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好み判断に及ぼす  

文脈・処理要因の影響に関する認知心理学的研究  

 

布井  雅人  

 

我々の生活は選択の連続である。このような選択における重要な決定因とな

るのが「好み」である。好みとは，対象が有益なものか，危険なものかを判断

し，行動に方向性や意味をもたらすものであり  (Zajonc, 2001)，我々と対象と

の距離を調整する心の働きの 1 つであると言える。  

心理学研究では，対象が好まれる理由について， 2 つのアプローチから研究

が行われてきた。その 1 つは，どのような対象が好まれやすいのかという点に

焦点を当てた研究である。このアプローチによる研究では，人に共通して好ま

れやすい対象がどのような特徴を有しているかという点についての検討が行わ

れてきた。もう 1 つのアプローチは，好みを左右させる要因に焦点を当てた研

究である。このアプローチでは，人に共通する好みではなく，好みにおける個

人差や，個人内における好みの変動を説明するために，対象に外的に付加され

る要因が，いかに好みに影響を及ぼすのかという点についての検討が行われて

いる。  

本論文では，好みを左右する要因として，処理要因と文脈要因の 2 つを取り

上げ，それらが好み判断に及ぼす影響について検討する。処理要因とは，対象

を見る・聞く・手に取るといった経験を含むものであり，文脈要因とは，対象

の周囲に存在する様々な情報を含むものである。本論文では， (1) 処理の質が

好み判断に及ぼす影響， (2) 対象と対呈示される他者や他者の意見が好み判断

に及ぼす影響， (3) 対象に付加的に呈示される希少性を示す文字情報が好み判

断に及ぼす影響，の 3 点について認知心理学的実証研究を行った。これらの研

究は，好みを左右する要因の中でも，処理の質や文脈の解釈といった高次認知

の好みへの影響に焦点を当てるものである。これらの要因の影響の検討を通し

て，高い多様性を有する好みが，多様かつ複雑なメカニズムによってもたらさ

れているものであることを示すことができると考えられる。  

第 1 章では，本論文における問題意識を明らかにするとともに，その構成を



1 

 

示した。まず，好みを規定する要因についての研究として，対象自体の有する

特徴に焦点を当てる研究と，それ以外で好みを左右する要因に焦点を当てる研

究の 2 つを挙げ，好みの多様性を検討するためには，後者の検討が重要である

ことを示した。次に，好み研究で用いられる方法について，評価対象の種類・

測定方法の種類という観点から整理した。さらに，好み判断に影響を及ぼすこ

とが知られている要因についての先行研究のレビューを行うとともに，各要因

の影響についての理論的説明について概説した。  

第 2 章では，対象の処理の質の違いが好み判断に及ぼす影響について検討し

た。処理の好み判断への影響に関しては，受動接触を繰り返すことで好みの上

昇が生じるという単純接触効果  (Zajonc, 1968) についての研究が多く行われ

てきた。しかし，評価者の処理は受動接触だけでなく，能動的な処理の違いに

よっても特徴づけられるものである。そこで，実験 1 では対象を処理する程度

を操作し，好み判断への影響を検討した。その結果，深い処理がなされた対象

が，浅い処理がなされた対象よりも好まれ，処理の質が好み判断に影響するこ

とが明らかになった。さらに，この効果は処理の 6 週間後に好み判断を行った

場合においても持続して確認された。また，深い処理を複数回行うことによっ

て生じる好みの上昇が，再認成績の高さによって媒介されており，覚えている

ことが好み判断に影響することも示された。以上の結果より，受動接触だけで

なく，能動的な処理の違いや，それによって生じる記憶の違いが好み判断に影

響を及ぼすことが明らかになった。  

第 3，4，5 章では，文脈の影響の中でも他者に関する情報が好み判断に及ぼ

す影響について検討した。先行研究においては，他者の視線方向に呈示された

対象が，視線と逆方向に呈示された対象よりも好まれることや  (Bayliss, Paul, 

Cannon, & Tipper, 2006)，喜び表情の視線が向けられた対象が，嫌悪表情で視

線を向けられた対象よりも好まれる  (Bayliss, Frischen, Fenske, & Tipper, 

2007) といった視線方向・表情の好み判断への影響が知られている。さらに，

魅力度の高い人物と対呈示された対象が，魅力度の低い人物と対呈示された対

象よりも好まれるといった魅力度の好み判断への影響も知られている  (Strick, 

Holland, & van Knippenberg, 2008)。このような他者の顔に含まれる情報以外

にも，他者の評価が評定値という文字情報で呈示されることによって，自身の
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評価が変化するということも知られている  (Klucharev, Hytönen, Rijpkema, 

Smidts, & Fernández, 2009)。  

第 3 章では，他者の視線方向・表情・魅力度といった顔に含まれる情報が，

対呈示される対象の好み判断に及ぼす影響について検討した。実験 2 では，直

視から逸視へと視線が変化する視線手がかりパラダイムを用い，視線方向とそ

の人物の魅力度が，対呈示される対象の好み判断に及ぼす影響について検討し

た。その結果，視線方向に呈示された対象の方がより好まれるという視線方向

の影響と，高魅力人物と対呈示された対象の方がより好まれるという魅力度の

影響がそれぞれ確認された。実験 3 では，同様のパラダイムを用い，視線方向・

表情・魅力度という顔に含まれる 3 つの情報を同時に操作し，対呈示される対

象の好み判断への影響について検討した。その結果，視線方向に呈示された対

象，喜び表情と対呈示された対象，高魅力人物と対呈示された対象がそれぞれ

より好まれた。以上の結果より， (1) 視線方向は，それが対呈示される対象に

ついての他者の評価を示すシグナルとして捉えられることによって，好み判断

に影響すること， (2) 魅力度は，顔自体から得られる感情価が対呈示される対

象の好みに影響すること， (3) 表情は，他者の評価を示すシグナルとしての影

響も，表情自体が有する感情価としての影響も生じうる可能性があることが示

された。  

第 4 章では，他者の表情とその数が対呈示される対象の好み判断に及ぼす影

響について検討した。従来の好み判断への他者の影響の検討においては，「 1 人

の他者」の影響に焦点を当てた検討が行われてきた。しかし，日常場面におい

ては，一場面に複数の他者が存在し，複数の他者からの影響を同時に受けるこ

とも多い。そのような状況においては，他者の数も重要な影響因になると考え

られる。そこで，実験 4，5，6，7 では，評価対象と共に呈示する他者の表情

とその数の影響を検討した。実験 4，5，6 では，無意味図形を評価対象とし，

実験 7 では，顔画像を評価対象とした。全実験を通して，画面周囲に顔画像が

呈示され，評価対象が画面中央に呈示された後に，顔画像の表情が真顔から喜

び表情または嫌悪表情に変化した。  

実験 4 では，1 人・2 人・4 人の真顔画像が呈示され，全ての人物の表情が喜

びまたは嫌悪表情に変化した。これによって，他者の表情の絶対数が無意味図
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形の好み判断に及ぼす影響について検討した。その結果，他者の表情が喜び表

情の場合には無意味図形の好みが上昇し，嫌悪表情の場合には無意味図形の好

みが低下したが，表情の絶対数の違いによる好みの変化の違いは見られなかっ

た。実験 5 では，常に 4 人の真顔画像が呈示され，その内の 1 人・2 人・4 人

の表情が喜びまたは嫌悪表情に変化した。残りの人物は真顔画像のまま呈示さ

れた。さらに実験 6 では，常に 8 人の真顔画像が呈示され，その内の 2 人・4

人・8 人の表情が喜びまたは嫌悪表情に変化した。これによって，集団内にお

ける他者の表情の割合が無意味図形の好み判断に及ぼす影響について検討した。

その結果，喜び表情に関しては，4 人中 2 人または 4 人  (実験 5)，8 人中 4 人

または 8 人  (実験 6) が喜び表情に変化した場合には好みの上昇が生じたが，4

人中 1 人  (実験 5)，8 人中 2 人  (実験 6) が喜び表情に変化した場合には好みの

上昇は生じなかった。一方で，嫌悪表情に関しては，集団サイズに関わらず，

いずれの人数においても好みの低下が生じ  (実験 5，6)，人数の違いによる好

みの低下の程度に違いは見られなかった。  

以上の結果より，喜び表情が呈示されることによる好みの上昇は，喜び表情

の絶対数の影響を受けず，集団内に喜び表情が占める割合の影響を受けること

が示された。これは，喜び表情から，対呈示される対象が良いものであると判

断する際には，集団内で優勢な意見が重視されるためと考えられる。一方で，

嫌悪表情が呈示されることによる好みの低下は， 1 人でも嫌悪表情を示す人物

がいるかという嫌悪表情の有無の影響を受けることが示された。嫌悪表情は，

その対象が回避すべき特性を有している可能性を示しており，そのような対象

は積極的に回避しておく方が生存上適応的であるため， 1 人でも嫌悪表情を示

していることが好みの低下をもたらしたと考えられる。  

実験 7 では，顔画像が評価対象として用いられ，実験 5 と同様の 4 人の集団

内における表情の割合の影響が検討された。その結果，喜び表情が呈示される

ことによる好みの上昇は見られず，嫌悪表情が呈示されることによる好みの上

昇が部分的に見られた。これらの結果は，無意味図形を評価対象とした実験 4，

5，6 とは異なるものである。この点に関しては，評価対象と文脈情報がどちら

も顔画像という同一カテゴリの対象であることによって対比効果が生じた可能

性や，評価対象と周囲の顔画像を合わせた 5 人の集団として解釈されたことに
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よる影響の可能性が考えられる。  

第 5 章では，文字情報として呈示された他者の評価が好み判断に及ぼす影響

について検討した。好み判断への他者の影響は，視線方向や表情などの顔に含

まれる情報を通してだけでなく，他者の評価が文字情報として明示された場合

においても生じることが知られている  (Klucharev et al., 2009)。しかし，先行

研究においては，自身の評定結果と他者の評定結果が同時に呈示されているた

め，自身の評価と他者の評価のずれを意識的に認識することができる状況であ

った。そこで実験 8，9 では，第 1 ブロックにおいて事前評定として対象の好

意度評定を行った後に，第 2 ブロックにおいて 80 人分の平均好意度評定値を

呈示し，再度対象の好意度評定を行った。それらの評定結果から，事前評価と

呈示された他者の好意度評定値とのずれが，事前評定から事後評定への好意度

の変化の方向と大きさを予測できるかどうかについて検討した。実験 8 では，

無意味図形を用いた検討を行い，実験 9 では，顔画像を用いた検討を行った。

その結果，自身の事前評定値と他者の評価のずれの程度が認識できない状況に

おいても，他者の評価方向に好みが変化した。さらに，他者の評価と自身の事

前評定値のずれの大きさは好みの変化の大きさを予測し，ずれが大きいほど，

好みの変化の程度は大きくなった。以上の結果に基づき，他者の評価が文字情

報として与えられた場合には，評価対象に関わらず他者の評価への同調が生じ，

その程度が他者の評価とのずれの大きさによって調整されていることが明らか

になった。  

第 6 章では，希少性に関する文字情報が商品評価や選択に及ぼす影響につい

て検討した。購買場面においては，販売期間や数量が限られていることを示す

文字情報を付加することで，販売促進を狙う限定販売が多く行われている。こ

の手法では，入手可能性を制約することによって生じる希少性によって，商品

評価が上昇していると考えられている。しかし，実際の購買場面においては，

入手可能性の制約以外に様々な影響因が存在していると考えられる。そこで実

験 10，11 では，限定に関する文字情報の呈示による商品評価の上昇が，入手

可能性の制約の有無のみによってもたらされるものなのかについて検討した。

実験 10，11 を通して，期間限定・数量限定・地域限定であることを示す限定

ラベルと，限定無関連ラベル  (e.g., おすすめ ) を使用した。限定ラベルと限定
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無関連ラベルの文字自体の魅力度は等しかった。実験 10 では，商品画像とラ

ベル刺激を同時に呈示し，商品魅力度の評定を行った。その際，同一商品画像

が，1 度は限定ラベルと共に呈示され，もう 1 度は限定無関連ラベルと共に呈

示された。その結果，限定ラベルと呈示された場合の方が，限定無関連ラベル

と呈示された場合よりも商品魅力度が高く評価された。実験 11 では，ラベル

刺激が付与された商品画像を 2 枚呈示し，その内からより買いたい方を選択す

るという強制二肢選択課題が行われた。その結果，限定無関連ラベルが付与さ

れた商品画像よりも，限定ラベルが付与された商品画像の方がより買いたい商

品として選択された。しかし，異なる限定ラベルが付与された商品画像同士の

比較においては，選択率の偏りは見られなかった。以上の結果より，限定を示

す情報の呈示による商品評価への影響が，入手可能性の制約の有無のみによっ

てもたらされうることが明らかになった。  

第 7 章では，11 の実験の結果をまとめるとともに，本論文の意義について述

べた。本論文では，処理要因と文脈要因という 2 つの観点から，好みを左右す

る要因について検討を行った。その結果，対象に対して行われる処理の質，対

象の周囲に存在する他者の視線方向・表情・魅力度や他者の数，対象と共に呈

示される文字情報といった，日常生活の様々な場面に存在する要因が好みに影

響を及ぼしていることが明らかになった。これは，我々の日常生活内での様々

な経験が好みを左右することを示すものであり，積み重ねられた経験の違いこ

そが，好みの違いをもたらしていることを明らかにするものである。また，本

研究において取り上げた処理要因・文脈要因の好み判断への影響は，能動的な

処理や解釈といった高次認知が好み判断に影響を及ぼしていることを示すもの

でもあり，複雑なプロセスを経て好みが形成されていることが明らかになった。

このような日々の生活での経験の違いに着目し，好み判断のより複雑なプロセ

スを検討していくことで，好みの多様性はより明らかになっていくであろう。  




