的距離が近いほど得点が高くなるように換算し，6 項目の平均を求めた。内集団・外集
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団への PSD 得点間には有意差が見られ（t(91)=12.93, p<.001）
，内集団 PSD 得点は外
集団 PSD 得点より有意に高く（それぞれ M=5.83,SD=1.07；M=3.64,SD=1.14）
，内集
団は外集団と比較してより親しみやすさや類似性を知覚していることが確認された。

Table 5.1

意見測定項目

実験１

Item

実験２

Mean

(SD)

①

大学は統一的に 4 月入学のままでよい。

6.10 (1.59)

6.26 (1.68)

②

宇宙には別の生命体が存在する。

6.41 (1.80)

6.15 (1.82)

③

新年会はすたれていく（流行らなくなっていく）だろう。

3.54 (1.62)

3.62 (1.72)

④

ホームレスに対する政治的支援はもっとなされるべきである。

5.89 (1.82)

5.82 (1.87)

⑤

学生はもっと本を読んだほうがよい。

6.35 (1.58)

5.65 (1.70)

⑥

夫婦別姓は認められるべきである。

5.16 (1.95)

4.74 (1.89)

⑦

全ての原発を廃止すべきだ。

5.36 (1.99)

4.66 (2.01)

⑧

中学生のアルバイトも認められてよい。

3.59 (2.27)

3.69 (2.19)

⑨

大学のすべての授業を自由選択にしたほうがよい。

4.59 (2.06)

4.44 (2.18)

Table 5.2

PSD 測定項目

①

私は（現在も過去も）心理の学生＊とほとんどあるいはまったく接触がない。

②

全般的に，私は心理の学生とうまくやっている，あるいはやっていけると思う。

③

全般的に，私は心理の学生と共通するものはほとんどないと思う。

④

全般的に，私は心理の学生と類似したものの見方をしていると思う。

⑤

私は，平均的な心理の学生と協調していくことは難しいと思う。

⑥ もし私がコンパで心理の学生と会ったら，ほとんどの場合，
彼／彼女と一緒にいて心地よく感じると思う。
＊アンダーライン部には対象集団の成員が入る。
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FCE 得点の比較
測定した意見内容に関する重要さの評価は，最も低い平均値で 3.23（SD=2.11, 項
目３）であったが，それ以外はすべて 4.0 以上であったため，項目の設定は妥当であ
ったと考えられる。
FCE 得点は Jones（2004）と同様に，回答者の立場に基づく合意性評価（％）か
ら，回答者とは反対の立場をとる人々が推測する，回答者の立場への合意性評価平均
（％）を引くことにより求めた。以下の式は賛成の立場の人の FCE 得点の算出法を示
している。
𝑛𝑛

1
FCE = 𝑥𝑥𝑖𝑖 − �100 − � 𝑦𝑦𝑗𝑗 �
𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

n ∶ 賛成の人の数 ； 𝑥𝑥𝑖𝑖 ∶ 賛成の人 𝑖𝑖 の合意性推定％ ；
m ∶ 反対の人の数； 𝑦𝑦𝑗𝑗 : 反対の人 𝑗𝑗 の合意性推定％

測定した意見項目はどちらの集団に関与性が高いのかを確認するため，著者およ
び経営学部の教員の２名により，各項目に対して学生同士の身近な話題であるか社会
的に議論される話題であるかの分類を行った。その結果，２，３，９の項目は学生に
関与性が高く，４，５，６は社会人に関与性が高いという判断が一致した。それ以外
の項目は判断の一致が見られなかったため，これ以降の分析には使用しないこととし
た。１）これらの項目は各カテゴリーの FCE 得点において有意な相関が確認されたた
め２），以下の分析はこれらの６項目を使用した。
Table 5.3 は内集団，外集団に対する FCE 得点の平均とｔ検定の結果を示している。
外集団に関与する項目の FCE 得点は，外集団への FCE 得点が内集団への FCE 得点
より有意に高く，またこれらの得点は０ポイントか有意に離れていた（内集団: t (91)
=4.59, p<.001; 外集団: t (91) =7.83, p<.001）。したがって外集団に関与性が高いテー
マについては外集団への FCE が生起することが明らかになり，またその得点は内集団
より高いことが示された。しかし内集団に関与するテーマについては両集団への FCE
得点に有意差が見られず，また０ポイントからの差も見られなかっ
たことから，FCE が生じなかったことが示された。したがって，仮説は外集団に関
与する部分についてのみ支持された。
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Table 5.3

各集団への FCE 得点

In-group
a1

-0.10 (13.99)a2

b

12.38 (15.16)

in-group relevant

2.11 (14.65)

out-group relevant

6.99 (14.61)

Note. （

c

）内は SD

a1<b, p<.01

5.2.3

Out-group

a2<c, p<.001

b<c, p<.001

考察

PSD 得点
PSD を測定した 6 項目の α 係数は Jones（2004）のデータに近似しており，一定水
準の信頼性が確認できたといえよう。本研究での集団の設定は Jones と同様に集団間
対比状況を強調するものではなく，また最小条件集団ではない集団であった。しかし
内集団，外集団への PSD は有意差があり，内集団は外集団より類似性や親しみやすさ
を感じていることが確認された。このことは，同じ学科に属する学生を内集団成員と
みなし，また IT 関連企業に勤める社会人は相対的に外集団として位置づけられていた
ことを推測できよう（Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987）。また本実
験の実験参加者は心理臨床学科に属する学生であり，コンピュータの操作やコンピュ
ータによるデータ解析を不得手に感じている学生が多く，IT 関連企業に就職する学生
がいないために外集団とみなされやすかったことが反映されていることが考えられる。
そのため，対比的な集団間関係としてとらえていた実験参加者が含まれていたとすれ
ば，特定の対比的な集団ではない，より広い社会的な影響過程を調べることについて
は不十分な設定になっていた可能性がある。

内集団／外集団への FCE
実験の結果，外集団に関与するテーマについては外集団への FCE 得点が内集団への
FCE 得点より有意に高く，両集団に対して FCE が生起することが示された。しかし
内集団に関与性が高いテーマについては FCE が生起せず，内集団への FCE と外集団
への FCE に有意差は見られなかった。したがって仮説は部分的に支持されたといえよ
う。
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本実験は，集団の設定として集団間に対比状況がない集団であることを想定したが，
実験参加者の所属する学科の特性を考慮するなら，外集団を対比的にとらえていた実
験参加者が含まれていた可能性がある。これまでの研究では対比的な集団間関係下に
おいて，内集団への SP が外集団への SP より大きいことが頑健な結果であるとされて
きた。回答者が IT 関連企業に勤める社会人集団を対比的にとらえていたかどうかは明
確に確認する必要があるが，もしそのような状況下にあったなら，本結果は従来の研
究結果と異なっている。そして対比的な集団においても，仮説が示すように当該トピ
ックが外集団に関与が強い場合には外集団への意見の SP が生じていることになる。
そして PSD が離れた外集団成員との意見の類似性を予測することが，自己のもつ意見
の妥当性を高める作用をしている可能性がある。神原・遠藤（2013）は，自己肯定感
が脅威にさらされるとき，脅威と関連する自己判断の合意性を高く推測することが自
己肯定感を修復することを示唆する実験結果を示している。したがって他者との合意
性の推測はそれ自体，自己判断の妥当性を高める作用があり，さらにテーマについて
関与の高い集団成員との合意性の推定は，その妥当性を強める作用があると考えられ
る。
一方，内集団に関与性が高いトピックについては両集団に対して FCE は生じなかっ
た。この結果もまた，従来の研究結果と異なっている（e.g. Clement & Krueger, 2002;
Jones, 2004）。PSD は内集団に対して外集団より近い距離を示しており，内集団成員
であるという認知は得られていると推測される。しかし内集団，外集団に対する各ト
ピックへの FCE 得点のレンジが大きいため，個人要因による影響が大きく（神原・遠
藤，2013），それに対してデータ数が不足したことや，心理臨床学科に所属する学生の
自己および内集団成員への評価の低さに由来する可能性もある。３）そこでさらにデー
タ数を増やし，別の専攻の学生を対象として確認する必要がある。
また IT 企業に勤める社会人集団は心理臨床学科の学生にとっては対比的な集団で
あるとの認知が成立していた可能性があることは，本研究の実験上の想定とは異なっ
ている。特定の対比的関係性のない，より広く一般的な集団に対して FCE が生じるか
どうかに関する確認が必要であると考える。そこで実験２では，対比的でないと想定
される外集団を２つ設定し，PSD と FCE の関係性をより明確化する。また内集団に
対する成員性の確認を行い，より多数のデータを収集して仮説に対する検証を行う。
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5.3

実験２

5.3.1

目的

実験１の集団の設定は Jones（2004）と同様に，実験室内での最小条件集団ではな
い現実の実体的な集団を対象とした。また対抗的でも対比的でもない集団を対象とす
ることとして，内集団は回答者と同じ学科に属する学生とし，外集団は IT 関連企業に
従事する一般社会人とした。しかし，対象となった心理臨床学科に属する学生の特性
の持つ傾向として，IT 関連企業に就職することを希望する学生はなく，IT 関連企業に
勤める社会人はともすると自己と対比的にとらえている可能性も考えられる。これに
加えて心理臨床学科の学生は自己評価が低く，FCE 得点を抑制した可能性がある
（Judge et al, 1997; 加藤・中島・伊東，2015 ; Vedel, 2016）。そのため実験 1 の結果
は対象となった回答者の属性による影響を受けていることが考えられる。
そこで実験２では，２学科体制の学部である健康科学部の学生を対象として，同じ
学科に属する学生を内集団１，同学部において学問領域が異なり，志向性が異なる別
学科に属する学生を内集団２，一般企業に勤める社会人を外集団として設定し，実験
１の追試を行う。内集団２は回答者と同様に学生であるという属性をもつため，学生
集団としての観点から見ると内集団とみなされるが，同じ学科に属する学生と比較す
ると PSD が離れた外集団とみなされる。また実験１の実験参加者と比較して，一般企
業に勤める社会人を対比的にとらえる傾向はより少ないことが想定される。我々は内
集団１，内集団２，外集団の順に PSD が離れると仮定する。もし Jones（2004）が指
摘したように PSD が FCE を媒介するなら，内集団１と内集団２の FCE には差が見
られるだろう。しかしもし FCE がトピックの関与性に規定されるなら，どちらも学生
集団であるがゆえに FCE の差は見られないと予測できる。実験２では以上の集団の設
定により，さらに多くのデータを収集して再度仮説の検証を行う。

5.3.2

方法

実験参加者
大学生 216 名のうち，内集団に対するメンバーシップ性を低く評価した回答者を除
く有効回答者は 203 名（男性 108 名，女性 93 名，性別不明２名）を対象として分析
を行った４）。平均年齢は 19.１歳（SD 1.12）であった。
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質問紙の構成
まず実験参加者が所属する専攻名をリストから１つ選択させて所属する学科を特定
した。次に所属学科に進学した理由，学科に期待すること，同じ学科に所属する学生
に共通する特徴の３点について自由記述を求めた。この手続きにより，同じ学科に所
属する内集団成員に関する類似性の意識を高めた。次にそれぞれの内集団に所属する
肯定感を２項目から測定した（５件法）
。次に実験１と同様に，実験参加者の意見を測
定する９項目（Table 5.1）について回答を求め（1.絶対に反対～8.非常に賛成）
，さら
にこれらの意見内容に関する主観的重要性を 8 件法で（1.まったく重要でない～8.非
常に重要である）測定した。続いて内集団１（同学科生）
，内集団２（別学科生）
，外集
団（一般企業に従事する一般社会人）のそれぞれの成員が自分の意見にどのくらいの
割合で同意すると思うかを，0％から 100％までで回答させた。最後に実験１で使用し
た各集団への PSD を測定する 6 項目への回答を 8 件法（1.全く違う～8.そのとおりで
ある）で求めた（Table 5.2）。なお各集団に対する回答順はカウンターバランスをとっ
た。

5.3.3

結果

PSD 得点
PSD を測定した６項目の α 係数は，内集団１：0.71，内集団２：0.67，外集団：0.48
であった。外集団に対する信頼性は低く信頼性は十分ではないが，３つの集団間の心
理的距離を比較するためこの 6 項目を使用することにする。
各集団への PSD 得点は社会的距離が近く知覚されるほど得点が高くなるように換
算し，6 項目の平均を求めて対応のある一元配置分散分析により集団間の比較を行っ
たところ主効果が有意となった（F (2,402)=84.13, p<.001, 𝜂𝜂𝑝𝑝2 =.30)。Bonferroni の法

による多重比較により内集団１，内集団２，外集団の順に有意に PSD 得点が高く，予

測通り 内集 団１ から 順 に社会 的距 離が 小さ く 認知さ れて いる こと が 確認さ れ た
（Figure 5.1）。
また実験１の内集団と実験２の内集団１の PSD 得点を比較すると，実験２の内集団
１のほうが有意に PSD 得点が小さいことが示された（t (293)=2.79, p =.006）
。さらに
実験１と実験２の外集団の PSD 得点は，実験２の外集団のほうが有意に高いことが示
された（t (151.29) = 4.84, p < .001.）。このことから実験１の実験参加者のほうが実験
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２の実験参加者より内集団成員への社会的距離が近く感じられており，また実験１の
実験参加者のほうが実験２の参加者より社会人集団に対して社会的距離を大きく（遠
く）感じていることがわかった。したがって実験２の実験参加者は，実験１の実験参
加者よりも対比性の小さい集団間状況が設定されたといえよう。

Figure 5.1 各集団への PSD 得点（エラーバーは標準誤差）
a>b, p<.001
a>c , p<.01

c>d, p<.001

d>e, p<.001

e>b, p<.001

FCE 得点
９項目の意見に対する重要さの評価は最も低い平均値で 3.09（項目３：SD =1.79）
であり，実験１と同様の傾向であることが確認された。
Jones（2004）および実験１と同様の方法により FCE 得点を求めた。その結果を
Table 5.4 に示す。
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Table 5.4 各集団への FCE 得点

In-group 1

In-group 2
a1

Out-group
a2

in-group relevant

3.74 (15.93)

3.89 (16.26)

out-group relevant

-0.83 (16.91)c1

0.52 (16.09)c2

Note. （

-10.18 (16.79)b
6.31 (16.97)d

）内は SD

a1, a2<b, p<.001

c1,c2>d, p<.001

a1>c1, p<.001

a2>c2, p<.01

b<d, p<.001

対象集団の主効果および交互作用において球面性の仮定が棄却されたため，Wilks
の λ による多変量分散分析を採用した。その結果，有意な主効果および交互作用効果
が見られた (対象集団: λ = .88, F (2,201) = 13.67, p < .001, 𝜂𝜂𝑝𝑝2 = .12; 関与性: F (1,202)

= 8.83, p = .003, 𝜂𝜂𝑝𝑝2 =.04; 交互作用: λ = .46, F (2,201) = 120.44, p < .001, 𝜂𝜂𝑝𝑝2 = .55).
Wilks の λ を使用した単純主効果検定の結果，学生関与項目について，FCE 得点は

対象集団間で有意な差が見られた (λ = .47, F (2,201) = 114.53, p < .001, 𝜂𝜂𝑝𝑝2 = .53).

Bonferroni の法による下位検定の結果，内集団１および内集団２に対して外集団
FCE に有意差が見られた (p<.001)。内集団１および内集団２の FCE 得点は外集団

FCE 得点より有意に得点が高いことが明らかになった。これらの３つの得点はすべて
０ポイントからの有意差も見られ (順に t (202) =3.35, p<.001; t (202) =3.40, p<.001;

t (202) =8.64, p<.001)，内集団１および内集団２は０より大きく外集団は 0 より小さ
い結果となった。次に社会人集団関与項目についても同様の方法で分析を行った結果，
対象集団間で有意な差が見られた (λ = .84, F (2,201) = 19.88, p < .001, 𝜂𝜂𝑝𝑝2 = .17).

Bonferroni の法を用いた下位検定の結果，外集団 FCE 得点は内集団１および内集団

２の FCE 得点より有意に大きかった(p<.001). また外集団 FCE 得点のみ 0 ポイント
からの有意差が見られ (t (202) =5.30, p<.001), ０より大きいことが示された. これら
の結果は仮説を支持している。また内集団１および内集団２の学生関与項目 FCE 得
点 は社会人関与項目の FCE 得点より有意に大きく（順に F (1,202) =14.83, p<.001,
𝜂𝜂𝑝𝑝2 = .07; F (1,202) =7.64, p=.006, 𝜂𝜂𝑝𝑝2 = .04)，外集団 FCE 得点は学生関与項目より社
会人関与項目のほうが有意に大きいことがわかった(F (1,202) =159.79, p<.001, 𝜂𝜂𝑝𝑝2

= .44)。
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5.3.4

考察

PSD 得点
各集団への PSD 得点はすべての集団間で有意差が見られ，内集団１，内集団２，外
集団の順に社会的距離が小さいことが確認された。したがって内集団１に対しては，
他集団よりも親しみやすさや類似性を感じていることが確認された。内集団２の成員
は同じ学部に属するが異なる学科に属している。そのため回答者は学生に関与するト
ピックについては内集団２の成員を内集団成員とみなしたと考えられる。３つの対象
集団の中で外集団は最も社会的距離が離れており，回答者は２つの内集団と外集団を
明確に区別していたものと思われる。さらに実験２の回答者は，実験１の回答者と比
較して，外集団にはより親しみやすさや類似性を高く認知し，内集団と外集団の差異
がより小さいことが示された。したがって，広い社会的文脈の中で外集団への SP を
測定しようとする本研究の目的に合致した条件設定がなされたものと考えられる。

各集団への FCE
実験２では外集団への FCE が生起し得ることが確認された。そして学生集団への
FCE 得点とは異なることが示された。予測されたように, 外集団への SP は生起し，
その FCE 得点は，社会人集団関与項目において他の２集団より高いことが明らかにな
った。内集団２は内集団１より PSD 得点は低いが，FCE 得点は内集団１と有意差は
ない。さらに内集団１と２に対する FCE 得点は学生関与項目において外集団に対する
FCE との有意差が生じていた (Table 5.4)。
これらの結果は SP が PSD ではなくトピックの関与性によって規定されることを示
しており，仮説は支持された。実験１では内集団に対する FCE は生起せず，内集団に
関与性の高いトピックについては仮説を支持しない結果が得られていた。これに対し
て実験２の結果は仮説を支持した。実験１の結果は不十分なデータ数に由来すること
も考えられる。なぜなら FCE 得点のレンジは大きく，比較的大きい個人差の影響が現
れたことも考えられる (神原・遠藤, 2013)。あるいは臨床心理学を専攻する学生によ
る自己と内集団成員である学生への低い評価が影響していた可能性がある(Judge et
al., 1997; 加藤・中島・伊藤, 2015 ; Vedel, 2016)。これらについてはさらに検討する
必要がある。
またトピックが社会人集団に関わるものである時, 内集団２つに対する FCE は生起
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しなかった。この結果は内集団への SP が必ずしも起きるものではないことを示して
いる。これらの結果は常に内集団への SP が外集団の SP より大きくなることを予測し
た係留仮説，差異化仮説あるいは帰納的推論仮説では説明できないものである。さら
に低減仮説（the reduction hypothesis）によると, 実際の集団に対する SP は実験集
団への SP より弱くなるという。もしそうであるなら，本研究における SP は実際の集
団に対するものであることから十分に大きいものと考えられる。

5.4

研究５（実験１と２）の総合考察

本研究の示した結果は，トピックに対して関与が強いとみられる集団成員に対する
SP は社会的距離が大きい集団成員に対しても起こり得ることを示しており，仮説を支
持している。この傾向は，内集団，外集団の別に関係なく生じている。したがって外
集団への SP は生じないことを予測する null hypothesis，外集団への negative な SP
が生じることを予測する differentiation hypothesis，外集団への SP は生じるが内集
団への SP より小さいことを予測する induction hypothesis のいずれにも該当しない
結果が生じている。
また従来の FCE あるいは SP に関する研究は，対比的な集団間関係において行われ
てきた。これに対して Jones（2004）は，集団間に葛藤状況が存在しない，また最小
条件集団でもない，より広く一般的な外集団を設定して，内集団，外集団への FCE の
差異を検証し，確認した。本研究においても，より広い社会的関係性における社会的
影響過程について理解することをめざし，対比的でない集団としての内集団，外集団
を設定した。
実験１の実験参加者は，IT 関連企業に勤める社会人に対して実験２の実験参加者以
上に社会的距離を知覚しており，実験２と比較するとより対比的な意味合いを持つ外
集団設定になっていた可能性がある。これに対して実験２の参加者は，外集団成員に
対してより類似性や親しみやすさを感じていることが示された。したがって，よりカ
テゴリー境界が不明確な集団設定になっていたといえよう。このことは，本研究で想
定していた集団の設定と合致するものであった。５）人は身近な他者との関係性の中で
生活するだけでなく，特に近年はインターネットを介して遠距離にある人との関係性
を築きながら生活している人は多い。したがって，社会的距離が大きく身近ではない
と位置づけられる集団や他者と自己との関係性について，理解を深めていくことが求
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められる。地球規模のコミュニケーションは一般化しつつあり，国境を越えた見知ら
ぬ同士のコミュニケーションが個人の意見に多大な影響を及ぼすこともある。本研究
で示された SP は個人的には無関連な集団にも示されている。この現象は，日本人の
学生だけでなく文化を越えて見られる現象である可能性もある。
本研究の結果は PSD と SP は比例的な関係にあるのではなく，SP は PSD ではなく
トピックの関与性によって規定されることを示している。たとえ社会的に距離のある
集団の成員であっても，当該のトピックへの関与性が強い場合には，そのような人と
の合意性が見込める場合に自己防衛的に妥当性が強化されうることが考えられる
（Clement & Krueger, 2002）。もしそうであるなら，我々は社会的距離のある外集団
成員からも影響を受ける存在であり，我々の社会的関係性は想定される以上に広いと
考えることができる。
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脚注
１）2 名の判断が不一致であった項目については，調査時点で日本社会のタイムリー
な

話題を取り上げたために（例：福島での原発事故），社会的に議論される話題で

あることが想定された項目が，学生の間での話題に一般化されていたことなどが理
由として考えられる。また例えば項目５は学生が読書をすることに関するトピック
ではあるが，学生が読書離れをしていることは社会問題となっているため，社会的
な話題とされた。

２）学生集団に関与が高いとした項目 2, 3, 9 の FCE 得点に関する相関係数の平均は，
内集団 r =.28, 外集団 r =.23，社会人集団に関与が高いとした項目 4, 5, 6 の FCE
得点については内集団 r =.35,外集団 r =.31 であった。項目３と９の外集団への
FCE 得点間の相関のみ r =.19, p<.10 となり有意傾向を示したが，それ以外の相関
はすべて有意な相関のあることが確認された。

３）加藤・中島・伊藤（2015）は，高い不安や自尊心を維持するために心理学専攻者
は

他者との距離を大きくとることが好まれることが示されている。加藤らは心理

学を専攻する学生は自己評価への脅威に敏感であるがために他者との対人距離を
大きくとるのではないかと考察している。また Vedel（2016）は，心理学を専攻す
る学生は他専攻の学生と比較してビッグ５尺度の神経質尺度において高い得点を
示しており，Judge, Lock, & Durham（1997）は自尊感情，自己協力感，統制の所
在と低い神経質傾向は核となる自己評価を構成すると指摘している。

４）分析から除外した基準は，内集団１への所属感に関する２項目の回答の平均が 2.0
以下であり，また内集団１の PSD 得点が内集団２あるいは外集団より小さいことと
した。

５）Yuki（2003）が指摘するように，日本人のアイデンティティ形成の基盤は集団間
の

対比ではなく内集団の対人間のネットワークであるとするなら,社会的カテゴ

リーの境界は不明瞭であると 考えることができる。
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第６章
総合考察
（認知の変容と対人的相互作用過程に関する展開）
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本論文は，認知の変容を促す対人的相互作用過程について，特に相対的視点の獲得
効果に着目して検討を行った。本章では，第 1 章のレビューを踏まえ，第 5 章までに
述べた５つの研究によって明らかにしたことを述べ，本論文の意義および今後の課題
や展望について考察する。

6.1

各章において明らかにされたこと

第 1 章では，まず概念の変容過程について，２つの認知発達理論をもとにレビュー
を行った。Piaget の認知発達理論を継承する Doise や Mugny，Perret-Clermont らに
よる Piaget 派社会的相互作用論による一連の実験は，他者との相互作用を契機とする
社会的・認知的葛藤（socio-cognitive conflict）が，認知の発達を促進する効果を実証
している。また Vygotsky の理論を継承する奈田・丸野（2009），奈田・堀・丸野（2012）
等もまた，協同的な活動が知識の内面化に果たす役割を実証している。以上の２つの
理論を基礎とする研究から，社会的相互作用において他者の視点を取り入れることが
認知（概念）の変容に重要な役割を果たすことを仮定した。認知の変容は，自己およ
び他者や集団，社会への理解に関わり，個人の社会への適応に関する示唆を与え得る
問題と考えられる。
しかし一方で，認知の変容は抑制されることを示す研究が多数存在する。そこでま
ず認知的斉合性の諸理論および認知的斉合性の理論の代表的な理論である認知的不協
和の理論（Festinger, 1957）をとりあげ，認知の変容は回避されやすいことを予測す
る研究についてレビューを行った。
認知的不協和の理論は，不協和の存在は心理学的に不快であり，不協和が存在する
場合に人はこれを低減するように動機づけられること，および不協和を喚起させるで
あろう情報や状況を回避しようとすることを予測している。その上で，Festinger とこ
の理論に関する検証を試みた多くの研究の関心は，不協和な状態を低減に向かわせる
動機づけにより，不協和を最大に低減化する方法についての検討であり，不協和を低
減するために知識や信念の構造的な変容が生起する過程については十分な検討が行わ
れていない。そこで知識や信念が変容し得ることを確認することや，どのような条件
下においてそのような変容が生起するのかを検討することの必要性を指摘した。
さらに自己概念や集団成員に対するステレオタイプといった知識は変容されにくく
維持されやすいことを示す自己確証過程（Swann,1983）に関する研究や，ステレオタ
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イプを維持する自動的な認知過程についてレビューを行なった。これらの研究もまた，
認知的不協和の理論で論じられたように，認知の変容は抑制されやすいことを示すも
のである。しかし本論文では「目から鱗が落ちる」の諺が示すように，認知は変容し
得ると考え，どのようなメカニズムが認知の変容を可能にするのかを明らかにするた
め，社会的相互作用における自他の相対的視点の獲得に注目した。

第 2 章では第 1 章のレビューを踏まえ，個人内過程における認知の変容可能性と，
認知の変容を促す要因に関する仮説の導出について検討した。
研究１では，両極形容語（反意語）を用いた不斉合な対人情報の処理過程を分析し
た。不斉合な情報，つまり認知的不協和を引き起こす情報について，まず対等な重み
をもつ統合的な処理様式があり得ることを確認した。そして処理様式間の関係性を明
らかにするため，処理様式により対象（刺激人物）への理解に差が生じるのかを検討
した。その結果，処理様式間で対象人物への認知内容が異なることが示され，不斉合
情報を統合的に処理する水準が深まるほど人物像のリアリティや人物の内面に関する
記述がなされることが明らかになった。
研究２では，不斉合な対人情報を統合的に処理することを促進させる要因を明らか
にするために，処理様式と，対象（刺激人物）に対して認知される類似性および共感
との関係について検討した。研究１の結果を受け，統合的な処理様式がとられる場合
には，対象への類似性や共感といった，自己と対象とを重ねてとらえる視点が獲得さ
れていることが予測された。そこで研究１を追試し，処理様式と対象への類似性認知
および共感との関係について検討したところ，不斉合な情報を統合的に処理する場合
には非統合的な処理をする場合と比べ，対象に対する共感が高く生じていることが明
らかになった。また自己評価に基づく類似性についても統合的な処理過程を経る場合
に類似性認知が高く生じていることが示された。但し内容分析に基づく第 3 者評価で
は処理様式間で類似性の認知に差は見られず，また自己評価の指標においても類似性
が増加した割合は 68.3％と過半数以上を占めるものの，類似性が減少したものは 25％
存在したことから，自他を相対的に位置づける際に，非類似による位置づけを行うこ
とについても検討する必要があることが明らかになった。

第 3 章では，個人内過程に影響を与える友人間の相互作用過程について，自己認知
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と他者認知のスキーマの評価による検討を行った。このことから，自他の相対的視点
の獲得の重要性について議論した。
研究３では，親しい友人とのコミュニケーションを通して，自他を相対的に比較す
る過程を経ることにより自己と親密な友人への認知が同一次元で評価されやすくなる
ことを予測し，自発的特性生成課題（Deutsh ＆ Mackecy, 1985）を用いて調査を行
った。この同一次元での評価は，同一次元の同方向と逆方向，どちらの評価をも含む。
その結果，親しい友人と知人という親密さの違いにより，自己認知と他者（友人）認
知のスキーマの類似性が異なることが示された。知人とは相対的な比較を行う経験が
希薄であり，自他の相対的な位置づけが成立していないのに対して，親密な友人とは
日々の相互作用の中で相対的な自他比較をしているために自他を相対的に位置づけて
いると考えられる。これは親しい他者との間において互いの認知を規定しあう関係が
成り立っていることを意味している。さらにこのような関係性が確認されたことは，
互いの認知的図式の変容を規定し合っていると見ることができる。

第 4 章では，個体間の相互作用による相互的な認知の変容可能性について調べるた
め，対立意見をもつ二者間の生産的討議過程に注目し，自他を相対化することの効果
を検討した。
研究４では，対立する意見をもつ二者が合意を形成する際，自他双方の意見内容を
精査することを生産的な討議過程と定義し，互いを相対化する視点をもつことが討議
の生産性に与える効果を検討した。その結果，対面／非対面場面間で，互いを相対化
することの効果が異なること，また対話の連続性によってその効果が変化することが
示された。
非対面場面の初回の対話では，合意が強く求められる状況下で相対化することによ
り多様な論点に言及し，相手側意見の利点にも言及する促進的な傾向が見られた。こ
れに対して対面場面では，合意が強化される状況下で論点の多様性が減少し，生産性
を抑制する効果が示された。また連続的な対話では，非対面状況下において相対化す
ることの有意な効果は得られなかったのに対し，対面状況下では合意が強化されない
状況下で相対化することが論点の多様性を増加させ，合意が強化される状況下では論
点の多様性を減少させる傾向が示された。さらに表現の丁寧さも減少しており，生産
性を抑制する効果が見られた。以上から討議の対面・非対面性と合意の必要性の強度，
98

さらに対話の連続性において，自他を相対化することが対話の生産性に及ぼす促進と
抑制の両効果が明らかになった。
また討議を行う二者間の類似性が高い場合に相対化することの効果について，非対
面場面，対面場面ともに初回の対話では類似性が高いと認知される他者と相対化する
ことにより表現の丁寧さが増加しており，相手を尊重する生産的な対話表現を行いや
すいことが示された。また対面場面では，類似性が低い相手と相対化する場合に相手
側意見の利点に関する言及は減少し，生産的な対話を抑制することが示された。さら
に連続的な対話において，非対面場面では持論に対する確信が高い場合に一般的態度
が類似して認知された他者との相対化が論点の多様性を減少させ，逆に確信が低い場
合には増加させる傾向が示された。一方対面場面では，自らの意見に対する確信が高
い場合，類似性の認知の高さによらず自他の相対化は相手側意見の利点の言及を減少
させることが明らかになった。また類似性が高い相手と相対化する場合に論点の多様
性が増加することが示された。これらの結果は，一般的な態度が類似している他者に
対して自他を相対化することが生産的な討議を生じさせやすいこと，また各個人が保
有する持論に対する確信の影響は対話が連続する中で生じやすくなり，持論に対する
確信が強くなるほど生産的な討議が抑制されやすいことを示唆している。
以上から，対立する二者間の意見を討議する過程において，自他を比較するという
認知的な操作（相対化）を導入することによる介入が，対話の生産性を促進および抑
制する効果と諸条件が明らかになった。そこで対面／非対面場面での状況に応じて，
どのような介入が率直な意見交換を可能にし，不毛な議論の回避につながるのか検討
を重ねることが今後の課題として挙げられる。但し研究４は，直接認知の変容を測定
するものではないことから，本研究の示唆し得る範囲は限定されものであり，その他
本研究の限界や課題について考察を行った。

第 5 章では，認知の変容をもたらす対人関係は，社会的距離（perceived social
distance）の近い他者に限られるのか否かを検討した。
研究５は，他者を自己に類似しているとみなす社会的投射（social projection : SP）
が，社会的距離（perceived social distance）が離れた外集団成員に対しても起こり得
るのかを検討した。学生を対象とした実験により学生集団および社会人集団に対する
合意性の推定を測定した結果，社会的距離の離れた社会人集団に対しても，関与性が
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高い事象に関する合意性の推定は学生集団に対するよりも高く認知されることが示さ
れた。したがって社会的距離によらず，当該の課題に関与性の高い集団への合意性の
推定が高くなることが明らかになった。このことは，認知の変容をもたらす社会的な
影響過程として，自己の視点と他者の視点を重ねて想定する SP が生起する関係性，
つまり自他を相対的に比較可能な存在としてとらえる関係性の範囲は広く，身近な他
者ばかりではないことを意味している。したがって認知の変容に影響を付与する社会
的関係性は，多層的にとらえる必要があることが示唆された。

以上から本論文は，まず個体内の知識の変容過程において，印象形成課題での刺激
人物への類似性認知や共感が対人認知の変容の契機となり得ることを示し（研究１，
２），次に社会的相互作用を通した自他認知の相対的比較の様相から，自他認知の変容
と自他の相対的関係性との関係について議論した（研究３）。そして自他を相対化する
視点をもつことが，対立する二者の討議に一定の生産性効果を持ち得ることおよび抑
制効果をたらすことを示した（研究４）
。次に，他者に対して自己との類似を認知する
社会的投射は，社会的距離のある他者に対しても起こり得ることを示し（研究５）
，自
己と他者の相対的な関係性は広い範囲でとらえることが求められること，また認知の
変容に関わる社会的関係性は多層的に検討する必要があることを指摘した。

6.2

本論文の意義

以上を踏まえ，次の 4 点から本研究の意義について議論する。
6.2.1

認知の変容可能性の確認と認知的不斉合の統合化の効果

多くの研究が既有の知識や信念は確証されやすく維持されやすいことを示す一方で，
その変容可能性を確認したことは本論文のひとつの意義にあげることができる。また
どのような条件下において認知の変容が可能であるかを検討することを通して，基礎
的な情報処理過程や対人的相互作用過程を明らかにしたこと，さらにその基礎過程が
もたらす効果の内容を明らかにしたことも意義として考えられる。例えば研究１，２
では，認知の変容過程として不斉合な対人情報の処理様式とそれに対応する刺激人物
への理解内容，類似や共感といった相対的関係性の指標との関係が明示化された。ま
た研究４では，意見が対立する二者間が自他を相対化することが討議の生産性に及ぼ
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す促進・抑制両効果について，諸条件下での対話内容を複数の指標から分析すること
により明らかにされた。認知の変容を結果としてとらえるのではなく，個人内の過程
および個体間の過程として基礎的な理解が得られたことはひとつの成果かと思われる。

6.2.2

相対的視点の獲得の役割

認知の変容はどのような条件下において生起し得るのかについて，相対的視点の獲
得に着目し，その効果を個人内の過程だけでなく，個体間の相互作用過程においても
明らかにしたことは，さらに意義のひとつに加えられるであろう。
研究２では，自他を相対化する視点，すなわち両者を同じ土俵に乗り得る存在とし
てとらえ，自己と他者を置き換え可能な存在とする視点を獲得することが，対人情報
の統合化（＝すでに形成された人物の印象を変化させること）と関連することを明ら
かにした。続く研究３では親密な友人関係にある他者と自己とは同一次元において相
対的に比較し，認知されることを明らかにした。このことは同時に，親しい他者との
間に互いの認知を規定しあう関係が成立していることを意味しており，さらにこのよ
うな関係性が確認されたことは，互いの認知的図式の変容を規定し合っていると見る
ことができる。このように自他を相対化することが自己認知の変容，他者認知の変容
を規定していることを明らかにした。
また研究４では対立する意見をもつ二者間の実際の討議場面において，互いを相対
化する視点を導入することの効果は，対面／非対面場面それぞれに異なる効果として
生起することが示された。このように，個体間の過程においても相対的視点を導入す
ることの効果を検討し，生産的な討議の促進，抑制の両効果を諸条件とともに明らか
にした。
以上は，自他の相対的視点を獲得することの効果に関する理解を深める知見である。

6.2.3

自他の相対的視点獲得の操作的介入に関わる応用可能性

研究４で示した，討議過程における相対的な視点の導入は，自他を比較するといっ
た操作的介入によって，非対面場面での初期対話において生産的討議を促進すること
が明らかになった。このことは，意見が対立している状況下において合意形成が求め
られる際に，非対面的状況での議論を活用し，両者が互いを相対化する視点を導入す
ることにより，生産的な討議へと方向づけることができる可能性を示している。あわ
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せて，対面場面での初期対話ではこのような介入が生産的な討議を抑制する効果も見
出されており，対面的な討議では，意見が対立することによる心理的緊張や葛藤を低
減するための方策が必要であることが示された。
このように研究４は，諸条件との対応においてどのような介入が対立する意見をも
つ二者間の生産的な討議を促進するのか，応用的な発展可能性を示唆している。

6.2.4

認知の変容と相互影響過程における社会の多層的関係性

認知の変容を促す他者との関係性について考える時，その対象は身近な人ばかりで
はないことを示す結果が示されたことも，大きな意義があると考えられる。社会的距
離のある他者においても，課題性に応じて自己を投射し得る対象となる。このことは，
従来の社会心理学において考えられてきた準拠集団や内集団の範囲を超える他者との
関係性についても，相互的な影響過程を理解する必要があることを意味している。自
他を置き換えることのできる対象であるとき，その対象の視点をとることができる。
その範囲が広いということは，宗教，思想，国，文化の違いなどを越える社会的投射
も可能であることを示唆している。近年社会的ネットワークは急速に拡大化しており，
物理的距離や社会的距離が離れた他者との関係性について，さらに理解する必要があ
る。研究５は，この関係性を理解するための契機となり得るであろう。

6.3

今後の課題と展望

今後検討すべき課題について，ここでは主要な課題のみを取り上げることとする。

第一に，相対化の視点を持ち得ることと相互依存関係との関係性についての検討で
ある。共感や類似性の認知を介して，あるいは SP によって，自己と身近な存在ではな
い他者とを相対化する視点を持ち得ることが本研究で明らかになった。実際に，ボラ
ンティアや募金活動など，見ず知らずの者同士でありながらも共感性をもって支援が
行われている。近年の広範な社会的ネットワークの中で生きる人々の相互依存関係は，
対面的な関係性を前提としない場合も多いと考えられる。そのため従来の枠組みでは
とらえることができない性質をもつことが予測される。それはどのような関係性であ
り，認知の変容にどのような影響を与えているのか，今後明らかにしていく必要があ
る。
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第二に，自他の相対化を導入することによる討議過程への介入について，応用可能
性を追究することである。研究４における相対化の視点の導入は，自他を比較させる
ことにより実施した。しかしその比較の視点は構造化されたものではなく，二者が討
議をしたテーマに関連する内容でもない。その上で一定の相対化効果は示されたが，
より効果的に相対的な比較等，相対的視点を獲得する方法を検討する必要がある。今
後さらに検討を行い，応用可能性を追求する必要がある。
さらに研究４は討議過程の生産性を評価したものであり，対立する意見をもつ両者
に相対的な視点を導入することが，討議の結果にどのような影響を与えるのか，また
どのような認知の変容可能性が示されるのかを明らかにするには至っていない。そこ
で，上記の点とあわせて検討することが求められる。

そして第三に，上記のような応用可能性を追求するためには，さらに認知の内容に
即した効果の検討や，さらに他の要因の効果の検討が必要である。本論文では認知的
斉合性の諸理論や認知的不協和理論が示す広範な認知を想定し，認知要素間に不協和
な関係があり，相反する，対立する認知要素であることについて，その処理の基礎過
程を検討してきた。認知の変容を促す諸要因をさらに明らかにするためには，認知の
内容に即した諸条件の整理が必要であり，また認知内容そのものを体系的に整理する
ことが求められる。今後の課題として検討する必要がある。
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はできないままになってしまいました。心より感謝しています。ありがとうございま
した。

平成 30 年 12 月
吉原 智恵子
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付録
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本研究で用いた質問紙

研究３，研究５で用いた質問紙を添付する。なお，研究３は回答順に関するカウン
ターバランスをとるために 4 種類あるため，そのうちの１つを添付する。また本研究
３で使用した変数は質問紙の一部に限定される。また研究５の実験１で使用した質問
紙も同様に回答順に関するカウンターバランスをとるために２種類あり，そのうちの
１つを添付する。実験２も同様に 6 種類あるうちの１つを添付する。

以下の順に，資料を添付する。

１．研究３で使用した質問紙
２．研究５の実験１で使用した質問紙
３．研究５の実験２で使用した質問紙
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これから行う調査は，対人関係の一側面ついて調査することを目的としたもの
です。調査は無記名式で実施し，回答は統計的に処理されますのでご迷惑をおか
けすることはいっさいありません。ご協力のほど，よろしくお願いいたします。
1998 November
日本学術振興会 特別研究員
吉原智恵子

回答の仕方
１． たとえば，
「あてはまるところに○をつけてください。」という場合には，
以下のように，右下の尺度のうち，もっともあてはまると思う数字に
○をつけてください。
Ｑ１．私は自分の将来に夢をもっている。
全くあて

どちらとも

非常によく

はまらない

いえない

あてはまる

↓

↓

↓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

２． １ページ目から順に回答して，あとから逆戻りすることのないようにし
てください。
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１．あなたのパーソナリティを表すのによくあてはまると思われる言葉を６
個あげてください（たとえば，情熱的，元気な，など。）
(1)
(4)

(2)
(5)

(3)
(6)

２．あなたが最近知り合った人で，まだあまりお互いのことをわかりあうまで
に至っていない同性の人をひとりあげ，その人の名前のイニシャルを書い
てください。ごく最近知り合ったというわけでなくても，あいさつや少し
の会話をかわす程度のつきあいで，あまり深く互いのことを話す機会がな
かった同性の人でかまいません（たとえばクラスメイトだけれどもあまり
親しくつきあう機会がなかった人など）。また，名前がわからない場合は
「？」と記入してください。
［
］
３．下の項目を読み，あなたと，上にあげられたあなたの知人のそれぞれに，
もっともあてはまるところに○をつけてください。
全くあて

どちらとも

非常によく

はまらない

いえない

あてはまる

↓

↓

↓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

1.せかせかした生活は嫌いである。 あなた
1

2

知人
1

2

2.じっとしているのが嫌いである。 あなた
1

2

知人
1

2
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全くあて

どちらとも

非常によく

はまらない

いえない

あてはまる

↓

↓

↓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3.人に指示を与えるような立場に立つことが多い。
あなた
1

2

知人
1

2

4.リードするより，リードされるほうがよい。
あなた
1

2

知人
1

2

5.大勢の人とつきあうより，少数の気心のあった人とつきあいたい。
あなた
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

知人
1

2

6.いろいろな人と知りあいになるのが楽しみである。
あなた
1

2

知人
1

2

7.にぎやかなところが好きである。 あなた
1

2

知人
1

2
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全くあて

どちらとも

非常によく

はまらない

いえない

あてはまる

↓

↓

↓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

8.ハラハラドキドキするような経験は避けたい。
あなた
1

2

知人
1

9.地味で目立つことはない。

2

あなた
1

2

知人
1

10.魅力的で異性に持てる。

2

あなた
1

2

知人
1

11.好奇心が強い。

2

あなた
1

2

知人
1

2

12.新しいことや珍しいものは苦手である。
あなた
1

2

知人
1

2
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全くあて

どちらとも

非常によく

はまらない

いえない

あてはまる

↓

↓

↓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

13.空想の世界をさまようことはほとんどない。
あなた
1

2

知人
1

2

14.ふと気がつくと，物思いにひたっていることがある。
あなた
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

知人
1

15.美や芸術にはあまり関心がない。

2

あなた
1

2

知人
1

2

16.芸術作品に接すると鳥肌がたち，興奮を覚えることがある。
あなた
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

知人
1

2

17.自分の心の動きに注意を向けることはめったにない。
あなた
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

知人
1

2
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全くあて

どちらとも

非常によく

はまらない

いえない

あてはまる

↓

↓

↓

1

18.感情豊かな人間である。

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

あなた
1

2

知人
1

2

あなた

19.時々いたずらをしてみたくなる。

1

2

知人
1

2

あなた

20.洒落（しゃれ）っ気がある。

1

2

知人
1

2

3

4

5

6

7

8

9

４．あなたとその知人とは知り合ってからどのくらいの長さになりますか。
［

年

ヶ月

（週間）］
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５．次のストーリーを読んで，あとの問にお答えください。
（ストーリー）
昔，日本が経済的に貧しかったころ，夫を亡くし自分の手ひとつで幼い子
ども３人を育てている母親がいました。母親は一生懸命に内職に励みました
が，夫の残してくれた少しの財産はとうに底をつき，時には子どものために
自分の食事を抜いて，子どもたちに食べさせることもあるような苦しい生活
をしていました。あるとき神社の前を通りすぎようとすると，お賽銭（さい
せん）箱が目にはいりました。彼女はお賽銭（さいせん）箱からお金を盗ん
でしまいました。

(1)あなたは，このお話の主人公の行為を許されることだと思いますか？どち
らかを選んで○で囲んでください。
はい
いいえ
(2)その理由を簡単に下の空欄に説明してください。

(3)このお話の主人公の行為が許されることかどうかについて，もしも，さき
ほどあなたがあげられた知人の方と意見が真っ向から対立してしまった
らあなたはどのくらい困惑しますか（困った気持ちになりますか）？
あてはまるところに○をつけてください。
まったく

どちらとも

とても

困惑しない

いえない

困惑する

↓

↓

↓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(4)そのときあなたは，どのくらい，その知人との間に同意を得られるように
なるまで話し合いたい気持ちになりますか？あてはまるところに○をつ
けてください。
まったく

どちらとも

とても

話合いたくない

いえない

話し合いたい

↓

↓

↓

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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(5)そのときあなたは，どのような行動をとると思いますか？次の中からもっ
ともあてはまると思うものを１つ選んで〇をつけてください。
・話題をそらし，できるだけこの話をむしかえさないようにする。（
）
・本心でなくても，知人の意見のほうが正しいと言う。
（
）
・本心から，知人の意見のほうが正しいと言う。
（
）
・お互いの意見の違いは違いとして，そのまま認識しあうようにする。
（
）
・お互いの意見の違いがどこにあるのか，なぜそう考えたのかを知るために
話し合う。
（
）
・その他。
（
）
その他を選んだ方は，どのような行動をとると思うか，下の空欄に詳しく書
いてください。

６．特定の宗教を信仰するかどうかにかかわらず，昔からの言い伝えや，神や
仏などの人知を越えたものへの漠然とした畏敬の気持ちを，あなたはどのく
らいもっていると思いますか？（どのくらい信心深いほうだと思います
か。）
あてはまるところに○をつけてください。
まったく

どちらとも

信心深くない

いえない

↓

↓

1

2

3

4

5

とても
信心深い

↓

6

7

8

9

７．さきほどあげていただいたあなたの知人は，特定の宗教を信仰するかどう
かにかかわらず，昔からの言い伝えや，神や仏などの人知を越えたものへの
漠然とした畏敬の気持ちを，どのくらいもっていると思いますか。
（どのくら
い信心深いほうだと思いますか。）あてはまるところに○をつけてください。
まったく

どちらとも

信心深くない

いえない

↓

↓

1

2

3

4

5

とても
信心深い

↓

6

7

8

9
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８．宗教とか信仰心に関係すると思われる以下のことがらで，あなたが行って
いるものがありましたらいくつでも（

）内に〇をつけてください。

(1)ふだんから，礼拝，お勤め，修行，布教など宗教的な行いをしている。
（

）

(2)おりにふれ，お祈りやお勤めをしている。

（

）

(3)年に１，２回程度は墓参りをしている。

（

）

(4)聖書，教典など宗教関係の本を，おりにふれ読んでいる。

（

）

(5)この１，２年の間に，身の安全や商売繁盛，入試合格などを祈願しに行
ったことがある。

（

）

(6)お守りやおふだなど，魔除けや縁起物を自分の身のまわりにおいている。
（

）

(7)この１，２年の間に，おみくじを引いたり，易や占いをしてもらったこと
がある。
(8)雑誌等の占いの欄は積極的に読むほうである。

（

）

（

）

(9)宗教とか信仰心に関係すると思われる以下のことがらで，あなたが信じて
いるものはありますか。もしありましたらいくつでも（

）内に〇をつけ

てください。
神（

）

あの世，来世（

仏（
）

お守りやおふだなどの力（

）

聖書や教典などの教え（

奇跡（
）

）

）
易や占い（

）

９． 宗教とか信仰心に関係すると思われる以下のことがらで，さきほどあげら
れたあなたの知人が行っていると思われるものがありましたらいくつで
も（

）内に〇をつけてください。

(1)ふだんから，礼拝，お勤め，修行，布教など宗教的な行いをしている。
（

）

(2)おりにふれ，お祈りやお勤めをしている。

（

）

(3)年に１，２回程度は墓参りをしている。

（

）

(4)聖書，教典など宗教関係の本を，おりにふれ読んでいる。

（

）

(5)この１，２年の間に，身の安全や商売繁盛，入試合格などを祈願しに行
ったことがある。

（

）

(6)お守りやおふだなど，魔除けや縁起物を自分の身のまわりにおいている。
（

）
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(7)この１，２年の間に，おみくじを引いたり，易や占いをしてもらったこと
がある。
(8)雑誌等の占いの欄は積極的に読むほうである。

（

）

（

）

(9)宗教とか信仰心に関係すると思われる以下のことがらで，あなたのその知
人の方が信じていると思われるものはありますか。もしありましたらいくつ
でも（

）内に〇をつけてください。

神（

）

仏（

あの世，来世（

）

）

お守りやおふだなどの力（

聖書や教典などの教え（

奇跡（

）

）

）

易や占い（

）

１０．あなたのもっとも親しい同性の友人で，お互いに自分のことを安心して
話しあえる気の合う人をひとりあげ，その人の名前のイニシャルを書い
てください。
［

］

１１．あなたが今上にあげられた最も親しい友人のパーソナリティを表すのに
よくあてはまると思われる言葉を６個あげてください（たとえば，情熱
的，元気な，など。）
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

１２．あなたとその最も親しい友人とのおつきあいはどのくらいの長さになり
ますか。
［

年

ヶ月

］

１３．最後に，性別，学年，年齢の記入をお願いします。
（男

女）

（

）年 （

）才

ご協力ありがとうございました。感謝申し上げます。
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社会的態度と合意性の推定に関する調査

この実験は，大学生の社会的態度と合意性の推定について調べるためのもの
です。無記名で回答していただき，データは統計的に処理されますのでプライバ
シーを侵害することは一切ございません。また本データを研究以外で利用する
ことも一切ございません。回収させていただいた質問冊子は厳重に管理し，デー
タ入力後にシュレッダーにて処分致します。安心して思った通りにお答えくだ
さい。
また実験についてのご意見・ご質問のある方，実験結果をお知りになりたい方
は，お手数ですが以下のメールアドレス宛てにご連絡いただきますよう，お願い
致します。
ご協力のほど，何卒よろしくお願い申し上げます。

＊ 質問は両面に印刷されていますので，回答漏れがありませんようにご注意い
ただきますようよろしくお願い致します。

日本福祉大学 子ども発達学部
吉原 智恵子
chieko@n-fukushi.ac.jp
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Ⅰ．以下の①から⑨までの意見に対して，あなた自身はどのように考えますか。
「１．絶対に反対」から「８．非常に賛成」までの 8 段階のうち，もっともあてはまる数字１つを
選んで（

）内に数字を記入してください。
絶対に反対

非常に賛成

↓
１

↓
２ ３

４ ５ ６ ７

８

① 大学は統一的に 4 月入学のままでよい。

（

）

② 宇宙には別の生命体が存在する。

（

）

③ 新年会はすたれていく（流行らなくなっていく）だろう。

（

）

④ ホームレスに対する政治的支援はもっとなされるべきである。 （

）

⑤ 学生はもっと本を読んだほうがよい。

（

）

⑥ 夫婦別姓は認められるべきである。

（

）

⑦ 全ての原発を廃止すべきだ。

（

）

⑧ 中学生のアルバイトも認められてよい。

（

）

⑨ 大学のすべての授業を自由選択にしたほうがよい。

（

）

Ⅱ．以下の①から⑨までの意見は，あなたにとってどのくらい重要ですか。
「１．まったく重要でない」から「８．非常に重要である」までの 8 段階のうち，もっともあては
まる数字１つを選んで（

）内に数字を記入してください。

まったく重要でない

非常に重要である

↓
１

↓
２ ３

４ ５ ６ ７

８

① 大学は統一的に 4 月入学のままでよい。

（

）

② 宇宙には別の生命体が存在する。

（

）

③ 新年会はすたれていく（流行らなくなっていく）だろう。

（

）

④ ホームレスに対する政治的支援はもっとなされるべきである。 （

）

⑤ 学生はもっと本を読んだほうがよい。

（

）

⑥ 夫婦別姓は認められるべきである。

（

）

⑦ 全ての原発を廃止すべきだ。

（

）

⑧ 中学生のアルバイトも認められてよい。

（

）

⑨ 大学のすべての授業を自由選択にしたほうがよい。

（

）
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Ⅲ．以下の①から⑨までの意見に対して，本大学子ども発達学部心理臨床学科のあなたと同学年の
学生の全般的な意見を予測してください。何パーセントの同学年学生が，賛成―反対に関してあな
たと同じ意見だと思いますか？（

）内にあなたと同じ意見をもつと思う人の割合を 0％から

100％までのパーセンテージで記入してください。
① 大学は統一的に 4 月入学のままでよい。

（

）％

② 宇宙には別の生命体が存在する。

（

）％

③ 新年会はすたれていく（流行らなくなっていく）だろう。

（

）％

④ ホームレスに対する政治的支援はもっとなされるべきである。 （

）％

⑤ 学生はもっと本を読んだほうがよい。

（

）％

⑥ 夫婦別姓は認められるべきである。

（

）％

⑦ 全ての原発を廃止すべきだ。

（

）％

⑧ 中学生のアルバイトも認められてよい。

（

）％

⑨ 大学のすべての授業を自由選択にしたほうがよい。

（

）％

Ⅳ．以下の①から⑨までの意見に対して，IT 関連企業に従事する一般社会人の全般的な意見を予測
してください。何パーセントの人が，賛成―反対に関してあなたと同じ意見だと思いますか？（

）

内にあなたと同じ意見をもつと思う人の割合を 0％から 100％までのパーセンテージで記入してく
ださい。
① 大学は統一的に 4 月入学のままでよい。

（

）％

② 宇宙には別の生命体が存在する。

（

）％

③ 新年会はすたれていく（流行らなくなっていく）だろう。

（

）％

④ ホームレスに対する政治的支援はもっとなされるべきである。 （

）％

⑤ 学生はもっと本を読んだほうがよい。

（

）％

⑥ 夫婦別姓は認められるべきである。

（

）％

⑦ 全ての原発を廃止すべきだ。

（

）％

⑧ 中学生のアルバイトも認められてよい。

（

）％

⑨ 大学のすべての授業を自由選択にしたほうがよい。

（

）％
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Ⅴ．本大学子ども発達学部心理臨床学科のあなたと同学年の学生（以下心理の学生とする。）との関
係についてお答えください。以下の①から⑥までの質問に対して「１．まったく違う」から「８．
そのとおりである」までの 8 段階のうち，もっともあてはまる数字１つを選んで（

）内に数

字を記入してください。
まったく違う

そのとおりである

↓
１

↓
２ ３

４ ５ ６ ７

８

① 私は（現在も過去も）心理の学生とほとんどあるいはまったく接触がない。

（

）

② 全般的に，私は心理の学生とうまくや っている，あるいはやっていけると思う。 （

）

③ 全般的に，私は心理の学生と共通するものはほとんどないと思う。

（

）

④ 全般的に，私は心理の学生と類似したものの見方をしていると思う。

（

）

⑤ 私は，平均的な心理の学生と協調していくことは難しいと思う。

（

）

（

）

⑥ もし私がコンパで心理の学生と会ったら，ほとんどの場合，彼／彼女と
一緒にいて心地よく感じると思う。

Ⅵ． IT 関連企業に従事する一般社会人（以下 IT 業界人とする。）との関係についてお答えくださ
い。以下の①から⑥までの質問に対して「１．まったく違う」から「８．そのとおりである」ま
での 8 段階のうち，もっともあてはまる数字１つを選んで（
まったく違う

そのとおりである

↓
１

）内に数字を記入してください。

↓
２ ３

４ ５ ６ ７

８

① 私は（現在も過去も）IT 業界人とほとんどあるいはまったく接触がない。

（

）

② 全般的に，私は IT 業界人とうまくやっている，あるいはうまくやっていけると思う。 （

）

③ 全般的に，私は IT 業界人と共通するものはほとんどないと思う。

（

）

④ 全般的に，私は IT 業界人と類似したものの見方をしていると思う。

（

）

⑤ 私は，平均的な IT 業界人と協調していくことは難しいと思う。

（

）

（

）

⑥ もし私がコンパで IT 業界人と会ったら，ほとんどの場合，彼／彼女と
一緒にいて心地よく感じると思う。

質問は以上です。お疲れ様でした。
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社会的態度と合意性の推定に関する調査

この実験は，大学生の社会的態度と合意性の推定について調べるためのもの
です。無記名で回答していただき，データは統計的に処理されますのでプライバ
シーを侵害することは一切ございません。また本データを研究以外で利用する
ことも一切ございません。回収させていただいた質問冊子は厳重に管理し，デー
タ入力後にシュレッダーにて処分致します。安心して思った通りにお答えくだ
さい。
また実験についてのご意見・ご質問のある方，実験結果をお知りになりたい方
は，お手数ですが以下のメールアドレス宛てにご連絡いただきますよう，お願い
致します。
ご協力のほど，何卒よろしくお願い申し上げます。

＊ 質問は両面に印刷されていますので，回答漏れがありませんようにご注意い
ただきますようよろしくお願い致します。

日本福祉大学 子ども発達学部
吉原 智恵子
chieko@n-fukushi.ac.jp
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Ⅰ．あなたが所属している学科の専攻あるいは専修に○をつけてください。
１．リハビリテーション学科
① 理学療法学専攻
② 作業療法学専攻

（
（

）
）

③ 介護学専攻

（

）

バリアフリーデザイン専修 （
健康情報専修
（

）
）

２．福祉工学科
①
②

Ⅱ．あなたが所属している学科（専攻・専修）についてお伺いします。
①この学科（あるいは専攻・専修）に進学された理由について記述してください。

②この学科（あるいは専攻・専修）での 4 年間の学びに期待することを自由に記述してください。

③あなたから見て，多くの同学科生に共通すると思われる特徴について自由に記述してください。

④以下の a,b の質問に対して，
「１．まったくあてはまらない」から「５．よくあてはまる」まで
の 5 段階のうち，最もあてはまる数字を１つ選んで（
まったく

よく

あてはまらない
↓
１

）内に数字を記入してください。

２

あてはまる
３

４

↓
５

a.

他の学科ではなく，この学科に入って本当によかったと思う。

（

）

b.

この学科は学びやすいところだと友人に自慢できる。

（

）
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Ⅲ．以下の①から⑨までの意見に対して，あなた自身はどのように考えますか。
「１．絶対に反対」から「８．非常に賛成」までの 8 段階のうち，もっともあてはまる数字１つを
選んで（

）内に数字を記入してください。
絶対に反対

非常に賛成

↓
１

↓
８

２

３

４

５

６

７

① 大学は統一的に 4 月入学のままでよい。

（

）

② 宇宙には別の生命体が存在する。

（

）

③ 新年会はすたれていく（流行らなくなっていく）だろう。

（

）

④ ホームレスに対する政治的支援はもっとなされるべきである。 （

）

⑤ 学生はもっと本を読んだほうがよい。

（

）

⑥ 夫婦別姓は認められるべきである。

（

）

⑦ 全ての原発を廃止すべきだ。

（

）

⑧ 中学生のアルバイトも認められてよい。

（
（

）
）

⑨ 大学のすべての授業を自由選択にしたほうがよい。

Ⅳ．以下の①から⑨までの意見は，あなたにとってどのくらい重要ですか。
「１．まったく重要でない」から「８．非常に重要である」までの 8 段階のうち，もっともあては
まる数字１つを選んで（

）内に数字を記入してください。

まったく重要でない
↓
１

２

３

非常に重要である
４

５

６

７

↓
８

① 大学は統一的に 4 月入学のままでよい。

（

）

② 宇宙には別の生命体が存在する。

（

）

③ 新年会はすたれていく（流行らなくなっていく）だろう。

（

）

④ ホームレスに対する政治的支援はもっとなされるべきである。 （

）

⑤ 学生はもっと本を読んだほうがよい。
⑥ 夫婦別姓は認められるべきである。

（
（

）
）

⑦ 全ての原発を廃止すべきだ。

（

）

⑧ 中学生のアルバイトも認められてよい。

（

）

⑨ 大学のすべての授業を自由選択にしたほうがよい。

（

）
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Ⅴ．以下の①から⑨までの意見に対して，本大学健康科学部のあなたと違う学科の学生で，あなた
と同学年の人の全般的な意見を予測してください。賛成―反対について，何パーセントの別学科・
同学年生が，あなたと同じ意見だと思いますか？（

）内にあなたと同じ意見をもつと思う人の

割合を 0％から 100％までのパーセンテージで記入してください。

① 大学は統一的に 4 月入学のままでよい。

（

）％

② 宇宙には別の生命体が存在する。

（

）％

③ 新年会はすたれていく（流行らなくなっていく）だろう。

（

）％

④ ホームレスに対する政治的支援はもっとなされるべきである。 （

）％

⑤ 学生はもっと本を読んだほうがよい。

（

）％

⑥ 夫婦別姓は認められるべきである。

（

）％

⑦ 全ての原発を廃止すべきだ。

（

）％

⑧ 中学生のアルバイトも認められてよい。

（

）％

⑨ 大学のすべての授業を自由選択にしたほうがよい。

（

）％
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Ⅵ．以下の①から⑨までの意見に対して，一般企業に勤める会社員の全般的な意見を予測してくだ
さい。賛成―反対について，何パーセントの一般会社員があなたと同じ意見だと思いますか？（

）

内にあなたと同じ意見をもつと思う人の割合を 0％から 100％までのパーセンテージで記入してく
ださい。

① 大学は統一的に 4 月入学のままでよい。

（

）％

② 宇宙には別の生命体が存在する。

（

）％

③ 新年会はすたれていく（流行らなくなっていく）だろう。

（

）％

④ ホームレスに対する政治的支援はもっとなされるべきである。 （

）％

⑤ 学生はもっと本を読んだほうがよい。

（

）％

⑥ 夫婦別姓は認められるべきである。

（

）％

⑦ 全ての原発を廃止すべきだ。

（

）％

⑧ 中学生のアルバイトも認められてよい。

（

）％

⑨ 大学のすべての授業を自由選択にしたほうがよい。

（

）％
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Ⅶ．以下の①から⑨までの意見に対して，本大学健康科学部の同学科生で，あなたと同学年の人の
全般的な意見を予測してください。賛成―反対について，何パーセントの同学科・同学年生があな
）内にあなたと同じ意見をもつと思う人の割合を 0％から

たと同じ意見だと思いますか？（

100％までのパーセンテージで記入してください。
① 大学は統一的に 4 月入学のままでよい。

（

）％

② 宇宙には別の生命体が存在する。

（

）％

③ 新年会はすたれていく（流行らなくなっていく）だろう。

（

）％

④ ホームレスに対する政治的支援はもっとなされるべきである。 （

）％

⑤ 学生はもっと本を読んだほうがよい。

（

）％

⑥ 夫婦別姓は認められるべきである。

（

）％

⑦ 全ての原発を廃止すべきだ。

（

）％

⑧ 中学生のアルバイトも認められてよい。

（

）％

⑨ 大学のすべての授業を自由選択にしたほうがよい。

（

）％

Ⅷ．本大学健康科学部で別の学科に属するあなたと同学年の学生（以下「別学科生」とします。）と
の関係についてお答えください。以下の①から⑥までの質問に対して「１．まったく違う」から
「８．そのとおりである」までの 8 段階のうち，もっともあてはまる数字１つを選んで（

）

内に数字を記入してください。
まったく違う

そのとおりである

↓
１

↓
８

２

３

４

５

６

７

① 私は（現在も過去も）別学科生とほとんどあるいはまったく接触がない。

（

）

② 全般的に，私は別学科生とうまくやっている，あるいはやっていけると思う。

（

）

③ 全般的に，私は別学科生と共通するものはほとんどないと思う。
④ 全般的に，私は別学科生と類似したものの見方をしていると思う。

（
（

）
）

⑤ 私は，平均的な別学科生と協調していくことは難しいと思う。

（

）

（

）

⑥ もし私がコンパで別学科生と会ったら，ほとんどの場合，彼／彼女と
一緒にいて心地よく感じると思う。
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Ⅸ．一般企業に勤める会社員（以下「一般会社員」とします。）との関係についてお答えください。
以下の①から⑥までの質問に対して「１．まったく違う」から「８．そのとおりである」までの 8
段階のうち，もっともあてはまる数字１つを選んで（

）内に数字を記入してください。

まったく違う

そのとおりである

↓
１

↓
８

２

３

４

５

６

７

① 私は（現在も過去も）一般会社員とほとんどあるいはまったく接触がない。

（

）

② 全般的に，私は一般会社員とうまくやっている，あるいはうまくやっていけると思う。
（

）

③ 全般的に，私は一般会社員と共通するものはほとんどないと思う。

（

）

④ 全般的に，私は一般会社員と類似したものの見方をしていると思う。

（

）

⑤ 私は，平均的な一般会社員と協調していくことは難しいと思う。

（

）

（

）

⑥ もし私がコンパで一般会社員と会ったら，ほとんどの場合，彼／彼女と
一緒にいて心地よく感じると思う。

Ⅹ．本大学健康科学部であなたと同学科・同学年の学生（以下「同学科生」とします。）との関係に
ついてお答えください。以下の①から⑥までの質問に対して「１．まったく違う」から「８．そ
のとおりである」までの 8 段階のうち，もっともあてはまる数字１つを選んで（
を記入してください。
まったく違う

そのとおりである

↓
１

↓
８

２

３

４

５

６

７

）内に数字

① 私は（現在も過去も）同学科生とほとんどあるいはまったく接触がない。

（

）

② 全般的に，私は同学科生とうまくやっている，あるいはやっていけると思う。

（

）

③ 全般的に，私は同学科生と共通するものはほとんどないと思う。

（

）

④ 全般的に，私は同学科生と類似したものの見方をしていると思う。

（

）

⑤ 私は，平均的な同学科生と協調していくことは難しいと思う。

（

）

⑥ もし私がコンパで同学科生と会ったら，ほとんどの場合，彼／彼女と
一緒にいて心地よく感じると思う。

（

）

Ⅺ．最後にあなたの性別，年齢，学年を記入してください。
性別（ 男

女 ）

年齢（

）歳

学年（

）年

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。
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