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印象形成の研究：,情報統合理論によるアプローチ

StudiesoflmpressionFormation：Anlnformation

lntegrationTheoreticalApproach

萩原滋

SAjgwzJHlzg/2('α、

評価的側面のみとりあげられることが多く，印象形成と

いうよりは，対人評価形成という鶴を呈している。

Andersonのアプローチは単純なものであるが，Ａsch

の提起したいくつかの問題が，’情報統合理論の枠組みで

どのように解釈されるかを考察してみたいと思う。

印象形成の研究の多くは，簡単な情報から未知の人物

のパーソナリティの印象が形成されていく過混を研究対

象としている。情報としては，顔写真，短文による記述

なども用いられるが，いくつかの性格特性によって記述

するという方法が蚊も頻繁に用いられている、この特性

の列挙による記述という方法はＡｓｃｈ（1946）によりは

じめて用いられたものである。わずか数個の性格特性に

もとづいて形成された人物の印象は，与えられた特性の

みに限定されず広範囲なものであり，又単なる情報の寄

せ集めではなく，まとまりをもったものになることを

Ａｓｃｈは示し．｜可時に，各特性が同等に'三|]象に寄与する

のではなく，Ｅ|｣象形成の上で中心になるものとそうでな

いものがあること（特性の中心性一周辺性のll1l題)')，同

じ特性を用いてもその呈示|順序が異なれば印象に差がで

きること（順序効果)，一緒に呈示された特性が個々の

特性の解釈に強い影響を与えること（文脈効果）などい

くつかの興味深い問題を提起した。

印象形成の研究の方法及び内容の方向付けをした点で

Ａｓｃｈの研究は重要であるが，1960年代以降はＡｓｃｈと

全く異なる視点からのアプローチが研究の主流をなして

いる。即ち，Ａschは個々の情報から全休としての印象

は説明しえないという基本的立場をとったのに対し，

Andersonを中心とする以後の一連の研究では，情報は

代数的な型で統合されるという情報統合理論の視点から

Ａschの否定した代数モデルの印象形成過程への適用を

試みているわけである。代数モデルの適用に際しては，

印象の構造は問題とされず，その最も主要な要因である

1．加重平均モデル（weightedaveragemodel）

Andersonの情報統合理論では，最終判断の行われる

次元上での個々の情報の尺度値（Scalevalue,Ｓ）及び

その重み（weighLzc）が変数として扱われる。又，そ

の尺度値は一定で，一緒に呈示された他の情報の影響を

受けて変化しないと考えられている（independenceａｓ‐

sumption几印象形成の過程に関しては，通常，個々の

特性の好ましさとそうした特性によって記述された人物

の印象の好ましさの関係が考慮されるわけであるが，

Andersonはその関係を加重平均モデルで説明してい

る。ｎ個に愉報にもとづいてなされる判断（Ｒ"）は次の

一般式で表わされる。

７６

ＺｚｐｔＳｆ
Ｄ－Ｏ

rl

IUoSo＋ＺＺ４，ｊＳｆ
Ｌ＝1Ｒ,!＝ [１］７Ｊ

ＺｚＬ'＄
０－０

z('０＋ｚｚＣｉ
ｉ－ｌ

Ｓｉはノ番目の1情報の尺度値，zp6はその重みである。

z(1OSUで表わされる項は，初期印象（initialimpression）

あるいは反応傾向(responsedisposition）と呼ばれ，被

験者の内的状態変数（internalstatevariable）とされ

ている。即ち，‘情報が与えられる前から被験者のもって
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表１．各セットタイプの平均評定値いる人間観あるいは反応傾向と理解される。与えられる

情報が多くなれば，初期印象の相対的重みは小さく，逆

に'情報が少なければ，その重みが大きくなることから，

後述するセットサイズ効果を説明する為に導入された変

数である㈹初期印象の尺度値ｓｏは，普通neutralなも

のとされるが，個人差の変数として考慮される場合もあ

る（Kaplan,1970,1971a,ｂ,1973)。つまり，一般に他者

を好意的に評価しがちな人は，否定的評価をするペシミ

ストに比べ，Ｓｕが高いと考えられる。

Andersonは，重みを情報の重要度としているが，尺

度値ほど明確には規定されていない。情報が継時的に呈

示される時は．情報に対する注意の程度により重みが変

化するとされる。又，同時に情報が呈示される場合も，

positiveな情報より、egativeな情報の万が重みが大き

い（Birnbaum，1974：Cusumano＆Richey，1970；

Hodges，１９７４；Ｌｅｖｉｎ＆Schmidt，1969,1970；Ｌｅｖｉｎ，

WalLDolezal,&Norman,1973;Richey1McClelland,

＆Shimkunas，l9671Richey↑Ｒｉｃｈｅｙ，＆Theiman，

1972)，あるいは，極性化の小さいものに比べて極性化の

大きい情報の万が重みが大きい（Andersonl968a，

Anderson＆Alexander，１９７１；Hodges，１９７４；Leon，

ode、，＆Anderson11973；Manis，Gleasoni＆Dawesi

l966；Warr,1974）という報告がある。さらに，情報の

credibilityを操作したり（Anderson＆Jacobson,1965；

Kaplan,1971a,ｂ,ｃ；Rosenbaum＆Levin,1968,1969)１

実験前に特定のｃｕｅを重視する学習をさせることによ

って（IIimmelfarb,1970；Levin,1973）重みを実験的

に操作する場合もある。

２．総和理論（summationtheory）との比較

印象形成に於ける情報統合過程に関し，Andersonは

上記のような平均モデルを考えているのに対しⅢFish-

beinは総和モデルを提唱している。［１］式と|『i]様の

notationを用いれば，総和モデルは次のように表わせ

る。

１１

尺"＝Ｚｚ(）iSi ［２］
１＝ｌ

［１］式の初期Eﾛ象の項を除けば，情報量が等しい場合

には，平均モデルも総和モデルも同様の結果を予測し区

別できないが，情報量が変化する場合には，両モデルは

異なった結果を予測する｡2）

Anderson（1965a）は，平均モデルと総和モデルの

criticaltestとして，尺度値の極性化の大きい特性に，

同方向での極性化の小さい特性が加わった場合の反応の

セットタイプ｜評定値｜セットタイプ｜評定値

79`３９

６３．２０

３９．５０

１７．６４

７１．１１

２５．６７

｜
－
｜

Ｈ
Ｍ
Ｍ
Ｌ
Ｍ
Ｍ

＋
一

’
４
０
ｌ

Ｈ
Ｍ
Ｍ
Ｌ
Ｍ
Ｍ

ｌ
Ⅱ
｜

Ｈ
Ｍ
Ｍ
Ｌ
Ｈ
〉
－
』
一

十
一

Ｈ
Ｍ
Ｍ
－
－
〕
Ｈ
Ｌ

十
一

Ｈ
Ｍ
Ｍ
Ｌ

ｌ
－

Ｈ
Ｍ
Ｍ
Ｔ
Ｌ

72.85

57.56

42.18

23.70

(Andersonl965aより）

差の方向を検討している。性格特性は好ましさの程度に

応じて，非帯に好ましい(Ｈ),やや好ましい（Ｍ'),やや

好ましくない(Ｍ－),非常に好ましくない(L)の４段階に

分けられている｡8）非常に好ましい特性ふたつのみで形

容された人物(ＨＨ)に比べて，それにやや好ましい特性

ふたつを加えて形容された人物(ＨＨＭ卜Ｍ１）の万が，総

和モデルではより好ましいと予測するのに対し，平均モ

デルでは！好ましさが低いと予測する。同様に，非常に

好ましくない特性ふたつによる記述(LL）とやや好まし

くない特性ふたつが付加された記述（LLM-M-）を比較

した場合，平均モデルは前者の万が，総和モデルは後者

の万が好ましさが低いと予測する。この実験では印象の

評定は，５０をneutralpointとし，好ましさの減少に応

じてより小さい数，増加に応じてより大きい数を自由に

用いるという型で行われた。各セットの平均評定値は表

１に示されるが,平均モデルの予測通りＨＨ＞ＨＨＭ十Ｍ+，

ＬＬ＜ＬＬＭ－Ｍ－という結果が得られている。極性化の程

度はどうであれ』総和モデルによればpositiveな情報

が増加するほど，反応はよりpositiveに，又negatWe

な情報が増加するほど，よりnegativeになることが予

測されるわけでありⅢこの結果を総和モデルにより説明

するのは困難である。

極性化の大きい特性に，極性化の小さい特性が加わる

と反応はneutralな方向に変化するという結果は

Anderson（1968a)，Gollob＆Ｌｕｇｇ（1973),Hendrick

(1968),Rosnow＆Ａｒｍｓ（1968）によっても確かめられ

ている。これらの研究では評定尺度上の平均値が比較さ

れているわけだが，：極性化の大きい特性に極性化の小さ

い特性を加えてやり，その人物の印象が，どういう方向

へ変化したかを直接尋ねる方法を用いたＬｕｇｇ＆Gollob

(1973)は．むしろ逆の結果を得ている。即ち，Ｈの特性

にＭ＋の特'性が加わると印象は好ましい方向に変化し，

Ｌの特性にＭ－の特性が加わると好ましくない方向に印
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象が変化することが多いという結果が得られている｡同

一の人物の印象の変化ではなく,Ｈの特性のみで記述さ

れた人物ＡとＨＭ－のふたつの特性で記述された人物

Ｂ，あるいはＬの特性のみで記述された人物ＡとＬＭ’

のふたつの特性で記述された人物Ｂのペアを呈示して．

どちらをより好ましいとして選ぶかという唖のchoice

testを行なったHewitt(1972）ては，特性がnegatWe

な場合(ＬＺｊｓＬＭ）には加算的反応が。positiveな場合

(Ｈz'ｓｌｌＭリには平均的反応が多いという結果を得てい

る。

Ｌｕｇｇ＆Gollob及びＨｅｗｉｔｔの実験では，極性化の

大きい|｢il-の特性に，極性`化の小さい特性を加えて比較

しているわけであり，この場合同一の特性はcancelさ

れ．付加された特性のみによって反応が決定されている

可能性が大きい。Ｈｅｗｉｔｔと同様のchoiceｔｅｓｔを行な

ったAnderson＆Alexander(1971）では‘同一特性の

使用を避け．尺度値の等しい別の特性に極性化の小さい

特性を加えるという方法を用い，加算的反応より平均的

反応の万が多いという結果を｛!』ている。

以上の考察は，おおむね平均モデルを支持するもので

あるが，同じ尺度値をもつ特性の数が２から４に増加す

ると反応が極性化するというA11dersoll（l965a）の表１

の結果（IIH＜ＨＨＩ111,Ｍ-Ｍ＜Ｍ－Ｍ十ＭＭ+,Ｍ－Ｍ－＞

Ｍ－Ｍ－Ｍ－Ｍ,ＬＬ＞ＬＬLL）｛よ：総和モデルの予測の万ｌｉｌＩ

に一致している。同じ尺度値をもつ特性の政が増減して

も，その平均値は変わらないので．この結果は平均モデ

ルと矛盾する。しかし，初期印象を考慮に入れることに

より，この結果を平均モデルの枠組みで説明することは

可能であり，その方法が次に述ぺられる。
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図Ｌ各セヅトリーイズにおける反応の極性度。印象の判
断は１－８の評定尺度で行われたが，positiveな特性
のセットでは８が最も好ましい値，negativeな特性

のセットでは８が最も好ましくなし化と記録され，

positiveなセットとllegativeなセットへ、反応を平
均したものが示されている。（Sloan＆Ostrom，1974
より）

ｓｏ),Ｒ,,はれのf帥１１腿数となり，小さい時(S＜So)'よ，減

少関数になる,，ｊ､常，初期[|]象はneutralなものとされ

ており、情報の尺度値がneutra］より大きい時，即ち

posiLiveな場合には，セットサイズの増加につれ反応は

よりpositive（二・小さい時，即ちnegativeな情報の

場合には，よりnegativeになることが予測される。又，

情報がneutralな場合には，セットサイズがが大きくな

っても反応は極性化しないことが予測される。これらの

子iilUは実際にiliM察されている結果と一致するものであ

る、又，セットサイズの哨加に伴う反応の極性化の度合

は，普通図ｌに示されるような曲線を描き，総和モデル

の予測するIinearなものでなく，むしろ［３］式による

予測に近いものとなっている｡4）

Levin,Schmidt＆Ｎｏｒｍａｎ（1971）は，［３］式の平

均モデルにもとづき，セットサイズ効果をchoisetest

の型で検討しているコリルIlljlの特'性で紀述された人物Ａ

と，同じ尺度値をもつ772個の特性で記述された人物Ｂ

とをペアで呈示し，Ａ,Ｂどちらの人物が好ましいか、そ

の穏度の判断が行われた。二人の人物の記述に用いられ

る特性の数，〃,,'j型，の組み合わせとしては，3-2,4-2,5-

2,4-3,5-3,5-4の６組を用い，特性の尺度値Ｓとして

は，11,Ｍ－，Ｍ~,Ｌの４緬頗を用いている。人物Ｂより

３．セットサイズ効果（set-sizeefTect）

同じ尺度値をもつ特性の数が増加するにつれ反応が極

性化する現象は広く観察され，セットサイズ効果と呼ば

れている（Sloam＆Ostrom，1974参照)。この現象を

総和モデルを支持する根拠とするものもあるが（L、R
Anderson＆Fishbein'1965；Podell＆Amstero1966)，

Andersonは前述の初期印象の項をいれ，平均モデルで

説明している。尺度値Ｓをもつ川個の情報の重みが等し

いと仮定された場合（情報の尺度値が等しいので，この

仮定はそれほど不自然ではない)，［１］式は次のように

書き直せる。

Ｒ"＝｣Ljfi1士哩(i且 ［３］
ｚ('０－Ｗz(，

情報の尺度値が初期印象の尺度値よりも大きい時(s＞
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1965；Tesser，1968)。

この現象を説明する為に．意味変容仮説（change-of

meaninghypothesis)，ディスカウント仮説（discount‐

inghypothesis),注意減少仮説（attentiondecrement

hypothesis）などが提唱されている。意味変容仮説は

ＡｓｃｈにはじまるものでⅢ最初に呈示される情報により

印象が方向付けられ，あとからの情報がその方向に一致

するよう意味変容され．初頭効果が生じるとしている。

この考え方をAndersonの平均モデルの枠組みで解釈す

'Lば，初頭効果は尺度値の変化で税Ⅲ]されるのに対し，

ディスカウント仮説，注意減少仮説では，重みの変化で

説明される。順序効果を調べる為のセットでは，後半の

I1Ii報が前半の情報と矛盾している為にディスカウントさ

れ，初頭効果が生じるとするのがディスカウント仮説で

あり，継時的に呈示される情報に対する注意の程度が徐

々に減少する為，初頭効IILが生じると説明するのが注意

減少仮説である。

二れらの説明の中では，直観的には意味変容仮説の妥

〉lii性が高いように思われるが，実験的な裏付けはなく，

荊半の情報に適合する方向に後半の情報の評定値が変化

するということはむしろ否定されている(Tesser,1968)。

今迄の研究の結果から判断すれば，初頭効果の説明と

しては，注意滅少仮説が有力である。注意の減少を防ぐ

ような実験的操作が加わると，通常観察される初頭効果

が滅少，あるいは新近効果が生じることがしられている

からである。例えば，Anderson＆IIubert（1963）は，

印象の評定と伴に，刺激として与えられた特性をできる

だけ多く再生するというｔａｓｋを被験者に課すことによ

り，初頭効果が減少，新近効果が生じることを確かめて

いる。又，特性が全部呈示されたあと印象の判断を行な

う標準的方法ではなく，ひとつの特性が加えられるごと

に，その時点迄の印象を順次判断するという方法を用い

た実験（Anderson，1968a；Levin＆Schmidt，1969；

Stewart，1965）では，蚊終的には新近効果の万liUが生

じている。あるいは，もっと単純に，呈示される特性を

大声で読みあげさせるという操作により注意の減少を防

ぐと，初頭効果が新近効果にかわるという報告もある

（A11derson，I968a；Hendrick＆Constantini，1970：

Hendrickctα/､’1973)。さらに，generalizedorder

elTectparadigmを用いたAnderson（1965b）の結果

４)，情報のiTiみが系列位|樅上で直線的に減少すると仮定

すれば，うまく説明されるし，Anderson(1973）は，実

際にそうした系列位置曲線を報告している。

注意減少仮税では，特W|ﾐlIlの矛)盾の存否は問題とされ

４６社会学研究科紀要

人物Ａを好む度合の反応Ｒ`1-〃は次式により示される。

ZCbSO＋ｿZ1t41SZpOSo＋'231(ﾉＳ
ＲＡ-月＝

Ⅲ)o＋〃,zｲノｚ(ＩＣ＋）z2z(’

Ｚ`'02`("１－"2)(S-So）
１４１

（z('｡＋，附泌)(z`'｡＋"2江'）

Ｍ１式にもとづき，次の５仮説が導かれている，（ここ

では簡単の為に〃,＞"２とする｡）

（１）特性の尺度値が初期印象の尺度値より高い場合

(S＞ｓｏ),即ちＨ及びＭ÷が１１]しられた時は，より多くの特

性で記述された人物Ａが好まれる。（２）特性の尺度Iiil〔が

初期印象の尺度値より低い場合（S＜ｓｏ)，即ちＭ－及びＬ

が|Ⅱいられた|Ⅱiは，より少ない特性で３．述された人物Ｂ

が好まれる。（３）それぞれの〃，とれ２の組み合わせにつ

いて，Ｓとｓｏの絶対差lS-SI1lの大きさに応じて，好み

の程度の差lRA-"｜は大きくなる。即ち，情報の尺Ⅸ値

の極性化が大きいほど，つまり，Ｍ'，Ｍ－よりは，ＩＬ

Ｌが用いられた時の万が，セットサイズ効果は大きくな

る。’4)情報のそれぞれの尺lfi：値について，'2,あるいは〃２

が一定のものを比較した時，〃，とれ2の差（''1－''2)の大

きさに応じて，好みの程度の差ＩＲＪ－Ｂｌは大きくなる。

例えば，Ｉｚ２が２の時をとれば，〃，が５の'１#の万が1あ

るいは３の時よりｌＲＪ－Ｂｌは大きくなる。（５）ある一定

の〃！とれ２の差（''１－７z2）にＤＭしては，）Ｊ１が小さくなる

につれ．好みの侭l1rの差ｌＲＡ－"｜は大きくなる。例え

ば，（'２，－，J2）が１の時では，〃，が３，〃２が２の勘合の

万が，４－２あるいは５－４の組み合わせの時より，ｌＲＡ－Ｂｌ

が大きくなる。

実験の結果は，これらの予測を裏付けるものであり，

セットサイズ効果が，初剛印象をとり入れた平均モデル

により説明できることを確かめている。

4．順序効果（ordereHect）

尺度値の異なるいくつかの特性よりなるセットの呈示

に際し好ましさの高い特性をさきに呈示するか,好まし

さの低い特性をさきに呈示するかによって，全体的な印

象の好ましさが異なってくることは,よくしられている。

すぺての特性を呈示したあと，それらの特性により記述

された人物の印象を評定するという標準的方法を用いた

印象形成の研究では，初頭効果が多く観察されている

(Anderson,1965b8Anderson＆Barrios､1961：Ander‐

Ｓｏｎ＆ＨｕｂｅｒＬｌ９６３；Anderson＆Ｎｏｒｍａｎ，１９６４；

Ａsch,l9461Hendrick＆Constantini01970；Hendrick，

ConstantinLMcGarry,&McBride,1973;Stewarti
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ないが，ディスカウント仮説ではそうし亡矛盾の存在が

順序効果が生起する為に必須であるとされている。特性

間の矛盾に関しては，意味上の矛盾（semanticincon‐

sistency）と評価上の矛盾（aHectiveinconsistency）を

区別できる。例えば，､八親切-おせっかい″の組み合わせ

ては意味上の矛盾はないが，帆親切-いじわる川,の組み合

わせては，意味上でも評価１１でも矛盾があると考えられ

るｃ

意味上の矛盾を操作したllendrick＆Constantini

(1970)では，そうした矛盾の存否が順序効果には影響を

もたらさないとしている。しかし，評価｣:二の矛盾にUＭし

ては，それがある程度以上人きくないと，順序効果が生

起しないようである。Chalmers(1971）は，Ｈの特性と

neutralな特性，Ｌの特性とneutralな特性，及びＭ十

の特性とＭ－の特性の組み合わせを１Mいて順序効果を検

対している。各セットの作製に際し，Ｍの特性の1z均

値とＭ－の特性の平均値の間の差は，Ｈ及びＬの特性の

それぞれの平均値からneutralな特性の平均値への距離

にnormative尺度上で等しくなるよう工夫されている．：

注意減少仮説は，すべての組み合わせで初頭効果の生じ

ることを予測するが，結果はＭとＭ－の組み合わせで

のみ初頭効鵬を得るというもてあった。neutralな特性

との組み合わせては，評価ｌｆの矛盾が小さいと考えられ

るので，この結果(よ，１１頂序効ＩＩＬの生起の為に評llli上の矛

盾を必須とするディスカウント仮説と一致する。類似し

た結果は，Anderson（1968a）によっても観察されてい

る。

Andersonは注意減少仮説をとっているが,Chalmers

の結果は再検討の余地がある。特性間の評価上の矛盾が

大きくないと順序効果が生じないとすれば，注意減少の

みによる説明では不充分である。

５
０

５

１
１
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図２．行contextでのtesttraitの平均評定他。３特
性によ')記述された人物の印象判断のあと，１－２０の
評定尺度でcompollentratingが行われた。（Ander‐
Son，１９６６より）

の意味が，文|ＩＦとなる他の特性と合致するように変容さ

れ，文脈が好ましい時は良い趣味に，好ましくない時に

は想い意味に解釈されるという意味変容仮説の考え方が

ある「Andersonのモデルでは，個々の情報の尺度l1h

は，－締に呈示される他の情報の影響をうけて変化しな

いと仮定されており，こうした文脈効果の結果は，この

仮定とｆ盾する。しかしAndersonは，印象が形hjbさ

れたあとでは，個々の特性は普通に者えられるそれぞれ

の意味を失なっており，文脈との意味上の交互作用

(semanticinteraction）ではなく，座い意味でのハロー

効鵬（generalizedhaloelfect）により，文脈効果が税

Ⅲ]されるとしている。即ち，ある人物が好ましいと判断

されれば，その人物の特性は一様に好意的に解釈される

し，好ましくない人物という判断のもとでは，すべての

特性は非好意的に解釈されるのであって，特性間の意味
上の交互作用は，文脈効果の大きな要因ではないとして

いる。

この考えにもとづき，Andersonは，文脈をもった特

性の評定値Ｓは，その特性が文脈なしで呈示された時

の尺度値Ｓと全体としてのElI象の尺度IlIlIIの加重平均

であるとし，’５］式を導いている。

Ｓ'＝【('S＋(１－“)ノ ［５］

５．文脈効果（contexteHect）

全体的印象の判断をしたあと，個々の特性の評定を行

なう方法(componentrating）を川いた賜合，同時に呈

示されﾒｰ他の特性（testtrait）の好ましさに応じて，個

々の特性の評定値が変動する現象を，文脈効果と呼んで

いる。特性がひとりの人物を記述するという教示のもと

では，図２に示されるような文脈効果が生じるが，無関

係な特性の集合として特性が呈示される場合には，文脈

効果は生じない（Anderson＆Lampe1.1965；高橋，

1971ａ；Ｗｙｅｒ＆Dermer11968；Ｗｙｅｒ＆Watson，

1969)。

こうした文脈効果の説IlUのひとつとして，llil々の特性

文脈効果の説明として意味変容仮説を支持する報告も

(}lalnilton＆Zanna,１９７４；高橋，1971ａ；Wyer,1974；
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のではなく，それぞれの特性はグループのli1l々の成員を

記述するものとした場合にも(TakahashL1971b;Wyer，

＆Dermer，1968)，又それらの特性は，個人あるいはグ

ループの成員を記述するものではなく，単なる特性の寄

せ集めであるが全体をひとつの集合として評価させる

といった場合にも（Wyer＆Dermer;Wyer＆Watson，

]969）文脈効果は生起している。こうした結果は，ハロ

ー効果あるいは意味変容によってでは，充分に説明しき

れない。もっと広い意味での判断のバイアスが関与して

いるように思われる。

4８

Ｗｙｅｒ＆Watson，1969)。ハロー効果を支持する報告も

(Anderson，1966,1971；Anderson＆LampeL1965；

Kaplanl971c)あるが，それぞれの仮説を支持する根拠

は明確ではない。

図２に示されるようにAnderson(1966）の結果では，

３特性による記述のtesLtraitとして使われたＨ,Ｍ判ｉ

Ｍ－Ｌのそれぞれの特性の評定値は，文脈の特性がＨＨ，

Ｍ－Ｍ－,Ｍ－Ｍ－,ＬＬと変化するに従って同様に減少し

図止でほとんど平行になっている。testtraitとcon‐

texttraitの間に交互作川のないことは．Anderson＆

Lampel（1965),Kaplan（1971c）によってもｻﾞMfIjされ，

ハロー効果による説明を支持する根拠とされているが．

Ｗｙｅｒ＆Ｄｅｒｍｅｒ(1968),Ｗｙｅｒ＆Watson（1969）は，

この交互作用が有意水準に達するという結果を得てい

る。

包含する意味の範囲が広く評定値の分散の大きい特性

がtesttraitとして｣三|]いられた場合Ⅲ分散の小さい特性

が用いられた時に比ぺ，文脈による意味変容を受け易

く，従って意味変容仮説が妥当であれば，ijO者の特性に

於いて文脈効果は大きくなるであろうという論拠にもと

づき，意味変容仮説を検討する実験も行われている．

KaplaI］（1971c）は評定Ｉｌｌ１ｉの分散の大きい特性を）||いて

も，小さい特性を用いても文脈効果の大きさは変らず，

意味変容仮説は妥当でないという結論を導いているが，

Ｗｙｅｒ（1974）は，分散の大きい意味のあいまいな特性

を'１]いた万が文脈効果は大きくなるという，怠味変容仮

説を支持する結果を得ているｎｌＴｉ様の実験をiTなった

Ｗｙｅｒ＆Watson（1969）は，評定値の分散の指標のと

り方によって結果が異なってくることを示している｡

印象を短文に書き表わすといったｔａｓｋを加えると，

印象はよりまとまりをもち，個々の特性の意味変容は大

きくなるだろうという論拠にもとづき,Anderson(1971）

は，短文による記述を行なったあとで文脈効果が大きく

なるかを調べているが，そうした結果はみられず，従っ

て意味変容は文脈効果の主要な原因でないという結論を

だしている。しかし，短文による記述を行わなくても，

充分まとまった印象ができている可能性もあるわけで，

この結論を導く根拠は強'１１，|でない６さらに，文脈として

与えられる特性の数がふえるにつれ文脈効果も大きくな

るというKaplan（1971c）の結果を確認し，’５］式に示

されるようなハロー効果のモデルで説明しているが，こ

の結果が，特に意味変容を否定する根拠となるとは思わ

れない、

Iiil時に呈示される特性がひとりの人物をiiLl述するも

以｣毛，印象形成の諸'１M題が，Andersonの情報統合理

論により，どのように説明されるかを概観してみた。

Andersonの考えているモデルは非常に単純ではある

が，経験的事実の説明にある程度成功している。このモ

デルの大きな欠点は，’'１１j}報間の関係を119確な型で考慮に

いれていない点にあると思われる。性格特性の間には，

かなりいりくんだ関係があとる思われるが，Anderson

のモデルでは，個々の情報の尺度値は不変であるいう仮

定により，そうした関係は捨象されている。備報間に交

互作用がある場合にも，砲みの変化のみで説1ﾘ]されるわ

けである。

このような単純.化にもかかわらず，平均モデルに適合

する結果が多く得られている背景のひとつとして，実験

状況の特殊性が考えられる。即ち，印象形成の実験では、

(1,'il々の情報が同様にi［|ｉｉｉで，重要であるという教示が与

えられることが多く，又，数多くのセットが被験者に与

えられるので，そうした個々のセットから，まとまった

印象が形成されるのではなく，個々の特性のValuation

がまず行われ，その統合により最終判断がなされている

Iil能Miが強い。こうした状況では，単純な平均モデルに

近い反応が起きるかもしれないが，もつとり<際に即した

場面では，どの程度平均モデルが有効であるかは疑問で

ある。

情報間の関係を考慮にいれる場合，情報間の冗長性，

矛盾の程度を操作して，その影響を調べるといった研究

は比較的多い（Hendrick，1969a,ｂ；1972；Schmidt，

1969；Wyer、1970など)。Dustin＆Baldwin（1966)，

広田・藤沢（1974）は，そうした情報間の冗長性を考慮

にいれた代数モデルを考えている。しかし，冗長性，矛

盾の程度という型ではとらえられない特性間の関係も充

分考えられ，そうしたUM係をどのように把握し，処理し

ていくかが，今後の課題として残されている。



4９
印象形成の研究：情報統合理論によるアプローチ

ｏｆａｔｔｉｔｕｄｅｆｒｏｍｔｈｅｎｕｍｂｅｒ，strength，and

evaluativeaspectofbeliefsaboutattitudeob‐
ｊect：acomparisonofsummationandcongruity
theories・ノ.Ｐｾ７s、SOC・Psycﾉｾo/､，2.437-443．

Anderson，ＮＨ.（1962）Applicationofanadditive
modeltoimpressionformation・Sciazcc，138,
817-818．

Anders０，，Ｎ．Ｈ・（1965）Averagingversusadding
asastimulus-combinationruleinimpression

formation.′ｃゆ゜’sycハル70,394-400．（a）

Anderson，Ｎ、Ｈ・（1965）Primacyeffectsinperson‐
alityimpressionformationusingageneralized
ordereffectparadigm、ノ.彫γs・SOC・Psycﾉ".，2,

1-9．（b）

Anders０，，Ｎ.Ｈ・（1966）Componentratingsinim‐
pressionformation・Ｐｓｊ１ｃﾉｶo"・SCL，6,279-280．

Anderson，Ｎ、Ｈ・（1968）Applicationofalinear‐
serialmodeltoapersonality-impressiontask

usingserialpresentation．〕・鹿γs､SOC・PSyc"０Ｊ.，
10,354-362．（a）

Anderson，Ｎ．ＩI．（1968）Likablenessratingsof555
personality-traitwords・ノ．"γs，ＳＯＣ・PSyc〃o人
9,272-279．（b）

A1Iderson，ＮＨ.（1971）TwomoTetestsagainst
changeofmeaninginadjectivecombinations．
』､が〃６．Ｌｃａｒ”ｒｅγ６．ＢＧ"α".，10,75-85．

Anderson，Ｎ、Ｈ・（1973）Serialpositioncurvesin
impressionformation．／,ｅ功.１コs〕ﾉc〃ＯＬ,97,8-12．

Anderson、Ｎ､Ｈ､,＆Alexander,ＧＲ.（1971）Choice
testoftheaveraginghypothesisforinforma‐

tionintegrationCogｿzjfiz1e’ｓｗﾉtp/､，2,313-324．
Anderson，Ｎ，Ｈ,＆Barrios,Ａ,Ａ・（1961）Primacy

effectsinpersonalityimpressionformation．／、
αb"ｏｒ"１．ｓひc，ハｗ/Ｗ,，63,346-350.

Anderson，ＮＨ.，＆Hubert，Ｓ・（1963）Ｅｆｆｅｃｔｓｏｆ
ｃｏｎｃｏｍｉｔａｎｔｖｅｒｂａｌｒｅｃａllonordereffectsin

persona1ityimpressionformation.〃)eγhLeαγ"．
！〕erb，ＢｅＡａＵ.，2,379-391．

Anderson，ＮＨ,＆Jacobson，Ａ・（1965）Ｅｆｆｅｃｔｏｆ
ｓｔｉｍｕｌｕｓｉｎｃｏｎｓｉｓｔｅｎｃｙanddiscountinginstruc‐

tionsinpersonalityimpressionformation．』．
"γS・SOC・没S)rﾉJCL，2,531-539．

Anderson，ＮＨ.,＆Lampe１，Ａ.Ｋ・（1965）Ｅｆｆｅｃｔｏｆ
ｃｏｎｔｅｘｔｏｎｒａｔｉｎｇｓｏｆｐｅｒｓonalitytraits・ＰＳ１℃"o"・
Sci.，3,433-434．

Anderson1NH.,＆Norman,Ａ・(1964）Ordereffects

inimpressionformationinfourclassesof
stimuli、久α6"oγ碗．SOC、ＰＳ)℃"o/､，69,467-471.

Ａsch,ＳＥ.（1946）Formingimpressionsofperson‐
ality、ノ.αb"ｏｒ"z・ＳＯＣ、Esvcﾑo/､，41,258-29()．

Birnbaum，Ｍ、Ｈ・（1974）Thenonadditivityofper‐
sona]ityimpressions・ノ.ejMP・庇j'cﾉto/､，１０２，５４３－
５６１．

Chalmers,ＤＫ.（1971）Repetitionandordereffects

注

l）Ａschはpoliteとbluntいう特性を置きかえた場
合よりも，ｗarmとｃｏｌｄいう特性を置きかえた場
合の方が，形容詞チェックリストで測られた人物の
印象の差が大きくなることから，warm-coldを''１
心的特性としている。しかし，Wishner(1960）は，
形容詞チェックリストの内容を変えることにより，

polite-bluntでも印象に大きな差がでる二とを示
し，中心性一周辺性の問題は，印象の測定手段に依
存することを示している。又，Rosenberg,Nelson’
＆Vivekananthan(1968）は，多次元尺度構成法の

結果に，socialdesirabilityとintellectualdesirabi‐
ｌｉｔｙの軸をあてはめ，Ａschの実験で文脈として（ｌ
いられた特性（intelligent，skillful，industrious，
determined,practicaLcautious)は，intellectual
desirabilityの次元上で極性化しているが，social
desirabilityに関してはneutralなのに対し，
warmcoldはsocialdesirabilityの次元上で極性

化しており，warm-coldが印象形成の上で中心的
役削をはたすのは，文脈にも依存することを示して

いるｃ

２）平均モデルあるいは総和モデルの妥当性を検討する
初期の研究では，個々の，情報の｣［みが等しいと考え
られ，その情報の尺度値の単純平均あるいは単純総
和にもとづく予測値と実測値の禍関を求めるという

方法が多くとられている。こうした方法にもとづく
研究では,平均モデルを支持する結果も（Anderson，
1962；Ｌｅｖｙ＆Richter、1963)，総和モデルを支持

する結果も（Triandis＆Fishbein，1963）得られて
いるが，明確な型で｢,',jモデルの妥当性を比較検討す

ることはなされていない｡

３）個々の性格特性の好ましさを，０－６の尺度で評定し
たAnderson(l968b)の結果に対応させると，Ｈと
された特性の尺度値のrangeは5.00-5.45,Ｍ「は

3.45-3.74,Ｍ~は2.22-2.54,Ｌは0.72-1.00となっ

ている.こうしたカテゴリーへの分類のﾉ,k準は任意

なものであり，Ｍ－をＨに近くとる，あるいはＭ－を

Ｌに近くとれば，セットサイズ効果によりｍＶｒ，Ｌ

Ｍ－の組み合わせで加算的反応が増加することは充

分考えられる。

４）セットサイズ効果を説明する為に，Manis､Gleason，
＆Ｄａｗｅｓ（1966）は，初期印象ではなく，セットサ

イズの対数を，［６］式のようなUi1で導入している。
ＰＺ

ＥⅨ'fＳｉ
Ｒ,`＝log〃－E１－ ［６］

ｊＩ

Ｚ]配‘
２＝１

これI土，図１１こ示されるようなセットサイズ効果の

曲線にうまく適合するが』その後［６］式を検討す

ることはなされていない。
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