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原著

集団表象と自己表象の一致性と集団同一視との関係
赤
木

須
藤
要

典1)
夫2)

大
恒
約

本研究では，集団表象と自己表象の一致／不一致による自己概念の顕在性と集団同一視との関連を
検討した。実験参加者は大学生と大学院生 42 名であった。集団同一視の強さは 7 件法 12 項目の 3 因
子からなる集団同一視尺度（唐沢，1991）で測定した。集団表象（所属集団の成員イメージ評価）と
自己表象（自己評価）との一致／不一致は，26 個の性格特性に関する形容詞に対して 7 件法による適
合度で評価した。評点の 5〜7 を「あてはまる」，1〜4 を「あてはまらない」とし，成員イメージ−自
己評価の組み合わせは 4 通りであった。自己概念の顕在性は，モニタ上に質問紙で用いた形容詞を 1
つずつ表示し，それらが自分自身に「あてはまる」か「あてはまらない」かの 2 件法で回答させ，そ
の時の反応時間を測定した。集団同一視の因子ごとに集団同一視（高／低）と成員イメージ−自己評
価を要因とする 2 要因分散分析を行い，反応時間の違いを分析した。メンバー因子で同一視高群は低
群よりも反応時間は有意に短く，グループ，自己の 2 因子でも同様の傾向が見られた。このことから，
所属集団に対してより高い集団同一視を示す成員は自己概念の顕在性が高いことが示された。
キーワード：集団同一視，反応時間，集団表象，自己表象，自己概念，反応時間

の集団の平均的な成員のそれと一致するようになると

問 題 と 目 的

いうものである。

個人が集団に所属することで自らを集団の一員とし

自己カテゴリー化の考え方にもとづいて集団表象と

て認識するようになる。これは集団所属によって自己

自己表象の一致を検証した既存の研究においては，内

概念の顕在性が個人から成員へと移行することであ

的な過程そのものに焦点を当てた研究は少ない。多く

り，このことが集団成員に集団行動を生起させるため

は成員の評価や報酬分配などを従属変数とし，それを

の心理的基盤である社会的アイデンティティ（Tajfel

通して行われているために集団表象と自己概念の一致

& Turner, 1979）獲得の条件である。社会的アイデン

は集団行動の観察などからしか判断できないとされて

テ ィ テ ィ を 獲 得 す る た め の 内 的 過 程 に 関 し て は，

いる（Smith & Henry, 1996；Brewer & Pickett, 1999

Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell（1987）が

等）
。このことから Smith & Henry（1996）は，集団に

唱えた自己カテゴリー化理論によって次のように説明

所属することで集団表象が自己表象と一致するという

される。集団成員は，集団に所属することで，自らを

内的過程を実証的に確かめるために，ストループ課題

独自の個人から集団の中の一部として新たにカテゴラ

を応用した実験を使って集団成員の認知表象上の変化

イズしなおす。それにより独立した個人という意識が

を調べることで，集団表象と自己表象の一致を検証し

弱まり，同時に集団成員の一員としての意識が強まる。

た。

その結果として自己イメージに対する認知や判断がそ
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ストループ効果とは，二つの情報を同時に目にした

集団表象と自己表象の一致性と集団同一視との関係

ときにそれらの情報が干渉を起こす現象を指す。代表

個人が自らを集団の一員として認識するという内的

的なストループ効果としては文字の意味と文字の色が

過程を扱った研究には，集団同一視がある。集団同一

異なる場合で文字の色を答えさせると同じ場合より

視とは，個人が集団に所属することで自らを集団の成

も，意味と色の干渉によって時間がかかるというもの

員と同一視していくという現象である。集団同一視を

がある。Aron, Aron, Tudor, & Nelson（1991）は文字

経て，個人は自らをその集団の成員とみなすようにな

と色の代わりに，自分自身と親しい相手の性格特性語

る。所属集団へ集団同一視するという段階を踏むこと

を使用してストループ課題を用いた実験を行った。親

が，個人の中に社会的アイデンティティを形成させ，

しい相手と対面した時に自分にあてはまる性格特性語

集団成員として行動するための先行要因になるとして

の判断に要する時間は，その性格特性語が親しい相手

いる。Hinkle, Taylor, Fox-Cardamone & Cook（1989）

にあてはまらない場合，親しい相手にもあてはまる場

は成員個人の社会的アイデンティティに含まれる認知

合よりも長いことを見出し，親しい相手の性格特性が

的要素（COG）
，感情的な要素（EMOT）
，個人の希望

自身の性格特性の認知に干渉を起こすことを明らかに

とグループダイナミクス間の葛藤の要素（IND/GP）

し た。Aron ら（1991）の 知 見 を も と に，Smith &

の 3 つ の 要 素 を 指 摘 し た。Karasawa（1991）は

Henry（1996）は自己概念が集団所属によって個人的

Hinkle らが唱えた要素をもとに，成員の所属集団に対

アイデンティティから社会的アイデンティティへと変

する認知的要素，メンバーに対する感情的な要素，集

化する，すなわち集団表象が自己概念において顕在化

団に対する愛着の程度を尋ねる質問群から構成される

する際の認知表象上の変化を，Aron ら（1991）と同様

集団同一視尺度を開発した。集団同一視尺度の結果に

の実験手法を用いて検証した。

よって，集団同一視の程度が高い個人は集団の成員と

Smith & Henry（1996）は 153 名の大学生の調査対

して社会的アイデンティティも強いことが言え，その

象者に対して，彼らの専攻やクラブなどから内集団と

個人は集団成員としての行動も顕著になるとしてい

外集団を設定した。質問紙上で自分自身と内集団と外

る。

集団についてそれぞれ 90 個の性格特性語を示し，ど

しかし，集団同一視は自らを集団の一員として認識

の程度当てはまるかを 7 件法で測定した。質問紙調査

するという内的過程に関連した研究ではあるものの，

の結果から集団表象と自己表象の一致と不一致の場合

その集団同一視尺度は主に成員個人の所属集団に対す

で自己評価にかかる反応時間が異なるかを調べるため

る意識やプライドなどといった認知・情緒を問う質問

に，コンピュータ・モニタ上に同じ 90 個の性格特性語

や，所属集団の他の成員への思い入れなどの所属集団

を提示して，それらが調査対象者自身に「あてはまる」

の成員に対する感情を問う質問などから構成されてい

か「あてはまらない」かをできるだけ素早く二者択一

る。しかしこれらの中には集団同一視の結果から予測

で判断するように求めた。その結果，内集団について

されるはずの社会的アイデンティティ評価を直接尋ね

の判断があてはまる性格特性語では，その特性語が自

る質問が初めから含まれてしまっているという問題が

分自身にあてはまる場合に要した反応時間はあてはま

指摘されている（Rubin & Hewston, 1998；柿本, 2006

らない場合に要した反応時間よりも有意に短かった。

等）。そのため集団同一視尺度で測定した結果からで

この結果は，集団成員は自己表象が集団表象によって

は，成員が集団に同一視する内的過程それ自体を捉え

干渉を受けることを示しており，このことから集団に

る事は難しく，また測定できる同一視もある程度所属

所属することで集団表象が自己表象と一致するとして

した期間のある実際的な集団が対象である場合に限ら

いる。また潮村・上田（2004）は Smith & Henry（1996）

れてしまう。

の実験手法を踏襲した上で，集団特有の目的や性質に

成員の認知表象上の変化に注目すると集団同一視

は左右されない，単純に集団所属性の違いが内集団と

は，集団の一員として自己概念が「自分はこういう人

外集団の違いとなる最小条件集団を使って同様の実験

間である」から「この集団のメンバーはこういう人々

を行っている。潮村・上田（2004）においても Smith

である」という集団成員一般に共有されるステレオタ

& Henry（1996）と同様の結果が得られていることか

イプ的性質に同一化していき，最終的に「自分はこの

ら，集団表象と自己表象の一致が，内集団における親

集団のメンバーであるこういう人々の一人である」と

しい友人などの個人的な人間関係などから発生したも

認識しなおすことである。自己の認識を集団内のメン

のではなく集団に所属するという行為で発生する現象

バーとして再定義するという点において，集団同一視

であることが示された。

は集団表象と自己表象が一致することと近似した，あ
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るいは集団表象と自己表象が一致することを異なる視

質問紙と調査手続き

本研究で実施した質問紙は 3 種

点で言い換えているとも考えられる。Smith & Henry

類。質問紙 1 では所属している集団に対する調査対象

（1996）がおこなった，集団に所属することに基づく集

者の集団同一視の程度を測定するため，Karasawa

団表象と自己表象の一致に関するストループ効果の結

（1991）の集団同一視尺度 12 項目版（付録 1）に回答を

果と集団同一視との間には何らかの関連があることが

行わせた。所属集団名は各調査対象者の所属学科名と

予想される。集団同一視の高低によって同じ自分自身

した。

−内集団の判断の組み合わせの中でも自己表象に対す

質問紙 2 では調査対象者に対し，彼らが所属してい

る反応時間に変化を見ることが出来れば，集団表象と

る集団の成員として学科の典型的な学生のイメージを

自己表象の一致に関するストループ効果は単なる一致

思い浮かべるように教示を行った。調査者がランダム

だけでなく，一致の程度の変化をも示すことができる。

に選定した性格特性に関連する 32 個の形容詞（付録

集団表象と自己表象の一致，不一致に関連する反応

2）について，それらが内集団成員のイメージにどの程

時間は実験室での最小条件集団においても測定するこ

度あてはまるかを評定させた。

とが可能である。そのため集団同一視の高低に沿っ

質問紙 3 では，調査対象者に自分自身についてイ

て，自己概念に対する反応時間に一定した変化を見出

メージを思い浮かべるよう教示した。質問紙 2 に使用

すことができるならば，反応時間の長さを基準として

した 32 個の形容詞が，自分自身についてどの程度当

自己概念と集団表象の一致，不一致の程度も測定する

てはまるかを質問紙 2 と同様に評定させた。
すべての質問紙の質問項目は 1（全くあてはまらな

手段としてこのストループ課題を応用した実験手法が
使用できる可能性がある。

い）
，から 7（非常に良くあてはまる）までの 7 件法で

本研究では Smith & Henry（1996）が見出した集団

尋ねている。

表象と自己表象の一致という，集団所属によって生じ

質問紙 1 と質問紙 2 を行った後，ただちに実験に移

る成員の認知面での現象と，集団同一視との関連を検

行した。なお実験用のプログラムは SuperLub 4.0 で

討する。Smith & Henry（1996）の実験では集団表象

作成した。実験を始めるにあたって調査対象者を 1 人

と自己概念の間にはストループ効果がみられたという

ずつパソコンモニタの前に着席させた。調査対象者に

事実から，集団に所属することで集団表象と自己概念

対して，モニタに表示される 32 個の，人の性格に関連

の一致が起きることが分かっている。しかしこの結果

する特性形容詞が調査対象者自身に「あてはまる」か

からだけでは集団表象と自己概念の一致が発生するこ

「あてはまらない」かのどちらかで判断し回答するよ

とはわかっても，それがどの程度一致しているかとい

う教示を行った後，「あてはまる」場合には“1”のキー

う強度の問題までは判断することはできない。そこで

を，「あてはまらない」場合には“0”のキーを押すよう

集団同一視尺度との関連を見ることで，反応時間が一

に指示した。モニタに一つずつ表示される特性形容詞

致のレベルまで示すことができるかどうかを検討す

についてそれぞれ，
「あてはまる」か「あてはまらない」

る。仮に集団同一視が高い場合に，自己評価にかかる

かを 32 個分調査対象者に回答させた。

反応時間が短くなるといった現象が見られれば，集団

なお実験において表示される形容詞は質問紙 2 およ

同一視が高い成員は集団表象と自己概念とをより強く

び質問紙 3 で使用したものと同じ 32 項目を使用して

一 致 さ せ て い る と 言 う こ と が で き る。本 研 究 で は

いる。

Smith & Henry（1996）の実験手法を用いて自己評価

結

の際の反応時間を測定し，それが集団同一視の高群と
低群のあいだで違いがあるかを調べる。

方
調査対象者

果

分析に先立ち，赤須（2009）の結果より，集団同一
視 尺 度 を 3 つ の 因 子 に 分 け た。集 団 同 一 視 尺 度 の

法

IDgroup 因子の中から問 1 と問 2 を Karasawa（1991）

久留米大学の学部生と大学院生 42 名。

では理論上想定されていた，成員としての自己の認識

手続き 調査と実験は実験室で行った。1 名から 4 名

に関連する質問を取り出し，
独立した因子として扱う。

の調査対象者を実験室に呼び，個別に調査から実験の

本研究では問 1 と問 2 を除いた IDgroup をグループ

順番で連続して行った。本研究では各調査対象者が大

因子，IDmember をメンバー因子，問 1 と問 2 を自己

学において所属している学科を，所属集団として質問

因子とする。
質問紙 2 と質問紙 3 で調査した成員イメージ得点と

紙調査および実験を行った。
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自己評価得点の結果のうち，5〜7 点を「あてはまる」，

分散分析の結果より，自己評価にあてはまるの組み

1〜4 点までを「あてはまらない」という 2 つのコード

合わせ A と C における反応時間が短かった（図 1）
。

にあてはめた。その後，コード化した質問紙 2 の成員

この結果より，本研究で用いた集団では集団表象が自

イメージと質問紙 3 の自己評価，それぞれの「あては

己表象として顕在化していることが部分的に示され

まる」，
「あてはまらない」の結果を成員イメージ評価

た。

−自己評価で 4 つの組み合わせに分割した。A はあ

A〜D の成員イメージ−自己評価の各組み合わせに

てはまる−あてはまる，B があてはまらない−あては

おける反応数は，A が 323 反応，B が 168 反応，C が

まらない，C はあてはまらない−あてはまる，D があ

150 反応，D が 148 反応となり A の組み合わせにおけ

てはまる−あてはまらない，である。

る反応数が多いことが示された（χ2＝108.12，df＝3，

「あてはまる」
，
「あてはまらない」でコード化した，

p＜.001）
。A における反応数は C における反応数の 2

質問紙 3 での自己評価の結果と実験での自己評価の結

倍以上あり，自己表象にあてはまる性格特性は多くが

果が一致しない反応をエラー反応とした。また，調査

集団表象にも当てはまっていることがわかる。またエ

で使用した 32 個の形容詞のうち，調査対象者のうち

ラー反応に関しても，それぞれの組み合わせにおける

半数の 21 人以上がエラー反応となった，厳しい，公平

エラー反応の数は A が 55 反応，B が 67 反応，C が 36

な，情熱的な，慎重な，素直な，内省的な，の 6 つの

反応，D が 108 反応で D におけるエラー反応数が多

形容詞は今回の調査対象者にとっては自己概念との関

いことが示された（χ2＝41.88，df＝3，p＜.001）
。集

連が希薄な性格特性の形容詞であったと判断し，今回

団表象−自己表象があてはまる−あてはまらないとい

の分析から除外している。また実験における結果にお

う組み合わせの場合にエラー反応が多くなっており，

いて，反応までの時間が 4000 ms を超える極端に遅い

このことから集団表象にあてはまる特性形容詞に自己

回答は分析から除外した。最終的に質問紙調査におけ

表象が影響を受けていることが示唆されている。

る自己評価と実験における自己評価が一致した反応数

集団同一視と成員イメージ−自己評価の分析
集団同一視尺度の程度と自己評価にかかる反応時間

は 789 反応，エラー反応は 266 反応となった。

との間の関連を検討した。集団同一視の 3 つの因子そ

成員イメージ評価と自己評価の分析
調査対象者が自分の所属している集団において，集

れぞれについて，42 人の尺度得点の平均点以上を同一

団表象から成員個人の自己概念に干渉を受けるとい

視・高群，平均値未満を同一視・低群とした。因子ご

う，Smith & Henry（1996）の結果が本研究の集団にお

とに集団同一視（高群／低群)×組み合わせ（A〜D）

いても発生するかの確認を行った。成員イメージ評価

を要因とする 2 要因の分散分析を行った。分析の結

（
「あてはまる」
，
「あてはまらない」)×自己評価（「あて

果，
すべての因子において交互作用は見られなかった。

はまる」
，
「あてはまらない」）の 2 要因分散分析を行っ

同 一 視 に よ る 主 効 果 に 関 し て は メ ン バ ー 因 子（F

たところ，有意な交互作用はみられず，自己評価の要

(1,781)＝7.31，p＜.01）
（図 2）で有意差が見られ，グ

因で主効果が見られた（F(3,785)＝40.43，p＜.01）。

ループ因子（F(1,781)＝2.91，p＜.10）
（図 3）と自己
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因子（F(1,781)＝2.89，p＜.10）
（図 4）では有意傾向

考

が見られ，全体的に集団同一視・高群の反応時間は集
団同一視・低群よりも短いことが示された。

察

本研究の一連の分析から，成員イメージ評価−自己

また組み合わせではすべての因子における分析で主

評価の組み合わせのうち，どちらも「あてはまる」場

効果が見られた（グループ因子；（F(1,781)＝11.07，

合の自己評価にかかった反応時間は，自己評価で「あ

p＜.01），メンバー因子；
（F(1,781)＝14.09，p＜.01），

てはまらない」場合との 2 つの組み合わせの時よりも

自己因子；(F(1,781)＝13.43，p＜.01））。A〜D の組

短いことが明らかとなった。この結果は，Smith &

み合わせで多重比較を行ったところ，全因子で A と C

Henry（1996）
，潮村・上田（2004）の結果とも共通し

の組み合わせにおける反応時間は B と D の場合より

ている。しかしながら成員イメージ評価−自己評価

も有意に短いことが明らかになった。

で，あてはまらない−あてはまる，という組み合わせ

成員イメージ−自己評価の各組み合わせにおける集団

における反応時間が双方ともに「あてはまる」組み合

同一視による反応時間の分析

わせの場合とそれほど変わらなかったという点は

分析 2 において，集団同一視の高低によって反応時

Smith & Henry（1996）
，潮村・上田（2004）の結果と

間に変化があることが示された。続いて成員イメージ

は異なっている。自己評価にあてはまる特性語でも，

評価−自己評価の「あてはまる」，「あてはまらない」

所属集団にあてはまらない場合はどちらもあてはまる

からなる A，B，C，D の 4 つの組み合わせのうち，ど

場合より反応時間が長い。これは自己表象が集団表象

の組み合わせにおいて集団同一視の高低による反応時

から干渉を受けていることによるストループ効果であ

間の違いが発生しているのかを検証する。A〜D の各

る。したがって，本研究の結果からは集団表象が自己

組み合わせにおいて，集団同一視（高群／低群）を要

表象に干渉を起こしているとは必ずしも言えない。し

因とする t 検定をグループ，メンバー，自己 3 つの因

かしながら本研究で用いた特性形容詞が自己表象と一

子においてそれぞれ行った。

致している場合，成員イメージ評価もあてはまる場合

その結果，グループ，メンバー，自己の 3 因子で A

である A の反応数は成員イメージ評価があてはまら

の組み合わせにおいて反応時間に有意な差が見られた

ない場合である C の反応数の 2 倍以上であった。こ

（グループ因子；
（t(321)＝2.10，p＜.05），メンバー因

れは，集団表象と一致している自己表象はより自己表

子；
（t(321)＝2.98，p＜.05），自己因子；
（t(321)＝2.17，

象として認識されやすいという可能性を示している。

p＜.05））。内集団表象と自己概念がともに「あてはま

またエラー反応はコード化した質問紙 2 の自己評価と

る」で一致している性格特性に関して，集団同一視が

実験による自己評価が一致していない反応である。一

高い調査対象者は反応時間が短いことが明らかになっ

致しない反応における形容詞はエラー反応を起こした

た。

調査対象者にとっては「あてはまる」
「あてはまらない」
のどちらにも意識することの少ない，いわば印象の薄
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成員イメージ評価−自己評価では，あてはまる−あて

成員イメージが成員のありかたの準拠枠として機能し

はまらないであるが成員イメージ評価と実験における

ている（赤須，2010）ことからも同じ集団にいる周り

自己評価という組み合わせで考えると，どちらにもあ

のイメージが自己表象の一部となっていると考えれ

てはまるという組み合わせとなる。エラー反応が D

ば，メンバー因子における反応時間の差が最も大きく

の組み合わせにおいて多いということから，普段あま

なったことも納得できる。

り意識することのない自己評価は集団表象によって影

成員イメージ評価−自己評価の 4 つの組み合わせで

響を受けることが考えられる。これらの結果から，本

それぞれ，集団同一視程度よる自己評価への反応時間

研究においても集団所属によって集団表象が自己表象

の違いを分析した結果，どちらにもあてはまるという

と一致するという現象が起こっていることが言えるだ

A の組み合わせでのみ集団同一視の高い成員は反応

ろう。

時間がより短くなった。残りの B，C，D の組み合わ

C の組み合わせの反応時間が A の反応時間と有意

せでは集団同一視の高低で反応時間は変わらず，集団

な差を生じなかったことから，本研究では集団表象に

表象が自己表象と「あてはまる」で一致している場合

よる自己表象への干渉は見出すことができなかった。

に集団同一視の影響があることが明らかとなった。集

Smith & Henry（1996）の知見から，集団表象が自己表

団表象と自己表象がどちらも「あてはまる」ことで一

象へ干渉するという現象は，自己表象における集団表

致している反応においてのみ集団同一視の高低による

象の顕在性の高まりによるものであると解釈でき，こ

反応時間の差が見られたことで，A の組み合わせが特

のことは社会的アイデンティティの顕在化のための条

に集団成員が自己を集団の一員とみなす内的過程に影

件である。社会的アイデンティティが顕在化するのは

響を受けていることを示している。

Sherif（1966）など外集団と競争をする状況や比較を

また統計的に有意な差ではないものの，集団同一視

される状況のように，独立した個人としてよりも集団

の低群においては A の組み合わせにおける反応時間

成員として行動する時である。しかし本研究の集団の

はむしろ C における反応時間よりも長くなる可能性

条件では，調査対象者は集団成員として行動する機会

が見出された。集団同一視が低い集団の成員は内集団

がない。そのため所属によって顕在化する集団成員と

に対して好意的な感情をもたないなど，自らをその集

しての自己と，個人的な自己が葛藤を起こすことがな

団の一員として認識することに抵抗を感じている。つ

かったため，集団表象によって形作られた自己概念と

まりこのような成員にとって集団表象が自己表象と一

所属集団から独立した自己概念が併存できたことが考

致することは好ましい事態でないと考えられる。これ

えられる。

らのことから，集団表象が自己表象と一致することが

反応時間と集団同一視尺度得点の関連では，集団同
一視に含まれるすべての因子において集団同一視の高

逆にストループ効果的な干渉を引き起こす可能性もあ
るかもしれない。

群の反応時間は低群の反応時間よりも短いことが示さ

Smith & Henry（1996）は集団表象が自己表象に干

れた。この結果から，集団表象と自己表象の一致とい

渉することに注目し，そのことから集団表象と自己表

う現象と集団同一視には関連があることが示された。

象の一致を導いた。しかし本研究の結果から，集団表

自己評価に対する反応時間の違いが集団表象と自己表

象から自己表象への干渉は示されなかったものの，A

象の一致の程度の違いも示していることが分かった。

の組み合わせのような集団表象と自己表象の一致は見

特にメンバー因子の高低群において有意な反応時間

出される。このことから集団所属による集団表象から

の差が見られたことは同じ内集団のメンバーが自己概

の自己表象への干渉と，集団表象と自己表象の一致は，

念の基準としては大きな役割を果たしていることが示

それぞれ独立した現象である可能性が考えられる。す

される。またメンバー因子おける結果は Aron，Aron，

なわち，集団に所属する時点で，集団表象と自己表象

Tudor，& Nelson（1991）の結果である親しい他者か

の一致が発生する。その上で，集団成員として行動す

ら自己概念が干渉を受けるという知見に沿っている

るという社会的文脈において，自己のあり方や振る舞

が，集団に所属するという行為によって集団の典型的

い方の準拠枠を明確にするプロセスとして集団表象か

な成員イメージが自己概念に影響を与える役割が親し

ら自己表象への干渉が見られるのではないだろうか。

い他者と同じ役割を果たしうることも意味している。

どちらの現象も同時に進行することはあり得るが，そ

潮村・上田（2004）で最小条件集団でも，集団表象を

の機能は自己カテゴリー化の上で別であるのかもしれ

自己表象と一致させる結果が出たことや，同じ集団の

ない。
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内集団表象と外集団表象

問2
問3
問4
問5
問6
問7
問8
問9

問10
問11
問12

が社会的自己概念をどのように規定しているのか：

信州大
学 人 文 学 部 人 文 科 学 論 集 人 間 情 報 学 科 編，38，

Stroop Effect Technique を適用した検証

｢あなたは典型的な○○の学生だね」と言われたとした
ら，その表現は当たっている，つまり適切にあなたのこ
とを表現していると思いますか？ それとも，外れてい
る，適切でないと思いますか？
あなたは他の人から，典型的な「○○の人」と，どの程
度思われていると感じますか？
｢あなたは典型的な○○の人だね」と言われたら，良い感
じがしますか，それとも悪い感じがしますか？
あなたの○○に対する所属意識は強い方ですか，弱い方
ですか？
あなたは○○にプライドを感じますか？
あなたにとって本当に大切な友人は，○○外，○○内の，
どちらに多くいますか？
あなたの考えや行動に影響を与えた人が，○○内にはど
のくらいいますか？
｢自分は○○の人間なんだなあ」と実感することがあり
ますか？
あなたは自己紹介するときや会話の中などで，自分が○
○に属していることに，よくふれる方ですか？ ふれな
い方ですか？
あなたは○○にどれくらい愛着を感じていますか？
あなたは，○○の他のメンバーが，好きな方ですか，嫌
いな方ですか？
あなたは，○○の他のメンバーにどれくらい親近感を感
じますか？

※○○の部分は調査対象者の所属集団の名前が入る。

99-118．
Smith, E. R., & Henry, S. 1996 An in-group becomes
part of the self : Response time evidence. Personal-
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付録 2．性格特性に関連する形容詞
にぎやかな
意欲的な
勤勉な
情感豊かな
親切な
独創的な
明るい
利他的な

のんきな
開放的な
公平な
情熱的な
正確な
大胆な
優しい
理性的な

もの静かな
外交的な
自信のある
慎重な
積極的な
内省的な
陽気な
冷静な

意志の強い
感じの良い
社交的な
真面目な
素直な
情感豊かな
落ち着いた
論理的な

集団表象と自己表象の一致性と集団同一視との関係

The relationship between matching of group-representation and self-concept with the group
identification
DAISUKE AKASU (The Institute of Comparative Studies of International Cultures and Societies, Kurume University)
TSUNEO KITO (Department of Psychology, Kurume University)
Abstract
In this study, the relationship between the salience of self-concept caused by matching self-representation and
group-representation with group identification was examined. Subjects comprised 42 university students and
postgraduates, who completed three questionnaires. The first questionnaire measured the strength of group
identification using the group identification scale (Karasawa, 1991), consisting of three factors. The second
questionnaire evaluated the extent of match/mismatch between the group symbol (in-group's member image
evaluation), and the third evaluated self-symbol (self-evaluation) by using adjectives describing 26 character
characteristics. These three questionnaires were measured using seven a 7-point scale, with 5-7 points assumed to
be “applicable”, and 1-4 points “not applicable”. There were four kinds of combinations of the in-group's member
image evaluations and self-evaluations. Following this, the adjectives used in the self-evaluation questionnaire were
monitored and was displayed, subjects asked to answer “applicable” or “not applicable”, and reactive times of
answers were measured. Two-way analysis of variance was done by group identification (high/low) × member
image-self evaluation in all factors of the group identification scale. In the member factor, the reaction times of
subjects with high group identification were significantly shorter than the reaction times of low group identification
subjects, whereby a tendency similar even to the group factor and the self factor was seen. Subjects who showed
high group identification in the in-group showed a high salience of self-concept.
Key words : group identification, group-representation, self-representation, reaction time
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