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序

　1994年4月13日､筆者は名古屋大学教育学部の大講義室で着任講義をした｡

聴衆は､教室の先生方と大学院生が60名ほどであった｡演題は､本論文の副題

と同じ｢他者の存在と個人のパフオーマンス｣である｡内容は自分の研究を中

心に話すので､それほど難しいことではないと思っていたが､いざ教壇の前に

立って話し始めると､120の目が全て筆者の力量を評価しているように感じら

れ､俗にいう完全に｢あがり｣の状態に陥ってしまった｡そのうえ､2ケ月ほ

ど前､我々の恩師が同じ場所で退官講義をされていたとき､2月だというのに

途中で何度も汗を拭いながら講義をされ､｢少しあがっています｣と言われた

ことが鮮明に思い起こされ､ますます一生懸命話している自分と聴衆の反応を

検索している自分とが分離してしまう奇妙な感覚を味わってしまった｡課題遂

行場面における他者存在の効果を､社会心理学的に研究している筆者としては､

実に恥ずかしい失敗を繰り返してしまった｡

　筆者の研究の原点は､小学校6年生の秋の運動会に遡る｡全種目終了後､最

後に整理体操としてラジオ体操第二を全校生徒で行う際､筆者は司令台と称さ

れる台の上でそれを演じる役割を担わされた｡この台の演者は､必然的に普段

行っている動きと左右逆の動きを要求されるのである｡もちろん､筆者は何回

か練習したが､練習時にはさほどの困難を感じることもなく､自分の体の動き

を容易にコントロールできた｡ところが､いざ本番になると､教師や父母､そ

れに全校生徒が自分を見ているような気がして､自分の体のコントロールがで

きなくなり､何度も普段と同じ動きをしてしまい大失敗をしてしまった｡専門

用語で言えぱ､“喚起水準が非常に高まったので､優勢反応(普段の動き)の

放出が促進された"とでも言うのだろうが､当時の筆者にとっては“なぜだ"
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という情けない気持ちがかなり長く続いたことを覚えている｡

　その後､中学生時には､校外模擬試験で､隣の席に座った生徒が､鉛筆の背

を机に軽くたたく行為を数学の試験中に繰り返す(相手は思考時のクセなので

あろうが)のが気になり､普段なら解答可能な問題ができなくなってしまい､

それからしぱらくの間､試験時における周囲の他者にすごくナーバスになった

ことがある｡高校や予備校時代には､自宅近くの市立図書館へよく行ったが､

そこでは､他者に思考を妨害されたくないので､いつも一番前の壁に向かう座

席を係員に要求していた｡すると､おもしろい現象に気がついた｡筆者と同じ

ように､壁に向かう味気ない席に､いつも好んで座る一群の人間がいたのであ

る｡彼らは一様に､他者の動きに敏感で､他者が辞書のページをめくる音にも

反応しているのである｡一方では､話し声の絶えない学校の図書館でも平然と

勉強している人間もいるわけで､一体､彼らは本当に生産性があがっているの

だろうかという余計な心配をしていたこともあった｡

　そうした原体験もあって､筆者は心理学を専攻してから初めての研究テーマ

を｢あがり｣ならぬ｢あせり｣とした｡研究では､不安の高低により中学生の

被験者を2群に分け､ピンセットでパチンコ玉をつかんで､目標数だけ移動さ

せるという課題を遂行させた｡その際､偽りの残り時間をフィードバックする

条件(時間経過を早める)を2種類設定して､パフオーマンスヘの影響を検討

した｡筆者としては､けっこう気に入った実験であったが､研究の倫理的側面

から批判されたことも事実である｡そのため､卒業論文､修士論文は､認知的

不協和が課題遂行や課題評価にどのような影響をもつかというオーソドックス

な研究テーマに取り組んでいた｡

　ところが､博士課程2年のとき､Zajoncからの一通のハガキが筆者の研究

に大きな転機をもたらした｡学会誌へ投稿した論文の請求ハガキであるが､

｢単純接触(mere　exposure)効果｣で著名なZajoncがなぜ筆者の論文に興
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味をもったのか､筆者の方が興味をもってしまった｡さっそく､Zajoncの研
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とるみてベ調を究 tation"の概念に辿りついた｡このときぱ

かりは､飛び上がるような感動を覚えたことを記憶している｡筆者の中で､長

年もやもやしていたものが､すっきりと理論化され､しかも10年も前に公表さ

れていたのである｡おまけに､認知的不協和で筆者と同じような研究をしてい

たCottre11が､“social　facilitation"の研究に取り組んでいるのを知り､

同じような思考パターンをもった人間がいるものだと二重に驚いた｡　したがっ

て､その後の2年間(博士課程3年次と日本学術振興会奨励研究貝の1年)は､

とにかく夢中になって“social　facilitation"　に関する論文を読み､記念す

べき最初の実験を､非常勤先のN短期大学で実施することができ､学会発表も

行った(第2章参照)｡

　しかし翌年､初めて職を得たM大学教職課程部には､実験ができる個室はな

く､6年間の在職中､“社会的促進"に関する研究は中断したままになってし

まった｡その間に､我が国でもこのテーマに関する学会発表や研究論文が出始

め､ずいぶん悔しい思いをしていた｡そして1985年､三重大学教育学部へ赴任

することができ､再び“社会的促進"に関する研究を再開することが可能とな

った｡三重大学教育心理学教室の指導システムの特微は､学生が2年の後期か

ら卒業まで同じゼミに所属して､一つのテーマを深く掘り下げて考えられるこ

とである｡筆者は､9年間で25人のゼミ生を指導したが､多くの学生が筆者の

研究テーマに関心を示し､実際に実験者を担当し､そのデータで卒業論文を書

き上げた｡本論文は､それらの研突の集大成といってもよいものである｡それ

と同時に､筆者が心理学を志した原体験に関わる研究に区切りをつけ､新たな

る研究テーマに挑戦する第一歩を踏み出すためのものでもある｡
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第1章　研究の理論的背景と本研究の問題

第1節　Zajonc以前の古典的研究*

　ある個人が他の個人に“どのような影響を及ぼすのか"ということは､社会

心理学の中心的問題である｡この個人間影響過程の基本的形式は､社会心理学

でもっとも古い実験的研究として知られる社会的促進(social　facilitation)

によって代表される｡社会的促進とは､個人が特定の課題や作業を遂行する場

合､他者の存在が個人のパフオーマンスに及ぽす影響過程を意味するものであ

る｡そして､1930年代までの社会心理学は､このトピックに主要な関心を向け､

数多くの実験的研究を行っている｡それらの研究は､実験的観点から二つに大

別できる｡一つは､見物人としての他者が存在する場合の見物(audience)効

果を扱ったものであり､いま一つは､同じ課題を同時に遂行する他者が存在す

る場合の共行動(coaction)効果に関するものである｡研究結果は､両タイプ

の実験とも､二つの異なった結論を導いている｡つまり､他者の存在は､単独

状況よりも個人のパフオーマンスを増大させるという促進効果を示した研究と､

逆に減少させるという抑制効果を示した研究がみられる｡それ故､以下では研

究結果と実験のタイプを整理して紹介する｡また､このトピックは人間に限ら

ず､他の生体も被験体として幅広く研究されているので､それらも合わせて紹

介していきたい｡

*　この節に出てくる研究は､原典が入手しにくく､直接原典に当たっているわけではな

い｡参考にしたのは､Zajonc(1966)の｢Socia1　Psychology　:　An　Experimenta1　Approach｣

とCottre11(1972)の｢Social　facilitation｣である｡
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1.促進的効果一見物タイプ

　Travis(1925)は､大学生を被験者としてこの効果を実証した｡被験者は､

回転追跡盤課題と呼ばれる運動反応を､パフオーマンスが安定した水準に達す

るまで数日間､連続的に訓練される｡翌日､被験者は単独で5試行終了した後､

4~8名の上級生が注意深く見ている実験室で10試行遂行した｡この10試行の

正確性は､以前のどの10試行よりも高い得点を示した｡　Dashie11(1930)は､

A11port(1920)の共行動タイプの実験課題を見物タイプで追試した｡その結

果､単純な乗法演算課題と語連想課題では､見物条件の方で高いパフオーマン

スが見出された｡

　また､実験手続きは少し異なるが､Bergum&Lehr(1963)も州兵を用いた

巡回検閲の効果を報告している｡装置は20の赤ランプが円環状に並んでおり､

1分間に12回転するよう点滅するが､1時間の間にランダムに24回､点滅の順

序が逆になるランプがある｡その場合に､被験者は､シグナルを送るという警

戒課題である｡被験者は仕切られた個室に入り､20分間の訓練の後､小休止し

て135分間遂行する｡被験者の半数は､その課題を単独で行い､残りの半数は

実験中､上官がパフオーマンスを見に来ると教示され､実際に4回の検閲が行

われた｡結果は､検閲群の方が2倍も成績がよかった｡

2.促進的効果一共行動タイプ

　A11port(1920)は､五つの課題を用いてこの効果を検証しようとした｡(a)

新聞の切り抜きを材料とした母音抹消課題(b)立方体の反転透視課題(c)二

つの数字の乗法演算課題(d)最初の語だけを与えられる3分間の語連想課題

　(e)エピグラムを読んで､それを反駁していくという問題解決課題｡そして､

問題解決課題以外は､共行動の促進効果を支持する結果を得た｡
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　動物行動の典型例は食行動にみられる｡　Bayer(1929)は､ニワトリに満腹

になるまで餌を食べさせてから､24時間何も食べていないニワトリを連れてき

て餌を食べさせると､共行動者の出現によって､先の満腹したはずのニワトリ

は､すでに食べた量の3分の2を再び食べることを示した｡　Harlow(1932)は､

ネズミを用いて同様の結果を報告している｡離乳後間もない体重の等しいネズ

ミをペアにして､1日おきに単独･ペアというように摂食させたところ､単独

よりもペアの時に著しい摂食量の増加が見られた｡また､Chen(1937)は､ア

リの巣作り行動を､単独･2匹･3匹･単独の4セッションで連続4日間観察

した｡その結果､36匹の各被験体がなす仕事量は､他のアリが存在したとき､

著しく増加することが実証された｡

3.抑制的効果一見物タイプ

　Pessin(1933)は､系列予言法を用いて大学生に無意味つづりのリストを学

習させた｡被験者は､2つの異なったリストを単独条件と見物条件で学習した

が､学習基準に達するまでの試行数は､単独条件が9.8試行であったのに対し､

見物条件では､11.3試行要した｡加えて誤答数では､見物条件の方がかなり多

いという結果が得られた｡また､Husband(1931)は､見物者の存在によって

指先迷路学習は妨げられることを報告した｡さらに､Pessin&Husband(1933)

は､同じ指先迷路学習を課題として､この結果を確認した｡単独条件の被験者

は､学習を完成するのに17.1試行を要し､誤答数も33.7であったのに対し､見

物条件では､それぞれ19.1試行､40.5であった｡

4.抑制的効果一共行動タイプ

　前出のA11port(1920)の問題解決課題では､共行動条件の被験者が書いた
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文章量は単独条件より多いが､その内容の質を段階づけたところ､共行動条件

は単独条件と比べて､かなり劣ることが示された｡

　Gates&A11ee(1933)は､アプラムシを用いてこの効果を研究した｡課題

は､被験体がライトの明るさから暗いところへ逃げ込むE型迷路学習である｡

単独･2匹･3匹の条件が設定され､ゴールヘ到達するまでの時間を比較した

ところ､共行動条件の被験体は､単独条件よりも2倍も多くの時間を要すると

いう結果を得た｡同様に､A11ee&Masure(1936)は､インコに迷路学習を訓

練したところ､単独の方がペアの時よりも誤答が少なく､しかも速く学習する

ことを示した｡　また､Klopfer(1958)は､カワラヒナの食物弁別学習では､

1匹の方がペアの時よりも成績が良いことを見出した｡

第2節　Zajoncの｢他者の単なる存在｣仮説

　1.仮説の概念

　　これまでに紹介した諸研究の結果を､使用された課題別にまとめてみると次

　のようになる｡促進効果を実証しているのは､回転追跡盤課題､単純な乗法演

　算課題､語連想課題､警戒課題､母音抹消課題､食行動､巣作り行動である｡

　逆に抑制効果を実証しているのは､無意味つづり課題､迷路課題､問題解決課

　題､食物弁別課題である｡　Zajonc(1965)は､この異なった結果を統合するた

･めに､動因理論的立場からの説明を試みた｡すなわち､他者の存在は､十分に

　学習されている反応や生得的な反応を含んだ課題には促進的に作用するが､新

　しい反応の獲得を含んだ課題には抑制的に作用する｡これは､A11port(1924)

　が自らの研究結果から､“共行動者が剌激となって促進されるのは､外示的な

　(overt)反応であり､知的あるいは暗黙裡の(implicit)反応は､むしろ妨
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げられる｡タタ　とした考え方と類似している｡　しかし､A11portとの基本的な違

いは､Zajoncが覚醒(arousa1)､動因水準､優勢(dominant)反応といった

概念を導入したことである｡　Zajoncは､見物者や共行動者の存在は､個人の

一般的覚醒水準ないしは動因水準を高めることによって､優勢反応の生起率を

増大させていることを仮定した｡そして､“課題に含まれる優勢反応が正反応

である場合には､他者の存在によってパフオーマンスは促進されるが､誤反応

である場合には､正反応の出現が妨害される"という仮説を提出した｡もちろ

ん､この仮説の提出された理論的根拠には､Hu1　1　-Spence　の動因理論があった

ことはいうまでもない｡

　Hu11は､主著“行動の原理(Principles　of　Behavior　1943)"の中で､動

因が有機体の行動に及ぽす働きを次のように定義している｡

　公準7　有効習慣強度(sHI)は､その時に有機体の中で働いているすべて

の一次的動因によって､反応ポテンシャリティを鋭敏化する｡このボテンシヤ

リティの大きさは､sHIの増加関数にD(動因)の増加関数を掛けて得られる

相秉積である｡

例えば

Sラ

Sラ

→R1

→R2

*S(刺激)　H(習慣階層)　D(動因)　E(興奮ポテンシャリティ)

　R(反応)を表わす

これを課題との関連で説明すると､正反応が優勢反応であるような課題(習慣

強度がHI=3,H2=2というように確立されている)では､動因が低い状態

　(D=1)の時にはE1=3,E2=2となり､RIの生起率の方が多いけれど
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頻

度

1 2　　3　　4　　5　　6

興奮ポテンシャリティ

7

Fig.1-1反応の生起率分布､D=1の場合

　　　　　(Cottre目,1972より作成)

頻

度

1 6 72　　3　　4　　5

興奮ポテンシャリティ

Figj-2反応の生起率分布､D=2の場合

　　　　　(Cottre目,1972より作成)

もR2がこれに取って代わることもある(Fig.1-1)｡動因が高められた状態

(D=2)の時には､E1=6,E2=4となり､もはやR2がR1に取って代わ
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る可能性はなく､しかもD=1の時よりもR1は素早く生起する(Fig.1-2)｡

一方､正反応が下位反応の一つであるような課題(習慣階層が確立されていな

い)では､高められた動因が､いくつかのEを同時あるいは交互に増大させる

ので､正反応の出現はかえって妨害される｡かくして､他者の存在は個人の一

般的動因水準を高めることによって､正反応が優勢反応である課題には促進的

に作用するが､正反応が下位反応である課題には抑制的に作用する｡

　また､Spenceを中心とするアイオワ学派の研究者たちは､二次的な動因と

考えられる不安を用いて､Hu11のこの法則を検証しようとした｡この学派で

は､基本的には不安を､一般に有機体を活動的にする能力をもっている一つの

獲得性動因と考えている｡そして､次のような二つの理論的仮説を検証するこ

とに努めている｡第1は､単一のもしくは優勢な反応傾向が存在し､桔抗反応

がない場合(単純な課題)には､不安度(D)を増加させることはパフオーマ

ンスを高めることになるというものである｡第2は､正反応に対して桔抗する

多くの誤反応傾向がある場合(複雑な課題)には､不安度(D)を増加させる

ことはパフオーマンスを低めることになるというものである｡前者の方は､眼

瞼反射のような古典的条件づけや､簡単な学習状況で数多く検証されている｡

また､複雑な学習では､動因としての不安は多くの桔抗する誤反応傾向をも同

時に活性化させることになるので､正反応は不利になり､パフオーマンスが低

められることになる､という後者の仮説に関しても数多くの検証がなされてい

る｡

2.仮説の検証実験

　Zajonc&Sales(1966)は､前述の仮説を検証するための実験を行った｡被

験者は､男子大学生30名で､剌激材料は7文字の無意味語(トルコ語)が用い

られた｡実験は二つのセッションからなる｡訓練セッションでは､外国語の発
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音を学習することであると教示され､被験者は､10の刺激語が1,2,4,8,16の反

応頻度で計62回呈示されるのを大きな声で読みあげ､さらに復唱する｡第2セ

ッションは閥下知覚を装った疑似再認課題である｡被験者は､訓練で学習した

単語が小さなスクリーンに写し出されるので､再認できない場合でも推測して

答えるよう教示される｡刺激スライドは4プロック､各41回ずつ呈示される｡

各プロックのうち､ランダムに10回は訓練語が閥上剌激として用いられるが､

あとの31回は再認不能の閥下刺激である｡実験条件は､第2セッションの教示

後､操作される｡見物群の被験者には､実験に興味をもっている2人の学生が

紹介され､この2人は第2セッションの間､被験者から数フィート離れて黙っ

て見ている｡コントロール群の被験者は1人で課題を行う｡その結果､主要な

仮説である条件×訓練頻度の交互作用は有意であった｡つまり､見物者の存在

は､訓練頻度の高い語(習慣強度大)には促進的に作用し､低い語には抑制的

に作用するという結果が得られた｡

　Cottre11,Rittle,&Wack(1967)は､Spence　et　a1.　(1956)の研究を参

考にして､見物者の存在が対連合学習に及ぽす効果を検討した｡実験条件は､

課題の構成(2)×遂行事態(2)の4条件である｡課題の構成とは､学習リストが

桔抗する反応を含んでいるかどうかであり､遂行事態とは､単独か2人の見物

者が存在するかである｡四つの条件には､各33名の被験者が割り当てられた｡

30試行のエラー数を分析したところ､見物者の存在は､桔抗する反応を含まな

いリストでのエラー数を減少させるが､桔抗する反応を含むリストでは増大さ

せるという結果が得られ､Zajonc仮説は支持された｡

　Matlin&Zajonc(1968)は､自由連想法を使用して､見物者の存在が反応

潜時と優勢反応の頻度に及ぽす効果を検討しようとした｡自由連想の剌激語は､

Palermo&Jenkinsの基準表から184語が選択され､二つの等質なサブリスト

に分けられた｡各被験者は､単独･見物の両事態で試行するので､その順序(2)
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×リスト順(2)の4グループが構成され､各10名が割り当てられた｡テープレ

コーダーに記録された反応潜時は､単独条件1.82秒､見物条件1.58秒であり､

見物者の存在によって､反応潜時は短くなることが明らかにされた｡また､優

勢反応の頻度を示す反応の平凡性得点が､各剌激語に対する反応のランクづけ

から算出された｡その結果､見物4単独の順序で行ったときに､見物者の存在

が優勢反応の頻度を高めていることが示され部分的ではあるが仮説は支持され

た｡

　Martens(1969)は､動く目標物を狙うという複雑な運動技能課題を用いて､

見物者の存在が学習の習得段階に及ぼす効果を研究した｡被験者は､96名の男

子大学生で､そのうち半数は､訓練試行を単独で行い､残りの半数は10人の見

物者の前で行った｡被験者のエラー数がある基準以下になったら､各群の被験

者は単独事態で試行する群と1人の見物者が存在している事態で試行する群と

に再分され､合計4群が構成された｡結果は､学習の初期段階である訓練試行

では､見物者の存在はエラー数を増加させたが､学習が完成され､正反応が優

勢になったテスト試行では､見物者の存在はエラー数を減少させた｡さらに､

この研究ではPSI(Palmar　Sweat　lndex)という生理的指標が､見物者の存

在する条件で増加することが示され､他者の存在が個人の覚醒水準を高めてい

ることの間接的証拠が提出された｡

　Zajonc,Wolosin,Wolosin,&Loh(1970)は､見物者と共行動者の存在が

二者択一課題の選択に及ぽす効果を研究した｡課題は､各試行で左右どちらの

ライトが付くかを予測する確率課題である｡半数の被験者には､左のライトの

確率を80%､右を20%とし､残りの半数には逆の確率とする｡被験者は､予測

ポタンを押し､その後付くライトと一致していれぱ､20%の確率の場合は3セ

ント､80%の場合は3/4セントがもらえる｡第1セッションの180試行では､優

勢反応である80%の確率ポタンを押した割合は63.7%であった｡第2セッショ
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ンでは､被験者は､Eつの群に分けられる｡見物群は､1人の学生が注意深く

見ている前で試行し､共行動群は､3人の被験者が互いの選択を見ることがで

きないよう区切られた個室で同時に試行する｡単独群はそのまま1人で試行す

る｡第2セッションでは､3群とも優勢反応が増加したが､見物群と共行動群

は統計的に有意な差を示した｡彼らは､この結果はZajonc仮説を支持するも

のであると結論した｡

　Hunt&Hillery(1973)は､迷路課題を用いて共行動効果を検討する二つの

実験を行った｡実験Iでは､課題(2)×事態(2)の4条件に各21名の被験者が割

り当てられた｡課題は､12の選択箇所をもち､それぞれの選択肢が､単純迷路

では2(正反応の確率.50)､複雑迷路では4(.25)である｡単独群も3人

の共行動群も､誤反応は赤ランブで知らされるが､共行動群では互いのパフオ

ーマンス結果は見ることができないようにされている｡その結果､単純課題で

は共行動群の方が有意にエラーが少なく､複雑課題では､単独群の方が有意に

エラーが少なかった｡　10試行中､二つの群の成績差が著しかったのは2~6試

行においてであった｡実験IIでは､選択箇所が12で､選択肢6の複雑迷路課題

のみが使用され､42名の被験者が参加した｡結果は､学習段階I(エラー数6

~12)では､単独群が有意に速く学習しているが､段階II(エラー数O~6)

では､共行動群が有意に速く学習していることが示された｡連続3試行エラー

なしという基準の到達には､時間的な差はみられなかった｡この二つの実験結

果はいずれもZajoncの仮説を支持するものである｡

　このほか､Markus(1978)は､被験者に評価懸念を意識させないような条件

を巧妙に作り出した実験を行っている｡被験者(男性)は､実験準備のためと

して､実験者から渡された靴に履き替え､作業服を着用するよう命じられた｡

この際､単独条件､被験者に背中を向けて装置を修理しているサクラがいる

｢単なる存在｣条件､注意深く見ているサクラが存在する条件が構成された｡

13



着替えた後､他の被験者が来るのを10分間待たされるが､来ないということで

実験の中止が告げられた｡このため､被験者は再び作業着を脱ぎ､靴下や靴も

自分のものに履き替えた｡こうした衣服や靴の脱着時間は､すべてone-way

ミラーを通じて記録されたが､被験者は実験が始まっているという意識は全く

もっていなかった｡その結果､｢単なる存在｣条件の被験者は､単独条件の被

験者と比べて､習熟反応である自分の服や靴の説着時間で素早く､新奇反応で

ある作業服の脱着時間で遅いことが見出された｡さらに､Schmitt,Gilovich,

Goore,&Joseph(1986)は､Markusの巧妙な実験パラダイム(被験者は実験

の開始に気付いていない)を踏襲し､次の3点を改善する実験を行った｡まず､

他者の存在が被験者を評価する可能性を取り除くため､感覚遮断実験の準備と

してサクラに目隠し用具とヘッドホンを着用させた｡第2に､行為(衣服の脱

着)そのものが困惑や脅威(ダブダプで似合わない)を引き起こすことのない

キーポードによるアルフアベットの入力課題を用いた｡第3にone-wayミラ

ーのない実験室で実施した｡その結果､｢単なる存在｣条件の被験者は､単独

条件の被験者と比べて､習熟課題でより速く､新奇な課題では､より遅く遂行

していることが実証された｡

3.仮説の修正

　Zajoncの｢他者の単なる存在(mere　presence　of　others)｣仮説が提唱さ

れて以来､社会的促進に関する研究は､再び活況を呈するようになった｡その

中には､同じ動因理論的立場に立つものの､Zajonc仮説とは異なった視点で

現象を説明する考え方も現れた｡その一つは､遂行者に評価懸念(evaluation

apprehension)を生じさせる他者の重要性を強調したCottre11の｢学習され

た動因源(1earned　source　of　drive)｣仮説(第3節参照)である｡いま一

つは､他者の存在は妨害子(distracter)として機能し､遂行者が課題へ集中
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しようとする注意(attention)との間にコンフリクトが生起し､このコンフ

リクトが遂行者の動因水準を高めるとするSanders　et　a1　.　の｢注意のコンフ

リクト(distraction-confl　ict)｣仮説(第4節参照)である｡

　Zajonc(1980)は､これらの考え方を取り入れることによって､自らの仮説

の前提条件に修正を加えている｡すなわち､社会的剌激である他者が存在する

状況では､さまざまな種類の反応が求められる可能性があり､個人は､それに

対して自分の行動を調整し続けなけれぱならない｡言い換えれぱ､個人の中に､

予期できない事態に対する準備体制や警戒感が生み出される｡この準備体制や

警戒感は､状況がもつ不確定性や予測不可能性が増大するほど､個人の喚起水

準を上昇させることになる｡

　Zajoncの修正された仮説を､直接実験的に検討した研究はみられないが､

Guerin&lnnes(1982)の研究は､間接的な支持を与えている｡彼らは､社会

的促進に関する多くの研究の実験場面を分析し､観察者が遂行者の背後に存在

したり､遂行者からのモニタリングが不可能な場合には､社会的促進効果が実

証されているとしている｡逆に､観察者の行動の不確定性が低減されたり､観

察者が積極的に遂行者の反応を監視しない状況では､社会的促進効果はみられ

ないとしている｡

第3節　Cottre11の｢学習された動因源｣仮説

1.仮説の概念

　Zajonc仮説が提出されて以来､社会的促進効果に関するいくつかの研究が

行われた｡それらの実験データが蓄積されるにつれて､見物者や共行動者の存

在が､個人の一般的動因水準を高め､優勢反応の放出を増大させていることの
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妥当性は増してきたように思われる｡　しかしながら､この効果の原因となって

いるのは､Zajoncのいう｢他者の単なる存在｣なのであろうか｡もし､そう

であるとすれぱ､見物者でも共行動者でもない他者の存在でも､優勢反応の放

出を増大させる効果をもつことになる｡

　このような観点から､Cottre11,Wack,Sekerak,&Rittle(1968)は､見

物者の存在に2種類の条件を設定する実験を行った｡実験手続きや課題などは､

Zajonc　et　a1　.　(1966)の踏襲であるが､遂行事態に､新たに“単なる存在"

条件を加えた｡この条件では､次の実験の準備のためだとして､2人の目隠し

されたサクラが存在している｡結果は､Fig.1-3に示されるように､見物条件

ではZajoncらと同じ効果がみられたが､単なる存在条件ではみられなかった｡

すなわち､他者の単なる存在は､優勢反応の放出を増大させるのに十分な条件

ではないことが明らかにされた｡　Cottre11(1968)は､上記の知見を踏まえて

次のような提案を行った｡他者の存在が個人の動因水準を高めるのは､Zajonc

仮説で暗黙に仮定されているような生得的関係に基づくものではない｡それは､

社会的経験を通して作り出されるものであり､他者の存在は､いわぱ学習され

た動因源と考えられる｡この考え方に従えば､他者の単なる存在によって作り

出される剌激は､最初は動機づけ的にニュートラルであり､個人の動因水準を

増減さ,せることはない｡個人の動因水準を増大させるのは､生活を通して生起

する快一不快の事象である｡これらの事象の多くは､空間的にも時間的にも､

他者の存在と近接している｡このような経験が増すにつれ､他者の単なる存在

からの剌激は､次第にニュートラルな特質をなくし､古典的条件づけによって

個人の動因水準を高めるのに十分なものとなっていく｡それと同時に､他者が

存在している時､個人は次に起きるであろうポジティプまたはネガティプな結

果を予測することを学習する｡個人の動因水準を高めているのは､他者の存在

によって引き起こされる､これらの予測である｡例えぱ､見物効果の場合､個
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人は見物者としての他者が､自分のパーフオーマンスを賞賛したり非難したり

することがよくあることを学習している｡それ故､これまでの見物効果実験や

類似の社会的状況では､賞賛や非難の予測が引き出され､個人の動因水準は高

められる｡　しかし､前述の研究のように､他者の存在がそれらの予測を引き起

こさない時には､個人の動因水準は高められない｡

　また､学習された動因源の観点から共行動効果を考えると､パフオーマンス

の対抗的比較がボジティプまたはネガティプな結果の予測を引き出しているの
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かもしれないし､その比較が次に起きる外的な報酬や罰の獲得に対する基礎と

して作用するのかもしれない｡いずれにしても他者が同時に､同じ課題を作業

している時は､しぱしぱポジティプまたはネガティプな結果がもたらされるこ

とを学習しているので､比較とか評価の手がかりを含む共行動は､個人の動因

水準を高めるよう作用する｡動物の共行動の場合を､この枠組みから説明する

と､新たに生まれた個体にとって､同種の仲間の存在は動機づけ的にニュート

ラルである｡社会的経験を通して､仲間の存在は､ポジティブないしネガティ

ブな結果の予測を引き出す｡そして､この予測が個体の一般的動因水準を高め

るのに作用する｡典型例としての食行動では､集団で一緒に食べている時､い

つのまにか互いのエサを取り合ったり､遮ったり､他の方法で食行動をフラス

トレートし合っている｡こういったフラストレーションが続くと､最初はニュ

ートラルであった仲間の存在がフラストレーションを予期させるようになる｡

そして､この予期が動物の動因水準を高め､食物剌激によって引き出される優

勢反応の放出を増大させるようになる｡隔離されて育ったネズミには､社会的

促進効果が見られないことを報告したHarlow(1932)の実験などは､社会的

経験の欠如を示すものといえよう｡

2.仮説の検証実験

　前述したCottre　ll　et　a1　.　(1968)のほか､いくつかの研究がCottre11の

解釈を支持する実験を行っている｡

　Henchy&Glass(1968)は､観察者がパフオーマンスを判断しているのだと

知覚された時､被験者の動因水準は高められると考えた｡被験者は68名の男子

高校生と大学生であり､実験手続き､課題等はZajonc　et　a1　.　(1966)と同じ

である｡実験計画として次の4条件が設定された｡(a)単独…実験室には､被

験者のみが存在する｡(b)単独で記録…パフオーマンスがテープレコーダーや
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フィルムに収められ､後で知覚や学習の専門家によって評価されると､被験者

は信じ込まされる｡(c)専門の観察者…パフオーマンスの組織的観察を行うた

めのスタッフであるとして2名のサクラが疑似再認試行の間､注意深く観察し

ている｡(d)非専門の見学者…2名のサクラは､実験者が教えているコミュニ

ティの大学の学生であり､心理学実験の見学を希望していたので来てもらった

旨を教示する｡結果は､パフオーマンスの評価について強調した(c)と(d)の条

件で､優勢反応が増大し､下位反応が減少した｡(d)条件と(a)条件の間に差

はみられたものの､統計的に有意な差は見出されなかった｡この結果から､他

者の存在は､それが評価への懸念と結びついている場合に社会的促進効果をも

つと結論された｡

　Paulus&Murdoch(1971)の研究は､この評価的要因の主張に､さらに強い

支持を与えている｡実験デザインは､2(単独･他者の存在)×2(実験後の･

評価有･無)の4条件であり､各条件には18名の男子大学生が割り当てられた｡

評価への懸念は､すでに実験を終えた2人のサクラが､自分たちの反応を吟味

し､被験者の反応を評価するという教示で操作された｡そして､実験者は2名

のサクラのなしたパフオーマンスと被験者への評価の関係について関心を持っ

ていることも述べられた｡実験手続き､課題等は､Zajonc　et　a1.　(1966)に

準ずるが､この疑似再認課題を用いている他の研究と異なる点は､被験者が声

を出して反応するのではなく紙に書きとめることである｡これによって､他者

の単なる存在条件を改善している｡その結果､実験後の評価への懸念をもつ2

条件では､優勢反応が下位反応を押さえて増大する傾向がみられたが､他者の

単なる存在は､優勢反応を増大させるのに十分な条件でないことも明らかにさ

れた｡

　Good(1973)は､社会的強化の側面から社会的促進効果を研究した｡彼によ

れぱ､被験者は､他者を社会的承認の源として知覚するので､評価的な他者の
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前でうまく遂行できるという予測をもっている条件のみで､優勢反応は促進さ

れる｡被験者は64名の女子大学生､課題は自由連想課題で､反応の桔抗性が高

い25語､低い25語が剌激語として選択された｡遂行予測は､類似の能力を測定

するという質問紙への回答結果を知らせることで操作された｡また､評価への

懸念は､実験終了後すぐに結果を知らせるかどうかで操作された｡実験結果は､

ポジティプな遂行予測条件において､評価への懸念は､反応潜時を短くし､反

応の平凡性得点を増加させていることが示された｡ただし､ネガティプな遂行

予測条件では有意な差は見られなかった｡

　ところが､Lombardo&Catalano(1978)の実験では､最初の課題で出来が

悪かったと信じ込まされた被験者は､観察されて行う次の複雑課題において､

著しいパフオーマンスの低下を示すことが明らかにされた｡また､Seta　&

Hassan(1980)の研究では､練習試行で失敗したと思い込まされた被験者は､

単独条件よりも観察されていると思った条件で成績が悪い｡これに対し､練習

試行で成功したと思い込まされた被験者は､単独条件と観察者条件の間でパフ

オーマンスに有意な差を示さなかった｡これら二つの研究は､ボジティプな結

果の予期のみが評価懸念を作り出すというGood(1973)の考え方に､疑義を

もたらした｡

　Klinger(1973)は､単なる共行動と評価の可能性をもつ共行動の違いを検

討しようとした｡単なる共行動条件では､2人の被験者は､明るさ判断の警戒

課題を同時に遂行する｡　しかし､互いに相手とパフオーマンスを比較したりす

ることはできない｡評価の可能性をもつ共行動条件では､2人の被験者は､エ

ラーシグナルによって､互いのエラーを知ることができる｡その結果､評価の

可能性をもつ共行動条件の被験者は､単独条件の被験者と比べて1.4倍も正確

に課題を遂行した｡これに対し､単なる共行動者の存在は､個人のパフオーマ

ンスにはほとんど影響をもたないことが明らかにされた｡
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　Martens&Landers(1972)も､共行動状況で社会的促進現象を作り出して

いる要因について検討を加えた｡使用された課題は､ro11-upゲームと呼ばれ

る複雑な運動技能課題であり､次の4条件が設定された｡(a)単独条件｡(b)直

接評価条件…被験者はお互いの行動や成績について見ることができる｡(c)間

接評価条件…他者の行動をみることはできないが､得点板から成績を知ること

はできる｡(d)無評価条件…他者の行動や成績についての手がかりは除かれる｡

(a)条件には24名､残りの3条件には､共行動者の人数を2,3,4と変化させ､

各条件ごとに36名の被験者が割り当てられた｡主要な結果は､直接評価条件に

おいてパフオーマンスが有意に減少したことであり､単独条件と無評価条件の

間に差はみられなかった｡間接評価条件では､共行動者が4人の場合にのみ､

その効果はみられた｡また4人事態は､2人や3人事態と比べて､より強い共

行動効果をもつことが示唆された｡

　その後､Seta,Paulus,&Schkade(1976)は､評価懸念を弱めるような協

力や非競争的態度を導入した教示を与えると､共行動者の社会的促進効果は弱

められることを示した｡さらに､Seta,Paulus,&Risner(1977)では､共行

動者である他のメンバーが､比較の恐れがない異なった課題を遂行している場

合には､社会的促進効果が有意に減じられることを論証した｡

第4節　注意のコンフリクト仮説

1.仮説の概念

　Jones&Gerard(1967)は､Zajonc仮説の有効性を認めながらも､基本的

な立場として注意散漫仮説を提案している｡つまり､他者の存在は､活性子

(energizer)としてよりも､遂行者の注意を散漫にさせ､パフオーマンスの妨
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害へと導く破壊的｢力(force)｣として作用することを主張している｡　しか

し､この考え方では､単純課題におけるパフオーマンスの増加を説明すること

はできない｡

　これに対し､Sanders(1981)は､Spence,Taylor,&Ketche1(1956)の研

究では､注意の拡散(distraction)によって､単純課題の遂行量が高められ

たという結果に着目した｡そして彼は､注意の拡散という遂行者の認知過程を

動因理論の中に組み入れることによって､社会的促進を説明しようとした｡そ

の骨子は以下のようなものである｡すなわち､他者の存在は遂行者の注意を拡

散させる妨害子(distracter)として機能するが､遂行者は同時に注意を課題

へ集中させようと努力するので､二つの注意反応の間にコンフリクトが生起す

る｡このコンフリクトは､接近一接近コンフリクトと同じく動因に似た効果

　(drivelike　effects)を作り出すので､遂行者の動因水準を上昇させる｡そ

の結果､単純課題では､動因水準の上昇による正反応の増大が注意の拡散によ

る妨害効果を上回りやすいので､遂行量は促進される｡しかし､複雑課題では､

動因水準の上昇による誤反応の増大と注意の拡散による妨害効果のため､遂行

量は抑制されるというものである｡

　その後､Baron(1986)は､注意のコンフリクト仮説の中には､次のような

暗黙の仮定が含まれていると補足している｡一つは､注意のコンフリクトが生

起しやすい条件である｡遂行者にとって､妨害子が興味を引くものであったり､

無視できないような場合､課題を素早く正確に完成させるためのプレッシヤー

がある場合などが､これに該当するとしている｡いま一つは､注意のコンフリ

クトが外的な妨害子ばかりでなく､内的な妨害子(課題解決に直接関連しない

認知的活動)によっても引き起こされることである｡例えば､遂行者が成功-

失敗の結果に関して熟考したり､観察者は存在していなくても遂行者のパフオ

ーマンスがテープレコーダーやフィルムに収められ､後で専門家に評価される
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と教示されている場合(Henchy&Glass,1968)などが挙げられている｡

2.仮説の検証実験

　Sandersとその共同研究者たちは､上記の仮説を検証するためにいくつかの

実験を行った｡

　Sanders&Baron(1975)は､被験者が課題遂行をしている時､シグナル音

を与えたら正面の壁に呈示される文字剌激を注視させる実験手続きを用いた｡

単純課題は数字の書き写し作業であり､複雑課題はアルフアベットを180度回

転させ'て書き写す作業である｡妨害条件のシグナル回数は､40秒間の遂行中に

O･2･4･6･8回の5条件が設定され､同一被験者が繰り返し遂行した｡その

結果､妨害条件の遂行量はコントロール条件と比べて､単純課題で促進､複雑

課題で回数順に抑制され､注意のコンフリクト仮説が物理的剌激で成立してい

ることを実証した｡

　Baron,Moore,&Sanders(1978)では､被験者が課題遂行中に注意をどこ

に向けているのか､課題の重要な特徴をどれくらい再生できるのかが質問紙で

査定された｡結果は､単独で遂行する条件よりも見物者が存在する条件の被験

者の方が､課題の重要な特微を再生する割合は低いし､課題以外に注意を向け

ている割合が高いにもかかわらず､単純課題で遂行を促進させていた｡

　さらに､Sanders,Baron,&Moore(1978)は､被験者が自分のパフオーマ

ンスの適切性を知るために､共行動者からの比較情報を得るように動機づけら

れた時や､比較情報が入手可能である時に社会的促進効果は生じやすいとして､

二つの実験を実施した｡実験Iでは､教示によって社会的比較プレッシヤーの

高低を操作したところ､単純課題で促進効果がみられたのは､社会的比較プレ

ッシヤーが高い共行動条件だけであった｡実験IIでは､共行動者が同一課題を

遂行する条件と異課題を遂行する条件が設定され､しかも被験者は課題遂行前
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にそれを知っていたので､異課題条件の被験者は社会的比較を行う理由がなく､

単純課題で促進､複雑課題で抑制効果がみられたのは､同一課題遂行条件のみ

であった｡そして同一課題条件では､課題の想起率が悪く､共行動者の進行状

況が正確に判断されていることも見出された｡つまり､共行動事態であっても､

共行動者が社会的比較情報をもたらし､被験者の注意を拡散させる妨害子とし

て機能しなければ､社会的促進効果は生じないのである｡

　このほかわが国では､和田(1989)が､単独条件､妨害音条件､異種課題共

行動条件､異種課題共行動妨害音条件の4条件を設定し､注意のコンフリクト

仮説を検討している｡使用した課題は､アルフアベットを転記する課題であり､

サクラは異種課題として直線で結ばれた○の中に点を打つ単純課題を遂行した｡

その結果､妨害音条件では注意のコンフリクトが生じて動因水準が上昇するの

で､単独条件よりも遂行が促進されるという仮説は支持された｡　しかし､異種

課題共行動妨害音条件では､課題への注意よりも妨害への注意の方が上回るの

で遂行は抑制されるという仮説と､異種課題共行動条件では､共行動者からの

比較情報が得られないので注意のコンフリクトは生起せず､遂行は促進されな

いという仮説は検証されなかった｡

第5節　自己客体視説

1.仮説の概念

　Duva1&Wicklund(1972)は､注意の焦点が自己を取り巻く外部環境に向け

られ､自己が意識の中心的な対象となっていない場合を主体的自覚状態と定義

している｡同様に､注意の焦点が自分自身に向けられ､自分の外観や性格､感

情や行動規準を意識の中心的な客体として捉えている場合を客体的自覚状態と
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定義している｡

　鏡に映っている自分を見たり､録音された自分の声を聞いたり､TVカメラ

で撮影されたり､他者が自分を観察していたりすると､個人は自己に注意の焦

点を向けざるを得なくなり､その状況でもっとも関連度の高い側面について自

己評価過程を始動させる｡その結果､理想水準と比べて劣っている現実水準を

認識することになり､不快な感情を体験することになる｡この不快感から脱却

するために､個人は客体的自覚状態を回避しようとしたり､現実水準を理想水

準に近づける努力をするよう動機づけられるのである｡

　自己客体視(objective　self-awareness)説は､自己への焦点づけが高まる

と､望ましい行動規準や理想とされる性格特微への行動変容が起きるという幅

広い社会現象を扱った理論であるが､その枠組みの中に､社会的促進現象も包

摂しようとするものである｡課題遂行状況における観察者の存在は､遂行者を

客体的自覚状態に導く剰激条件の一つであり､遂行水準についての評価過程を

始動させる｡遂行者の理想は高い遂行水準であり､現実の自己の遂行水準との

ズレを､パフオーマンスを増大させることによって低減しようとする｡それ故､

単純課題における遂行水準の上昇は､自己客体視説の枠組みから十分説明可能

である｡　しかしながら､複雑課題における遂行水準の低下を説明することは困

難である｡

　この問題を克服したのがCarver&Scheier(1981)である｡彼らは､自己

客体視説を制御理論(control　theory)から再構成し､Fig.1-4に示される概

念図を提唱した｡この図では､自己に対する注意が高まると､その状況におけ

る関連性の高い側面について､正の規準に合致させる行動が試みられる｡何の

妨害も受けずに､それが達成されれば､そのままループから脱出する｡もし妨

害を受ければ､種々の情報検索行動が発生し､収集された情報をもとに｢結果

に対する期待｣が形成される｡それが肯定的な場合には､再び正の規準に合致
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　　　　　　　　　YES

匹‾ド

(自己への注意の高まり)

↓

正の規準への一致の試み

↓

結果に対する期待の査定

↓
'肯定的期待'

　　いo
状況回避の試み

ド戸司

→(脱出)

Fig』-4制御理論の概念図(Carver&Scheier,1981より作成)

される行動が試みられる｡しかし､否定的な場合には､状況からの回避が始ま

り､物理的､精神的な退避行動がとられる｡社会的促進現象に即して述べれば､

単純課題の遂行では､肯定的な期待が形成されやすいので､最終的には､正の

規準が達成されてループを脱出することになる｡ところが､複雑課題の遂行で

は､否定的な期待が形成されやすいので､やる気をなくしたり､努力を低下さ

せるという退避的行動を伴う｡

　前節までの仮説は､すべて動因理論の枠組みで論じられてきたが､自己客体
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視説は認知的色彩の濃い考え方である｡制御理論の概念図から示唆されるよう

に､動因理論の検証に不可欠な課題の難易度は直接問題とされず､遂行者が形

成する｢結果に対する期待｣が､パフオーマンスを左右する重要な働きをなし

ている｡その意味では､第3章で述べられる原因帰属モデルの考え方と通じる

ところがある｡また当然のことながら､自己客体視説に対する動因理論的立場

からの批判も数多くある｡その代表的なものとして､Geen&Gange(1977)は､

“理想水準とのズレによる不快感情の生起は､一種の喚起状態と考えられ､動

因理論的考え方を排除することはできない"と述べている｡　また､Sanders

(1981)は､“自己客体視説では､共行動者効果の説明が欠落しているし､人

間以外の動物行動を説明することができないので､社会的促進現象の説明理論

としては不十分である"と指摘している｡最近では､Guerin&lnnes(1984)

も“自己客体視説で仮定される理想水準や正の規準を､個々の遂行者が､どの

程度のものを､どのように意識するのかということが予測されにくい"と疑問

視している｡

2.仮説の検証実験

　Wicklund&Duva1(1971)は､自己客体視説を検証するために三つの実験を

行っている｡このうち第3実験は､課題遂行を扱ったものであり､社会的促進

現象を包摂する実験として知られている｡被験者は女子大学生32名で､15名は､

実験群､17名が統制群に割り当てられた｡課題は､ドイツ語の文章の転記であ

る｡被験者は､机の上に裏返した鏡が置いてある状況で､第1試行として5分

間課題を遂行する｡鏡なし条件の被験者は､第2試行もそのままの状況で5分

間課題を遂行する｡鏡あり条件では､第2試行開始前に鏡が表向きにされ､被

験者は自己の上半身が映っている鏡の前で､5分間課題を遂行する｡その結果､

統制群のパフオーマンス(転記文字数)の増加が平均17.65であったのに対し､
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実験群のそれは､平均43.33であった｡つまり実験群の被験者は､鏡の存在に

よって客体的自覚状態となり､優秀な成績が望ましいとする正の規準に合致す

るよう努力したためであると解釈された｡他者の存在も､鏡の存在と同じよう

に､自己への注目を高める剌激条件の一つであると考えれば､社会的促進現象

は自己客体視説でも説明可能となる｡

　押見(1984)は､Wicklund　et　a1.の実験を､剌激と課題を変えて再検討し

ている｡被験者は男子大学生40名である｡課題として市販のジグソーパズルを

2種類(ピース数は同じ)用意した｡被験者は､作業量の性差を調べる実験で

あると教示され､第1課題のパズルを8分間遂行した｡第2課題の準備の前に､

他の研究の剌激材料を作成するための協力依頼を行い､新聞のコラムを朗読し

てもらい､それを録音した｡自己への注目を高める条件では､｢録音のチェツ

クをします｣と言って､60秒間被験者の声を聞かせた｡統制条件では､｢前の

被験者の声とダブっていないかをチェックします｣と言って､他人の声を60秒

間聞かせた｡この実験操作を行った後､被験者は第2課題を8分間遂行した｡

その結果､従属変数である使用ピースの増加は､自分の声を聞いた条件の方が

有意に多いことが示され､自己客体視説を確証した｡

　Carver&Scheier(1981)は､Wicklund　et　a1.の実験手続きに､第2試行

中､被験者の正面に観察者が座る条件を新たに加えた検証実験を行った｡彼ら

は､動因理論的説明を排除するために､動因理論の根拠の一つである生理的喚

起の指標も測定した｡PSエ(Palmar　Sweat　lndex)の測定は､課題遂行前

　(基準値)､第1および第2試行の3分経過時､第2試行の実験操作10秒後の

合計4回行われた｡転記文字数の増加は､観察者条件の平均34.78､鏡あり条

件の平均20.18であったのに対し､統制群である鏡なし条件の平均は0.28に過

ぎず､他者や鏡の存在は､被験者の客体的自覚状態を高めていると解釈された｡

さらに､PSIの測定値は､第1および第2試行3分経過時の値は､基準値よ
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り低くなっており､動因理論的説明の根拠は薄いと結論された｡しかしながら､

実験操作10秒後の値は､観察者条件､鏡あり条件とも､鏡なし条件に比べて大

幅に上昇しており､生理的指標により動因理論的説明が完全に排除されたと結

論づけるのは早計である｡

　自己客体視説と動因理論的説明の妥当性の比較検討を意図した研究としては､

Liebling,Seiler,&Shaver(1974)がある｡彼らは､行動の習慣性は高いが､

望ましくない行動として喫煙反応を取り上げた｡動因理論的説明が正しければ､

音楽評定課題を鏡のある条件と鏡のない条件の両方で行う被験者は､鏡のある

条件の場合に､不快感や不安によって喚起水準が高められ､習慣性のある喫煙

反応の増加が予測される｡一方､自己客体視説が正しければ､鏡のある条件の

場合に､被験者は正の規準(喫煙は好ましくない)に合致した行動をとろうと

するので､喫煙反応の減少が予測される｡結果は､喫煙本数に有意な差は見ら

れなかったが､タバコを手にしている時間とふかした回数では､鏡のある条件

で有意に多かった｡　しかし､社会的促進現象を議論するのに､見物者も観察者

も存在しない状況で､理論的な優劣を検討しても魅力的な実験とは言い難い｡

第6節　自己呈示説

1.仮説の概念

　前節の自己客体視説では､他者が存在することによる遂行者の内的規準への

適合について論じてきた｡それに対し､本説の自己呈示(self-presentation)

説では､他者が存在することにより､遂行者がそうした他者がもつ外的規準ヘ

適合させようとするプロセスについて論じる｡

　Jones&Pittman(1982)は､自己呈示を“他者との関係の中で､自己の勢
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力を増大させようとする動機に基づき､自己の特性に関する他者の帰属を誘発

あるいは形成する目的のために行われる行動の側面"と定義している｡また､

Bond(1982)は“対人場面では人は必ず印象管理(impression　management)

や自己呈示を試みている"と主張している｡こうした観点から課題遂行場面を

考えると､遂行者は､観察者や共行動者に自分の特性をどのように帰属させた

いか､あるいはどういった印象を与えたいか､という動機に基づいて遂行行動

を統制しているといえる｡一例として､語連想課題についての研究結果(Matlin

&Zajonc,1968　;　Blank,　Staff,&Shaver,1976)を取り上げてみよう｡これら

の研究では､単独条件で遂行した後､見物者条件で遂行すると､反応潜時が短

くなり､平凡反応が多くなることが見出されている｡　Matlin　et　a1.　(1968)

は､この結果を､見物者が存在することにより､優勢反応(平凡な反応)が素

早く生起するという動因理論の証左であるとした｡　ところが､Blank　et　a1.

　(1976)は､見物者が導入されることにより､誤った特性の帰属を引き起こす

恐れのあるユニークな反応は抑制され､むしろ､有能性(短時間で多くの連想)

を示そうとする印象管理の結果であると説明している｡

　これに関連して､宮本(1985)は､動因理論的解釈のために用いられた種々

の課題について､自己呈示説からの解釈を展開している｡

　疑似再認課題:訓練段階において､呈示回数の多い剌激語はよく学習されて

おり､記憶も安定していると考えられる｡本試行で剌激語が判読できなくても

回答を求められた場合､他者が存在すれば自己呈示の欲求が働くので､よく学

習された､できるだけ誤りでないと思われる反応を遂行者は選択する｡

　言語学習課題:系列学習課題や対連合学習課題では､学習途上でのエラーが

遂行者だけでなく､見物者にも確認される｡このため､遂行者は､面目を保ち､

維持したいという願望を充足するため､強く課題へ動機づけられる｡　しかし､

自尊感情の低い遂行者や不安水準の高い遂行者は､困惑の感情を発生させやす
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く､結果として､他者の存在による抑制効果(無反応を含む)を示すことにな

る｡

　知覚運動課題:鏡映描写課題や迷路学習課題では､反応の失敗を覆いかくす

ことは無理であり､なおかつ､遂行者は必ず反応しなければならない｡誤反応

が続けば､観察者からの評価が気になり､困惑が生起する｡この困惑が認知的､

運動的コントロールの障害となるため､知覚運動反応は妨害される｡そして､

学習段階が進むと誤反応の頻度も少なくなり､自己の能力についての好ましい

印象を呈示したいという動機づけも高まり､遂行量が増大する｡

　以上､3種類の課題について自己呈示説からの解釈を示したが､宮本(1985)

自身が述べているように､独立変数としての自己呈示の動機を客観的に測定し

ていないので､あくまで解釈理論の状態にあるともいえる｡先のBlank　et　a1.

　(1976)の研究でも､見物者を単に導入する条件だけでなく､同じ条件でもユ

二ークな反応の方が評価されるという教示を加えて､自己呈示動機を操作する

ような実験計画が必要であろう｡

2.仮説の検証実験

　Blank　et　a1.　(1976)の研究結果は､動因理論の枠組みを覆すものではなく､

自己呈示説からの解釈の可能性を示したものである｡動因理論からの説明を排

除して､自己呈示説の有効性を明確にしたのは､次の二つの実験である｡

　Berger,Carli,Garcia,&Brady(1982)は､被験者に3文字からなる無意

味つづり6語のリストを､系列予言法で学習させた｡剌激の呈示方法は､周知

試行が1回､練習試行が2回､そして本試行が1回である｡被験者は単独条件

と観察者条件のどちらか一方に参加した｡彼らの研究の特微は､結果の分析方

法にある｡すなわち､誤反応を間違い反応(commission)と無回答(omission)

に分類したところ､観察者条件では単独条件と比べて､被験者の間違い反応が
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減少し､無回答が増加したのである｡同様の分析結果は､対連合学習課題を用

いたBond(1982)の研究でも見られた｡二つの実験では､無回答が動因理論で

いうところの優勢反応とは考えられない｡　したがって､他者が観察している条

件では､被験者は自分の無能さをさらけ出す間違い反応よりも､無回答という

消極的自己呈示を選択しているのだと結論づけられた｡

　また､宮本(1987a)は､反応潜時という指標を用いて､自己呈示説の妥当

性を主張している｡被験者は､前半･後半とも1人で課題を遂行する単独群と､

後半だけは観察者が存在する被観察群とに分けられた｡課題は漢字1文字と数

字1文字との対を1組記憶し､ある遅延時間後に､呈示された漢字に対する数

字を答えるという遅延選択反応課題である｡その結果､観察者の存在は正反応

数には影響を与えなかったが､選択反応潜時を長くさせた｡特に､誤反応の場

合にその傾向は著しかった｡つまり､動因理論によれば､観察者の存在は被験

者の覚醒水準を上昇させるため､反応が活性化され反応潜時が短くなるはずで

ある｡ところが､自己呈示説からは､観察者の存在が被験者に対し､自分の反

応が社会的に好ましい反応であるかどうかというもう一つ余分な情報処理のス

テップを加えるため､選択反応潜時は遅くなることが説明できるとしている｡

さらに､宮本(1987b)では､ほとんど同じような実験手続きを用い､自信度

の回答時間や公的自己意識の指標も測定された｡その結果､被観察群は､自分

の回答の自信の程度を回答するのに長い時間を要するし､そうした自分の反応

への気遣いに多くの時間を要している被験者ほど､公的自意識得点が低下する

傾向にあり､自己呈示説の優位性が確証された｡
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第7節 本研究の問題

　前節までのところで､社会的促進研究の起源と､現在までに､その現象を説

明するために提唱されている五つの理論的立場について詳述してきた｡“他者

の存在が個人のパフオーマンスに与える影響"という一見単純な現象を説明す

るのに､何故いくつもの立場があるのかという疑問は､結局のところ

における人間観の違いに辿りつくと考えられる｡

心理学

　Zajoncが提唱した第2節の｢他者の単なる存在｣仮説は､Hu1　1　-Spence　の

動因理論を援用し､社会的促進現象を初めて理論的かつ明快に説明した｡つま

り､見物者や共行動者の存在は､十分に学習されている反応や生得的な反応を

含んだ課題には促進的に作用するが､新しい反応の獲得を含んだ課題には抑制

的に作用すると結論し､それまでの論争に終止符を打ったのである｡そこで想

定されている人間観は､まさに行動主義そのものである｡他者の存在は､遂行

者にとって外からの剌激であり､その剌激によって遂行者の動因水準はオート

マチックに上昇し､それが反応の生起率を決定していくというものである｡

　これに続く第3節のCottre11の｢学習された動因源仮説｣は､他者の存在

が､Zajonc仮説で仮定されているようにア･プリオリに遂行者の動因水準を

高めるわけではないことを主張している｡すなわち､遂行者は他者に関する手

がかり情報を吟味し､見物者や共行動者が自分を評価する懸念を感じた場合に

のみ､動因理論的メカニズムが生起することを仮定している｡ただし､ここで

の人間観は､Zajonc仮説の遂行者が全く受動的な存在であったのに対し､手

がかり情報の吟味という能動的な認知的活動を行うことを前提としている｡

　第4節の注意のコンフリクト仮説は､認知心理学的発想を取り入れたもので

ある｡遂行者は､見物者や共行動者に注意を向けるのと同時に､遂行課題にも
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注意を集中しなければならず､両者の間にコンフリクトが生じて､遂行者の動

因水準は上昇する｡換言すれぱ､この仮説における他者の存在は､遂行者にと

って妨害子として働き､そのインパクトの大きさが遂行者の動因水準の上昇を

もたらしている｡理論的には､評価懸念をもたらすような他者は､妨害子とし

てのインパクトの大きさを示すものとして処理される｡

　いずれにしても､上記の三つの仮説は前提条件の違いはあっても､他者の存

在が遂行者の動因水準をオートマチックに上昇させ､それが反応の生起率を決

定していくという動因理論的メカニズムに依拠するという点では共通性をもっ

ている｡

　これに対し､第5節の自己客体視説では､他者の存在という外からの剌激は､

遂行者が自己に注意を焦点づけるための“触媒"と考えられている｡自己に焦

点を向けた結果､遂行者は遂行水準についての評価過程を始動させることにな

る｡その際､遂行者は､理想水準と現実の自己の遂行水準とのズレを意識し､

パフオーマンスを増大させることによって､そのズレを低減しようと試みるこ

とが仮定されている｡この説での人問観は､自己の内的意識過程がもっとも重

要視されている｡そして研究自体も､いわば､遂行者の認知的葛藤の低減行動

を問題としている｡この考え方は､1950年代後半から60年代に数多く研究され

た認知的斉合性理論の流れを汲む人間観と相通じるものがある｡

　いま一つの自己呈示説(第6節)では､見物者や共行動者に対して､遂行者

は､反応を自由にコントロールしていく主体として捉えられている｡つまり､

遂行者は､他者の存在によって､オートマチックに動因水準を上昇させたり､

自己の内的意識過程に注意を焦点づけているのではなく､存在する他者に対し

て､自らの印象を最大限良く見せるため､積極的な対人行動を行う主体と考え

られている｡こうした三種類の人間観による“社会的促進"の説明は､Fig.1-

5に示される｡
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動因理論

自己客体視説

自己呈示説

他者の存在　　遂行者(==〉オートマチックな動因水準の上昇)→反応

他者の存在 遂行者---)自己の内的意識過程への焦点づけ

　　　　　4･

規準とのズレの知覚 →認知的葛藤の低減行動

他者の存在　　遂行者(==)印象管理欲求)

他者に対する積極的な対人行勤(反応のコントロール)

Fig.1-5社会的促進現象を説明する三種の理論の概念図

　“他者の存在が個人のパフオーマンスに与える影響"という文脈で､どの人

間観に立って研究を進めていくのが正しいかを断定することは困難である｡そ

れ故､本研究では､第2章において､Zajoncの｢他者の単なる存在｣仮説と

Cottre11の｢学習された動因源｣仮説の妥当性を､物理的な他者が存在する

傍観者事態と評価的な他者が存在する傍聴者事態を設定した実験､評価懸念ヘ

の個人差変数としてテスト不安要因を導入した実験､の二つにより比較検討し

ている｡第4章では､同じ動因理論に基づく注意のコンフリクト仮説の妥当性

を､他者がもつ妨害子としてのインパクトの大きさの効果から検討している｡

具体的には､他者が遂行者の個人空間内の近接､境界､遠隔のどの位置に存在

しているのか､他者が遂行者に認知的不協和を喚起させた場合のインパクトは

どうなのかという二つの実験を行っている｡

　そして､第3章では､他者の存在が遂行者を客体的自覚状態へと導く際の個

人差変数として､公的自己意識要因を導入し､自己客体視説の妥当性を検討し

ている｡それと同時に､Carver&Scheier(1981)の制御理論で提唱されてい

る｢結果に対する期待｣の考え方を､Weinerの原因帰属モデルとの関連性か
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ら考察している｡さらに､第5章では､自己の失敗経験を知っている他者が存

在すると､援助要請のされ方やセルフ ハン ディ キヤッピング方略に違いはあ

っても､自己のイメージを回復するため､類似課題の遂行で積極的自己呈示行

動が試みられているかどうかを検討している｡

　こうした三種の人間観に基づいた理論的立場を検討する実験データを積み重

ねることにより､社会的促進研究に関する諸理論の統合をはかることが本研究

の第一の目的である｡

　ところで､序の部分で述べたように､社会的促進現象は日常的な用語で“あ

がり"と呼ばれる現象に限りなく近い概念である｡　しかしながら､Zajonc仮

説が提唱されて以来､もっぱら理論的側面に研究の関心が集中し､条件統制の

しやすい実験室実験が研究の主流となり､現実場面における理論の妥当性を問

う研究はほとんど行われていない｡そのような姿勢をもった研究は､わずかに

宮本(1989)の弓道におけるフィールド研究など､スポーツ場面において散見

される程度である｡それらの研究では､観客が存在することによる負の影響と

技能水準との関連が問題とされている｡この負の影響が､そのまま現実のパフ

オーマンスとして処理されると問題になるのが教育場面である｡

　教育の現場では､他の級友たちが注視する中で､生徒がさまざまな課題遂行

に取り組むことがよくある｡この場合､もっとも注意しなければならないのは､

教師が生徒のパフオーマンスを､そのまま生徒の“真の実力"であると判断し

てしまうことである｡第6章では､黒板での課題遂行場面を取り上げ､生徒の

習得度水準､指名されてからの遂行順序､テスト不安の個人差､教師からの言

語的サポート要因などを導入して三つの実験を行っている｡そして､教室場面

における“あがり"現象による負の効果の測定と､それに対する教育的援助の

検討が､本研究の第二の目的である｡
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第2章　学習された動因源仮説の検討

[問題]

　Zajoncの｢他者の単なる存在｣仮説とCottre11の｢学習された動因源｣

仮説の両者とも､基本的には動因理論の立場から社会的促進現象を説明しよう

とするものであるが､その決定的な違いは､他者の存在が被験者に評価への懸

念を喚起させるかどうかである｡そこで本章では､両仮説の有効性を比較検討

するために企図された二つの実験を紹介する｡

[実験|]

<目的>

　物理的な他者が存在する傍観者事態と評価的な他者が存在する傍聴者事態を

設定し､両仮説の有効性を比較検討する｡さらに､単独事態での実験者効果も

検討する｡

<方法>

　被験者　女子短大1年生64名｡

　課題　対連合学習課題｡難課題リストは､梅本･森川･伊吹(1955)の清音

2字音節無連想価分類表より､無連想価60~64の中からTable　2-1　に示され

る12語を選択して6対を作成｡易課題リストは､梅本(1969)の連想基準表の

剌激語210の中から無連想価O~9の清音2字音節の剌激語を抽出し､反応語

群の中からTable　2-1　に示される適切な清音2字音節を選択して15対を作成｡

なお､メモリードラムの回転は2秒問隔､周知のために1回呈示してから試行

に入る｡両リストの打ち切り試行数は易課題6試行､難課題15試行である｡所

要時間にすれば､両リストとも7分30秒である｡ただし､連続2試行正答が続
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Table　2-1　刺激対リスト

難課題 メミーラエ　ヌオーレア　ホヒールモ　ロヘーテハ　イムーツソ　ワノーケネ

易課題

アシーツメ　イスーラク　カウーミセ　カツーハタ　スムーヤネ

ルーユキ　トルームシ　ナルーフエ　ノムーナツ　マツートモ

クーモチ　ヨムーコエ　ソラーホシ　アメーカワ　ウソークチ

いた場合は打ち切る｡

　実験デザイン　被験者の課題遂行事態として次の4条件を設定し､16名ずつ

の被験者を割り当てた｡

(1)単独群A:実験者は上級生｡

(2)単独群B:実験者は非常勤講師である筆者｡以下の2条件でも筆者が実

験者となるが､上級生より評価的なニュアンスの強い実験者の影響を査定する｡

(3)傍観者群:物理的に他者が存在｡　2名のサクラは､学生相談に来ている

ところであると被験者に紹介され､実験が終了するまでしばらく待つようにと

指示される｡被験者の右前方5~6m離れたところで実験の間中､背面を見せ

て静かに本を読んでいる｡

(4)傍聴者群:評価的な他者が存在｡心理学の他のコースを受講している2

名のサクラは､白衣を着用し､記録用紙を携えた実験補助者である｡そして､

被験者の成績を含めた観察結果をレボートにして提出することになっていると

教示する｡サクラは被験者の両サイドに1mぐらい離れて着席する｡

　手続き　1.テスト不安尺度としてSarason(1972)の37項目の邦訳(TAS

尺度:理論的にはO~74点に分布)を事前に186名の女子短大生に実施してお

き､テスト不安得点が中程度群(33~48点)の中から64名を抽出する｡
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　2.実験者(筆者)の効果を抑えるため､依頼された実験であるとして､年配

の大学教授(筆者の指導教官)に実験依頼の教示を行ってもらう｡

　3.被験者が来室したら､記憶実験であることを告げ､サクラが存在する事態

では､条件に従ってサクラの紹介をする｡そして､課題遂行のやり方について

説明する｡被験者は､易課題と難課題の両方を遂行するので､その実施順序は

各条件群内でカウンターバランスしておく｡実験者は､メモリードラム後方で

遂行結果を記録するが､仕切板で被験者の視野内に入らないようにしてある｡

その意味では､完全な単独事態を保証しているわけではない｡

　4.被験者が課題を遂行した後､実験の意図の察知をチェックするため､実験

中に気付いたことを述べてもらう｡そして､実験事態の口外を禁ずる｡全体の

所要時間は約25分｡全貝の実験が終了した後､授業で実験の概要について説明

し､理解を求める｡

<結果>

　単独事態における実験者の効果､Zajonc仮説､Cottre11の学習された動因

源仮説のいずれもが検証されるとすれば､誤答数を測度とした場合､易課題で

単独群A>単独群B>傍観者群>傍聴者群､難課題ではその逆の不等号が成立

し､事態と課題の交互作用が予測される｡　Fig.2-1は､各事態群別の誤答数の

平均を示したものである｡これをみてわかるように､易課題､難課題とも､誤

答数の順序性においては､予測と一致する傾向がみられた｡　しかしながら､分

散分析の結果は､課題の主効果のみが有意となり､事態×課題の交互作用は検

出されなかった(F=1.34,が=3/60,ρ≒25)｡なお､参考までにつけ加えて

おくと､測度として誤答数の対数変換値の差や正答数を用いても､結果はほと

んど変わらなかった｡
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　Fig.2-1事態群別の誤答数

[実験||]

<目的>

　Cottre11の学習された動因源仮説からは､社会的促進効果が個人の過去経験

による個人差によって大きく異なることが予測される｡この個人差の指標とし

てテスト不安を取り上げ､Cottre11の学習された動因源仮説を間接的に検証

する｡

<方法>

　被験者　女子短大1年生64名｡ただし､実験Iと同じく､Sarasonの開発し

たTAS尺度により､低不安群(17~32点)32名と高不安群(49~68点)32名

からなる｡
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　実験デザイン　個体要因(低不安一高不安)と事態要因(単独一傍聴)の組

み合わせにより､低不安一単独群､低不安一傍聴者群､高不安一単独群､高不

安一傍聴者群の4条件を設定し､16名ずつの被験者を配置する｡課題および実

験の手続きは､実験Iに準ずる｡

<結果>

　Cottre11の学習された動因源仮説に従えば､評価的な他者が存在する傍聴

者事態では､単独事態と比べると､易課題で誤答数が少なく､難課題で多くな

ることが予測される｡さらにその効果は､評価的な他者の影響を受けやすい高

不安群で顕著になることが予測される｡　Fig.2-2A　･　2-2B　は､各条件群別の誤

答数の平均値を示したものである｡分散分析の結果､課題の主効果(ρ<.001)

および不安×課題(ρ<.05)､事態×課題(ρ<.10)の交互作用がみられたが､

不安×事態×課題の2次の交互作用は検出されなかった｡

　さらに､二つの交互作用効果の意味を検討するため､事態別､不安別の分散

分析を行った｡その結果､単独事態での不安×課題はF<1,が=(1/30),傍

聴者事態での不安×課題はF=4.63,が=(1/30),ρ<.05である｡　このこと

から､被験者のテスト不安得点の高低が難易両課題の遂行に及ぼす効果は､評

価的な他者が存在する傍聴者事態で顕著であるといえる｡同様に､低不安群で

の事態×課題はF<1,が=(1/30),高不安群での事態×課題はF=6.44,が

=(1/30),ρ<.05である｡ゆえに､事態(単独か傍聴)が被験者の課題遂行

に及ぼす効果は､高不安群において著しいといえる｡

　[考察]

　本研究は､社会的促進過程に関する二つの仮説の妥当性を検討することを目

的とした｡第1は､見物者や共行動者といった他者の存在により､個人の覚醒
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水準ないし動因水準は高められ､習熟度の高い易課題には促進的に作用するが､

習熟度の低い難課題には抑制的に作用するとしたZajonc仮説である｡第2は

遂行者に評価への懸念を引き起こすような他者の存在こそが､個人の動因水準
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を高めるとするCottre11の学習された動因源仮説である｡

　実験Iでは､実験者効果をみるための二つの単独事態と傍観者群､傍聴者群

を含めた四つの事態群を設定した｡結果は､有意な差こそ検出できなかったが

(ρ≒.25)､易課題と難課題における誤答数で､実験者効果､傍観者効果､傍

聴者効果を示唆する順序性が見出された｡実験IIでは､Cottre11の学習され

た動因源仮説を間接的に検証するため､評価的な他者の影響をうける個人差の

指標としてテスト不安要因を導入した｡その結果､傍聴者事態は単独事態に比

べて､易課題で誤答数が少なく､難課題で多くなるという学習された動因源仮

説の予測は､高不安群で顕著に見出された｡

これら二つの実験結果から推論される
~y

Q. とは､Zajonc仮説とCottre11の

学習された動因源仮説を異質なものと考えるのではなく､むしろ連続線上にあ

るものと考えた方が理解しやすいことである｡換言すれば､社会的促進効果の

顕現性は､他者の存在条件の関数である｡　Cottre11　らの実験で用いられた目

隠しされた他者の存在を零点とすると､本研突の実験Iのような評価的ニュア

ンスをもった実験者の存在､それに傍観者的な他者が加わる条件､傍聴者的な

他者が存在する条件の順に､その効果の顕現性は高められる｡したがって､存

在する他者が評価的であることや､評価的な他者から影響を受けやすい個体で

あることは､社会的促進効果の顕現性を高める要因変数であると解釈できる｡

また､見物者や共行動者の人数が増加すると社会的促進効果が強まることを実

証した磯崎(1979)やMartens&Landers(1972)の研究も､こうした観点の

中に位置づけることが可能である｡
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第3章　原因帰属モデルとの関連性

第1節　達成動機要因による検討

　[問　題]

　Spence,Farber,&MacFann(1956)は､個人特性としての不安を動因と考

え､高不安の人は易課題で遂行を上昇させ､難課題で低下させるが､低不安の

人はこの逆の傾向を示すことを報告している｡これに対し､Weiner(1966)は､

被験者が難易両課題を学習する際に生じる認知的･感情的プロセスの重要性を

指摘し､不安の代わりに達成動機を用いた原因帰属理論によってこのことを説

明している｡すなわち､高達成動機(低不安)*の人は､易課題における成功

を能力に､難課題における失敗を努力に帰属する｡低達成動機(高不安)の人

は､難課題における失敗を能力に帰属するが､易課題における成功は特定のも

のに帰属しない｡能力といった内的で安定したものに帰属した場合､次の遂行

に対する期待は変化しないが､努力に帰属した場合には､次回の遂行量は上昇

すると考えられる｡そして､難課題で成功経験､易課題で失敗経験を与える実

験を行ったところ､難課題では高不安者(低達成動機)が低不安者(高達成動

機)よりも成績がよく､易課題では逆の結果を得た(Weiner,1966　;　Weiner　&

Schneider,1971)｡これによって､Spence　et　a1　.　(1956)の結果は､課題の

難易度と不安(動因)水準の交互作用ではなく､達成動機水準の異なる被験者

が､課題遂行に伴って形成する期待の差異によって説明できることになる｡

*　達成動機得点は､テスト不安得点や顕現性不安得点と負の相関を示すことが実証され

ている(Raphelson,1957など)｡
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　Weinerのこうした考え方を社会的促進過程に適用したものに､安藤･渡辺

　(1982)の研突がある｡彼らは､自己客体視の高まりを弁別するため､遂行条

件を単独･TVカメラ･観察者の3種類設定し､練習試行で失敗経験を与え､

その原因を教示によって能力に帰属させる群と感情状態に帰属させる群の6条

件群を構成した｡そして､本試行との遂行水準を比較した結果､感情状態に帰

属する群では遂行条件による差はみられないが､能力に帰属する群では､観察

者･TVカメラ･単独条件の順に遂行水準の低下がみられる傾向があったとし

ている｡このことは､能力という安定した内的要因に失敗の原因を帰属した場

合､本試行におけるネガティブな期待は､他者が存在することによって強めら

れることを実証したものといえる｡

　本研究は､難課題で成功経験を与える条件のもとで､達成動機の高低､他者

存在の有無といった2要因の実験デザインを構成し､動因理論と原因帰属理論

のそれぞれから導き出される以下の異なった予測の妥当性の検討を目的とする｡

　(1)動因理論からの予測

　難課題では､達成動機の低い(高不安)人は遂行を抑制し､達成動機の高い

　(低不安)人は遂行を促進する｡また､他者の存在は､難課題では抑制的に作

用すると考えられるので､達成動機の高低にかかわらず､他者が存在しない場

合より､遂行量の増加は少なくなる｡　したがって､遂行量の増加は､高達成動

機･単独群>高達成動機･観察者群≧低達成動機･単独群>低達成動機･観察

者群の順となる｡

　(2)原因帰属理論からの予測

　低達成動機の人は､成功を経験した場合特定のものに帰属せず(運などの外

的なものに帰属しやすい傾向があるといわれている)､次回の遂行でも結果の

期待を変えずに遂行するため､遂行量は横ばい､ないしは練習効果によって上

昇する｡一方､高達成動機の人は､成功を自分の高い能力に帰属するため､次
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回の遂行では努力がその分だけ減少し､遂行量は低達成動機の人よりも相対的

に少なくなると考えられる｡また､安藤･渡辺(1982)で仮定されているよう

に､他者の存在は､課題遂行に伴う成功感や失敗感を増幅させ､帰属の傾向を

強めるものだとすれば､次のような予測が成立する｡すなわち､遂行量の増加

は､低達成動機･観察者群>低達成動機･単独群>高達成動機･単独群>高達

成動機･観察者群の順になる｡

[方　法]

　実験者およぴ観察者　大学4年生女子

　被験者　大学1年生女子80名(内73名有効)｡除外した7名の内､3名は課題

の回転の教示を十分に理解していなかった者であり､2名は実験途中で疑いを

感じたと報告した者である｡残りの2名は､練習試行の正答数が10未満で成功

経験が不自然と考えられた者である｡

　課題　Fig.3-1に示されるような符号置き換え検査｡ただし､課題の符号

を180度回転させたときの符号に対応する数字を記入させる｡

ロT]回][ヨ[皿か][プと]
Fig.3-1本研究で用いた課題

囚
…
】

雨
□

　実験手続き　1.達成動機は､Shimoyama(1974)が作成した　Achievement

Motive　Scale　を用い､まったく別の調査として事前に集団実施する｡上位､
一　　　　　　一

下位それぞれ20%以内の者を抽出し､それぞれを遂行事態別に振り分け､2

　(達成動機の高低)×2(観察者の有無)の4群を設定する｡
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　2.被験者が来室したら､｢これから成人用の知能検査に使われる課題を行っ

てもらいますが､今回は個人の知能を調べるのが目的ではなく､新しいやり方

でのデータを集めることが目的です｣と告げ､課題のやり方について説明する｡

　3.練習試行を1分間行った後､その遂行数から5~7問少ない数を､これま

でのデータの平均値であると教示し､成功経験を与える｡

　4.本試行として5分間行う｡途中､1分ごとに区切りの印を入れさせる｡観

察者条件では､実験目的を告げた後､観察者が紹介され､実験者と共に遂行中

は被験者の前方に着席し､注視している｡単独条件では､本試行に入る前に､

実験者は被験者の側方にある衝立の後へ身を隠し､声だけ聞こえる形で指示す

る｡

　5.本試行終了後､実験の意図の察知をチェックする｡全体の所要時間は約15

分である｡実験全体についての説明は､全貝終了後､講義の一環として開示し､

了承を求めた｡

[結果と考察]

　Fig.3-2に示されるように､正答数の増加量(本試行1分ごとの正答数と練

習試行のそれとの差の合計)の平均は､低達成動機･単独群>低達成動機･観

察者群>高達成動機･単独群>高達成動機･観察者群の順となっている｡この

結果は､動因理論､原因帰属理論のどちらの予測とも一致しておらず､達成動

機と他者の存在効果の交互作用も検出されなかった(jl==2.57,dか1/69,戸.11)｡

しかしながら､個々の要因の分散分析結果をみると,達成動機の要因について

は､低達成動機>高達成動機であり(F=5.15,dか1/69,ρ<.05)､成功を能力

に帰属する高達成動機群で少なくなるという原因帰属理論からの予測を支持し

ている｡他者の存在要因については､単独群>観察者群となっており0=3.12,
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課題遂行の

促進･抑制

Fig.3-3達成動機と観察者が課題遂行におよぼす影響過程

dか1/69,ρ<.10)､動因理論からの予測の妥当性を示唆している｡このことは､

他者の存在は帰属の傾向を強め､課題遂行に影響するとする安藤ら(1982)の

考え方(Fig.3-3の(1)の矢印)が確証されなかったことを意味する｡それ故､

48



達成動機の高低による成功経験の帰属の仕方が次の遂行に及ぽす効果と､他者

の存在が課題遂行に及ぽす効果(Fig.3-3の(2)の矢印)とは､別々のメカニ

ズムに基づく可能性があると解釈される｡

第2節　公的自己意識特性要因による検討

　[問　題]

　Zajonc(1965)が社会的促進を“見物者や共行動者の存在は､個人の一般的

覚醒水準ないしは動因水準を高めることによって優勢反応の生起率を増大させ

る｡その結果､単純な課題やよく学習された課題を遂行する場合のパフオーマ

ンスは促進され､複雑な課題や未学習の課題を遂行する場合のパフオーマンス

は抑制される"というHu11-Spenceの動因理論的枠組みから説明を試みて以

来､社会的促進に関してはさまざまな視点からの研究が行われている(末永･

安藤･大島,1981)｡それでも動因理論の優位性は変わらないとする主張もあ

るが(Geen&Gange,1977　;　Bond　&Titus,1983)､社会心理学の中で｢自己｣

や｢帰属｣に対する関心が高まるにつれ､他者の存在が個人の認知過程に与え

る影響を重視する研究も数多くみられる(Wegner&Giulian0,1980　;　安藤･渡

辺,1982)｡

　素朴に考えても､他者が存在することによって引き起こされる自覚状態(se-

1f-awareness)には個人差がある｡この個人特微について､Fenigstein,Sch-

eier,&Buss(1975)は､自己意識という概念を用いて尺度化している(self

-consciousness　scale)｡この尺度は3因子から成り､第1因子は自分の内面

的側面に注意を向けやすい私的自己意識､第2因子は､社会的存在としての自

分の外的側面に注意を向けやすい公的自己意識､第3因子は社会的不安である｡

49



そして､公的自己意識の高い人は､他者からの評価的フィードバックに敏感で

あることを明らかにしている(Fenigstein,1979)｡　自己意識特性の概念は､

もともとDuval&Wicklund(1972)が提唱した自己客体視理論の流れから生

まれたものである｡この理論では､他者の存在は課題遂行者の自己客体視状態

を高め､現実水準と理想水準のズレを意識させ､自己評価を低める作用のある

ことを仮定している｡　したがって､課題遂行者は､その不快な状態を克服する

か､あるいは回避するかの動機を強めることになる｡こうした枠組みの中で､

自己意識特性と社会的促進の関係を扱った研究に押見(1984)がある｡この研

究では次のような仮説が立てられた｡すなわち､公的自己意識の高い群は他人

から見られている自己に注意を向けやすいので､共行動者の影響を強く受け､

共行動者を上回る成績を上げようと努力する｡そのため､他者の能力が自分と

同程度の条件では単独条件よりも遂行を促進させるが､他者の能力が自分より

優れている条件では､有能な競争者によって動揺するため､遂行を促進させな

い｡対照的に､私的自己意識の高い群では､共行動者の影響が弱く､条件間の

差は生じないというものである｡結果は､状況要因(単独VS.共行動)の主効

果のみが有意となり､必ずしも仮説を全面的に支持するものではないが､大枠

として､印象管理欲求の強いと考えられる公的自己意識の高い群では､相手よ

り良い成績をあげようとして促進現象が生起したと解釈されている｡　また､

Carver&Scheier(1981)は､自己客体視理論を情報処理的な立場から再構成

している｡彼らの制御理論(contro1-theory)によれば､観察者の存在が課題

遂行に与える影響は､遂行者の期待に依存する｡遂行者が結果にポジティプな

期待をもつ(自己の理想水準への到達可能性が大と判断される)場合には､遂

行水準は上昇するが､ネガティブな期待をもった場合には下降する｡こうした

期待の形成が､遂行者の原因帰属と関連することを実証しようとしたのが､前

節で紹介した安藤･渡辺(1982)の研究である｡
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　本研究は上記の観点を踏まえ､観察者の有･無条件において､公的自己意識

の高･低が､失敗経験を与えることによって､先行試行の原因帰属や次試行の

課題遂行にどのような影響を及ぼすかを検討する｡実験の目的は三つある｡第

1の目的は､共行動者よりも評価的な観察者の存在により､押見(1984)の研

究と同じように､公的自己意識の高い群の方が､直接課題遂行を促進させるか

どうかである｡第2の目的は､失敗経験をした時､自己の外的側面に対する注

意の向け方が異なる公的自己意識の高い群と低い群では､観察者が存在するこ

とによって､原因帰属の仕方に差異がみられるかどうかである｡第3の目的は､

原因帰属の仕方が異なれば､それによって引き起こされる期待の違いが､課題

遂行にどのくらい効果を及ぽすかである｡これらの概要はFig.3-5(考察の項

参照)に示される｡

　なお､本研究の実験デザインは､公的自己意識高･観察者有り(以下HP群)､

公的自己意識高･観察者無し(HA群)､公的自己意識低･観察者有り(LP

群)､公的自己意識低､観察者無し(LA群)の4条件群である｡従属変数は､

失敗経験を与えられた後の原因帰属と課題遂行である｡ところが､この二つの

指標に関しては､自己評価の高揚や防衛を重視する自尊理論の立場と認知間の

一貫性を重視する認知的斉合性理論の立場からは､相反する予測が導かれてし

まう｡したがって､本研突は､両理論からの予測の妥当性を比較するとともに､

上記の三つの目的を検討する｡

　前提条件

　観察者の存在によって自己客体視状態は高められ､失敗経験を与えられるこ

とによって､自己評価は余計に低められる｡その程度は､公的自己意識の高い

人の方が著しくなる｡それ故､HP>LP>HA≧LA条件群の順に自己評価

は低められている｡この場合､HA群とLA群では､観察者が存在しなければ

変わらないことも考えられるが､完全な匿名性が保証されない限り失敗経験を
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与えることによって自己評価が低められる可能性は､公的自己意識の高い人の

方が大きいと考えられる｡以下の予測は､この自己評価の順序性が前提となる｡

　原因帰属に関する予測

　1.統制の所在の次元:自尊理論では､自己評価が高められる方向で原因帰属

がなされることが仮定される｡　したがって､自己客体視の状態が高められるほ

ど失敗の原因を外的な要因に帰属させる傾向が強<なる｡それ故､HP>LP

>HA≧LA条件群の順に外的な要因に帰属させやすい｡これに対し認知的斉

合性理論では､自己評価に合致する方向で原因帰属がなされると仮定されるの

で､自己客体視が高められた状態では､失敗の原因を内的な要因に帰属させる

傾向が強<なる｡それ故､HP>LP>HA≧LA条件群の順に内的要因に帰

属させやすい｡

　2.安定性の次元:自尊理論では､自己評価が低められているほど不安定要因

に帰属させる必要があり､HP>LP>HA≧LA条件群の順に不安定要因ヘ

の帰属が行われやすい｡一方､認知的斉合性理論では､自己評価が低められて

いれば､失敗を予想に合致する結果としてHP>LP>HA≧LA条件群の順

に安定要因への帰属が行われやすい｡

　3.次元の組み合わせによる4要因:自尊理論では､能力(内的･安定)への

帰属はLA≧HA>LP>HA条件群､運(外的･不安定)への帰属はHP>

LP>HA≧LA条件群の順序性が予測される｡逆に認知的斉合性理論からは､

能カヘの帰属はHP>LP>HA≧LA条件群､運への帰属はLA≧HA>L

P>HP条件群の順序性が予測される｡努力(内的･不安定)と課題の困難さ

　(外的･安定)については､両次元の効果が相殺され､どちらの理論からも順

序性が特定できない｡

　課題遂行に関する予測

　自尊理論の立場からは､失敗の原因を外的要因に帰属させれば情緒的反応は
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比較的軽く､行動の乱れも少ない｡そして､現実水準と理想水準との間の不一

致を縮小しようとするため､自己客体視が高められた状態ほど遂行を促進させ

る傾向が強い｡それ故､HP>LP>HA≧LA条件群の順に遂行の増加が予

測される｡認知的斉合性理論の立場からは､失敗の原因を内的要因に帰属させ

るほど情緒的反応や行動の乱れが拡大され､失敗後の成功へのポジティブな期

待は､安定要因に帰属させるほど低くなる｡　したがって､自己客体視状態が高

められるほど遂行は抑制されやすくなり､LA≧HA>LP>HP条件群の順

に遂行の増加が予測される｡

[方　法]

　被験者　M大学教養心理学受講生162名に対して､菅原(1984)が作成した

自己意識尺度を実施した｡このうち公的自己意識を測定する11項目の合計得点

が､男女それぞれ上位､下位4分の1以内に該当するH群(男18名､女20名)

とL群(男17名､女21名)を抽出し､半数ずつをランダムに観察者有り条件と

観察者無し条件に割り当てた｡

　実験者　筆者が自己意識尺度を実施した際に､大学4年生男子が予約票(実

験参加への可能な時間帯を記人させ､実験室の案内図と決定日･時を通知でき

る)を持って来室し､実験依頼を行った｡抽出された被験者に対しては､毎週

の講義時に､筆者が予約票を手渡した｡

　実験課題　すさんうラさんすうのようなひらがな4文字のアナグラム課題｡

この課題は､大部分の被験者にとって初めて本格的に行うものであるため､失

敗の操作が可能なことや､実際の成績がいくつかの要因に左右されうると被験

者に認知されやすいことから選択した｡事前調査の結果､大学生は平均して1

分間に20問程度遂行するので､1枚44問の用紙を練習試行用としてフェースシ

53



-トを含む3枚綴り､本試行用として5枚綴りの冊子を用意した｡

　原因の帰属　能力､努力､課題の困難さ､運の4要因を取り上げ､自分の遂

行成績の原因として､それぞれの要因がどの程度影響したと思うかを､4要因

の尺度値の合計が10になるように整数で評定させた｡

　実験手続き　1.被験者が来室したら､実験者は直観的な単語の構成力につい

て大学生のデータを集めることが研究の目的である旨を伝え､フェースシート

に記載されている例題を使って課題の説明を行う｡そして､これまでに採取し

たデータの平均は､1分間に20問程度であることを知らせ､練習試行での目標

値を喚起させる｡

　2.練習試行として､課題を3分間遂行させる｡ただし､この試行では共通の

失敗経験を与えるため､実際には各被験者とも50問ほどできたところで｢止め｣

の合図をし､実際に要した時間を記録する｡観察者無し条件では､ページをめ

くる音(44問)を手掛かりにするため多少の変動はあった｡

　3.原因帰属についての回答の仕方を説明し､十分に理解されていることを確

認した後､評定してもらう｡

　4.本試行として､課題を5分間遂行させる｡なお､観察者有り条件では､被

験者人室後､実験者は常に机を隔てて約1　1　0　c　m　のところに着席し､観察してい

るが､観察者無し条件では､教示や説明のとき以外は準備のためとして､実験

者は被験者の右前方にある大きな木製衝立の後に位置する｡所要時間は約15分

であった｡

　5.最後に､実験事態については口外しないよう依頼する｡実験全体の趣旨説

明は､全員終了後､講義の一環として実施した｡

54



　[結　果]

　原因帰属に関する予測

　各条件群における二つの次元と4要因への帰属得点の平均値と標準偏差は､

Table　3-1　に示される｡統制の所在の次元の内的要因は能力と努力､外的要因

は課題の困難さと運の得点を加算したものである｡同じく､安定性の次元の安

定要因は能力と課題の困難さ､不安定要因は努力と運の得点を加算したもので

ある｡ついでながら教示では､直観的な単語の構成力をみるための課題として

いたので､能力要因への帰属に偏るのではないかと考えられたが､得点分布を

見る限り､その懸念は払拭された｡

　1.統制の所在の次元:内的要因への帰属は､HP>HA>LP>LA条件群

の順になっており､自尊理論からの予測よりも認知的斉合性理論からの予測に

近い結果となっている｡分散分析の結果は､公的自己意識の主効果のみがみら

れ(F=4.63,が=1/72,ρ<.05)､公的自己意識の高い群の方が､内的要因

に帰属しやすい｡

Table　3-1　各条件群の原因帰属得点の平均値と標準偏差

　　　　　　条件群

因帰属

HP群n=19

均　SD

LP群n=19

均　SD

HA群n=19

均　SD

LA群n=19

均　SD

統制の所在 内的

的

6.26　1.33

3.73　1.33

5.57　1.09

.42　1.09

6.00　1.41

.00　1.41

5.21　1.85

.78　1.85

安定性 安定

安定

5.84　1.34

.15　1.34

5.63　1.22

.36　1.22

6.68　1.59

3.31　1.59

5.31　1.41

.68　1.41

4要因

能力

力

の困勣

運

3.84　1.66

2.42　1.22

2.00　1.12

.73　1.01

3.14　1.36

2.43　0.89

2.49　0.83

.92　1.05

4.21　1.54

.78　1.10

.47　1.27

.52　1.60

3.00　1.55

2.21　1.19

2.31　1.21

2.47　1.72

*内的VS.外的､安定VS.不安定の得点は､それぞれが10に対する補数の関係になっており､分散

分折の結果は同じである｡
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2.安定性の次元

一
● 安定性要因への帰属は､HA>HP>LP>LA条件群の

順であり､両理論の予測とも合致しない｡分散分析の結果は､やはり公的自己

意識の主効果のみがみられ(F=5.65,が=1/72,p<.05)

高い群の方が安定要因に帰属しやすい｡

3.次元の組合わせによる4要因

公的自己意識の

能力はHA>HP>LP>LA,運はLA

一
-

>LP>HP>HA条件群の順となっている｡分散分析の結果は､能力要因で

公的自己意識の主効果のみがみられ(F=6.96,が=1/72,ρ<.01)､公的自

己意識の高い群の方が能力(内的･安定)要因に帰属しやすい｡また､運の要

因でも公的自己意識の主効果に有意な傾向がみられ(F=2.98,が=1/72,ρ

<.10)､公的自己意識の低い群の方が運(外的･不安定)要因に帰属しやす

い｡しかも､努力や課題の困難さの要因には公的自己意識や観察者の主効果お

よび交互作用効果も検出されなかった｡

　原因帰属に関する結果を見る限りでは､自尊理論の立場からの予測の妥当性

は低い｡一方､認知的斉合性理論の立場からの予測の妥当性に関しては､HA

群が結果の解釈を困難にしている｡すなわち､公的自己意識の高･低は観察者

有りの条件で自己客体視状態に大きな差異を生じさせることが仮定されていた｡

ところが､公的自己意識の高い被験者は､本研究の観察者無し条件を完全に匿

名性が保証されている事態と認知せず､失敗経験をすることによって観察者有

り条件の被験者と同じように自己客体視状態を高め､低められた自己評価に合

致する帰属(内的･安定)を行っていたと解釈すれば､認知的斉合性理論から

の予測を支持しているといえよう｡こうした解釈は､二つの次元と二つの要因

に対する帰属得点の分散分析結果で､公的自己意識の主効果のみがみられ､観

察者の主効果や交互作用効果が全く検出されなかったことから､かなりの妥当

性をもつと考えられる｡
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課題遂行に関する予測

練習試行における遂行量をPI その遂行に要した時間をT1(秒)

(300秒)における遂行量をP2とすると､増加量(I)

本試行

P2-300PI/TIで
一

一

算出される｡　Fig.3-4は､各条件群ごとの平均増加量をグラフにしたもので

ある｡　LA>HA>LP>HP条件群の順に遂行量の増加がみられ､認知的斉

合性理論からの予測と一致しているが､分散分析の結果は､公的自己意識や観

察者の主効果､交互作用効果のいずれについても統計的な有意性は認められな

かった｡
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増　　6

加　　5

遂
　
行
　
数

量

n
j
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g
　
　
1
　
　
0
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1
　
　
1
　
　
1
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1

0

HP LP HA LA

Fig.3-4条件別の増加量の平均値
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[考　察]

　本研究はこれまでのところで､従属変数である原因帰属と課題遂行について､

自尊理論と認知的斉合性理論から導かれる異なった予測の妥当性を比較してき

た｡しかしながら､社会的促進現象に関する理論的なレベルの問題として､Fig.

3-5に示される(1)から(3)の矢印についての検討をも目的としているので､こ

の点についての考察を進めたい｡まず､(1)の矢印は､観察者が存在すること

により､公的自己意識の高い被験者の方が自己客体視状態が高まり､それが直

接課題遂行の促進に繋がるかどうかである｡　Fig.3-4およびその分散分析結

果からは､公的自己意識の主効果は全くみられない(F<1)｡押見(1984)

の原データでも､公的自己意識が高く私的自己意識の低い群と公的自己意識が

低く私的自己意識の高い群の間に差異は認められず､単独条件と共行動条件の

状況要因のみに主効果がみられている｡　したがって､自己客体視理論から導か

れる“公的自己意識の高い被験者は､他人から見られている自己に注意を向け

やすいので､観察者の影響を強く受け､課題遂行の促進に繋がる"という考え

方は､必ずしも実証されたとはいえない｡

公的自己意識の高･低

(失敗経験)

(2)

(1)

観察者の有･無

原因帰属

遂行期待 (3)

(4)

課題遂行の

促進･抑制

Fig.3-5公的自己意識と観察者が原因帰属および課題遂行におよぼす影響過程

　次に(2)の矢印は､失敗経験をした時､公的自己意識の高い群と低い群では､

観察者が存在することによって､原因帰属の仕方に差異がみられるかどうかで
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ある｡各条件群の自己評価に関する前提条件から､統制の所在の次元と安定性

の次元､その組合わせである能力､運の2要因について自尊理論的立場と認知

的斉合性理論の立場から異なった予測が立てられた｡　Table3-1　およびその分

散分析結果からは､観察者の主効果や交互作用効果が存在しないのに対し､公

的自己意識の主効果は､二つの次元と二つの要因すべてに認められ､公的自己

意識の高い被験者の方が､低められた自己評価に合致しやすい内的および安定

した帰属を行いやすいとする認知的斉合性理論の立場が支持された｡換言すれ

ば､他者からのフィードバックに敏感な公的自己意識の高い被験者は､自分の

失敗経験を内的および安定した要因に帰属することによって､他者(実験者)

に対する印象を管理しているとも考えられる｡この場合､公的自己意識の高い

被験者は､観察者が存在していなくても､実験終了後の実験者の回答の検閲を

意識していたと推測される｡このことは(1)の矢印の結果とも密接な関連をも

つかもしれない｡すなわち､公的自己意識の高い群の印象管理欲求は､原因帰

属に反映されることによって低減され､遂行の増加に結びつかなかったとも解

釈できる｡

　第(3)の矢印は､異なった原因帰属によって引き起こされる期待の違いが､

課題遂行にどの程度影響をもつのかである｡安藤ら(1982)によれば､内的で

安定した能力要因に失敗の原因を帰属すれば､次の試行に対しては､ネガティ

プな期待が抱かれることになり､遂行の増加量は減少するはずである｡　しかし

ながら､本研究で能力要因に最も強く帰属しているHA群は､Fig.3-4に示

されるように遂行の増加量が2番目に多く､逆の結果を示している｡また､内

的で不安定な努力要因に帰属した場合にはポジティプな期待が抱かれ､遂行の

増加量は増大するはずであるが､努力要因へ10%水準で有意に強く帰属する傾

向のある観察者有り条件(HP群十LP群)は観察者無し条件(HA群十LA

群)と比較して､そうした傾向はみられない｡　したがって､(3)の矢印は検証
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されなかったといえる｡この理由としては､安藤ら(1982)の研究が教示によ

って特定の要因だけへ帰属させているのに対し､本研究が4つの要因への相対

的帰属を求めているので､遂行期待が明確化されなかったとも考えられる｡

　このように考えてくると､本研突の実験事態における課題遂行の促進や抑制

は､自己客体視理論の枠組みによる公的自己意識の高･低や原因帰属の違いに

よる期待の差異では説明が難しい｡それ故､第4の矢印の可能性を指摘したい｡

確かに､Fig.3-4の課題遂行の増加量の分散分析結果では､観察者の主効果

は統計的に有意ではなかったが(タ<.20)､観察者が存在するHP群やLP群

で増加量が相対的に抑制されていることは､本研究の課題が難課題であったこ

とと考え合わせると動因理論的メカニズムの説明も否定し難い｡つまり､公的

自己意識の影響は原因帰属に､観察者の存在は直接課題遂行(動因理論的に考

えれば抑制効果)に､それぞれ独立した効果を及ぼしている可能性が指摘でき

る｡
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第4章　注意のコンフリクト仮説の検討

第1節

[問 題]

対人距離要因による検討

　個人の課題遂行が､観察者や共行動者の存在によって促進されたり､抑制さ

れたりする現象を､動因理論の立場から理論化したのはZajonc(1965)であ

った｡一方､Ha11(1966)の研突に端を発した対人距離(interpersonal　dis-
.
肘n面ぐ度密はで域領究研のOEh
｣ ty) 混雑(crowding) 個人空間(

personal　space)といった空間要因が､個人の課題遂行にどのような影響をも

たらすかに関心を持つ研究者も現れた｡まず､　Freedman,Klevansky,&

Ehrlich(1971)は､グループの人数や部屋の大きさを変化させ､密度の高い

状況では､Zajonc(1965)の共行動効果が顕著になることを実証しようとした｡

しかし､単純課題で促進､複雑課題では抑制されるという結果を示すことはで

きなかった｡その後､被験者がお互いにモニターできるような状況にあれば､

グループの人数が増えるにつれ､複雑な運動技能課題の遂行量は減少すること

が明らかにされた(Martens&Landers,1972)｡さらに､ Paulus, Annis,

Seta,Schkade,&Matthews(1976)は､混雑がネガティブな心理的効果を作り

出すことを主張し､グループの人数､部屋の大きさ､対人距離の3要因を組み

合わせた実験を行ない､グループの人数が多い条件で迷路学習課題(2選択肢

･12箇所)のエラー数が多くなることを見出した｡部屋の大きさや対人距離に

ついても､それぞれ独立に操作した二つの追加実験で同様の効果を見出した｡

すなわち､混雑した状況は､従来､単純課題と考えられていた課題遂行をも抑

制することを明らかにしたといえる｡
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　わが国では､渋谷(1976)が､個人の課題遂行に対して作用する社会的な空

間配置の影響力を検討している｡実験では､被験者が2人のサクラと向かい合

って間にはさまれる正面条件と､並列して間にはさまれる並列条件が設定され､

被験者とサクラが既知か未知かの条件も導入された｡課題はテープに吹き込ま

れた1桁数字の分類である｡結果は､正面条件と並列条件に差異はなく､単独

で遂行するコントロール条件で最も成績が良く､既知であることや個人空間内

に他者が存在することは､個人の課題遂行を妨害していると結論づけられた｡

これに対し､小西(1984)は､正面条件と並列条件に違いを見出せなかった渋

谷の研究は､空間的要因の効果を明らかにした研究とはいえないとして二つの

実験を行なった｡実験Iでは､共行動者間の対人距離として近接､遠隔､およ

び単独の3条件を設定し､課題は渋谷と類似のものを使用したが､結局､単独

条件の方が他の2条件より遂行成績が優れていることしか見出せなかった｡実

験IIでは､共行動者の空間配置として対面､並列､背面の3条件を設定し､2

種類のジグソーパズル(難一易課題)を完成させた｡遂行に要した所要時間は､

3条件間で有意な差はなく､わずかに難課題で､対面条件の方が並列条件より

時間がかかるという傾向差を認めたのみであった｡この他､吉川･針塚(1989)

は､実験者と被験者の間の物理的距離と注視の有無を要因とした観察者効果を

調べようとした｡近接注視有り条件､近接注視無し条件､遠隔注視無し条件の

3条件を設定し､課題としては､内田･クレペリンテストが使用された｡平均

作業量を指標とすると､実験者が被験者を注視しない状態では､2者間の対人

距離の短い方が作業成績が良いという結果が得られた｡その理由としては､実

験者と被験者が離れていることにより､被験者の不安が高められたという考察

がなされている｡

　上述した研究のいくつかは興味深いテーマを扱ってはいるが､基本的には､

個人空間内へ他者が侵人すると､課題遂行にはネガティブな効果が現れること
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を仮定している｡そして､Zajonc(1965)の社会的促進に関する考え方は､そ

うした効果が生起する理論的な根拠を保証するために引用されているだけであ

る｡というのは､高密度や近接が､なぜ個人の動機づけを高めるのかを説明し

ている研究もなければ､動因理論の検証なのに課題の難易度に言及していない

研究もある｡こうした問題を考えるには､Zajoncのオリジナルな仮説やCott-

re11(1972)の評価懸念説より､同じ動因理論の考え方でも､他者との対人距

離が､妨害子(distracter)として働くインパクトの大きさを説明できる注意

のコンフリクト仮説(Sanders,1981)が有効であると考えられる｡

　注意のコンフリクト仮説の骨子は､次のようなものである｡すなわち､他者

の存在は遂行者の注意を拡散させる妨害子として機能するが､遂行者は同時に

注意を課題へ集中させようと努力するので､2つの注意反応の間にコンフリク

トが生起し､それが動因水準を上昇させる｡その結果､単純課題では､動因水

準の上昇による正反応の増大が注意の拡散による妨害効果を上回りやすいので､

遂行量は促進される｡　しかし､複雑課題では､動因水準の上昇による誤反応の

増大と注意の拡散による妨害効果のため､遂行量は抑制されるというものであ

る｡　Sanders　とその共同研究者たちは､この仮説を検証するためにいくつかの

実験を行なった(第1章第4節参照)｡

　ところで､Baron(1986)が指摘しているように､遂行者にとって他者が存

在することは､注意のコンフリクトを生起させるための+分条件ではない｡観

察者や共行動者が妨害子として機能するためには､遂行者の注意を引きつけ拡

散させなければならない｡　しかし逆に､注意の拡散による妨害効果が注意のコ

ンフリクトによる動因の上昇効果を著しく上回った場合には､単純課題でも遂

行の促進は起きないことが推論される｡実際に､Sanders&Baron(1975)の

実験でも､40秒間のセッションに8回のシグナル音で正面の文字剌激を注視さ

せられる条件では2回の条件よりも､単純課題における遂行の増加量は減少し
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ている｡言い換えれば､促進効果が生じるには､適度に機能する妨害子が必要

であるといえる｡

　この考え方を､対人距離と課題遂行との関係に適用すれば､Ha11(1966)の

個体距離に相当する近接条件では､注意の拡散による妨害効果が注意のコンフ

リクトによる動因の上昇効果を上回ることが予測される｡また､公衆距離に相

当する遠隔条件では､他者が妨害子として機能しないので､注意のコンフリク

トは生起しないことが予測される｡そして､個体距離と社会距離の間の境界

　(支配の限界)条件に他者が存在する時が､最も適度な妨害子として機能し､

社会的促進効果が生じやすいことが予測される｡本研究は､このような観点か

ら､対人距離が課題遂行に及ぼす影響を扱った研究に､注意のコンフリクト仮

説による理論的枠組みを提示することを目的とする｡このことは同時に､社会

的促進研究における注意のコンフリクト仮説の妥当性を検証することでもある｡

そのために､実験Iでは観察者効果､実験IIでは共行動効果をそれぞれ吟味す

る｡

[実験|]

<目的と仮説>

　評価的な観察者が､個人空間内の境界上(160cm)および接近し過ぎ(80cm)､

離れ過ぎ(400cm)に存在した時､遂行者の課題遂行にどのような影響を与える

かを検討する｡仮説は次のとおりである｡単純課題での遂行量は､境界条件>

遠隔条件>近接条件となり､複雑課題での遂行量は､遠隔条件>境界条件>近

接条件となるであろう｡

<方法>

　被験者　M大学教養心理学受講の女子学生62名のうち､練習試行時に複雑課
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題のやり方を誤って理解していた3名､実験意図の察知のチェックで実験全体

に漠然とした疑いを持っていることがわかった2名の合計5名を除いた57名を

有効被験者とした｡これを､ランダムに3条件に割り当てた｡なお､実験者は

大学4年生女子が担当した｡

　課題　Fig.4-1に示されるような符号置き換え検査｡ただし､WISC知能

検査などでは､与えられた数字に対応した符号を記人させるが､本実験では符

号を与え､それに対応する数字を記入させる方法を用いた｡また､複雑課題で

は､符号に与えた数字をそのまま記入させるのではなく､課題の符号を180度

回転させた時の符号に対応する数字を記入させる方法を用いた｡

[ロ回匹P][ツ]
単純課題

匹T][][口目]
復雑課題

原
日
　
　
囚
…
】

回
』
　
匝
』

回
日
　
国
日

Fig.4-1本研究で用いた課題

　実験手続き　1.事前に配付した個人別の予約票を持って被験者が来室したら､

｢これから小学生用と高校･大学生用の2種類の新しい知能検査に使われる問

題を行なってもらいますが､今回はあなた自身の知能を調べるのが目的ではな

く､新しいやり方で大勢の人からデータを集めることが目的です｣と告げる｡

そして､課題のやり方について説明する｡　とくに､複雑課題については180度

回転した場合の置き換えであることを強調する｡
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　2.単純課題から先に実施する場合は､練習試行を1分間行なった後､本試行‘

を3分間行なう｡　1分間の休憩をとり､複雑課題を同様に繰り返す｡両課題の

実施順序は3条件内でカウンター･バランスした｡

　3.練習試行の時は､実験者は被験者から見て実験室(4.5mx6mのスペース)

の最後方(約5m離れて)に座る｡そして､本試行の時は､それぞれの条件ご

とに設置してある机(Fig.4-2)の位置に着席して観察する｡

近接条件

境界条件

遠隔条件

仁⊃｡
　80cm

S

S

160cm

E

Fig.4-2実験Iの各条件における被験者･実験者の配置図

E

　4.両課題終了後､(1)｢実験者が気になりましたか｣､(2)｢課題に集中でき

ましたか｣､(3)｢緊張しましたか｣の3項目について5点尺度で記入しても

らい､各条件で観察者が妨害子として機能している程度を査定する｡

　5.最後に､実験の意図の察知をチェックし､実験事態については､データの

歪みを防ぐため口外しないよう依頼する｡所要時間は約15分であった｡被験者

に対する実験全体の事後の趣旨説明は､全員が実験を終えた後､講義の一環と

して実施した｡

<結果と考察>

　条件操作の妥当性　Table　4-1　は､被験者が課題遂行後に回答した3項目の

平均値と標準偏差を条件別に示したものである｡項目(1)｢実験者が気になり
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ましたか｣において､近接条件>境界条件>遠隔条件の順に妨害得点が高くな

っているが(F=3.09,が=2/54,ρ<.05)､他の2項目では､3条件の間に

有意な差はみられなかった｡妨害子としての実験者の存在を最も直接的に問う

項目(1)で､対人距離の順番に従って意図どおりの結果がみられたことは､条

件操作がほぼ適切であったことを保証するものといえよう｡

Table　4-1　実験Iにおける条件別の各項目得点の平均値

　　　　　　　　　　条　件

　目

近接　　　　　境界　　　　　遠隔

=19　　　　　　n=19　　　　　　n=19

実験者が気になりましたか

題に集中できましたか

張しましたか

2.47(1.14)　2.16(1.09)　　1.63(0.81)

.95(0.69)　2.63(0.81)　2.89(0.64)

.84(1.09)　3.00(1.12)　2.74(1.07)

( )内は標準偏差を示す

　遂行の増加量　Fig.4-3は､正答数の増加量(本試行3分間の正答数から練

習試行の1分間の正答数の3倍を減じたもの)の平均を各条件ごとに示したも

のである｡単純課題では､統計的な有意差はみられないものの(F=1.43,が

=2/54,ρ<.25)､境界条件>近接条件>遠隔条件の順となっており､仮説と

は近接条件と遠隔条件が逆になっている｡このことは､近接条件においても境

界条件と同じように､注意のコンフリクトによる動因の上昇効果が優位である

ことを示唆している｡すなわち､課題が非常に単純であったため､妨害子とし

ての観察者が遂行者の注意を拡散させる妨害効果を､動因の上昇効果が上回っ

た可能性が考えられる｡次に複雑課題では､遠隔条件>境界条件>近接条件の

順となっており(F=2.45,が=2/54,ρ<.10)､仮説を支持する傾向を示し
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2
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近接条件

33.68

境界条件

`-----●　単純課題

[3----一ロ　複雑課題

24.05

遠隔条件

Fig.4-3実験Iにおける条件別の遂行数の増加量

ている｡つまり､課題が複雑なため､妨害子としての観察者の存在は､近接条

件での課題への注意を著しく拡散して課題遂行を妨げるだけでなく､境界条件

においても､コンフリクト生起による動因の上昇効果が課題遂行に対して幾分

抑制的に作用していると解釈される｡
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　[実験日]

<目的と仮説>

　共行動場面における遂行者間の対人距離が､課題遂行に及ぽす効果の検討を

目的とする｡　しかしながら､共行動場面では､Sanders　et　a1.　(1978)が､共

行動者に対する社会的比較プレッシヤーこそが妨害子として機能する主要な要

因であると主張している｡それ故､本研究は課題遂行場面における共行動者間

の対人距離要因(近接･境界･遠隔)の3水準と社会的比較要因(有･無)の

2水準を組み合わせた6条件を設定し､以下の仮説を検証する｡単純課題での

課題遂行量は､境界条件>遠隔条件>近接条件となるであろう｡そして､境界

条件における促進効果､近接条件における抑制効果は､社会的比較がある場合

により顕著に現れるであろう｡複雑課題での課題遂行量は､遠隔条件>境界条

件>近接条件の順になり､境界条件や近接条件では､社会的比較がある場合に

妨害効果は大きいであろう｡

<方法>

　被験者　M大学教育学部　1･2年生126名｡実験計圃では､6条件に同性の12

ペア(男女半数ずつ)合計144名を予定していたが､実験参加日時の都合で同

性の相手とペアにできなかったり､ペアの片方が予定時刻に来なかったりした

場合､延べ18名のサクラ(被験者と同性の1･2年生)を使用した｡サクラは

特定の条件に偏ってはいないし(6条件にそれぞれ2-4名)､サクラと組ん

だ被験者のデータが条件内の平均値から大きく逸脱する歪みもなかった｡ペア

の組み合せについては､極端な組み合せの影響を避けるため､非常によく知っ

ている相手(専攻や所属クラプが同一)や全く未知の相手を作らず､講義等で

顔を合わせる程度の関係に統一するようにした｡なお､実験者は大学4年生女

子が担当した｡
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課題 実験Iに準じた符号置き換え検査｡ただし､複雑課題に関しては､実

験Iでは180度回転させた時の符号に対応する数字を記入させたが､実験IIで

は､そのままの符号に対応する数字を記入させた｡その理由は､共行動者の遂

行の速さをお互いのページをめくる音で意識させ､社会的比較の影響を強めよ

うとしたため､遂行者がある程度課題数をこなす必要があったからである｡

　実験手続き　1.事前に配付した予約票を持って被験者が2人来室したら｢こ

れから知能検査に使われている2種類の問題をやってもらいます｡今回は新し

いやり方が､これまでのものと比べて結果にどう影響するかを調べるため､多

くの人からデータを集めることが目的です｡個人個人の知能を測ることが目的

ではありません｣と告げる｡次に課題のやり方について説明する｡単純課題､

複雑課題とも見本を見せながら､｢上の符号を見て､同じ符号と対応した数字

を下の空欄に書き込んでいってください｡横に飛ばさずにやっていって､1枚

終わったら次のページに進んでください｣と教示する｡

　2.練習試行の時は､各条件とも被験者は実験室の前方と後方に分かれ､背を

向け合う形で着席してもらい､実験者は室外に出て計時する｡実験者の｢始め

てください｣の合図で､あらかじめ机上に伏せてある課題を表に向けてやり始

める｡課題は､単純課題､複雑課題の順で1分間ずつ行なう｡そして､本試行

の時には｢それでは､これから本番に移りますので席を移動してください｣と

指示し､対人距離の条件ごとにFig.4-4の位置に着席させる｡ここで､社会

的比較が可能な同一課題を遂行してもらう条件では｢先ほどと同じように､2

人とも最初にやってもらった方の課題から始めてもらいます｣と言って､課題

を見せながら被験者の前にそれぞれ裏を向けて置く｡一方､異なった課題を遂

行してもらう条件の時は､｢それでは､本番は､OOさんには初めにやっても

らった方から､OOさんには後でやってもらった方からやってもらいます｣と

言って実施する｡実験者は室外に出て計時し､両課題とも4分間ずつ行なう｡
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近接条件

境界条件

遠隔条件

S
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ト80cm
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H
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160cm

S

350cm

Fig.4-4実験IIの各条件における被験者の配置図

S:被験者

S

　3.両課題終了後､(1)｢相手の人が気になりましたか｣､(2)｢課題に集中で

きましたか｣､(3)｢緊張しましたか｣の3項目について5点尺度で記入して

もらい､各条件で､共行動者が妨害子として機能している程度を査定する｡

　4.最後に､被験者間の知り合いの程度を確認すると同時に､実験の意図の察

知をチェックし､実験事態については､データの歪みを防ぐために口外しない

よう依頼する｡所要時間は約15分であった｡実験全体の趣旨説明は､全貝終了

後､講義の一環として実施した｡

<結果と考察>

　条件操作の妥当性　Table　4-2　は､被験者が課題遂行後に回答した3項目の

平均値と標準偏差を各条件別に示したものであるo項目(1)｢相手のことが気に

なりましたか｣において､社会的比較要因で有意な差がみられ(F=7.95,が
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=1/120,ρ<.01)､同一課題を遂行している時の方が妨害子として機能して

いることがわかる｡対人距離要因に関しても有意な傾向が認められ(F=2.47,

　が=2/120,ρ<.10)､境界条件>近接条件>遠隔条件の順で妨害されたと感

じる度合が高くなっている｡ライアン法による多重比較を行なったところ､意

図した順と逆になっている境界条件と近接条件に差はみられないが､境界条件

と遠隔条件に10%水準で有意な傾向がみられた｡他の2項目に関しては､対人

距離､社会的比較要因とも有意な差はみられなかった｡実験Iと同様､妨害子

としての共行動者の存在を最も直接的に問う項目(1)で､操作した二つの要因

に有意な差や傾向がみられているので､条件操作は一応適切であったと考えら

れる｡なお､本研究では､6条件の被験者は､男女がほぽ半数ずつで構成され

ているが､条件内での男女差は認められなかったので､男女を込みにしたデー

タとして扱っている｡また､知り合いの程度の確認では､あらかじめ意図した

範囲から外れた被験者はいなかった｡

Table　4-2　実験IIにおける条件別の各項目得点の平均値

　　　　　条　件

　目

近　接 境　界 遠　隔

比較有　比較無

=21　　n=21

比較有　比較無

=23　　n=21

比較有　比較無
=20　　n=20

相手の人が気に

なりましたか

題に集中

できましたか

張しましたか

3.62　　2.71

0.95)(1.20)

3.71　　4.05

1.03)(0.79)

2.00　　1.95

0.98)(1.00)

3.70　　3.43

1.00)(0.79)

3.83　　4.14

0.87)(0.89)

2.04　　2.10

1.27)(1.02)

　3.30　　2.80

1.27)(1.25)

4.05　　4.15

0.86)(0.85)

1.90　　2.21

1.09)(1.10)

( )内は標準偏差を示す｡
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←･　比較有(単純課題)

5---一心　比較無(単純課題)

●----●　比較有(複雑課題)

ロペ比較無(複雑課題)

Fig.4-5実験Hにおける条件別の遂行数の増加量
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　遂行の増加量　Fig.4-5は､正答数の増加量(本試行4分間の正答数から練

習試行の1分間の正答数の4倍を減じたもの)の平均を各条件別に示したもの

である｡単純課題では､仮説のような対人距離要因の主効果や社会的比較要因

との交互作用はみられず(いずれもF<1)､社会的比較要因の主効果だけに有
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意差が認められている(F=4.41,が=1/120,ρ<.05)｡　このことは､非常に

単純な課題を遂行する場合には､並列して課題を遂行する共行動者との距離は

関係なく､相手が同じ課題を遂行している(社会的比較が可能)ことが妨害子

として機能し､注意のコンフリクトを生起させることを意味している｡一方､

複雑課題では､社会的比較要因の主効果や対人距離要因との交互作用効果はみ

られず(いずれもF<1)､対人距離要因の主効果だけに有意な差が認められる

　(F=3.62,が=2/120,ρ<.05)｡　しかし､仮説で示されたような遠隔条件>

境界条件>近接条件といった順序性はみられず､境界条件で遂行の増加量が最

も多く､ライアン法による多重比較でも境界条件と遠隔条件との間に5%水準

で有意な差が検出された｡この理由として､設定された課題そのものが意図さ

れたような複雑課題として作用していなかった可能性がある｡実験Iのように

符号を180度回転させるという認知的熟考の手順があれば､課題に集中する努

力がより必要になったであろう｡ところが本研究では､共行動者の遂行の速さ

をページをめくる音で意識させ､社会的比較の影響を強めようとしたために､

認知的熟考の手順を省いた｡そのため､課題に対して集中しやすくなり､複雑

課題としての役割を果たしていなかったと考えられる｡換言すれば､境界条件

で遂行が最も促進されているということは､境界条件の共行動者がむしろ適度

な妨害子として機能したことを意味し､課題も複雑課題というより単純課題の

範鴫に属していると解釈できるであろう｡

[総合的考察]

　本研究の結果を整理すると､実験Iの単純課題では､統計的な有意差は認め

られないものの､遂行の増加量は境界条件≒近接条件>遠隔条件であることが

示された｡そして､複雑課題では､遠隔条件>境界条件>近接条件となる傾向
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がみられた｡一方､実験IIの単純課題では､対人距離要因は遂行の増加量とは

関係なく､社会的比較要因(同一課題の遂行)が遂行数の増加を引き起こして

いた｡　しかし､複雑課題では､社会的比較要因は遂行の増加量とは関係なく､

境界条件≒近接条件>遠隔条件の順に遂行数の増加がみられた｡

　上記の結果は､仮説を明確に支持したとは言い難い｡それ故､本研究に内包

される問題点を指摘しつつ､全体の結果を整合的に説明する必要があろう｡ま

ず､問題点の一つは､使用した課題の難易度である｡単純課題は､符号の辺数

がそのまま対応する数字になっているので､例示ともマッチングする必要がな

いくらい大学生には易しい課題であったと推測される｡難易のレベルを仮に10

段階とすれば､レベル1か2の水準の課題であった｡実験Iの複雑課題は､180

度回転させた符号をイメージし､それを類似した符号の中から選び出し､対応

する数字を記入するという認知的熟考が要求され､レベル8か9の難度であっ

たと考えられる｡ところが､実験IIの複雑課題は､課題数をこなしてページを

めくることによって社会的比較を意識化させようとしたため､180度回転させ

るという認知的熟考の手順を省いてしまった｡そのため､競合的な類似符号と

のマッチングとはいえ､大学生にとってはレベル4か5程度の難易度に過ぎな

かった可能性が強い｡これを確かめるために､大学生15名に対し､上記3種の

課題を3分間ずつ遂行させた後､10段階尺度(非常にやさしい一非常に難しい)

で課題の難易度を評定してもらう追加実験を行なったところ､平均値と標準偏

差は､それぞれ2.27(0.97)､5.13(1.88)､8.20(0.96)であり､ほぽ推

測通りの結果が得られた｡いま一つの問題点は､観察者と共行動者がもつ妨害

子としてのインパクトの違いである｡本研究は従来の対人距離の研究を参考に

して､近接､境界､遠隔の3条件を設定したが､実験室上の制約もあって､実

験Iと実験IIの対人距離が類似したものとなっている｡小西(1984)の研究で､

並列条件より対面条件の方が､難課題のパズル完成に多くの時間を要すること
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が明らかにされているように､他者が正面に位置する方がインパクトは強い｡

すなわち､同一距離条件ならば､正面に着席する観察者の方が並列して着席す

る共行動者より､妨害子としてのインパクトは強いと考えられる｡

　以上､遂行の増加量と関連する課題の難易度および対人距離要因がもつ妨害

子としてのインパクトの問題点について述べたが､これらを考慮して､再度､

本研究の結果の解釈を試みてみよう｡レベル1か2の単純課題を遂行する実験

IIの共行動者状況では､遂行者の課題遂行に余裕があり､共行動者が並列して

近接条件に存在しても妨害子としてのインパクトは弱く､注意のコンフリクト

を生起させる十分条件にはなりえない｡こうした状況ではむしろ､共行動者が

自分と比べてどのくらい遂行するかが気になり､それが注意のコンフリクトを

生起させ､動因の上昇効果が期待される｡事実､Sanders　et　a1.　(1978)の研

突でも､実験Iで社会的比較プレッシヤーの効果がみられたのは､本研究と同様､

単純課題のみであった｡ところが､同じレベルの単純課題を遂行する観察者状

況では､境界条件や近接条件で正面から観察する実験者の存在は､注意のコン

フリクトを生起させる妨害子として機能している｡また､レベル4か5程度の

課題を遂行する共行動者状況では､共行動者の遂行量を気にしているほどの余

裕はなく､共行動者との接近度が気になり､境界条件が最も適度な妨害子にな

ることが示されている｡さらに､レベル8か9の複雑課題を遂行する観察者状

況では､近接条件や境界条件の観察者は､注意のコンフリクトによる動因の上

昇効果を上回る妨害効果をもっているので､遠隔条件よりも遂行量の減少をも

たらしている｡

　ところで､本研究の結果を従来の空間要因研究の立場(Paulus　et　a1　.　,1976

など)から解釈できる可能性はあるのだろうか｡空間要因研究では､課題の難

易にかかわらず､距離が接近するほど遂行行動は妨害されることが仮定されて

いる｡したがって､実験Iの単純課題で統計的な有意差は認められないものの､
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境界条件や近接条件の方が遠隔条件より遂行の増加量が多いことや､実験IIで

使用した複雑課題(単純課題に近い)でも､境界条件や近接条件の方が遠隔条

件よりも遂行の増加量が有意に多いことは､空間要因研究の立場からの解釈に

は無理があることを示している｡また､Zajoncの｢他者の単なる存在｣仮説

に立てば､実験Iの単複両課題､実験IIの複雑課題(単純課題に近い)の結果

に関しては､遠隔条件を単独条件に置き換えれば解釈可能であるが､他者との

比較要因のみが有意となった実験IIの単純課題結果に関しては説明が難しい｡

結局､本研究全体の結果を統合的に説明するためには､他者との対人距離や社

会的比較を､妨害子として働くインパクトの大きさで説明できる注意のコンフ

リクト仮説が最も説得力をもつと考えられる｡

　最後に､本研究はコントロール条件である単独条件を設定しなかったが､こ

れは実験Iと同一の単複両課題を用いた別の研究で得られた単独条件のデータ

が､実験Iの遠隔条件で得られたデータと差異がない(平均値の差の検定でそ

れぞれρ=.78,ρ=.86)ことが確認されていたからである｡そのため､本研

究では､他者が妨害子として機能しない遠隔条件で単独条件が代用できると判

断したことをつけ加えておきたい｡

第2節　認知的不協和要因による検討

　[問　題]

　Festinger(1957)は､認知的不協和が､‘飢え'や‘フラストレーション'

の概念と同じように､動機づけ的性格をもった心理的緊張であることを提案し

ている｡　しかし､初期の認知的不協和理論研究の多くは､不協和の動機づけ的

性格に重点をおくというより､むしろ認知体系内部の均衡の機制を明らかにし
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ようとしたものがほとんどであった｡そして､不協和低減の大きさや不協和を

低減する反応の性質を決定している変数を明らかにすることによって､既存の

コミュニケーション研究や態度研究に理論的枠組みを与えることに貢献した｡

しかし､Weick(1964)が､“不協和は､それが解決されない限り行動に影響を

及ぼすと仮定されるので､不協和喚起の直後に続く課題遂行は､不協和低減に

作用するはずである"と主張したのをきっかけとして､認知的不協和をHu11-

Spenceの動因理論の枠組みの中に位置づけようとする視点の研究が行なわれ

るようになった｡

　Hu11-Spenceの動因理論に従えば､動機づけの喚起は､活性化された反応が

欲求充足の手段となるかどうかにかかわらず反応傾向を活性化させる｡この動

因の活性化機能に注目し､認知的不協和も動因の一つとしてとらえ､不協和操

作と課題遂行を別々の実験であるかのように装う実験パラダイムを用いて､課

題に対する認知的な媒介がなくても課題遂行の促進や妨害が成立することを実

証した一連の研究がある(Cottre11&Wack,1967　;　Waterman,1969　;　Pallack

&Pittman,1972　;　吉田,1974,1977)｡また､不協和が生理的指標で喚起特性

を示す研究(Gerard,1967)や､不協和によって生じる覚醒状態を偽薬へ錯誤

帰属させると,不協和低減行動が弱められることを実証した研究もある(Zanna

&Cooper,1974)｡

　一方､Zajonc(1965)は､見物者効果や共行動者効果として知られていた社

会的促進現象をHu11-Spenceの動因理論的枠組みから統合的に説明しようと

した｡その骨子は､“見物者や共行動者の存在は､個人の一般的覚醒水準ない

しは動因水準を高めることによって､優勢反応の生起率を増大させる｡そして､

課題に含まれる優勢反応が正反応である場合には､他者の存在によってパフオ

ーマンスは促進されるが､優勢反応が正反応と直接結びつかない場合には､誤

反応も同時に活性化されるので､正反応の出現は妨害される"というものであ
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る｡Zajonc(1965)がこの仮説を提唱して以来､いくつかの立場から社会的促

進現象へのアプローチがなされている｡個人の動因水準が高められるのは､単

なる他者の存在ではなく､ポジティブまたはネガティプな結果を予測させるよ

うな評価的な他者の存在を強調した学習された動因源仮説(Cottre11,1972)｡

観察者や共行動者に対する注意反応と課題に対する注意反応の間にコンフリク

トが生起し､それが動因水準を上昇させることを仮定する注意のコンフリ･クト

(distraction-conflict)仮説(Sanders,1981)｡観察者の存在は､課題遂行

者を自己客体視の状態に導く剌激条件の一つであり､現実の課題遂行水準と理

想水準との差異の低減行動を問題とする自己客体視説(Wicklund,1975 一
タ 押見,

1984)｡実験者や観察者に好ましい印象を与えるために､被験者はどのような

遂行行動(自己呈示)をとるのかを重視する立場

&Brady,1982　;　宮本,1985)などがある｡

(Berger,Carli,Garcia,

　こうしたアプローチの中では､とくに注意のコンフリクト仮説の考え方が興

味深い｡中村(1983)が指摘しているように､評価的な他者の存在は､遂行者

にとって妨害的な存在であると考えた方がわかりやすい｡この妨害的影響と促

進現象を結びつけている説が注意のコンフリクト仮説である｡その基本的な考

え方は､次のようなものである｡すなわち､他者の存在は遂行者の注意を拡散

させる妨害子(distracter)として機能するが､遂行者は同時に注意を課題ヘ

集中させようと努力するので､二つの注意反応の間にコンフリクトが生起し､

それが動因水準を上昇させる｡その結果､単純課題では､動因水準の上昇によ

る正反応の増大が注意の拡散による妨害効果を上回りやすいので､遂行量は促

進される｡　しかし､複雑課題では､動因水準の上昇による誤反応の増大と注意

の拡散による妨害効果のため､遂行量は抑制されるというものである｡　Sanders

とその共同研究者たちは､この仮説を検証するためにいくつかの実験を行なっ

ている｡
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　Sanders&Baron(1975)は､遂行者の注意を拡散させるため､課題遂行中

にシグナル音を与えたら､課題とは関係のない文字剌激を注視させるという実

験手続きを用いた｡その結果､妨害条件の遂行量は､コントロール条件と比ベ

て単純課題で促進､複雑課題で抑制され､注意のコンフリクト仮説は､他者の

存在という社会的剌激だけではなく､物理的剌激でも成立することが実証され

た｡さらに､Baron,Moore,&Sanders(1978)では､単独で遂行するコント

ロール条件よりも見物者が存在する妨害条件の方が､課題の重要な特徴の再生

率は低いし､課題以外に注意を向けている割合が高いにもかかわらず､単純課

題で遂行が促進されることが明らかにされた｡また､Sanders,Baron,&Moore

　(1978)は､遂行者が共行動者からの比較情報を得るよう動機づけられた時や

比較情報が入手可能であるときにのみ､共行動者は妨害子として機能し､社会

的促進効果が生じることを検証した｡

　ところで､注意のコンフリクト仮説の観点からみれば､前述した認知的不協

和の活性化機能を実証した研究の実験手続きに､懸念すべき重要な事実が存在

していることを指摘できる｡それは､実験パラダイムに内包されるものであり､

被験者に不協和を喚起させた実験者が､無関連を装ってそのまま次の課題遂行

を担当し､観察者として遂行者を注視していることである｡例えば､吉田(1974)

の実験では､別の実験者が実施した調査結果の伝達を依頼されたとして､中学

生の被験者が認知する自己の性格像と好意的感情をもつ級友が認知する被験者

の性格像とのズレを､個人面接事態で教示することによって不協和を操作した｡

そして､実験者は無関連を装って課題を遂行させている｡　Baron(1986)が述

べているように､結果に関する熟考活動を促す評価的な他者､社会的比較情報

をもたらすような共行動者､高地位の他者､新奇性の高い他者は､遂行者にと

って興昧をもたらしたり､無視できない存在であり､妨害子としての機能がよ

り強いと考えられる｡それ故､不協和を喚起した実験者は､遂行者にとって､
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不安や不快な感情をもたらした無視できない存在であり 妨害子としての機能

が強くなる可能性は十分考えられる｡

　このような観点を踏まえると､前述した不協和の活性化機能を実証したとす

る研究は､実際には､実験者が観察者として妨害子の機能を果たすインパクト

の大小を検討していただけの可能性もある｡つまり､協和条件の実験者よりも

不協和条件の実験者の方が遂行者の注意を拡散させるインパクトが強く､それ

が注意のコンフリクトを生起させ､社会的促進現象が成立していたとの解釈も

成立する｡そこで本研究は､こうした解釈と不協和の活性化機能を実証したと

する従来の解釈のどちらが妥当であるかを検討するために､不協和･観察者

(=実験者)有り(以下DP条件)

協和

不協和

観察者有り(以下CP条件)､協和

観察者無し(以下DA条件)､

観察者無し(以下CA条件)の4

条件を設定し､以下の二つの予測の比較検討を目的とする｡

　遂行行動に影響を与える規定因は､不協和喚起ではなく､観察者の存在であ

る｡観察者が存在しない場合には､不協和喚起の有無は意味をもたないが､観

察者が存在した場合には､その観察者が不協和を喚起することにより妨害子と

しての機能を強め､注意のコンフリクトを生起させやすくなる｡その結果､遂

行者の動因水準は上昇し､単純課題の遂行量は､DP>CP>DA≒CA条件

の順となるが､複雑課題の遂行量は､CA≒DA>CP>DP条件の順になる

ことが予測される｡

　これに対し､従来の立場に立てば､動因としての不協和が喚起されることに

より､その後に続く課題遂行行動は影響を受けることが仮定される｡そして､

単純課題の遂行量は､DP≒DA>CP≒CA条件の順となるが､複雑課題の

遂行量は､CA≒CP>DA≒DP条件の順になることが予測される｡
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　[方　法]

　被験者　M大学教養心理学受講生(2クラス179名)に対し､実験者とは別

の学生が自分の卒業論文の調査だとしてself-esteem尺度(長戸,1975)を

実施した｡この尺度は､根本(1972)のself-esteem測定尺度やMMPIな

どを参考にした52項目から成り､5段階で回答を求めている｡このうち､不協

和操作の必要上､得点が上位の者80名を被験者として4条件にランダムに割り

当てた｡

　実験者　講義者(筆者)が､受講生に｢心理学の理解には､実験に参加する

ことも重要なので､卒業論文の実験に協力してあげて下さい｣と述べて､実験

者(4年生男子)を紹介した｡実験者は､実験の予約票を配付し､受講生全貝

に都合のよい時間帯を記入させた｡抽出された被験者に対しては､毎週の講義

時に､筆者が予約票を手渡した｡

　実験課題　前節Fig.4-1に示されるような符号置き換え検査｡ただし､W

エSC知能検査などにおける符号置き換え検査と違って､与えられた数字に対

応した符号を記入させるのではなく､単純課題では符号を与え､それに対応す

る数字を記入させる方法を用いた｡また､複雑課題では､符号に与えた数字を

そのまま記入させるのではなく､課題の符号を180度回転させたときの符号に

対応する数字を記入させる方法を用いた｡

　実験手続き　1.不協和操作は､被験者が来室した後､実験者が行った｡｢私

の実験の前に､先生(=筆者)から頼まれている研究資料を集めさせていただ

きます｣と述べ､｢先生は､人が自分のイメージを他者に対してどう伝達する

のかについて研究しており､個人が自分の長所や短所をどのように説明するか

に興味があるそうです｡あなたには､順番により短所を書いてもらいます｡資

料は､後で先生の方にお渡しします｣と教示する｡そして､被験者に罫線の入
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った用紙を渡し､記名させ､｢5分間で､これを一杯にするくらい書いて欲し

い｣と要望する｡これにより､self-esteemの高い被験者が､教官の研究資料

とはいえ､自分の短所を人に紹介するため5分間努力することは､不協和喚起

に繋がることが仮定された｡協和条件の被験者は､同様に､自分の長所を5分

間記述した｡なお､両条件とも依頼した後に｢どうしても気が進まなければ､

書かなくてもけっこうです｡でも､他の人との時間を合わせるために5分間待

ってもらいます｣と付け加えたが､拒否した被験者はいなかった｡ただし､記

述内容で調節した可能性があり､この点については後述する｡

　2.記述し終えたら､不協和操作の妥当性をチェックするため､｢自分の特徴

を記述してみて､どんな気持ちですか｣という質問に対し､｢明るい一暗い｣､

｢壮快な一不快な｣､｢ゆったりとした一緊張した｣､｢有能な一無能な｣と

いう4つの形容詞対に5段階で回答してもらった｡

　3.｢それでは､私の実験に入らさせていただきます｡課題は2種類あります

が､それぞれ開発中の知能検査の一部です｣と教示して､｢結果は統計的に処

理するため､あなた自身の知能を測るために実施するのではない｣ことを強調

する｡課題の遂行方法について説明し､被験者が理解したのを確認したら､そ

れぞれ3分間ずつ遂行させた｡実施の順序は､すべて単純課題から先に行なっ

た｡

　4.観察者有り条件では､被験者が課題遂行中も､実験者は､前方約1.2�ぐら

いに着席して観察する｡観察者無し条件では､｢気が散るといけませんから｣

と言って､実験者は実験室の外に出て実験を進行した｡

　5.最後に､実験の意図の察知をチェックし､実験事態については､データの

歪みを防ぐため口外しないよう依頼する｡所要時間は約15分であった｡被験者

に対する実験全体の趣旨説明は､全貝が実験を終えた後､講義の一環として実

施した｡
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[結　果]

　条件操作の妥当性

　本研究は､self-esteemの高い被験者に､自己の否定的な側面を記述させる

ことによって不協和喚起を行なった｡　しかし､不協和が喚起されたかどうかを

直接測定することはできないので､不協和喚起にともなって生じるネガティプ

な感情を四つの形容詞対で査定している｡　Table　4-3　に示されるように､不協

和条件の方が協和条件より｢暗い｣､｢不快な｣方向に有意に得点が高くなっ

ている(それぞれt=2.83,が=61,ρ<.05;　t=2.35,が=61,ρ<.05)｡他

の二つの形容詞対には有意な差はみられないが､一応､条件操作は妥当であっ

たと考えられる｡なお､被験者は4条件に20名ずつ割り当てられたが､そのう

ち17名が除かれた｡内訳は､実験者とは別の2名の学生が､80枚の記述用紙を

読み､一致して短所か長所を記述した文章として分類できなかった者13名､事

前に予告されていない教官の研究をやらされたことを変に思った者3名､複雑

課題のやり方を途中から間違えた者1名である｡　したがって､各条件の被験者

数は､DP条件15名､DA条件15名､CP条件17名､CA条件16名となった｡

Table　4-3　不協和チェック項目における両条件の平均値と標準偏差

　　　　　　　　　　条　件

　目

不協和　　　　　　協和

N=30　　　　　　　N=33

明るい一暗い

快な―不快な

ったりとした一緊張した

能な一無能な

3.17(0.73)　　2.64(0.73)

3.10(0.60)　　2.70(0.72)

3.23(0.84)　　3.06(0.65)

3.03(0.66)　　2.91(0.67)

得点が高いほど､｢暗い｣､｢不快な｣､｢緊張した｣､｢無能な｣方向に

あることを示す｡(　)内は標準偏差を示す｡
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　正答数による予測の検証

　単純課題における正答数の平均値を条件別に示したのがFig.4-6であり､

複雑課題における同様のものがFig.4-7である｡注意のコンフリクト仮説か

らの予測は､単純課題の遂行量でDP>CP>DA≒CA条件､複雑課題の遂

行量でCA≒DA>CP>DP条件の順であり､両課題とも分散分析結果では､

観察者要因の主効果と観察者要因×不協和要因の交互作用が期待された｡　しか

し､得られた結果は､単純課題で不協和要因の主効果(F=4.46,が=1/59,

ρ<.05)､複雑課題でも不協和要因の主効果に有意な傾向(F=2.73,が=1/59,

　ρ<.10)がみられただけであった｡不協和喚起が単純課題で促進的､複雑課

題で妨害的に作用するという結果は､認知的不協和の活性化機能を実証した一

連の研究結果を追認したものである｡

正
　
答

数

172

170

168

166

164

162

160

158

156

154

172.20

DP DA CP

Fig.4-6条件別正答数の平均値(単純課題)
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正
　
答

数

53

52

51

50

49

48

47

46

45

一

DP DA

52.76

CP

Fig.4-7条件別正答数の平均値(復雑課題)

誤答数による予測の検証

Fig.4-8およびFig.4-9は

52.75

CA 条件

被験者が単純課題と複雑課題を3分間ずつ遂行

した間に引き起こした誤答数の条件別平均値を示したものである｡誤答数は､

補助的な分析測度であるが､予測としては､正答数と全く逆の不等号が成立す

るはずである｡結果は､単純課題では､注意のコンフリクト仮説の予測どおり

DP条件において著しく誤答数が少ないものの､両要因の主効果や交互作用に

統計的な有意性は検出されなかった｡ところが､複雑課題では､DP>CP≒

DA>CA条件の順に誤答数が多くなっており､分散分析の結果､観察者要因
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1

4

3

2

の主効果(F=6.78,が=1/59,ρ<.05)と不協和要因に有意な傾向(F=3.59,

が=1/59,ρ<.10)がみられた｡この結果は､不協和要因が遂行行動に影響を

及ぽすことを追認した正答数の結果とは異なり､観察者要因も複雑課題の妨害

効果に関与することを示すものといえよう｡

　
5

　
0

誤
　
答

数
0

0

0

0

0

0

0

0

9

8

7

6

j

0.80

DADP CP

Fig.4-8条件別誤答数の平均値(単純課題)

CA 条件

　[考　察]

　本研究は､従来､認知的不協和のもつ活性化機能を実証したとする研究が､

実際には､不協和条件の観察者と協和条件の観察者が妨害子として機能するイ

ンパクトの大小を検討していただけではないか､という疑問から出発した｡も
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誤
　
答

数

3.4

3.2

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

L8

I.6

1.4

1.2

3.47

DP DA CP

Fig.4-9条件別誤答数の平均値(復雑課題)

CA 条件

ちろん､この考え方の原点には､社会的促進研究における注意のコンフリクト

仮説が存在した｡この仮説では､観察者の存在は遂行者の注意を拡散させる妨

害子として機能するが､同時に､遂行者は注意を課題へ集中させようと努力す

るので､二つの注意反応の間にコンフリクトが生起し､それが動因水準を上昇

させることを仮定している｡そして､不安や不快な感情をもたらした不協和条

件の観察者の方が､妨害子としてのインパクトは大きく､注意のコンフリクト

が生起しやすいことも仮定される｡それ故､注意のコンフリクト仮説からは､
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遂行者のパフオーマンスに影響を与えるのは､観察者の存在する場合であり､

協和条件の観察者よりも不協和条件の観察者の方が単純課題で促進的に､複雑

課題では妨害的に作用することが予測された｡

　これに対し､動因としての不協和が課題遂行行動に影響するという従来の立

場からは､観察者の有無よりも､不協和喚起の有無が重要であり､不協和条件

の遂行者は､単純課題で促進的､複雑課題で抑制的なパフオーマンスを示すこ

とが予測された｡そして､得られた結果は､正答数の測度では､不協和喚起が

パフオーマンスに影響を及ぼし､不協和のもつ活性化機能を実証した研究の妥

当性を追認するものであったが､誤答数の測度では､観察者の存在と不協和喚

起の両方がパフオーマンスに影響を及ぼしており､注意のコンフリクト仮説の

可能性を否定できるものではなかった｡

　こうした結果は､必ずしも二つの立場から導かれた予測の一方だけを検証し

たとはいい難い｡むしろ､結果を総合的に考えるとすれば､本研究が二つの立

場からの予測を対立的に設定したことに無理があったのかもしれない｡すなわ

ち､注意のコンフリクト仮説で仮定される観察者効果と認知的不協和がもつ活

性化機能の効果が､同時に働いているとの予測を考えることも可能である｡そ

うすれば､正答数の単純課題ではDP>CP≒DA>CA条件､複雑課題では

CA>DA≒CP>DP条件が成立する｡誤答数の測度では､不等号は逆にな

る｡　Fig.4-6~Fig.4-9をみると､こうした不等号の順序性はほぽ満たされて

おり､とくにDP条件とCA条件の差は歴然としている｡ただし､この解釈で

は､DP条件のパフオーマンスが､認知的不協和の活性化機能とZajonc(1965)

の言う“他者の単なる存在"との加算効果なのか､それともSanders(1981)

の主張する注意のコンフリクト仮説によるものかが明確ではない｡誤答数の測

度では､統計的な有意差は認められないものの､観察者無し条件より観察者有

り条件において､不協和条件と協和条件の差は大きく､注意のコンフリクト仮

89



説の有効性が示唆されているのかもしれない｡さらに､いまひとつ注意のコン

フリクト仮説に不利に働いたのは､実験パラダイムの問題である｡本研究の実

験手続きでも､不協和操作と課題遂行は別々の実験であることを装ったパラダ

イムを用いている｡このことは､不協和と観察者の結びつきを弱める方向に作

用し､結果として､観察者が妨害子として果たす機能を弱めていることも考え

られる｡いずれにしても､こうした疑問を明確にするためには､次の研究手順

として2種類の観察者を用いる必要があろう｡すなわち､本研究と同様に､不

協和を喚起した実験者が観察者として存在する条件(PI)と､不協和喚起と

は無関連な実験者が観察者として存在する条件(P2)を設定し､単純課題の

パフオーマンスでDP1>DP2>DA条件､複雑課題のパフオーマンスでDA

>DP2>DP1条件が実証されれば､注意のコンフリクト仮説の有効性が確認

されよう｡
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第5章

第1節

自己呈示説の検討

援助場面における課題遂行

　[問　題]

　成功経験や失敗経験が援助行動に及ぼす影響について検討した研究は数多く

みられる｡一般に､成功経験は快感情を引き起こすので援助行動を促進するこ

とが報告されている(松井･堀,1976)｡これに対し､失敗経験は不快な感情

を引き起こし､援助行動を抑制させるという見解は､必ずしも全面的な支持を

得ているわけではない｡例えば､失敗経験は自己のイメージや価値が脅かされ､

自己の内的調整に注意が向き､周囲の状況に対する対外的注意が減少するので､

援助行動が抑制されるといった別のメカニズムを実証した研究もある(山口,

1988)｡さらに､高いコストを伴う援助行動の場合､援助要請を断わることに

よって生じる自己イメージの低下に対する防衛的規制､あるいは要請に応じる

ことによる不快感情の回復を動機づけるため､失敗経験は成功経験よりも援助

要請への応諾率が高くなるとする研究もある(Harada,1983)｡

　一方､他者の存在が援助行動に及ぼす影響に関しては､Latan6とその共同

研究者たちによる一連の研突がある｡それによると､他者が存在することによ

って援助行動が抑制される理由は､次の三つに大別される｡第一は､他者が評

価者として機能するので､行為者が援助行動の失敗を恐れてしまうことである｡

第二は､何もしない他者が存在することで､援助事態の重要性が減じられるこ

とである｡いわば､傍観者としての他者が､行為者のモデルとして機能する場

合である｡第三は

らである｡ただし

他者が存在することにより､援助への責任が分散されるか

Latan6らの研究における他者は､行為者(=援助者)と
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同じ属性をもち､援助も緊急性を要する事態が大半である｡

　本研究は､行為者の属性とは異なる他者(観察者としてのサクラ)が存在し

た時､援助行動への努力が促進されることを明らかにする｡具体的に言えば､

課題遂行で失敗を経験した被験者は､実験者と同席していたサクラから類似し

た課題遂行への援助を要請(強制一選択)された時､自己イメージを回復する

チャンスなので積極的に引き受けるであろう｡そして､観察者(サクラ)が存

在している時の方が､自己イメージ回復への努力が増大(課題遂行量の増加)

すると予測される｡さらに､イメージ回復への努力の呈示がうまくなされれば､

被験者の感情も失敗経験直後より｢快｣の方へ変化するであろう｡従来の援助

行動に関する研究では､援助の指標として､援助行動への承諾率や援助開始ま

での反応潜時が用いられている｡　しかし､本研究は､披験者が援助要請に応じ

た後の遂行行動への努力に焦点を当てている点で少し異なるといえよう｡実験

デザインは､援助の要請法(強制一選択)×観察者要因(存在一不在)の4条

件群を設定した｡以上のことから､本研究の仮説は次の四つである｡

　仮説1　失敗経験後の援助要請の方法で､選択依頼条件の方が､強制依頼条

件より

仮説2

援助要請を断わる割合は高くなるであろう｡

　失敗経験後の援助行動(類似課題の遂行)において

する条件の方が､不在条件よりも

観察者が存在

自己イメージ回復のための努力がなされる

ため､課題遂行は促進されるであろう｡

仮説3 選択依頼条件で参加した場合の方が､援助に対する動機づけが高い

ので､強制依頼条件で参加した場合よりも

仮説4

仮説2の傾向は弱いであろう｡

仮説2に関連して､後の援助行動で努力をすることによって自己イ

メージが回復されやすい観察者存在条件の方が､不在条件よりも

に比べて､感情をより｢快｣の方向に変化するであろう｡
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　[方　法]

　被験者　M大学教養心理学受講生77名｡これらの被験者をTable　5-1　に示

される4条件群にランダムに振り分けた｡なお､実験者は大学4年生女子であ

り､サクラは被験者と面識のない3･4年生女子である｡

　課題　第1課題は4文字(第1文字指定)､第2課題では3文字のアナグラ

ム課題を用いた(Fig.5-1参照)｡

　質問紙　第1課題終了後用に､課題の難易度の認知､失敗経験操作の妥当性

をみる2項目と､｢課題をやり終わってどんな気分ですか｣という質問の中に､

｢はずんだ気持ち一沈んだ気持ち｣､｢落ちついた気持ち一不安な気持ち｣､

｢快適な気持ち一不快な気持ち｣という失敗経験後の感情を調べるための3項

(1)ろうふく

(2)ぽうでん

(3)しのしい

(4)なちかづ

ふ
一

で

一

い

一

か

(5)かづめん

(6)うけゆや

(7)にりぎお

(8)ましまう

か
-

ゆ
-

お
-

し

Fig.5-1A　4文字ひらがなアナグラムの例(第1文字指定)

(1)なかさ

(2)はわに

(3)なぎや

(4)いよろ

(5)ばくさ

(6)はきが

(7)おのほ

(8)なだみ

Fig.5-1B　3文字ひらがなアナグラムの例
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目､合計5項目(すべて5段階評定)を作成｡第2課題終了後用には､援助行

動に対する意欲と遂行後の満足度をみる2項目と､感情尺度3項目の質問紙を

作成した｡

　実験手続き　1.被験者が来室したら､新しく開発された成人用知能検査の一

部である直観的な単語の構成能力についてM大生のデータを収集することが卒

業論文のテーマであることを告げる｡そして､課題のやり方について説明し､

これまでのところ､M大生の3分間の平均完成数は50問程度であることを知ら

せる｡

　2.遂行時間は3分間であると教示し､｢始め｣の合図で開始し､｢止め｣の

合図で終える｡ただし､失敗経験を与えるため､実際には43問のところで打ち

切り､｢平均よりちよっと少ないですね｣と言って､そこまでの時間を記録し

ておく｡その後､参考資料であるとして質問紙に記人してもらう｡実験者とサ

クラは､被験者の斜め前方約1.5mのところに着席している｡

　3.実験者は､｢私の実験はこれで終わりなのですが､私と同じゼミの3年生

の○○さんが､自由課題研究で同じような3文字の単語のデータを収集してい

ます｡でも､なかなか被験者が集まらなくて困っています｡そこで､ぜひ彼女

に協力してあげてください｣と述べる｡サクラは｢よろしくお願いします｣と

頭を下げ､強制依頼条件では､実験者が室外へ出る前に｢よろしいでしようか｣

と言って課題を出し､3分間の第2課題と質問紙を実施する｡観察者存在条件

では､第1課題と同じ位置にサクラは着席して観察する｡観察者不在条件では､

プライバシーを守るためだとして､遂行時は室外に出て計時し､質問紙と一緒

に所定のポストヘ投入するよう伝える｡選択依頼条件では､｢問題用紙を取り

に行きますので1分間ほど席をはずします｡もし､協力していただけないよう

でしたら､その間に帰っていただいても結構です｣と述べて､ドアを開けたま

ま実験者と共に部屋を出る｡被験者がそのまま部屋に残っていたら､サクラは
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実験を続行する｡所要時間は約15分である｡

　4.最後に､実験事態については口外しないよう依頼する｡実験全体の趣旨説.

明は､全貝終了後､講義の一環として実施した｡

[結果と考察]

　条件操作の妥当性

　Table　5-1　は､第1課題終了後に実施した質問項目の平均値と標準偏差を示

したものである｡課題の難易度は｢普通(5段階評定の3程度)｣と認知され

ており､失敗経験は｢ややできなかった(5段階評定の2.3程度)｣と感じ

られており､ほぼ意図どおりであった｡感情項目の3項目を含めて､いずれの

項目においても､分散分析の主効果や交互作用はみられない(すべてF<1)

ことが確認された｡

Table　5-1　第1課題終了後の質問項目における各条件群の平均値と標準偏差

　　　　　　条　件

　目

　　　強制　　　　　　　　　選択

在(n=20)不在(n=19)　存在(n=19)不在(n=18)

課題の難易

敗の認知

ずんだ一沈んだ

ちついた一不安な

適な一不快な

3.00(0.71)2.95(0.83)　2.84(0.74)3.11(0.64)

2.25(0.54)2.26(0.55)　2.32(0.47)2.42(1.09)

3.25(0.77)3.05(0.61)　3.11(0.97)2.82(0.67)

3.15(0.57)3.00(0.92)　2.95(1.00)3.18(0.96)

3.20(0.68)3.00(0.56)　3.32(0.73)3.24(0.52)

( )内は標準偏差､nは各条件群の被験者数を示す｡

　仮説1の検討

　強制依頼条件では39名全員が､選択依頼条件では38名中1人を除いて全員が

援助を承諾した｡援助要請の方法を2条件作成したつもりであったが､結果的
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には両条件の承諾率に差異はみられなかった｡

　仮説2の検討

　被験者が失敗経験後の援助行動(第2課題の遂行)に対し､どれくらい努力

しているかをみるために､第1課題からの増加量を指標とした｡第1課題にお

ける遂行量をPI､その遂行に要した時間をTI(秒)､第2課題(180秒)にお

ける遂行量をP2とすると､増加量(I)=P2-(PI･180/TI)で算出される｡　4条

件群の平均値はFig.5-2に示される｡増加量がマイナスの値になっているの

は､第1課題より第2課題の方が難度が高かったためである｡分散分析の結果､

観察者存在条件の方が､不在条件より努力量が多く(F=3.46,が=1/72,ρ<.06)､

仮説2は支持される傾向にある｡
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Fig.5-2条件群別にみた遂行数の増加量
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　仮説3の検討

　援助要請の方法では､選択依頼条件の方が努力量が多いという動機づけの順

序性はみられるものの､統計的な有意差や交互作用も検出されないので､仮説

3は検証されなかった｡

　仮説4の検討

　第2課題終了後に実施した質問紙の項目の平均値と標準偏差は､Table5-2

に示される｡このうち課題をやり終えた時の感情を測定する3項目を分散分析

した結果､｢はずんだ気持ち一沈んだ気持ち｣､｢快適な気持ち一不快な気持

ち｣の2項目において､観察者要因の主効果だけに有意な傾向がみられた(F

=3.51,が=1/72,ρ<.05;　F=2.80,が=1/72,ρ<.10)｡　自己のイメージ

を回復する機会を与えられた観察者存在条件の方が､いずれも｢快｣方向に高

い値を示しており､仮説4は検証される傾向にあったといえる｡このほか､2

回目の課題遂行(援助行動)への意欲と課題遂行後の満足度を問う2項目では､

条件群間による違いはみられなかった｡

　Table　5-2　第2課題終了後の質問項目における各条件群の平均値と標準偏差

　　　　　　条　件

　目

　　　強制　　　　　　　　　選択

在(n=20)不在(n=19)　存在(n=19)不在(n=18)

遂行への意欲

遂行後の満足度

ずんだ一沈んだ

ちついた一不安な

適な一不快な

3.80(0.93)4.05(0.76)　4.05(0.83)4.06(0.78)

3.05(0.59)3.21(0.69)　3.21(0.89)2.94(0.62)

3.35(0.48)3.11(0.72)　3.37(0.67)3.11(0.31)

3.50(0.74)3.26(0.91)　3.53(0.75)3.39(0.68)

3.35(0.57)3.05(0.51)　3.42(0.67)3.28(0.45)

()内は標準偏差､nは各条件群の被験者数を示す｡

結　論

本研究における第2課題での遂行量の増加は､自己イメージ回復のための努
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力ではなく､単に観察者が存在していることによる社会的促進効果であるとの

説明(Zajonc,1965)も可能である｡　しかしながら､感情得点の指標において､

観察者存在要因の効果が検出されたということは､そうした説明の懸念を払拭

してくれる｡つまり､失敗経験を知っている観察者が存在している時の方が､

努力が自己のイメージ回復につながりやすく(自己呈示)､感情もポジティブ

な方向へ変化したと考えられる｡

第2節

[問　題]

セルフ ハンディ牛ャッピングの利用と課題遂行

　自己についての特定の印象を作り出すという意図を持って､他者からの認知

あるいは対人判断を統制しようとする試みは､自己呈示と呼ばれている｡こう

した自己呈示行動の一つにセルフ･ハンディキャッピングがある｡セルフ･ハ

ノ ディ キヤッピングとは､自分に関する特定の側面が評価の対象になる可能性

があり､かつそこで高い評価を受けられるかどうか確信が持てない場合､遂行

を妨害するハンディキヤップを作り出す行為を意味する(安藤,1987　;　Snyder

&Smith,1982)｡これによって､失敗あるいは成功という結果が得られた場

合､割引原理や割増原理(Kelley,1973)を自分に有利な形で適用することが

可能となる｡すなわち､失敗した場合でもハンディキヤップが存在することで､

能力の欠如が原因であるという推測はその確信の程度が割り引かれ､自己イメ

ージが損なわれるのを最小限に抑えることができる｡これとは逆に､成功した

場合には､ハンディキヤップがあるにもかかわらず成功したということで､能

力の高さが割増しされて推測される｡

セルフ ハンディキャッピングに関する研究の中で､
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響については､セルフ･ハンディキヤッピングの動機が“自尊心の維持"か“他

者に対する自己呈示"かという問題として議論されてきた｡(Arkin&Baum-

gardner,1985 I
亀
/ 伊藤,1993　;　松尾,1994)｡つまり Berglas&Jones(1978)

の主張するような､自尊心維持のために自らの能力帰属を自己欺晦的に防衛す

る(よって私的状況下で起きる)というものと､Kolditz&Arkin(1982)の

あくまでも他者に対する自己呈示動機である(よって公的状況のみで起きる)

という見解が対立してきた｡

　たしかに､セルフ･ハンディキャッピングは､自分自身の能力帰属にまった

く影響を及ぽさないとはいえないが､特定の条件下では自己呈示動機に基づい

てセルフ ハン ディ キヤッピング戦略が採られると考える方がわかりやすい｡

なぜなら､自分を評価する可能性のある他者が存在すれば､自己の好ましいイ

メージを伝えたいという欲求が喚起され､行動を自分の利益になるよう操作す

るのは当然だからである｡言い換えれば､ある課題を遂行する際に､評価懸念

や自己呈示動機を喚起させるような他者の存在によって起こる自己フオーカス

状態は､その後の自己呈示行動を大きく規定していると考えられる｡

　それ故､本研究では､セルフ･ハンディキヤッピングが自尊心維持のためだ

けに使用されるのではなく､他者に対する自己呈示動機を充足するために使用

されるという立場をとる｡そして､他者の存在の有無によって､遂行者がセル

フ･ハンディキヤッピングをどのように使用するのかを検討する｡また､従来

の研究では､第1課題の結果が明らかになった後､第2課題を遂行する前に使

用されるセルフ･ハンディキャッピングの検証が主であった｡　しかし､自己呈

示動機の観点に立てば､観察者が存在する公的状況下での第2課題の遂行量に

検討を加えることも必要であろう｡　したがって､本研究では､以下の二つの仮

説を検証することを目的とする｡

　仮説1　公的状況(観察者存在)の被験者の方が､私的状況(観察者不在)

99



の被験者よりセルフ･ハンディキャッピングを使用しやすく､練習量を少なく

するであろう｡

　仮説2　公的状況の被験者の方が､練習量が少ない(努力の抑制)にもかか

わらず､割増原理を働かせようと努力するので､遂行量を呈示できない私的状

況の被験者よりも第2課題の遂行量は多くなるであろう｡

[方　法]

　被験者　M大学教養心理学受講生65名(男子学生34名､女子学生31名)｡な

お､このほか3名の被験者も実験に参加したが､教示の理解が十分でなかった

もの1名､実験に疑いを感じた者2名は､データから除外した｡

　実験者　大学4年生女子｡

　課題　第1課題は3文字アナグラム､第2課題は4文字(第1文字指定)ア

ナグラムを用いた(第1節Fig.5-1参照)｡

　実験手続き　1.事前に被験者の都合をたずねるために時間割表を作成し､都

合のよい時間帯に○をつけてもらう｡それをもとに実験日時を調整し､筆者が

毎週講義時に予約票を手渡した｡

　2.被験者が来室したら､新しく開発されている成人用知能検査の一部である

直観的単語作成能力について､M大生のデータを収集することが卒業論文のテ

ーマであることを告げる｡そして､課題は2種類あるが､まず第1課題の3文

字アナグラムのやり方について説明し､これまでのところ､M大生の3分間の

平均完成数は約50であることを知らせる｡

　3.遂行時間は3分間であると教示し､｢はじめ｣の合図で開始し､｢止め｣

の合図で終える｡ただし､失敗経験を与えるため､実際には43問のところで打

ち切り､｢平均より､ちよっと少ないですね｣と言ってそこまでの時間を記録
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しておく｡実験者(=観察者)は､被験者の前方約1.2mのところから実験を

進行する｡

　4.次の課題へ移る前に､｢今の課題についての参考資料に回答してほしい｣

と教示して､原因帰属の質問紙(4要因の合計値が10になるよう整数で評定を

求めた)を実施する｡これによって､セルフ･ハンディキャッピングを利用す

るまでの段階では､両群(公的状況一私的状況)に差がないことを確認する｡

つまり､セルフ･ハンディキャッピングの利用(練習量の抑制)や第2課題の

遂行量は､両群による帰属の違いではないことを保証するためである｡

　5.実験者は第2課題を持ち､｢それでは､次に4文字のアナグラムをやって

いただきます｡4文字になるとちょっと難しくなり､慣れが結果を左右します｡

今からちょうど3分後に始めますので､練習しても休憩しても構いません｡好

きなだけ練習してください｣と言い､被験者の側においてある練習用課題(カ

-ド)を示し､計時する｡実験者は､公的状況では被験者から約1.2m離れた

場所で観察し､練習する力ードの枚数をチェックする｡私的状況では､実験者

は説明後､別室に行き､被験者の練習する力ード枚数をマジックミラーからチ

エツクする｡

　6.遂行時間は3分間であると教示し､第2課題を遂行させる｡このとき､公

的状況では､実験者は被験者から約1.2m離れた場所で観察し､私的状況では

別室へ出る｡私的状況の被験者には､第2課題終了後､室内のポストヘ課題用

紙を投函するよう教示しておく｡全体の所要時間は約15分である｡実験室内の

配置は､Fig.5-3に示される｡

　7.最後に､実験の意図の察知をチェックし､実験事態についてはデータの歪

みを防ぐため口外しないよう依頼する｡被験者に対する実験の趣旨説明は､全

員が実験を終えた後､講義の一環として実施した｡
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公的状況

私的状況

Fig.5-3実験室内の配置

出入口

出入口

　[結果と考察]

　原因帰属の検討

　本研究でのセルフ･ハンディキヤッピングは､観察者の存在の有無(公的-

私的)によって起こるものであり､第1課題での失敗経験の原因帰属に影響さ

れているのではないことを確認する必要がある｡　Table　5-3は､両群における
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帰属の4要因の平均値と標準偏差を示したものである｡能力､努力､運､課題

の困難さのいずれの要因においても､両群で有意な差は検出されず､これによ

って､両群のセルフ･ハンディキヤッピングの使用に違いがみられた場合､そ

れが原因帰属の仕方の違いによるものではないことが確認された｡

Table　5-3状況別の帰属得点の平均値と標準偏差

　　　状況

　因

公的(N=34)　私的(N=31)

平均(SD)　平均(SD)　　　七情

　能　力

努　力

題の困難さ

　　運

3.50(1.31)　3.84(1.21)　1.07　n.s.

.88(1.01)　2.13(1.01)　0.86　n.s.

.41(0.89)　2.06(1.00)　1.47　n.s.

.21(1.43)　1.94(1.09)　0.84　n.s.

Nは人数､(　)内は標準偏差を示す｡

　仮説1の検討

　第1課題の失敗経験に対して使用するセルフ･ハンディキャッピングとして､

第2課題に取り組む前の練習量(力ード枚数)を従属変数とした｡　Fig.5-4

に示されるように､私的状況の被験者の方が練習量が多く､5%水準で有意な

差が認められた(t=2.83,が=63,ρ<.05)｡この結果は､仮説1を支持す

るとともに､失敗を知っている他者の存在は､失敗経験後の表面的努力の抑制

を促す傾向のあることを示したといえる｡つまり､次の課題に対して成功する

かどうか確信が持てない被験者は､観察者が存在する公的状況では､第2課題

の結果が明確になる前に練習を差し控えるという先制的な言い訳行動をとって

いるのである｡これによって､たとえ第2課題に失敗したとしても､その原因

が自分の能力にあるという推測が割引きされるという割引原理を積極的に採用
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していると考えられる｡これは､セルフ

の方略であるというよりは

ハンディキャッピングを自尊心維持

むしろ観察者に向けられた自己呈示方略であると

いう主張(Kolditz&Arkin,1982)を支持するものといえる｡
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　公的状況　　　私的状況

Fig.5-4状況別の練習量の平均値

　仮説2の検討

　Fig.5-5は､両群における第1課題と第2課題の遂行量の差(増加量)の

平均値を示したものである｡私的状況より公的状況の被験者の方が増加量は多

いが､統計的に有意な差はみられなかった(t=1.22,が=63,z･.s.)｡　しか

し､仮説1との結果を総合すると､次のような解釈も可能である｡すなわち､

公的状況の被験者は練習時において､私的状況の被験者よりも明らかに努力の

抑制をしているにもかかわらず､第2課題の遂行の増加量は同等である｡この

ことは､公的状況の被験者が自己の失敗を知っている観察者の前では､セルフ
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･ハンディキャッピング方略を採り､第2課題では自己イメージ回復のため割

増原理を働かせようと､私的状況の被験者以上に努力していることを示すもの

といえる｡　したがって､仮説2は検証されなかったと単純に結論するよりも､

むしろ検証の可能性が示唆されたともいえる｡
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Fig.5-5状況別の増加量の平均値

　結論として､第1節の結果とも考え合わせると､失敗経験後に自己イメージ

回復の機会が与えられた場合､他者の存在は､被験者の自己呈示動機を喚起し､

課題遂行行動を促進させる働きをするといえよう｡
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第6章　教室場面における課題遂行

第1節　遂行順序要因による検討

　[問　題]

　学級集団において､個々の生徒が他の生徒の存在を意識する場面は数多い｡

授業中に教師の話を理解しようとする時､テスト課題を遂行する時､給食を食

べている時､体育の実技をする時などは､共行動者として他の生徒を意識する

はずである｡また､自分の意見を発表する時､教科書を朗読する時､指名され

て黒板で問題を解く時などは､見物者として他の生徒を意識するはずである｡

このような時､個々の生徒のパフオーマンスは､他の生徒の存在により､促進

的な影響を受けることもあれば､妨害的な影響を受ける場合もあることは､日

常的な経験からも十分考えられることである｡

　本研究は､このうち算数や数学の授業方法として､教師が比較的安易に行っ

ている生徒による黒板での課題遂行場面について取り上げる｡　Zajonc仮説に

基づけば､正答が優勢反応となりやすい習得度の高い生徒のパフオーマンスは､

他の生徒たちが注視していることにより促進されやすいが､習得度が十分でな

い生徒のパフオーマンスは､妨害されやすいことが予測される｡一方､こうし

た場面で教師がとりやすい行動の一つに遂行の順番を指示することがある｡指

名された生徒にとっては､順番が後になるほど心理的緊張が高まりやすい｡国

分(1966)は､このような心理的緊張を喚起水準に近い概念であるとしている｡

したがって､心理的緊張がパフオーマンスに与える影響は､喚起水準と遂行行

動の関係について述べたYerkes-Dodsonの法則に包摂されると考えられる｡

彼らの法則では､両者の間には逆U字型の関係があり､課題に対する最適水準
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は単純な課題では高く､複雑な課題では低いことが実証されている(Levitt,

1966)｡つまり､心理的緊張の高まりは､習得度が十分でない生徒の遂行行動

に対して妨害的に作用しやすいといえる｡以上のことから､本研究は次の二つ

の仮説の検証を目的とする｡

　仮説1　黒板使用の課題遂行場面では､見物者としての他の生徒の存在は､

課題に対する習得度の高い生徒のパフオーマンスを促進させるが､習得度の十

分でない生徒のパフオーマンスを妨害するであろう｡

　仮説2　指名されてからの待ち時間が長くなるほど心理的緊張は高まりやす

いので､習得度が十分でない生徒のパフオーマンスは､順番が後になるほどレ

ベルダウンしていくであろう｡

[方　法]

　被験者　三重県内4つの小学校5年生9クラス(352名)のうち108名｡

　課題　18.2÷1.9,12.4÷3.7のような(小数)÷(小数)で余りのある割

り算｡商は､小数第1位まで求めさせた｡この課題の選択理由は､小学校教師

とも相談の上､正誤判断が明確で､細かい注意力が必要とされ､5年生の段階

で習得度にばらつきがみられるという条件を満たしていたことによる｡

　実験手続き　1.実験者(大学4年生女子)が指定された時間に各クラスヘ出

向く｡担任教師に｢小学校5年生の計算能力を調べているM大学教育学部の学

生さんです｣という紹介をされ､個人の習得度を査定する10問から成る問題用

紙を配布した｡その際に､余計な緊張をさせないために｢個人ごとの成績を担

任の先生には報告しません｣と確約する｡ほぼ全員が解答し終える15分間課題

遂行させる｡

　2.習得度調査の結果より､各クラスごとに習得度の高い生徒(H群)と習得
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度が中程度の生徒(M群)を合計12名ずつ抽出した｡予想外に正答数Oの生徒

が多く､M群の生徒の抽出が困難であった｡結局､H群は正答数が9-10､

M群は5-8で構成され､Table　6-1　に平均と標準偏差が示される｡

Table　6-1　習得度調査の平均と標準偏差

H群 N=56 9.88(0.33)

M群 N=52 6.67(0.80)

3.約1週間後､実験者は同じクラスを訪れ､ ｢小学校5年生が計算している

様子を実際に見たいので協力して欲しい｣と述べて実験を開始する｡まず､第

1遂行者から第3遂行者までを2名ずつ指名し､第1遂行者から順番に黒板で

課題遂行をさせる｡同時に遂行する2名は同じ群に属する｡課題は習得度調査

と同レベルのもので､2問与えられる｡｢制限時間は一応5分としますが､十

分に余裕があります｣と伝える｡実験者は､2名の遂行者の解答の正誤と解答

時問を記録する｡第1遂行者の2名が解き終わったら正答を発表し､第2遂行

者へ移る｡第3遂行者まで終了したら､もう一度新たに第1遂行者から第3遂

行者まで2名ずつを指名し､同様の手順で行う｡指名しなかった生徒たちには､

自分も考えながら黒板での遂行者を注視するよう指示した｡授業中ではあった

が､不確定な要因を取り除くため､担任教師には退室してもらった｡

　実験デザイン

因を3水準(第1

本研究は､習得度の要因を2水準(H群 M群) 順番の要

第3遂行者)設定し､6条件群を構成した｡第2

[結果と考察]

習得度の効果(.仮説1)の検討

1　0　8
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　Fig.6-1の正答数を分散分析したところ､H群の正答数はM群に比べて有

意に多い(F=6.10,が=1/102,ρ<.05).しかし､この結果は仮説1を検証

しているとはいえない｡もともとの習得度調査の平均は､H群が9.88､M群が

6.67であり､正答率からいえば､むしろH群で抑制､M群で促進されている可

能性さえ示唆される｡現実的な解釈から考えられる原因の一つに､黒板での課

題遂行が2問しかないことがあげられる｡つまり､H群にとっての2問正解は､

正答率からすれば天井効果で促進したことにならないが､逆にちょっとしたミ

スが正答数の平均に大きく影響してしまうことである｡いずれにしても正答数

からの単純な結論づけには無理がある｡

　同じく　Fig.6-2の解答時間を対数変換して分散分析したところ､H群の解

答時間はM群に比べて有意に速いことがわかる(F=6.24,が=1/102,ρ<.05)｡

この従属変数では､一見､仮説1を支持しているようにみえるが､習得度調査

でのH群､M群の解答時間が測定していないので明確に結論することはできな

い｡
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　順番による効果(仮説2)の検討

　Fig.6-1の正答数の分散分析結果からは順番の効果も､習得度と順番の交互

作用効果もみられなかった｡

　Fig.6-2の解答時間の方では､順番の効果がみられ(F=5.26,が=2/102,

p<.01)､第2遂行者の解答時間が最も長い｡とくにM群の第2遂行者で解答

時間が顕著に長くなる傾向がみられるが､全体としての習得度と順番の交互作

用効果は有意でなかった｡この点に関しては､指名されてからの待ち時間が長

くなれば､心理的緊張が単調増加的に高まることを仮定していたが､Fig.6-2

を見る限りでは修正の必要がありそうである｡磯崎(1979)の研究では､観察

者の存在による効果は､10試行中(1試行30秒で試行間隔は30秒)､第5試行

目がピークで第8試行までしか持続しないことが明らかにされている｡もちろ

ん､この研究は同一被験者が試行を繰り返しているので､本研究の順番とは同

レベルで比較できないが､第2遂行者の多くが指名されてから5-8分の間に

課題遂行を行っているので､緊張持続の時間的長さによる効果という点では､

きわめて類似しているといえる｡

　男女差の検討

　小学校5年生の女子が男子に比べて｢他者の目｣を意識しやすいことを考え

て､男女差についても検討した｡平均正答数と平均解答時間を男女別に示した

ものがFig.6-3からFig.6-6である｡正答数における順番の効果や習得度と

順番の交互作用効果が､女子だけの分散分析結果では､いずれも10%水準で仮

説2を支持する傾向がみられた｡また､解答時間における習得度の差(仮説1)

も､女子の方に顕著な傾向がみられた｡
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[考　察]

本研究は､日常の教室場面で行われる黒板での課題遂行を社会的促進研究の
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枠組みからとらえ､習得度が十分でない生徒のパフオーマンスが抑制されるこ

とを実証しようとした｡結果は､解答時間を指標とした場合､仮説を支持する

方向にあったが､明確な結論を得るには至らなかった｡その理由として二つの

ことが考えられる｡まず､M群の構成に関しての問題がある｡M群は10問中5

問前後の正答数の生徒で構成することを予定していたが､実際には正答数O及

び7問以上の生徒が多く､H群に近い8問正答した生徒まで含めてM群を構成

していることである｡いま一つは､習得度を査定した調査の問題があげられる｡

すなわち､個々の生徒が10問解答するのに要した解答時間を測定しておくか､

あるいは制限時間内の正答数を測定しておく必要があったと考えられる｡そし

て､正答数1問当りの所用解答時間を従属変数とすれば､仮説1､仮説2につ

いての有効な知見が明かになったと考えられる｡

第2節　テスト不安特性とモニタリング要因による検討

[問　題]

　Zajonc(1965)が､他者の存在が個人の課題遂行に及ぽす効果をHu11-Spence

の動因理論的枠組みから説明する仮説を提唱して以来､社会的促進に関する研

究は飛躍的に進展した｡　しかしながら､その後の研究者達は､他者の存在が個

人の認知過程に与える影響の方に関心を向け､評価懸念説(Cottre11,1972)､

自己客体視説(Wicklund,1975)､サイバネティク･モデル(Carver,1979)な

どが提出された｡　したがって､Zajoncのオリジナルな仮説が現実場面でどの

くらい妥当性をもちうるかについては､わずかにMarkus(1978)の衣服の脱

着行動や官本(1989)の弓道場面の研究が散見される程度である｡

　そこで､第1節では､生徒同士が互いに共行動者になったり､観察者になっ
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たりする教室場面に焦点を当てた｡具体的には､算数や数学の授業法として､

教師が比較的気軽に行っている黒板での課題遂行について取り上げた｡　Zajonc

仮説に従えば､正答が優勢反応となりやすい習得度の高い生徒のパフオーマン

スは､他の生徒たちが注視していることにより促進されやすいが､習得度が十

分でない生徒のパフオーマンスは妨害されやすいことが予測される｡　しかし､

得られた結果は､解答時間を指標とした場合､予測を支持する可能性も示唆さ

れたが､正答数を指標とした場合には､逆の可能性も考えられ､明確な結論は

得られなかった｡その最大の理由は､習得度調査において､個々の生徒が10問

解答するのに要した解答時間を測定しておかなかったことである｡

　本研究は､この点を修正する実験手続きを用いると同時に､次の二つの要因

を導入した｡一つは､被験者のパーソナリティ要因である｡他の生徒たちが注

視する中での黒板での課題遂行は､被験者にとって能力評価に繋がるストレス

フルな場であり､テスト不安が顕在化されやすいと考えられる｡テスト不安は､

課題遂行に対して妨害的に作用することが知られ､高不安群の被験者は低不安

群の被験者と比較して､他者存在の影響を受けやすいことも見出されている

　(吉田,1986)｡いま一つは､被験者の遂行状況要因である｡　Zajonc(1980)

は､喚起水準上昇の前提条件を修正し､社会的剌激としての他者の存在を強調

している｡そして､他者が存在する状況がもつ不確定性ないしは予測不可能性

が個人の喚起水準の上昇をもたらすと説明している｡これを受けて､Guerin&

　lnnes(1982)は､課題遂行時に個人がその状況に存在する他者をモニターす

ることが可能か否かが､社会的促進の生起を決定する重要な要因であると主張

している｡

　本研究は上記の観点を踏まえ､観察者としての他の生徒の存在が､黒板で課

題遂行する当該生徒のパフオーマンスに及ぼす影響を､課題の習得度､テスト

不安､他者に対するモニタリングの3要因を用いて検討する｡仮説は以下の通
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りである｡

　仮説1　観察者としての他の生徒たちの存在は､課題に対する習得度の高い

生徒のパフオーマンスを促進させるが､習得度の十分でない生徒のパフオーマ

ンスを妨害するであろう｡

　仮説2　テスト不安が高い生徒と低い生徒を比べた場合､仮説1の傾向は､

テスト不安が高い生徒において､より顕著であろう｡

　仮説3　遂行時に他の生徒たちをモニターすることが可能な条件と不可能な

条件を比べた場合､仮説1､仮説2の傾向は､モニタリングが不可能な条件に

おいて､より顕著であろう｡

[方　法]

　被験者　三重県内の小学校5年生9クラス(278名)のうち習得度調査によ

り抽出された108名｡

　課題　18.2÷1.9,12.4÷3.7のような(小数)÷(小数)で余りのある割り

算｡商は小数第1位まで求めさせた｡この課題の選択理由は､小学校教師とも

相談の上､正誤判断が明確で､細かい注意力が必要とされ､5年生の段階で習

得度にばらつきがみられるという条件を満たしていることによる｡

　実験手続き　1.実験者(大学4年生女子)が指定された時間に各クラスヘ出

向く｡担任教師に｢小学校5年生の計算能力を調べているM大学教育学部の学

生さんです｣という紹介をされ､個人の習得度を査定する10問から成る問題用

紙を配布した｡その際に､余計な緊張をさせないために｢個人ごとの成績を担

任の先生には報告しない｣ことを確約する｡また､解答時間を測定するため､

5秒ごとにタイム表示力ードを提示し､解答し終えた生徒に調査用紙の所定欄

に記入するよう求めた｡ほぼ全員が解答し終える15分間課題遂行させ､回収す
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る｡次に､テスト不安検査(荒木ら,1979)を配布し､実験者が1問ずつ読み

あげて回答させた｡所要時間は約20分であった｡

　2.習得度調査とテスト不安検査の結果より､Table　6-2　に示される8条件群

に1-2名ずつ計12名の生徒を各クラスごとに抽出した｡習得度H群は正答数

が8　-10､M群は2-7で構成し､テスト不安高群は､10-27点､低群は8点以

下で構成した｡

　3.約1週間後､実験者は実験補助者を1名伴って､同じクラスを訪れ､｢小

学校5年生が計算している様子を実際に見たいので協力して欲しい｣と述べて

実験を開始する｡　Fig.6-7に示されるように実験者Bは教卓､実験者Aは黒板

　　　　　　　　　　　　　　　黒　板

実験者A

m
m
m
m
m

△遂行者

実験者B

▽遂行者

　　　　教卓(黒板)

m　m

m　m

m
m
m

m
m
m

Fig.6-7実験場面の配置図
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から少し離れたところに位置し､それぞれが1名ずつ遂行者を指名する｡実験

者Aに指名された生徒は黒板を使い(モニタリング不可条件)､実験者Bによ

って指名された生徒は､他の生徒たちの方を向き(モニタリング可条件)､教

卓上に置かれた簡易黒板を使って､それぞれ3問の課題を遂行する｡この時､

共行動効果を防ぐため､開始時期はずらした｡各条件とも1人がやり終えたら

次の生徒を指名し､6名ずつ行った｡遂行者の解答と解答時間は､それぞれ記

録された｡

　[結果と考察]

　条件操作の妥当性と結果の測度

　習得度調査におけるH群とM群､テスト不安検査における高群と低群の平均

値の差は､当然ながら0.1%水準で有意である｡さらに､Table　6-2　における

Table　6-2　各条件群の正答数､解答時間､テスト不安得点の平均値と標準偏差

習得度 H　群 M　群

テスト不安 高群　　　　低群 高群　　　　低群

E二タリング 不可N=14　可N=13　不可N=14　可N=13 不可N=13　可N=14　不可N=13　可N=14

正答数

9.00　　9.08　　9.21　　9.31

0.65)(0.73)(0.67)(0.61)

.43　　2.62　　1.86　　2.38

0.73)(0.91)(0.91)(0.84)

5.08　　5.07　　5.31　　5.36

1.44)(1.87)(1.07)(1.17)

.15　　2.29　　2.38　　2.00

0.77)(0.96)(0.92)(0.85)

四間

(秒)

501.07　549.23　　545.64　481.08

136.15)(126.93)(179.21)(123.07)

164.50　152.77　　157.07　146.77

　(53.01)(38.41)(46.76)(32.48)

750.77　662.86　533.08　581.43

163.73)(179.11)(153.58)(164.73)

71.31　220.86　155.15　178.00

108.69)(74.11)(40.96)(114.54)

テスト不安

　　得点

13.86　　16.54　　　4.21　　3.62

(2.47)(3.77)(2.24)(2.50)

15.62　13.21　　4.62　　4.07

(4.67)(2.48)(2.62)(2.49)

Nは人数､(　)内は標準偏差を示す｡

また､正答数､解答時間の上段は10問､下段は3問遂行時の結果を示す｡
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習得度H群･M群､テスト不安高群･低群内の4条件群の等質性が確保されて

いるかをみるために､それぞれ一要因の分散分析を行ったところ､テスト不安

高群で有意な傾向がみられたが(F=2.50,が=3/50,ρ<.10)､クラスごと

に被験者を抽出した点を考盧すれば､条件操作は概ね妥当であったといえよう｡

　習得度調査(10問)における正当数をP1､実験(3問)における正当数をP2､

習得度調査時の解答時間をTI､実験時の解答時間をT2とすると､仮説1,2,

3を検討するために以下の四つの指標を結果の測度として用いることができる｡

(a)正答数の増加量

11

12

-

-

一

一

P2-(PIX

P2-(PIX

(c)解答時間の促進量

工3

14

一

一

一

一

(T1×

T1

)

)
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　3

10

(b)解答時間を考盧した正答数の増加量

T2

T1

)-T2
　3
-

10

(d)正答1問あたりに要した解答時間の促進量

T2

P2P1

　そして､各指標ごと(ただし､cとdの解答時問は対数変換値)に習得度(H

-M)×テスト不安(高一低)×モニタリング(可一不可)の3要因の分散分

析を行って仮説を検討した｡

　習得度の効果(仮説1)の検討

　Table　6-3　は､各条件群ごとに4指標の平均値と標準偏差を示したものであ

る｡これをもとに､分散分析を行なったところ､エ1､12､エ4の3指標で､

習得度要因の主効果に有意な差がみられた(F=40.90,F=19.50,F=20.49,



いずれも　が= 1/100,ρ<.001)｡　ところが､ Fig.6-8をみてわかるように､

仮説1とは逆に､M群の方が正当数を増加させている｡

Table　6-3　各条件群の4つの指標の平均値と標準偏差

習得度 H　群 M　群

テスト不安 高群　　　　低群 高群　　　　低群

E二タリング 不可N=14　函3　不可N=14　可N=13 不可N=13　可N=14　不可N=13　可N=14

11

2

3

4

-0.27　　0.03　　-0.91　-0.41

0.78)(0.37)(0.86)(0.79)

0.64　　0.05　　-0.99　-0.54

1.15)(1.03)(1.24)(1.37)

0.04　　0.07　　0.01　-0.00

0.15)(0.11)(0.15)(0.12)

0.13　　0.05　　-0.16　-0.12

0.25)(0.11)(0.23)(0.27)

0.55　　0.76　　0.79　　0.39

0.71)(0.80)(0.94)(0.92)

.30　　0.43　　0.73　　0.40

1.03)(1.15)(0.94)(1.03)

0.06　-0.04　　0.01　　0.01

0.16)(0.12)(0.15)(0.17)

.08　　0.16　　0.17　　0.11

0.27)(0.28)(0.22)(0.22)

Nは人数､(　)内は標準偏差を示す｡
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Fig.6-8習得度別にみた正答数の増加量
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　そこで､まず最初に仮説1の結果を歪める可能性のある要因として､注視に

よる｢学習の効果｣について考察した｡実験中､他の生徒の黒板での課題遂行

を注視することは､計算の仕方を｢学習｣することにもなる｡H群では十分に

学習されているため､遂行の順番によって正当数は変化しないが､十分に学習

されていないM群では､遂行の順番が後になるほど｢学習効果｣で正当数が増

加し､全体としてみれば､H群よりM群に対して有利に働くはずである｡　Table

6-4は､遂行の順番を1-2番､3-4番､5-6番の3つのグループに分け､

H群とM群別に正当数の増加量(指標11)の平均値と標準偏差を示したもの

である｡分散分析の結果､順番の主効果および習得度×順番の交互作用効果は

有意ではなく､M群の｢学習効果｣が必ずしも仮説1の結果を歪めている要因

ではないことが明らかになった｡

　　Table　6-4　習得度別にみた遂行順による指標11の平均値と標準偏差

習得度 H　　群 M　　群

遂行順 1-2番　　3-4番　　5-6番 1-2番　　3-4番　　5-6番

人　数 20　　　　18　　　　16 16　　　　18　　　　20

工1 -0.40　　-0.64　　-0.24

0.87)(0.85)(0.76)

　0.69　　0.36　　0.71

0.82)(0.88)(0.80)

　　　(　)内は標準偏差を示す｡

　次に､仮説1と逆の結果が出たことを第1節の結果と合わせて肯定的に考え

れば､動因水準と課題遂行の関係が逆U字型曲線になることを述べたYerkes-

Dodsonの法則を用いたFig.6-9のような解釈も成立する｡すなわち､習得度

調査で動因水準の位置がqlであるH群､plであるM群は､実験時には級友の

注視により動因水準が高まり､H群はQI､M群はP1の位置に移る｡それに伴

いパフオーマンス水準も移動し､H群で抑制され(q2ラQ2)､M群で促進さ

れる(p2うP2)ことになる｡ただし､この考え方では､H群とM群の差は習
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得度ではなく､パーソナリティ変数による習得度調査時の動因水準の差に帰せ

られる｡その一つの手がかりとして､本研究で用いられたテスト不安を取り上

げてみよう｡テスト不安の高い生徒は､習得度調査の段階で動因水準が高まり､

これが最適な動因水準となり習得度も高くなる｡一方､テスト不安の低い生徒

は､習得度調査時よりも､他の生徒から注視される実験時の方が最適水準に近

付き､結果としてパフオーマンスが促進されると考えるのである｡　しかし､テ

スト不安得点と習得度調査の成績は弱い負の相関関係を示し(r=-.22)､少

なくともテスト不安要因は､このパーソナリティ変数には該当しないので､本

研究では代替的な解釈を述べているに過ぎない｡

q
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Fig.6-9動因水準と課題遂行に関する逆U字型曲線
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　仮説2およぴ仮説3の検討

　Table　6-3　における4指標の分散分析結果では､テスト不安要因とモニタリ

ング要因の主効果および他の要因との交互作用効果はみられず､仮説2､仮説

3は検証されなかった｡テスト不安要因に関しては､実験時に実験者が遂行者

の解答の正誤を公にしなかったことにより､黒板での課題遂行場面が､テスト

不安の高低が顕著に影響するようなストレス状況になっていなかったという懸

念が考えられる｡

　また､人は社会的に注目されると､自己に注意を向けるようになるが､その

時､自分の言動や外観といった他者の目に映る外的側面に注意を向ける傾向を､

Buss(1975)は公的自己意識と呼んでいる｡そして､公的自己意識が高まるこ

とで社会的不安(当惑感･恥辱感･会衆不安･羞恥心)が生じ､遂行行動に違

いが生じるとしている｡本研究では､級友の注視がまさしく社会的な注目に値

し､社会的な不安の中でも､人の目を意識して緊張し､その場に立ち向かうこ

とへの恐怖感を持つ会衆不安が生じやすいと予測される｡このように考えてく

ると､仮説1の代替的解釈との関連も含めて､パーソナリティ変数として公的

自己意識尺度も実施しておくべきであった｡

　モニタリング要因に関しては､遂行行動を背後から級友に注視される状況と

注視している級友を自分がモニターできる状況では､遂行者に異なった影響を

及ぼすことが予測された｡しかし､全く新奇な場面であれば､観察者の行動の

不確定性や予測不可能性は高いので､モニタリングの効果が出現したかもしれ

ないが､黒板での課題遂行場面は日常よく行われており､遂行者にとって､そ

の場の不確定性や予測不可能性が低くなってしまったことが考えられる｡

　自信およぴ期待の効果

　本研突の目的のところで､社会的促進の研究が個人の認知過程に関心を向け

すぎることを批判的に述べたが､無視できないことも事実である｡例えぱGood
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(1973)は､遂行者は他者を社会的承認の源として知覚するので､評価的な他

者の前でうまく遂行できるという予測を持った場合にのみ優勢反応が促進され

ることを実証している｡

　本研究では､習得度調査の約1週間後に実験を実施しているが､遂行者には

習得度調査の結果をフィードバックしていないため､H群は自信を持ってボジ

ティプな遂行期待を抱き､M群は自信をなくしネガティプな遂行期待を抱いて

いたかの特定は不可能である｡むしろ､フィードバックをしなかったことによ

り､逆の期待を抱いて遂行した生徒が両群内に存在すると考えられる｡遂行者

の認知過程をも考察するとすれぱ､習得度調査結果のフィードバックをするこ

とにより､期待要因を統制しておくべきであったと考えられる｡

第3節 言語的サポート要因による検討

[問　題]

　教育の現場では､他の級友たちが注視する中で､生徒がさまざまな課題遂行

行動に取り組むことがよくある｡例えば､家で一生懸命リコーダーを練習した

り､九九を暗唱したにもかかわらず､授業中に指名されて遂行すると､練習の

効果が思ったほど発揮できない生徒がいたり､逆に､普段以上に詩の朗読をう

まくできたり､50メートルを速く走れたりする生徒もいるであろう｡この場合､

もっとも注意しなければならないのは､教師が生徒のパフオーマンスを､その

子どもの“真の実力"であると判断してしまうことである｡他の級友たちが注

視することによって､生徒のパフオーマンスが“真の実力"より促進されたり､

妨害されたりすることは､社会的促進と呼ばれる広く知られた心理学的事象で

ある｡
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Zajonc(1965)は

れたり

他者が存在することによって､個人の課題遂行が促進さ

妨害されたりすることを､Hu11-Spenceの動因理論的枠組みから説明

できるとした｡すなわち､ ｢見物者や共行動者の存在は､個人の一般的覚醒水

準ないしは動因水準を高めることによって､優勢反応の生起率を増大させる｡

その結果､単純な課題やよく学習された課題を遂行する場合のパフオーマンス

は促進され､複雑な課題や未学習の課題を遂行する場合のパフオーマンスは妨

害される｣という仮説である｡　しかしながら､この仮説を検証した研究は､ほ

とんどが実験室的な研究であり､現実場面での妥当性を検証しているものとし

ては､わずかにMarkus(1978)の衣服の脱着行動や､宮本(1989)の弓道場

面の研究がみられるだけである｡

　そこで､第1節と第2節では､冒頭で述べたような教室場面で､Zajoncの

オリジナルな仮説がどの程度妥当性をもつかを検証しようとした｡第1節では､

算数や数学の授業法として日常的に行われている黒板での課題遂行について取

り上げた｡　Zajonc仮説に従えぱ､正答が優勢反応となりやすい習得度の高い

生徒のパフオーマンスは､他の級友たちが注視していることにより促進ないし

は維持されやすいが､習得度が十分でない生徒のパフオーマンスは妨害されや

すいことが予測された｡しかし､得られた結果は､解答時間を指標とした場合､

予測を支持する可能性も示唆されたが､正答数を指標とした場合には､逆の可

能性も考えられ､明確な結論は得られなかった｡その最大の理由は､習得度調

査において､個々の生徒が10問解答するのに要した時間を測定しなかったこと

であった｡

　第2節では､その点を修正する実験手続きを用いると同時に､被験者のパー

ソナリティ要因(テスト不安の高一低)と遂行状況の要因(級友に対するモニ

タリング可能一不可能)が導入された｡そして､習得度の十分でない生徒が､

級友たちが注視する前で課題を遂行することは妨害的な意味をもち､テスト不
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安の高いことや背後からの注視(モニタリング不可能)は､そうした妨害効果

を強めることを実験仮説とした｡実験の結果は､習得度の高い群で遂行の増加

量が減少し､習得度の十分でない群の方で遂行量の増加がみられ､仮説とは逆

の傾向が得られた｡他の2要因に関する効果は見出されなかった｡そして､仮

説が検証されなかった原因の一つとして､遂行者の認知過程を明確化する手続

きの必要性が考察された｡　Good(1973)によれば､遂行者は他者を社会的承認

の源泉として知覚するので､評価的な他者の前でうまく遂行できるという予測

をもった場合にのみ､優勢反応が促進される｡それ故､習得度調査の結果をフ

ィードバックしなければ､習得度の高い生徒は自信をもってボジティブな期待

を抱き､習得度の十分でない生徒は自信をなくしてネガティプな期待を抱いて

いたかの特定は不可能である｡遂行者の認知過程をも考慮するとすれば､習得

度調査結果のフィードバックをすることにより､遂行者の期待要因を統制して

おくべきであったと考えられる｡

　本研究では､この点を修正する実験手続きを用いると同時に､被験者にとっ

て助力的な観察者は妨害の割合が少ないとするGeen(1977)を参考に､教師

　(実験者)からの言語的サポート要因も導入した｡長根(1991)によれぱ､小

学校高学年の生徒が学校生活で感じる心理的ストレスとして､｢友だちとの関

係に関する因子｣､｢授業中の発表に関する因子｣､｢学業成績に関する因子｣､

｢失敗に関する因子｣の四つがあげられている｡本研究のように､他の級友た

ちが注視する中で､教師から指名され､黒板で課題遂行する事態は､遂行者に

とっては能力評価にも繋がるし､長根が指摘している4因子とも関連が深い｡

ここで教育的援助として考えられるのが教師の言語的サポートである｡その根

拠は､ソーシャル･サポートの実験的研究に求められる｡　Sarason&Sarason

(1986)は､被験者の先有サポート量(いざという時に､援助してくれそうな

人が自分の周りに何人いるかというもの)を測定し､アナグラム課題の遂行時
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に､実験的サポートを与える条件と与えない条件を操作した｡その結果､低先

有サポート群に対する実験的サポート供与は､課題達成を促進させるというこ

とを見出した｡わが国でも､松崎･田中･古城(1990)が､短大生と看護学校

の学生を被験者に類似の実験を行っている｡

　本研究は､こうした教育的援助の方法を加味しながら第1節､第2節で検証

できなかったZajoncのオリジナルな仮説の妥当性を吟味することを目的とす

る｡実験仮説は､以下の二つである｡

　仮説1　観察者としての級友たちの存在は､課題に対する習得度の高い生徒

のパフオーマンスを促進ないしは維持させるが､習得度の十分でない生徒のパ

フオーマンスを妨害するであろう｡

　仮説2　ストレスを低減させるような教師からの言語的サポートは､習得度

が十分でない生徒に生じるパフオーマンスの妨害効果を緩和させるであろう｡

[方　法]

　被験者　三重県内の小学校5年生11クラス(355名)のうち､習得度調査で

抽出した習得度の高い生徒(以下H群)63名､習得度の十分でない生徒(M群)

60名｡

　課題　18.2÷1.9,12.4÷3.7のような(小数)÷(小数)で余りのある割

り算｡商は小数第1位まで求めさせた｡この課題の選択理由は､小学校教師と

も相談の上､正誤判断が明確で､細かい注意力が必要とされ､5年生の段階で

習得度にばらつきがみられるという条件を満たしていることによる｡

　実験デザイン　習得度要因2水準(H群-M群)×言語的サボート要因3水

準(無-A-B)の組合わせによりTable　6-5　に示される6条件群を設定｡

　実験手続き　1.実験者(大学4年生女子)が指定された時間に各クラスヘ出
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向き､個人の習得度を調査する10問からなる問題用紙を配布した｡その際､余

計な緊張をさせないために｢個人ごとの成績を担任の先生には報告しない｣こ

とを確約する｡また､解答時間を測定するため､5秒ごとにタイム表示力ード

を提示し､解答し終えた生徒に問題用紙の所定欄に記入させた｡

　2.習得度調査の結果より､Table　6-5　に示される6条件群に各クラスから1

-2名ずつ抽出した｡習得度H群は正答数が8　-10､M群は3-7で構成した｡

　3.約1週間後､実験者は実験補助者1名を伴い､習得度調査の結果を返却し

た後､｢小学校5年生が計算している様子を実際に見たいので協力して欲しい｣

と述べて､黒板を使用した課題遂行(3問)を実施した｡時間の制約上､2人

ずつ遂行させたので､それぞれが1名ずつ担当して解答の正誤と時間を記録し

た｡その際､共行動効果をできる限り防ぐために､時間をずらして順次指名し

た｡

　4.言語的サポートの供与については､各クラスとも最初の2-4人には何も

言わないが(サポート無条件)､途中で｢これから指名する人にはお願いした

いことがある｣と告げ､サポートは耳打ちで伝えた｡サボートA条件は､他者

の存在を打ち消すような｢誰も見ていないと思って､落ち着いて解いてごらん｣､

サポートB条件は､失敗の恐れを取り除くような｢この問題は難しいから､間

違えても全然気にする必要はないので､落ち着いて解いてごらん｣という言葉

を与えた｡

　[結　果]

　結果の測度

　習得度調査(10問)における正答数をP1､実験(3問)における正答数をP2､

習得度調査時の解答時間をT1､実験時の解答時間をT2とすると､仮説1､仮

説2を検討するために以下の四つの指標を結果の測度として用いることができ
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る｡

(a)正答数の増加量

I

工2

一

一

-

-

P2-(PIX

P2-(P1×

(c)解答時間の促進量

13

14

-

-

-

-

(T1×

1
-

)

)
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　3

10

(b)解答時間を考慮した正答数の増加量

2T

T 1

)-T2
　3

10

(d)正答1問あたりに要した解答時間の促進量

2T
-

P 2

T
-

P 1

　そして､各指標ごと(ただし､cとdの解答時間は対数変換値)に､2要因

(習得度×言語的サポート)の分散分析を行った｡

Table　6-5　各条件群の正答数､解答時間の平均値と標準偏差

習得度 H　　　群 M　　　群

サポート 無　N=21　A　N=21　B　N=21 無N=20　AN=20　BN=2

正答数

　9.10　　　9.14　　　9.05

0.81)(0.71)(0.72)

.24　　　2.76　　　2.67

1.07)(0.43)(0.47)

　5.60　　　5.80　　　5.55

1.16)(1.03)(1.20)

1.80　　　2.15　　　2.40

1.12)(0.85)(0.80)

解答時間

2.61　　　2.64　　　2.62

0.18)(0.15)(0.20)

2.23　　　2.22　　　2.25

0.19)(0.11)(0.15)

2.76　　　2.79　　　2.69

0.13)(0.17)(0.19)

.30　　　2.36　　　2.27

0.16)(0.16)(0.13)

Nは人数､解答時間は対数値､(　)内は標準偏差を示す｡

また､正答数､解答時間の上段は10問､下段は3問遂行時の結果を示す｡



　習得度の効果(仮説1)の検討

　Table　6-6　は､各条件群ごとに4指標の平均値と標準偏差を示したものであ

る｡これをもとに分散分析を行ったところ､1　1,1　2,14の　3つの指標で習得

度の主効果が得られた(F=14.05,j'=14.54,j'=25.41,いずれもが=1/117,

ρ<.01)｡　しかし､Table　6-6　の平均値をみてわかるように､仮説1とは逆に､

M群の方がパフオーマンスを促進させ､H群では減少している｡これは､第2

節の結果とほぽ同じであり､理論的に導かれる仮説と実験操作によって得られ

る結果との間に何らかの整合性をもたせる説明が必要である｡

Table　6-6　各条件群の4つの指標の平均値と標準偏差

習得度 H　　　群 M　　　群

サポート 無N=21　AN=21　BN=21 無　N=20　A　N=20　B　N=2

11

2

3

4

-0.49　　　0.02　　-0.05

1.10)(0.45)(0.42)

1.91　　-0.83　　-1.55

3.06)(1.07)(2.07)

0.14　　-0.10　　-0.15

0.18)(0.11)(0.16)

0.14　　-0.10　　-0.17

0.19)(0.15)(0.16)

　0.12　　　0.41　　　0.74

1.26)(0.85)(0.76)

0.29　　-0.08　　　0.07

1.59)(1.01)(1.67)

0.07　　-0.09　　-0.08

0.15)(0.11)(0.22)

0.06　　　0.01　　　0.09

0.30)(0.17)(0.19)

Nは人数､(　)内は標準偏差を示す｡

　言語的サポート(仮説2)の検討

　エ1の指標でのみ言語的サボートの主効果が得られ(F=4.01,が=2/117,ρ

<.05)､仮説は部分的に支持された｡ライアン法による多重比較では､サポ

ート無条件とA条件､B条件の間に､それぞれ10%水準､5%水準で有意な傾
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向や差が検出され､M群だけでなく､H群でも言語的サポートは妨害効果を緩

和させている｡また､実験時の所要時間が指標に反映される1　2,1　3,14では､

｢落ち着いて解いてごらん｣という教示が｢時間を気にしないように｣と解釈

されたらしく､言語的サボート要因の効果はみられなかった｡

[考　察]

　本研究は､社会的促進に関するZajoncのオリジナルな仮説が､教室という

現実的な場面でも有効かどうかを検証しようとした｡具体的には､習得度の十

分でない生徒が､級友たちの注視する前で課題遂行することは妨害効果をもつ

が(仮説1)､教師からの言語的サポートは､そうした効果を緩和させる(仮

説2)ことを実験仮説とした｡その結果､仮説1については第1節および第2

節と同じく､M群よりもH群の方に妨害効果がみられ､仮説とは逆の傾向が得

られた｡仮説2に関しては､M群だけでなく､H群の方でも妨害効果は緩和さ

れていた｡これは､仮説1でM群よりH群の方で妨害効果がみられているので

当然の結果といえよう｡問題は､仮説1が本研究も含めて3度の実験によって

検証されなかったことであり､この点について考察を加えてみたい､

　第一に考えられることは､H群の生徒が､級友たちの前で自分の能力を誇示

するような行動をとることは､不人気の原因ともなるので､わざと一生懸命し

なかった可能性が考えられる｡　しかし､H群でも言語的サポートが供与された

条件では､妨害効果が緩和されているので､この解釈は妥当ではない｡

　次に考えられることは､H群とM群では､もともと能力差があるわけではな

く､M群は習得度調査時に､早くやろうとし過ぎてケアレスミスが多かっただ

けであるという解釈である｡　しかしながら､習得度調査時および実験時におい

て､いずれもM群の方がH群より解答時間が長いので､この解釈にも無理があ
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る｡

　第三の解釈は､級友たちの前で課題遂行することは､ストレスの効果が強過

ぎて､H群とM群に同じくらい妨害効果が働いてしまう｡そして､みかけ上H

群の方が妨害効果が強く出てしまうという説明である｡ところが､この説明も

エ1指標におけるM群のサポート無条件で遂行の増加量がプラスであることを

考えれば､満足できるものではない｡

　したがって､仮説1と逆の結果が出たことを肯定的に考えれば､第2節で指

摘したように､動因水準と課題遂行の関係が逆U字型曲線になることを述べた

Yerkes-Dodsonの法則を用いたFig.6-9(再掲)のような解釈も捨て難い｡す

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

q
Q
P
　
　
　
p

則
実
　
験
　
時
(
H
群
)

引
習
得
度
調
査
時
(
H
群
)

h
実
　
験
　
時
(
M
群
)

列
習
得
度
調
査
時
(
M
群
)

動因水準

Fig.6-9動因水準と課題遂行に関する逆U字型曲線(再掲)
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なわち､習得度調査で動因水準の位置がq1であるH群､plであるM群は､実

験時には級友たちの注視により動因水準が高まり､H群はQ1､M群はPIの位

置に移る｡それに伴ってパフオーマンス水準も移動し､H群で妨害され(q2

ラQ2)､M群で促進される(p24P2)ことになる｡ただし､この考え方で

は､H群とM群の差は習得度ではなく､パーソナリティ変数による習得度調査

時の動因水準の差に帰せられる｡第2節では､その一つの手がかりとして､テ

スト不安得点と習得度調査の成績との相関係数を求めたが､弱い負の相関関係

　(r=.22)しか得られず､テスト不安がこのパーソナリティ変数には該当し

ないことが明らかにされた｡むしろ現時点で､このパーソナリティ変数として

考盧する必要があるのは公的自己意識特性であろう｡この概念は､Fenigstein,

　Scheier,&Buss(1975)によって提出されたものであり､社会的対象として

の自己に注意を向けやすい傾向である｡その特微として､公的自己意識の高い

人は､他者からの評価的フィードバックに敏感であることも明らかにされてい

る(Fenigste　in,　1979)｡公的自己意識が課題遂行に及ぽす影響は､自己客体

視理論の枠組みで議論(押見,1984)されているが､公的自己意識を他者の目

に映る自分を意識する個人差変数と考えれば､状況によってそれが活性化され

る程度に違いが出てくるはずである｡つまり､Fig.6-9の調査時で､公的自

己意識の高い人はH群に､低い人はM群になる確率が高くなる｡もちろん､個

人の蓄積された計算能力がまったく無視されるわけではないが､計算能力が一

定であるとすれば､H群とM群は公的自己意識の高低による動因水準の違いを

説明している可能性がある｡

　最後に､これとは全く別方向で検討されなければならないものとしては､課

題の性質である｡本研究で用いている小数の計算課題は､正答に到達するのに

いくつかのステップを踏まされるが､分析で使用しているのは正答数と解答時

間のみであり､課題数(3問)が少ないため誤差が生じやすい｡誤答のレベル
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をチェックする分析法をも試みるべきであったと考えられる｡それと同時に､

冒頭で述べたような教室場面で日常的に行われているいくつかの課題を用いた

実験も必要とされるであろう｡
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での遂行の増加量が､

第7章　総括的討論

第1節　本研究の意義と問題点

本研究は､ 社会的促進過程を説明しようとするいくつかの理論的立場を踏ま

え､合計12の実験を紹介した｡まず第2章では､Zajonc仮説とCottre11の

学習された動因源仮説の妥当性を比較検証するために二つの実験を行った｡観

察者に対する評価懸念の要因や遂行者のテスト不安特性要因を導入した結果､

二つの仮説を異質なものと考えるより､むしろ連続線上にあると考えた方が理

解しやすいことが実証された｡すなわち､存在する他者が評価的であることや､

評価的な他者から影響を受けやすい個体であることは､社会的促進効果の顕現

性を高める要因変数であるとの解釈がなされた｡

第3章では､ 課題遂行場面における

進過程の枠組みに適用した｡

属は 観察者の存在によって

Weinerの原因帰属モ

具体的には､

デル を 社会的促

成功経験や失敗経験に対する原因帰

その帰属傾向が強められ､

及ぽすかどうかの検討を行った｡

遂行行動にも影響を

達成動機の要因を導入した実験では､

低達成動機群>高達成動機群となり

する高達成動機群の方が少なくなったのと同時に

みられた｡

難課題

成功を能力に帰属

単独群>観察者群の傾向も

達成動機の高低による成功経験の帰属の仕方が次の遂行にそれ故､

及ぽす効果と､ 観察者の存在が課題遂行に及ぼす効果とは

に基づくと解釈された (Fig.3-3)｡

別々のメカニズム

公的自己意識特性を導入した実さらに

験では､公的自己意識の高い群は､失敗の原因を内的で安定した要因に帰属さ

せる傾向が見られたが､課題遂行の増加量に関しては､公的自己意識よりも観

察者の影響が強くみられ､難課題では､観察者が存在することによる増加量の
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抑制がみられた｡これにより､公的自己意識は原因帰属に､観察者の存在は課

題遂行に､それぞれ独立した効果を及ぽしていることが指摘された(Fig.3-5)｡

つまり､二つの実験結果からは､必ずしも安藤･渡辺(1982)が主張するよう

に､観察者の存在が遂行原因の帰属傾向を強め､課題への異なった期待が次の

遂行量を決定しているわけではなく､観察者の存在そのものが課題遂行に影響

するという動因理論的メカニズムが実証された｡

　第4章では､Sanders　et　a1.が主張する注意のコンフリクト仮説が検討され

た｡対人距離要因を導入した実験では､観察者の場合､注意のコンフリクトを

引き起こす距離では､遂行の増加量は単純課題で促進､複雑課題で抑制された｡

共行動者の場合､単純課題では､距離よりも社会的比較が可能なときに促進効

果がみられ､中程度の難易度課題では､注意のコンフリクトを生起させる距離

で促進効果が生じた｡もう一つの実験では､不安や不快な感情をもたらす不協

和条件の観察者の方が､妨害子としてのインパクトは大きく､注意のコンフリ

クトが生起しやすいことを仮定した実験が行われた｡その結果､補助的測度で

ある誤答数の分析で､注意のコンフリクト仮説の有効性が示唆された｡いずれ

にしても､三つの実験では､妨害子としてのインパクトを操作することによっ

て､課題遂行に異なった効果が現れたのである｡　したがって､“他者の存在は

遂行者の注意を拡散させる妨害子として機能するが､遂行者は同時に注意を課

題へ集中させようと努力するので､二つの注意反応の間にコンフリクトが生起

し､それが動因水準を上昇させる"という動因理論的な基本的仮定は確証され

たといえよう｡

　第5章では､課題遂行で失敗を経験した被験者が､類似課題の遂行を依頼さ

れたときや類似課題の遂行前に練習を手控えるというセルフ･ハンディキャッ

ピング方略を利用したとき､観察者の存在の有無が､類似課題の遂行にどのよ

うに影響するかを検討した｡そして､自分の失敗経験を知っている依頼者が存
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在する場合､被験者は類似課題で努力し､遂行量を増加させている｡このこと

は､自己のイメージを回復するための積極的自己呈示行動であると考察された｡

同様に､類似した課題でも､再び失敗を経験する恐れのある被験者は､観察者

が存在すると､わざと練習を手控えるセルフ･ハンディキヤッピング方略を採

ろうとした｡そして､類似課題の遂行では､割増原理が働くように努力をして

いたことが確認された｡二つの実験からの結論としては､失敗経験後に自己イ

メージ回復の機会が与えられた場合､他者の存在は､被験者の自己呈示動機を

喚起させ､課題遂行行動を促進させる働きをもつといえる｡

　第6章では､理論の緻密さを検証する実験室実験ではなく､生徒が他の級友

たちの視線を感じながら､黒板で計算課題を遂行するという実験事態が用いら

れた｡これは､教室という現実場面で生起する“あがり"と呼ばれるような現

象が､社会的促進過程を説明する理論から予測される遂行行動とどの程度合致

するかを検証しようとするものであった｡第一実験では､正答が優勢反応とな

りやすい習熟度の高い生徒のパフオーマンスは､他の生徒たちが注視している

ことにより促進されやすいが､習熟度が十分でない生徒のパフオーマンスは妨

害されやすいという“あがり"の行動面的特微を実証しようとした｡　しかし､

解答時間を指標とした場合､予測を支持する可能性も示唆されたが､正答数を

指標とした場合には､逆の可能性も考えられ､明確な結論は得られなかった｡

その最大の理由は､習得度調査において､個々の生徒の解答時間を測定してお

かなかったことである｡第二実験では､その点を修正する実験手続きを用いる

と同時に､被験者のパーソナリティ要因(テスト不安の高一低)と遂行状況の

要因(級友に対するモニタリング可能一不可能)が導入された｡そして､習得

度の十分でない生徒が､級友たちが注視する前で課題を遂行することは妨害的

な意味をもち､テスト不安の高いことや背後からの注視(モニタリング不可能)

は､そうした妨害効果を強めることを実験仮説とした｡実験の結果は､習得度
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の高い群で遂行量が減少し､習得度の十分でない群の方で遂行量の増加がみら

れ､仮説とは逆の傾向が得られた｡他の2要因に関する効果は見出されなかっ

た｡そして､仮説が検証されなかった原因の一つとして､遂行者の認知過程を

明確化する手続きの必要性が考案された｡つまり､習得度の調査結果をフイー

ドバックしなければ､習得度の高い生徒は自信をもって高い期待を抱き､習得

度の十分でない生徒は自信をなくしてネガティプな期待を抱いていたかの特定

は不可能であることが指摘された｡第三実験は､この点を修正する実験手続き

を用いると同時に､教師(実験者)からの言語的サポート要因も導入した｡言

語的サポートは､“あがり"の行動的マイナス面をコントロールできる教育的

援助としての役割が期待され､習得度が十分でない生徒に生じるパフオーマン

スの妨害効果を緩和させることが予測された｡その結果､言語的サポートの妨

害緩和効果は､習得度の段階に関係なくみられたが､“あがり"の行動面的特

微である習得度の段階と課題遂行量の関係は､第二実験と同様､仮説とは逆の

傾向がみられた｡これについては､習得度の段階が､被験者の公的自己意識の

高低による動因水準の違いを説明している可能性があること､および課題の性

質を詳細に分析する必要のあることが考察された｡

　上述した研究成果は､通常の研究論文の進め方とはやや異なっている｡とい

うのは､従来の研究論文では､特定の理論や立場の優位性を示すための実験を

積み重ねていくことが多かった｡これに対し､問題(第1章第7節)のところ

で述べたように､本研究は､社会的促進過程に関するいくつかの理論的仮説を

並列的に扱い､他の要因変数と絡ませながら､それぞれの説の妥当性を検討し

ようとした｡こうした研究の進め方では明確な結論は出ず､生産的ではないと

の批判が出てくることも承知している｡　しかしながら､いくつかの理論的仮説

を実験的なデータに基づいて検討した結果､現時点では､社会的促進過程を説

明するには､注意のコンフリクト仮説をベースに考えるのが有効であると結論
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した｡その理由は次節で述べられる｡

第2節　諸理論の統合

　第1章で､社会的促進過程を説明する五つの立場を紹介したが､Zajoncの

｢他者の単なる存在｣仮説､Cottre11の｢学習された動因源｣仮説､Sanders

の｢注意のコンフリクト｣仮説の三つは､動因理論的立場の研究として位置

づけられる｡このうち､第2章で比較検討されたZajonc仮説とCottre11仮

説は､決して異質なものではなく､むしろ連続線上にあるものと考えた方が理

解しやすいことは､前節でも触れられた｡さらに､Sanders(1983)は､Fig.7

-1に示される注意のプロセスモデル(attention　processes　mode1)を提出し､

状況の進展に理論的説明を対応させ､最終的には､注意のコンフリクトが社会

的促進を導くというメカニズムを提起している｡

/
　NO

/

＼
　Yes

勤因は無変化

　
　
　
　
　
　
　
0

　
　
　
　
　
　
　
NI

誠他者への注意と

　　課題からの萎求-Yes心社会的促進

　　とのコンフリクト

他者の存在→反射的注意の→他者への注意を

　　　　　　　　　　方向づけ　　　　継統する欲求

-
‐
-
ツ

1
‐
‐
ツ

単なる存在仮説　学習された勤因源仮説

　　ヽ4/
注意のコンフリクト仮説

Fig.7-1社会的促進に関する注意のプロセスモデル(Sanders,1983より作成)
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　一方､この対極にあるのが自己呈示説の考え方である｡宮本(1985)は､既

存の研究や自らの研究成果をまとめる形でFig.7-2に示されるようなモデル

を提案している｡このモデルでは､他者の存在によってまず第1のプロセスと

Fig.7-2社会的促進の新しいモデル(宮本,1985より引用)

して､覚醒水準の上昇が起き､次いで第2のプロセスとして自己呈示の欲求が

生じることを仮定する｡そして､Markus(1978)の実験で行われた靴や上着の

脱着という評価水準のない場合には､自己呈示の方略が曖昧となり､覚醒水準

の上昇の効果がそのまま現れ､支配的反応(履き慣れた靴の脱着)の発射が促

進されることになる｡次に､課題が単純で既に学習したものを遂行するだけの

場合には､遂行量を増大させることによって積極的な自己呈示が行われる｡逆

に､疑似再認課題や言語学習課題のように､課題が困難でエラーをおかすこと

が明白な場合でも､反応しないことが許される場合には防衛的自己呈示を試み､

自信のある反応のみを行い､その他は抑制が働いて無反応となる｡　しかし､知

覚運動学習課題のように無反応が許されない場合には､どうしても誤反応が顕

在化してしまうため､困惑や当惑の感情が発生し､ますます学習が妨害される

というものである｡その後､宮本(1993)では､動因理論的色彩の残る支配的

反応の発射促進は除かれ､促進､抑制､妨害効果を説明する3種の自己呈示の
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みをモデルの中で取り上げている｡　しかしながら､社会的促進過程は､もとも

と遂行者が作業課題に取り組むときに､観察者や共行動者が存在すると､単独

の場合に比べてどのように遂行が影響されるかを研究するものである｡遂行者

が､常にどのような遂行行動をすれぱ､観察者や共行動者に対して好ましい自

己呈示ができるかを考えながら､作業課題に取り組んでいるとは思われない｡

筆者が第5章で紹介した二つの実験のように､失敗経験を見られた観察者に対

し､低下した自己イメージを回復する機会が与えられると､遂行者の努力は増

大し､遂行量が増えるような場合は､自己呈示動機に基づくものだと理解しや

すい｡ところが､多くの自己呈示的立場を支持しているとする研究は､ほとん

ど独立変数としての自己呈示動機を操作しているわけではなく､結果の解釈の

ために自己呈示理論を引用しているに過ぎない｡現時点では､自己呈示説は有

効な代替的説明になりうることは認めても､社会的促進過程の本質を説明して

いるものではない｡

　もう一つの自己客体視説では､観察者の存在は､遂行者を客体的自覚状態に

導く剌激条件の一つであり､遂行水準についての評価過程を始動させることが

仮定されている｡そして､理想水準と現実の遂行水準とのズレを認識し､それ

を低減するためにパフオーマンスを増大させるとしている｡ただし､この考え

方には二つの問題点がある｡一つは､遂行者が未知の課題に取り組んだとき､

理想的水準がすぐに設定されうるのかという問題である｡社会的促進に関する

実験で用いられる課題は､多くの場合被験者にとって未知の課題であり､その

標準的な遂行水準は明確でなく､成功や失敗のフィードバックによって初めて

自己の遂行水準を認識するのが普通である｡いま一つの問題点は､難課題にお

ける遂行水準の低下である｡仮に､理想水準が現実水準の少し上に常に設定さ

れることを認めたとしても､そのズレを低下させようと努力するのに､パフオ

ーマンスが低下することを説明するのは困難である｡この点に関しては､自己

1　3　9



　　　　易課題

十期待　増大

一期待　横ぱい　減少

現実の

パフォーマンス

客体視説から派生したCarver　et　a1.　(1981)の制御理論(Fig.1-4参照)の

方が理解可能である｡ただし､この理論においても､理想水準または正の規準

が設定されるとの前提に変わりはないが､“結果に対する期待の査定"という

認知過程を考えていることは興味深い｡

　本節でこれまで述べてきたことと､本研究の実験結果を総合すると､課題遂

行場面における他者の存在と個人のパフオーマンスは､Fig.7-3のように考え

ることができる｡(1)の矢印は､観察者が評価的であったり､不協和をもたら

した源であったり､複数の人間であるような場合､また､共行動者が適度な距

離に存在したり､パフオーマンスの比較が可能であるような場合､他者の存在

は妨害子としてのインパクトをもちやすく､遂行者が課題に集中しようとする

ほど､注意のコンフリクトが生起し､遂行者の動因が喚起されることを示す｡

評価的

観察者

共行動者

不協和

導入
↑↑

比較 人数

人数
↓

注意のコンフリクト

　による遂行者の

　動因の喚起

　　　易課題　難課題

N期待　増大　　減少

　y(3)
→

ゾ
△

　
　
　
j

　
　
　
GI↑

対人距離

(1) 　(2)
→

　　　↑(4)
パーソナリティ

(公的自己意識や　ゴじ!と)

テスト不安など)

課題の難易度に

よる動因効果

先行経験などに

よる原因帰属

Fig.7-3課題遂行場面における他者の存在と個人のパフォーマンス

(2)の矢印は､喚起された動因の効果は､課題の難易度によって異なり､(3)の

矢印のように期待がニュートラルで､特別意識化されない場合には､そのまま

現実のパフオーマンスが決定される｡このプロセスは､Zajoncの｢他者の単

なる存在｣仮説､Cottre11の｢学習された動因源｣仮説､Sandersの｢注意
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のコンフリクト｣仮説の立場を意味している｡(4)の矢印は､遂行者のパーソ

ナリティ特微であり､妨害子としての観察者や共行動者から受ける影響の個人

差であり､動因の喚起水準に差異を生じさせる｡(5)の矢印は､遂行者のパー

ソナリティ特微が､先行経験を与えられた場合などの原因帰属の仕方にも影響

することを示し､(6)の矢印は､努力に帰属するような場合に､もっとも現実

のパフオーマンスの増大に結びつきやすいことを予測する｡(7)の矢印は､制

御理論の中で仮定されるような“結果に対する期待"が認知的に特定されるよ

うな場合には､ポジティプな期待は課題遂行に対してプラスに､ネガティプな

期待はマイナスに働くことが考えられる｡つまり､(6)と(7)の矢印は､動因理

論的なプロセスの中に､認知的な要因も反映されることを意味している｡

第3節　今後の展開一社会的促進研究の関連領域-

　前節までで､社会的促進過程に関する本研究の一応の結論を述べてきたが､

残された問題点についても整理をしておきたい｡まず､Fig.7-3の(1)の矢印

に示される観察者や共行動者の人数である｡本研究も含め､従来の研究では､

観察者や共行動者は1名か2名であることが大半である｡もしくは､現実的な

場面を用いた本研究の教室場面などでは､多数というだけで人数の特定はして

いない｡他者の人数の効果を直接扱った研究は数少ないが(Martens&Landers,

1972　;　Hi　l　lery　&Fujita,1975　;　磯崎,1979)､いずれも評価懸念のプレッシヤ

ーが強まるという観点で行われており､妨害子としてのインパクトが強まると

いう注意のコンフリクト仮説を検証したわけではない｡これに関連し､状況に

よっては個人が習熟した行動(優勢反応)を他者と一緒にする場合､パフオー

マンスが減少することも知られている｡　Latan6,　Williams,&Harkins(1979)
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の研突では､被験者は6人集団で防音室に入り､大声を出したり､思いきり手

をたたくという習熟した行動を､単独､2人､4人､6人といった構成条件で

遂行した｡その結果､測定された音の大きさの総量を1人当たりの換算値に直

すと構成人数が多くなるほど､個人のパフオーマンスは低下することが見出さ

れている｡彼らは､この現象を社会的手抜き(social　loafing)と呼んでいる｡

　では､社会的促進ではなく､社会的手抜きが生起する状況の特微とはどのよ

うなものであろうか｡第一に考えられることは課題の性質である｡社会的促進

状況では､正反応基準が明確であり､個人ごとのパフオーマンス成果がわかり

やすいのに対し､社会的手抜き状況では､行動そのものは初めから正反応であ

り､個人ごとのパフオーマンスではなく､集団全体のパフオーマンス成果を問

題としている｡第二には､社会的促進状況では､個人ごとのパフオーマンス成

果がわかりやすいので､共行動者間の成績比較が可能であるが､社会的手抜き

状況では､そうした比較は困難である｡　Sanders　et　a1.　(1978)の説明に従え

ば､社会的比較情報をもたらさない共行動者は､妨害子としてのインパクトが

なく､注意のコンフリクトを生起させないので､個人の動因水準は上昇しない｡

結果として､パフオーマンスが増加するよりも､むしろ社会的手抜き状況では

低下することが強調される｡低下する理由については､社会的手抜き現象が､

Latan6&Darley(1968)で詳述される有名な援助行動の抑制に関する傍観者

効果と同じように､責任の分散で説明がつくと考えられる｡

　いま一つの問題点は共行動者の役割的性質についてである｡社会的促進過程

に関する研究の絶対数でいえば､明らかに観察者状況を扱っているものが多い｡

特に､自己客体視説や自己呈示説の立場で行われている研究には､共行動者状

況を扱ったものが少ない｡おそらく暗黙のうちに､共行動者はお互いが観察者

の働きをなすと仮定されているのであろう｡ところが､共行動者は観察者とは

全く異質な働きをなす場合がある｡
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　Zajonc(1968)は､アプラムシがライトの明るさから暗い所へ逃げ込む迷路

学習を遂行する場合､共行動条件で劣るのは､誤反応を引き起こす他の個体を

モデルとして見なしてしまう可能性があるからだと述べている｡こうした学習

事態とは異なるが､個人が注射や電気ショックを予期するストレス事態におか

れると､他者と一緒にいたいという欲求をもつことがSchachter(1959)によ

って明らかにされている｡彼は､この理由を次の二つで説明している｡①他者

と一緒にいることにより､恐怖感を低減しようとする｡②同じストレス事態に

ある他者と比較して､自分の心理的状態を明確にしようとする｡これを受けて

Epley(1974)は､他者が存在するこ

のプロセスがあると考えた｡第1は､

とによってストレスが低減するには三つ

他者の単なる存在｡第2は､他者の活動

によってストレスから気をそらす｡第3は､モデルとなる他者の落ち着いた反

応である｡このうち第3のプロセスを支持する例として､Amoroso&Walters

　(1969)の研究がある｡彼らの研究では､痛みを伴うショックを与えられた被

験者が､単独あるいは3人の落ち着いた他者(サクラ)と一緒に待機する｡こ

のとき､所定の時間が経過したら再びショックが与えられると教示される｡待

機後､被験者は無意味綴りの対連合課題を遂行する｡ショックの恐れによって

高められる動因水準は､エラー数の増加を予測させるが､落ち着いたサクラと

一緒に待機した被験者は､単独で待った被験者よりもエラー数が少なかった｡

そして､ショックを受けた直後と待機後に測定された不安の自己報告でも､落

ち着いたモデルと待機した被験者の方が大きな不安低減を示していた｡

　このほか､Shaver&Liebling(1976)も､モデルが教示によって作り出さ

れたストレス動因を増減させることを報告している｡高恐怖条件の被験者は､

痛い注射を受けることを教示された後､複雑な迷路課題を遂行する｡遂行時に､

注射に対し恐怖を示す他者が存在した群では､単独群と比べて40%近くエラー

数の増加がみられたが､落ち着きを示す他者が存在した群では､単独群とほぽ
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同じ結果が得られた｡後者の結果に対しては､モデルの落ち着いた行動は教示

によるストレス動因を低減させているが､モデルが同時に観察者として存在す

るために喚起される動因とで相殺されるという解釈がなされている｡こうした

他者の存在がモデルとなり､個人の行動に及ぽす影響過程は､前述した援助行

動の抑制にも当てはまる｡　Latane&Rodin(1969)の研究でも､アコーディオ

ンカーテンで仕切られた隣室で､女性がケガをしたらしいという事態が発生し

ても､一緒にいたサクラが何の反応も示さないでいると､被験者の援助行動は

著しく減少することが実証されている｡つまり､何もしないモデルの存在は､

事態の重要性を減じ､被験者に何もしないことが適切な行動のように思わせて

しまうのである｡共行動者状況を学習事態に限定しなけれぱ､かなり広範な社

会的行動とも繋がりができてくる｡

　また､従来の共行動者状況を扱った研究では､共行動者は被験者と同じ属性

をもち､同程度の課題遂行能力をもつことが､やはり暗黙のうちに仮定されて

いたと考えられる｡事実､筆者の教室場面における生徒の課題遂行状況でも､

競争を防ぐため開始時間を少しずらすとともに､同時に遂行している2人の生

徒の遂行能力は同レベルに統制した｡　しかしながら､共行動者の能力が自分よ

り優秀であることや劣っていることがわかっている場合､共行動者効果はどの

ように予測されるのであろうか｡注意のコンフリクト仮説に基づけば､比較相

手として妨害子となるインパクトが小さくなるので､共行動者効果は弱まるこ

とが予測されよう｡さらに､共行動者が親しい知人である場合と未知の人物で

ある場合では､課題の重要性も含めて､自己評価維持機制(Self-Evaluation

Maintenance)モデルとも関係することになる｡このモデルでは､自分と他者

との心理的近さ､自己評価に関連する課題の重要性､自分と他者の遂行成績の

三つが密接な関連性をもつことが仮定されている｡すなわち､自分と心理的距

離の近い友人が､自分にとって重要な課題で優れた成績をあげることは､自己
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評価にとって脅威となるが､重要性が低い課題で優れた成績をあげることは､

威光過程が慟いて自己評価は高まることになる｡逆に､自分と心理的距離が遠

い人の成績は､自己評価に及ぽす影響は少なく､モデルでは心理的距離が近い

人の統制群的な扱いを受けている｡　しかし､社会的促進研究における共行動者

状況を考えた場合､共行動者と遂行者の関係､課題についての説明(知能検査

の一部であるなどの教示)､共行動者の成績のフィードバックなどの影響は､

いずれも自己評価維持機制モデルから予測可能である｡注意のコンフリクト仮

説からすれぱ､自分と共行動者との関係､課題の重要性､他者の成績の優劣は

妨害子としてのインパクトの大きさに関わるものであり､現実の遂行者のパフ

オーマンスを検証した場合､自己評価維持モデルからの予測とも合致するかど

うかは､興味深い問題として残されている｡
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終わりに

　とにもかくにも46歳に手が届く年齢になって博士学位論文を提出することに

なった｡現在の心境は､1971年にあの横井庄一さんがグアム島から帰還したと

きの｢恥ずかしながら……｣と同じであることも事実である｡出来栄えは今一

つであっても､現在の時間のやりくりの中では､これが精一杯である｡昨年､

名古屋大学へ赴任していなければ､生来の不精者である筆者は､学位論文未提

出に終わっていたと思われる｡そんな筆者がここまで歩んで来られたのは､多

くの先生方からお世話をいただいたおかげである｡

　まず､筆者が研究者として巣立つまで､厳しくも人情味溢れる御指導を下さ

った故大橋正夫先生に厚く感謝いたします｡御存命ならば｢何を今ごろ｣と叱

られそうですが､13回忌を過ぎて､やっと学恩に報いることができた気持ちで

す｡また､現職場に赴任する前の10か月間､筆者の内地留学を引き受けていた

だき､学位論文の重要性を力説されて御指導下さった情報文化学部の長田雅喜

先生にも深く感謝いたします｡

　さらに､なかなかエンジンのかからない筆者を暖かく見守り激励してくださ

った小嶋先生､梶田先生､速水先生､とくに速水先生には貴重な御示唆をいた

だき､心から感謝いたします｡最後に､本研究論文の大半を実施した､筆者の

第二の故郷である三重大学教育心理学教室の先生方や実験に協力して下さった

卒業生のみなさんに､改めて御礼申し上げます｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1995年11月1日
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