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Public Contextsはステレオタイプ的な
偏見の表明を抑制するのか？偏見の表明を抑制するのか？

これまでの（素朴な）考え方これまでの（素朴な）考え方

Privateな状況に比べて、Publicな状況では偏見の表明
は少なくなるだろうは少なくなるだろう
社会的圧力、規範、動機・・・etc No！

Lambertらの今回の主張
Publicな状況は むしろ偏見表明を促進する！

3
Publicな状況は、むしろ偏見表明を促進する！

理論的背景論的背景

Social FacilitationSocial Facilitation
Publicな状況において、dominant response（よく学習され
た反応）が促進されるた反応）が促進される

Drive Theory (Zajonc, 1965)
Q.聴衆の存在はtask performanceを促進するのか、それとも損
なうのか？

A.他者存在は人のarousalを高め、drive stateを引き起こす
→dominant responseを引き出す

4• Stereotype・・・dominant responseだと解釈される

背景＋α背景

Social Facilitation Effectの調整要因Social Facilitation Effectの調整要因
– 社会不安（特性不安または状態不安）が高いと、

social facilitation effectが大きくなるsocial facilitation effectが大きくなる

Anticipated Public ContextAnticipated Public Context
– 実際のPublic Contextと異なるのでは？

Social Facilitationは実際に聴衆がいる場合に限らず、他者
像の評価を予期・想像した場合も起こる

外的刺激のみならず、内的ディストラクターによっても引き起
こされることを確認できる
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実験実験1



目的目的

P blicな状況は 態度 行動の関係に対してPublicな状況は、態度－行動の関係に対して、
抑制的効果を持つのか？

参 者 態度 ゲ 物参加者の黒人への態度と、黒人ターゲット人物
に対する印象の間の相関関係について、どのよ
うな効果を与えるかを検討うな効果を与えるかを検討

– 直感に反して、anticipated public conditionにおいて
種偏 態度とタ ゲ 物 対する人種偏見についての態度とターゲット人物に対する

態度の相関関係は強まるのでは？
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実験1（方法）実験 （方法）

参加者 大学生48名参加者 大学生48名
実験デザイン

• 実験要因：Context （private vs. public）
―anticipated public条件では”印象形成課題後に、ターゲットに
対する評価に関して他者とディスカッションしてもらう”と教示

• 個人差要因：人種態度と社会不安

• 人種態度・・・人種態度に関する尺度3つ
• 社会不安・・・特性＆状態不安、自意識に関する尺度
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実験1（方法）実験 （方法）

手続き手続き

1. 人種偏見態度の測定
• 3つの尺度（Modern racism scale Social dominance• 3つの尺度（Modern racism scale, Social dominance 

orientation scale, Humanism-egalitarianism scale）を合成
→値が高いほど、黒人に対して好ましい感情を持つことを表す

2ヶ月後

2. 印象形成フェイズ
• 黒人ターゲットの印象評定

→値が高いほど、黒人に対して好ましい感情を持つことを表す

社会不安（特性不安 状態不安）の測定
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3. 社会不安（特性不安・状態不安）の測定

実験1（結果）実験 （結果）

相関＆回帰分析（Hierarchical regression analysis）相関＆回帰分析（Hierarchical regression analysis）
印象評定値について、人種態度×特性不安×Contextの3次の交互作用項
が、R2を改善（F(1, 38)=2.41, p=.13）

ti i t d bli 条件において 人種態度 特性不安の交互作用項が有anticipated public条件において、人種態度×特性不安の交互作用項が有
意（F(1, 19)=5.63, p=.03）

10 →Anticipated public条件において、不安高群では、態度と行動（印象
評定）間の一致が見られた（≒もともとの態度を抑制しなかった）

実験実験2
実験2（問題）実験 （問題）

Publicな状況において dominant responseがより表明されPublicな状況において、dominant responseがより表明され
るようになるのはなぜなのか？

Habit-StrengtheningモデルHabit Strengtheningモデル
dominant responseを活性化するから

Stereotype accessibility→増加
dominant response
を促進Stereotype accessibility→増加

認知的統制→変化なし

Impairment-of-Controlモデル

を促進

Impairment of Controlモデル
認知処理資源不足のため、統制過程を損なうから

Stereotype accessibility→変化なし dominant response
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S e eo ype access b y 変化なし

認知的統制→減少
p

を促進



実験2（問題）実験 （問題）

過程分離手続き（process dissociation過程分離手続き（process-dissociation 
procedure; Jacoby, 1991）を用いて、統制過程
（Controlled process）と自動的過程（Automatic（Controlled process）と自動的過程（Automatic 
process）を別々の成分に分け、Habit-
StrengtheningモデルとImpairment-of-Controlg g p
モデルのどちらによって説明されるかを検討す
る

Payne(2001)の、Black－Gunのプライミング・パラダイムを利用し
た同定課題によって検討
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実験2（方法）実験 （方法）

参加者 大学生127名（※黒人を除く）参加者 大学生127名（※黒人を除く）
実験デザイン
三要因混合計画三要因混合計画

• Context （private vs. public） － between
• Race of the prime （Black vs. White） withinp
• Type of the Target （gun vs. tool）

他の個人差要因

within

• 他の個人差要因
• 社会不安（特性不安・状態不安）に関する尺度

• 偏見抑制に関する尺度
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実験2（方法）実験 （方法）

プライミング・タスクプライミング タスク

visual mask visual maskprime face
（Black or White）

target
（gun or tool）

500ms 200ms 100ms 450ms

Targetがgunかtoolかを素早く正確に判断

550ms
response window
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Targetがgunかtoolかを素早く正確に判断

結果の予測結果 予測

P blic条件において ステレオタイプ的処理はPublic条件において、ステレオタイプ的処理は
促進されるだろう

ラ 率に関して 三次の交互作用が見られる– エラー率に関して、三次の交互作用が見られる

エラーに関して、過程分離手続きにより、以下の
とが されることが示される

– Habit-Strengtheningモデルなら・・・
アクセスビリティが増加し、認知的統制は変化しない

– Impairment-of-Controlモデルなら・・・
ク ビ は変化 ず 認知的統制は減じる
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アクセスビリティは変化せず、認知的統制は減じる

実験2（結果）実験 （結果）

エラ 率を従属変数として Prime race× Target×エラー率を従属変数として、Prime race × Target ×
Situational Contextの分散分析
三次の交互作用が有意（F(1 125)=5 69 p< 01）三次の交互作用が有意（F(1, 125)=5.69, p<.01）

anticipated public条件(F(1, 64)=20.23)において、Prime×Tagetの交
互作用効果が、private条件(F(1, 61)=3.74)よりも大きい
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実験2（結果）実験 （結果）

過程分離手続き過程分離手続き

• 統制過程（C）、自動的過程（A）、統制失敗（1-C）
P( | ) C (1 C)A• P(correct | congruent) = C + (1-C)A

• P(stereotypic error | incongruent) = (1-C)A

C = P(correct | congruent) － P(stereotypic 
error | incongruent)
A = P(stereotypic error | incongruent)/(1-C)
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( yp | g ) ( )



実験2（結果）実験 （結果）

Cognitive control estimatesCognitive control estimates
Public (.53) ＜ Private (.60)
→Publicにおいて認知処理資源が減少
Accessibility bias estimatesy
Public ≒ Private
→Contextによってアクセスビリティに変化なし

⇒ Impairment-of-Controlモデルを支持
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実験2（結果）実験 （結果）

Anticipated Public Contextの 社会不安に及Anticipated Public Contextの、社会不安に及
ぼす効果
→anticipated public contextは 状態不安高群におい→anticipated public contextは、状態不安高群におい
て強く影響を及ぼす（β=.25, p<.05）
状態不安高群において、 anticipated public contextp p
は認知的統制処理資源を最も奪う

↓
ビ プその結果、アクセスビリティに従って、ステレオタイプ

的なエラーを起こしやすくなる
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結論①結論①

A 他者評価の予期は ステレオタイプの使用をA. 他者評価の予期は、ステレオタイプの使用を
抑制するか？

Q. No.むしろ（個人が持つ）ステレオタイプにQ. No. むしろ（個人が持 ）ステレオタイプに

一致した行動を引き出す

特 安傾向が高 も お そ 傾向が強―特に、不安傾向が高いものにおいて、その傾向が強い
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結論②結論②

A Publicな状況（他者評価にさらされる状況）はA. Publicな状況（他者評価にさらされる状況）は、
なぜステレオタイプ的な反応を引き出すの

かか？

Q.認知処理資源が奪われるために、ステレオQ. 認知処理資源が奪われるために、ステレオ
タイプ使用の抑制に失敗するから

ステレオタイプを強化したり アクセスビリティを高めることが原―ステレオタイプを強化したり、アクセスビリティを高めることが原
因ではないらしい

―状態不安を媒介として処理資源を奪っている可能性も
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認知的処理資源に関して認知的処 資源 関

少し話はずれますが・・・少し話はずれますが・・・

Schmader & Johns (2003)
Converging evidence that stereotype threat 
reduces working memory capacity
(Journal of Personality and Social Psychology, 85, 440-452)
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Schmader & Johns (2003)( )

女性参加者に対して 数学能力を測定するテス女性参加者に対して、数学能力を測定するテス
トであると教示を与えたり（実験１）、あるいは男
性の中に 人という状況でテストを行わせると性の中に一人という状況でテストを行わせると
（実験３）、working memory capacityが減少し、
それに 致して数学テストの成績が下がったそれに一致して数学テストの成績が下がった

→stereotype threat（脅威状況）が、認知的処理
資源を奪うため 女性 数学 成績が がる資源を奪うため、女性の数学の成績が下がる
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疑問点疑問点

Lambert et al (2003)の結果は 本当にステレオタイプLambert et al.(2003)の結果は、本当にステレオタイプ
的判断を促進したと言えるのか？

→もともと持っているステレオタイプに対する態度に即し→もともと持っているステレオタイプに対する態度に即し
た反応が促進されたという方が正しいのでは？

平等主義的態度の持ち主は 抑制したとも考えられる―平等主義的態度の持ち主は、抑制したとも考えられる

予期された他者が内集団の他者であったために、ステレ
オタイプの使用が抑制されなかったのでは？オタイプの使用が抑制されなかったのでは？
―偏見の使用が罰を予期させる状況なら、抑制される？
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疑問点疑問点

本当に アクセスビリティの増加は起こ ていな本当に、アクセスビリティの増加は起こっていな
いのか？

P bli な状況が認知的処理資源を奪うというのでは―Publicな状況が認知的処理資源を奪うというのでは
説明が難しい結果も（例：Lightdale & Prentice(1994)など）

S h d & J h (2003)のSt tSchmader & Johns (2003)のStereotype 
threatに関しても、最近異なる説明も試みられて
いるいる

―Jamieson & Harkins(2007)のmere effort説
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