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陪審員の決定に影響する要因を明らか
にする．

一般に，決定はグループメンバーの大
多数の意見によって予測されると言わ
れている(e.g., Kalven & Zeisel, 1966; Stasser & 
Davis, 1981)

数よりも，社会的影響のプロセス(see 
Levine & Russo, 1987; Stasser, Kerr, & Davis, 
1989)
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集団での議論による決定では，個々のメ
ンバーの議論における活動が重要(e.g.,
James, 1959; Kessler, 1973)
これまで，性別(e.g., James, 1959),教
育歴(e.g., James, 1959),事前意見の強
さ(e.g., Kerr, 1992)などがメンバーの影
響力の要因として検討されてきた．

しかし，パーソナリティーの要因はほとん
ど扱われていない．
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認知欲求：認知課題に従事する動機
における個人差

Cacioppo & Petty(1982)
認知的な課題に従事するモチベーション
やそれを楽しむ傾向

ＥＬMモデルなどによって，研究が進めら
れている(e.g., Cacioppo, Petty, Kao, & 
Rodriguez, 1986)．
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認知欲求と対人での意志決定

認知欲求は，個人内のものであるが，共
同での意志決定においても重要な役割
を果たすと考えられる．

認知欲求が高いものの方が，反論への
耐性が強く，より最終的な結論に導きや
すい．
‐より活動的に情報を処理するため．
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認知欲求は，より説得的になるため，影
響力に関係する．

高いものは証拠をより綿密に検討する
が，低いものは行わないため．

これまでに，グループでの活動を予測す
ることが知られている(Latane, Williams, 
& Harkins, 1979)

認知欲求と対人での意志決定



2

7

仮説

集団意志決定課題における，認知欲求の個
人差の役割．
-認知欲求が高い者は，低い者よりも2つの意
志決定においてより影響力がある．

模擬裁判での陪審判断の文脈をもちいて検討．
-陪審員は，認知欲求尺度得点の異なる人々
でグループ形成．
-グループ討議でのメンバーの影響力の予測
や非対称の説明における個人差（認知欲求）
の役割を検討．
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方法：被験者

大学生74名
（Yale大学50名，Queen’s大学24名）
Yale大学：心理学概論の一部
Queen’s大学：心理学概論のボーナス点(extra 
credit)
Yale大学：7ドルの報酬

1セッション4から6名のグループでリク
ルート．
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方法：手続き①

陪審員がどうように意志決定するかの
研究，と説明．

1から6番の椅子に座り，これらのメン
バーが陪審員のメンバーだと教示．

質問紙を完成
-認知欲求尺度18項目(Cacioppo, Petty, 
& Kao, 1984)．5段階評定．
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民事事件について，250語の要約を
配布（Kruglanski et al. 1993）．
-飛行機墜落→火事→自然火災と合わさって
燃え広がる→材木会社の森林に被害→連邦
航空局の規定より間隔をあけてメンテナンス
チェックを行っていたことが発覚→事故原因は，
公式なメンテナンスチェックには含まれないが，
通常のチェックで発見されるであろう部品の機
能不全
→材木会社は怠慢として飛行機会社を起訴

方法：手続き②
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算出した認知欲求尺度得点によって，2
人組をつくる．
‐例．6人中1番高い人と4番目の人

要約を回収，事件の法律的分析を読む
‐2人組はそれぞれ反対の分析を読む
（弁護側を支持，起訴側を支持）

各組2人の認知欲求尺度の高低うち，ど
ちらを支持する分析を読むかは，カウン
ターバランス．

方法：手続き③
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資料を読んだ後，2つの質問に答える．
‐どれくらい航空会社は有罪だと思うか．
「-4．絶対に有罪である」から「4．絶対い有罪ではな
い」までの9段階評定
‐有罪か有罪ではないかの2分でも答える．

グループに分かれて，同じ2つの質問へ
の結論をだす．
‐「陪審主任」を決めるように言う．
‐各組分かれてディスカッション10分以内．

決定後，記入した用紙を提出し，どのよ
うに決めたかを自由記述．

方法：手続き④
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パートナーおよび自分自身について評
価．
‐議論中，効果的な説得をしていた．
‐最終判断を支持する妥当な議論をした．
‐最終判断を支持する多くの議論を行った．
‐議論前の自分の意見を頑張って主張した．

「1．強く反対」から「6．強く賛成」の6段
階評定．

方法：手続き⑤
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結果：決定への認知欲求の影響

ペアの認知欲求の違いが一致した判断
に至る態度変化を説明する程度を調べ
るため，回帰分析．
‐ペアにおける認知欲求の高低をダミー変数とする．

→認知欲求は有意
(β=-1.40, t(33)=-2.97, p<.005)

→判断の変化は，高＜低
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認知欲求高の議論前の意見をダミー変数とし
て，回帰分析

→弁護側を支持していた場合，起訴側支持より
も，弁護側支持の結論
（β=-1.90, t(33)=-3.22, p<.003）
起訴側を支持していた場合，起訴側支持の結
論ではない
（β=0.10, t(33)=0.46, p=.65）
→認知欲求の影響は，議論前の意見の違いに
帰属できない．
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結果：議論後の自由記述の特徴

パートナーになぜ賛成または反対かを
書くよう支持．

→議論のプロセスが書かれていた．

→多くの被験者は，自分が賛成または反
対に思った，パートナーの証拠に基づく
指摘を報告．

→証拠に基づくまたは情報を提供するよう
なことが効果的．
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結果：議論中の自己と他者の特徴

自己および他者を評価した尺度を分析．

説得力の効果
全体的に自己評価の方が高い
（F(1,33)=11.28, p<.005）
交互作用もあり(F(1,33)5.55, p<.03)
-認知欲求低いものは，他者（高いもの）の評価が高
い (p<.04）
-認知欲求低いものは，自己評価は高い者より低い
（p<.05）
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結果：妥当な議論の生成

説得力と同様に，自己に対する評価の
方が高い(F(1,33)=12.11, p<.03)
交互作用の傾向？(F(1,33)=2.73, 
p<.12)
低い者は高い者への評価が，高い者の
自己評価より妥当と判断．
低い者は，自己評価が，高い者の自己
評価より妥当性低と判断．
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結果：議論生成の数

全体的に，自分の方が多いと判断
（F(1,33)=20.61, p<.0001）
交互作用あり（F(1,33)=6.99, p<.02)
低いものは，高いものの自己評価より，
高い者を多く評価．
低いものは，高い者の自己評価よりも，
低く自己評価．
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結果：説得の努力

自己評価の方が高い
（F(1,33)=12.94, p<.003）
認知欲求による差は，わずか．
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4つの項目の平均によって分析．
全体的に自己評価が高い

交互作用が有意
低いものは，高いものの自己評価より，
高い者を多く評価．
低いものは，高い者の自己評価よりも，
低く自己評価．

→認知欲求が低い者は高いものの議論を
より高く評価．
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結果：議論への認知欲求の
影響の媒介

4つの各項目の評定値を，自己評定‐他
者評定
→正は自分の方を高く評価，負は他者．

認知欲求（独立変数），説得効果（媒介
変数），態度変化（従属変数）で分析

認知欲求→態度変化
認知欲求→説得効果
説得効果→態度変化
ではないか？
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認知欲求→態度変化
前の分析で示している．

認知欲求→説得効果
回帰分析（β=1.20, t(33)=2.21, p<.04）
→認知欲求高いものは低いものより自分は効
果的であると判断
説得効果→態度変化
自己評価が上がると自己の態度変化下がる
(β=-0.41, t(32)=-3.00)
認知欲求を説得効果が媒介すると，認知欲求
の効果はわずかに有意(β=-0.91, t(32)=-2.01, 
p<.053)

→認知欲求高いものが議論においてより影響力がある
のは，説得するためによりアクティブで効果的である
からだ．

結果：議論への認知欲求の
影響の媒介
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討論：要約

認知欲求の高低のペアで議論をおこ
なったところ，高い者の事前意見に近い
決定がなされ，低い者の意見に方が変
わりやすい．

→高い者の方が，広範囲な精緻化に基づ
く意見であり(e.g., Cacioppo et al.,
1992)，低い者より変化に対する抵抗力
が強い．
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討論：要約

認知欲求が高いものは，自分の意見の弁護，
また他者の説得において，より活動的であり
効果的であるので，低いものよりも影響力が
ある．

媒介変数のない認知欲求の直接効果がある．
‐媒介変数の説得力評定は主観的．
‐説得への抵抗の直接的な指標としては，認
知欲求で説明できる．

今後，説得力と説得への抵抗の両方をより直
接的に測定．より客観的な尺度も必要．
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討論：Implications

グループの結論の予測をメンバーの個
人差で行うことができる．
‐議論前の意見が多い結論になりやすいと言われて
いたが(e.g., Kalven & Zeisel, 1996)，それだけでは
ないことがわかった．

事前の意見の強さだけではなく，認知欲
求なども，裁判の際には考慮


