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社会心理学は、間違いなく毎年出題されていて、出題がﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟと認知的不協和理論に極端に集中しているの

ですが、その他にも非常に面白い内容が目白押しで、出題しやすい項目が多数あるのに、何故それらが出題されて

いないのか不思議でなりません。 

ここでは、代表的なところをまとめますが、興味がある方は参考資料などを確認してみてください。 

 

1.社会的認知 

社会的な環境の中で、自分や他者、対人関係および社会的環境そのものなどの特徴や構造をどのように認知する

かということが、社会的認知です。 

 

(1)対人認知： 

対人認知 6-14aは、他者や対人関係に関する認知をいいますが、対象が人であるため、その性格や欲求、感情など

に対する推論が重要となります。 

Asch,S.E6-14bcdは印象形成に関する実験を行い、人物の印象は、特定の重要な性格特性

（中心特性）が核となって形成され、その他の性格特性（周辺特性）は核とはならないことを

示しました。 

Heider,F は認知的ﾕﾆｯﾄ（P-O-X ﾕﾆｯﾄ）の理論(ﾊﾞﾗﾝｽ理論）18-17bを提唱し、自分(P)、他

者(O)、対象(X)の関係は、均衡状態（関係の積が＋）に向かう傾向があるとしました(右図）。 

 

(2)対人魅力と対人関係の要因： 

人が他者に魅力を感じる要因は次のようなものだと言われています。 

・外見：人は、外見的魅力の高い人に好意を抱き、性格も好ましいと思ってしまいます。 

・接触頻度：接触が多いだけで好感度が増します。 

・感情状態：会う時の環境の良否が、そのまま相手の魅力に反映します。 

・誤帰属：体験の興奮を相手に対するものと勘違いして、相手に対する魅力が上がることをいいます。（(4)の帰

属理論で記述する Bem,D.J の自己知覚理論参照） 

また、対人関係を進展させる要因には以下のようなものがあります。 

・態度の類似性：自分の意見に賛意を示すという報酬を与えてくれますし、、認知的一貫性の充足も得られま

す。 

・他者からの好意的評価：お返しとしての好意的評価が関係を進展させますが、最初否定的な評価をしていて、

そこから好意的な評価に変わるのが、最も効果的です。 

・自己開示：Altman＆Taylo の社会的浸透理論によると、親密な対人関係の進展には自己開示が重用だとい

われます。 
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(3)ｽｷｰﾏとﾋｭｰﾘｽﾃｨｯｸ 

ｽｷｰﾏ 15-10Bは、下記に列挙するような、特定の事象に対する定型的な認知の仕方であり、固定的なものの見方を生

じやすい欠点がありますが、一方では、膨大な情報をすばやく処理するのに役立つ認知の方法です。 

①人物ｽｷｰﾏ：他者や自分に対する定型的な見方。 

②事象ｽｷｰﾏ（ｽｸﾘﾌﾟﾄ：台本）：一連の定型的行動。 

③役割ｽｷｰﾏ：職業や民族集団へのｽｷｰﾏ＝ｽﾃﾚｵﾀｲﾌﾟ 

 

これに対して、ﾋｭｰﾘｽﾃｨｯｸとは、認知的倹約家である人間が用いる、尤もらしさのような簡便な判断方法をいいま

す。 

①利用しやすさ：１文字目がｒの方が３文字目がｒの単語より多いと判断する。 

②代表性：ｺｲﾝの裏裏裏表表表より表裏表裏裏表が出やすいと判断する。 

③ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ：心の中でのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによる容易性の判断 

④調整と係留：ある次元上の判断に基準点（係留点）を用いる。 

 

(4)帰属理論： 

本来あいまいな因果関係を特定の原因に帰属させることを帰属過程といいますが、帰属過程に関する理論の総称

を帰属理論といい、Heider,F が最初に提唱しました。 

帰属過程は、あいまいな因果関係を無理に原因に帰属させるために、以下のような認知の「歪み」の原因となります。

ここで、内的帰属とは、因果関係の原因を行為者の内部の属性に求めるものをいい、外的帰属とは、外的事象の側

に原因があるとするものをいいます。 

 

①根本的帰属の誤り：行為の原因を内的帰属させ、状況要因を過小評価する。 

②行為者と観察者の帰属のズレ：①に対して、行為者は外的帰属の傾向にある。 

③利己的な帰属のﾊﾞｲｱｽ：成功した場合は内的帰属、失敗した場合は外的帰属。 

④合意性過大視ﾊﾞｲｱｽ：他者も自分と同じように行動すると推測する傾向。 

⑤統制の過大評価：自分の統制力を過大に見積もる。 

⑥錯誤帰属：情動の帰属で間違ったﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞをしてしまう。 

 

Kelly,G.A は、行動とともに存在する要因（共変要因）の関係により、下表のように内的帰属か外的帰属かの判断が

されるとしました。これを、ｹﾘｰの共変動ﾓﾃﾞﾙといいます。 

 

関係 内的帰属 外的帰属 

合意性 他の人物の反応と一致しているか × ○ 

弁別性 他の刺激事象と区別しているか × ○ 

一貫性 時と様態に関らず一貫しているか ○ ○ 

 

Bem,D.Jの自己知覚理論 16-1D,18-17dは、人が、自分の内的状態を、自分の行動やそれが生起した状態に関する手が

かりを利用して推測することが多いとするもので、情動の錯誤帰属を説明しています。遊園地でﾃﾞｰﾄをすると、体験の

興奮を相手に対するものと勘違いして、相手に対する魅力が上がることが実験で確かめられています。 

 

(5)服従：ｱｲﾋﾏﾝ実験 

ｱｲﾋﾏﾝ実験（ﾐﾙｸﾞﾗﾑ実験）とは、Milgram,S16-4が、「ﾅﾁｽの虐殺に加わったｱｲﾋﾏﾝらの行為は、単に上の指示に従っ

ただけなのかどうか？」という質問に答えるために行った、権威者の指示に服従する人間の心理状況の実験をいいま

す。 

「被験者」（T）は、役者が演じる「もう一人の参加者」（L）とペアを組み「生徒役」と「教師役」に分けられますが、必ず

「教師役」を務める様に仕組まれ、役者の演じる「生徒役」とは別の部屋に入れられます。そして、「生徒役」の声のみ

がインターフォンを通じて聞こえる状況下に置かれます。 

ここで教師役の被験者（T）は、対になる二つの単語のリストを読み上げ、その後、対になる単語の一方のみを読み



上げます。それに対し、生徒役（L）は対になる答えを 4 択で出し、1 から 4 のボタンから、答えの番号を押します。この

とき、教師役（T）は、「実験者」（E）から、生徒役（L）が間違えると相手に電流を流し、一問間違えるごとに 15 ボルトず

つ、電流の強さを上げていくように指示されます。 

教師役の被験者（T）は、実際に生徒役（L）に電流が流されていると信じ込まされます

が、実際には電流は流されず、あらかじめ録音された「各電流の強さに応じた痛みの声」

が流されるだけです。電流がある程度以上の強さを超えると、生徒役（L）は机や壁を叩

き、教師役（T）に向かって心臓の不調や部屋から出すように訴え、電流がもっと強くな

ると、生徒役（L）は何の応答もしなくなります。 

この実験を受けた多くの被験者（T）は、実験の中止を希望し実験者（E）に申し出まし

たが、ほとんどの被験者（T）は、一切責任を負わないということを確認したうえで実験を

継続し、中には、電流を流した後、生徒役（L）の絶叫が響き渡ると、緊張の余り引きつ

った笑い声を出すものもいたといいます。そして、結果的には被験者（T）40 人中 25人

が、用意されていた最大 V数である 450V までも（拒否の意を表しつつも）スイッチを入

れたということです。 

 

2.自己認知と態度 

(1)自尊感情の影響 

自己概念の評価的側面が自尊感情ですが、人は他者との比較によりこれを高めるか、損なわないように行動する傾

向があります。そのための方略として、評価の高い人や集団との関係を強調することを栄光浴(BIRGing)といい、逆に、

価値が低い他者との結びつきを避けることを CORFing といいます。また、結果が出る前に、自分に不利な条件がある

ことを主張したり、作り出したりすることをｾﾙﾌ･ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞといいます。 

 

(2)態度と説得 

態度とは、対象に対して人が持っている知識と肯定的/否定的評価からなる仮設的な構成概念で、説得的なｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝによって、これを変えようとする試みが良く行われます。このうち、内容に基づく説得を中心的ﾙｰﾄといい、「多く

の議論」「専門家の判断」などといった議論の本質と関わりのない手掛かりに基づくものを周辺ﾙｰﾄといいます。 

説得の効果は、送り手の信憑性にも依存しますが、信憑性の低い送り手のﾒｯｾｰｼﾞが、時間が経つと、送り手の印象

が薄れて説得効果を生じることをｽﾘｰﾊﾟｰ効果といいます。また、他人の会話（漏れ聞きｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）は、偏りが少な

いと判断され、説得効果が高いといわれます。 

 

(3)認知的不協和理論： 

Festinger,Lが提唱した認知的不協和理論 9-24,11-18,16-1,18-17aは、人の態度を説明する重要な理論で、人には、自分の

行動や感情を含めた様々な事象に関する知識の間に不一致が無い協和状態を求める傾向があるとするものです。こ

れは、知識の不一致は不快な状態を生じるため、不快感を低減しようとする態度の変化で、以下のような例がありま

す。 

・自分の態度に反した行動を行うと、その行動の方向に態度が変化してしまう。 

・選択を行うと、選ばれた選択肢の魅力が上がる。 

・興味のあることの実行を制止されると、行動に対する興味が下がる。 

・大きな努力を払った場合ほど、その目標を高く評価する。 

 

3.社会的影響 

社会の存在は、個人に様々な影響を与えます。 

他者の単なる存在により、課題遂行に影響が出る現象を社会的促進といい、容易な課題は促進されます（正反応）

が、難しい課題の場合は逆に抑制されます（誤反応）。これに対し、他者と一緒に課題を遂行すると、発揮する努力が

減る現象があり、これを社会的手抜き E32:14-18eといいます。多数で神輿を担ぐと、担げる重さは個人の担げる重さの和

よるも低くなってしまいます。 

興味深いのが同調行動 8-15です。これは、個々の人の行動や信念が、所属集団の基準に一致する方向へ変化する

現象で、Asch,S.E の実験では、誤答するさくらが居ると、明らかな誤答にまで同調してしまう傾向があることが示されて



います。この傾向は、自己判断への確信が弱く、他者との判断のｽﾞﾚが大きく、他者の判断が一致している程ほど強く

なります。 

ﾋﾟｸﾞﾏﾘｵﾝ効果（教師期待効果）は、教師が期待を持つほど生徒の成績が上がる効果のことで、他者に対してある期

待をすると、期待する人の態度がそれに沿って変容し、期待された人も、その方向に行動をとるようになる効果をいい

ます。 

 

また、集団としての個人は特殊な行動を取る事があります。 

集団の判断が、個人の選択の平均に近い方の極に偏ることを集団極性化といい、より危険な方向に偏ることをﾘｽｷｰ

ｼﾌﾄ、より安全な方へ偏ることをｺｰｼｬｽｼﾌﾄといいます。 

集団の中にいて、匿名性、責任分散、興奮、感情刺激過多の条件が整うと、個人が自分自身を評価することをやめ

て、他者からの評価への不安が薄れ、罪、恥、恐怖心が機能しなくなり、情緒的、衝動的、非合理的行動が出現する

ことがあります。これを（非社会的）没個性化といいます。 

 

4.ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ理論 12-6 

ﾘｰﾀﾞｰが集団目標達成にとって役立つ積極的な影響を与えることをﾘｰﾀﾞｼｯﾌﾟといい、以下のような理論があります。 

 

・PM理論 12-6b,14-4：三隅が提唱する理論で、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの機能を目標達成機能（P：performance）と集団維持機能

（M：maintenance）から捉え、一般的には両方を有しているﾘｰﾀﾞｰ（PM型）の生産性が最も高く、両方とも

有していないﾘｰﾀﾞｰ（pm型）の生産性が最も低いとされます。 

・条件即応ﾓﾃﾞﾙ 12-6d,15-7：Fiedlerが提唱する理論で、適合するﾘｰﾀﾞｰの特性は集団状況要因に依存するという考え

方で、集団状況要因がﾘｰﾀﾞｰに中程度に有利であるときは関係動機型が効果的で、それ以外は課題動

機型が効果的だとしています。 

集団状況要因とは、ﾘｰﾀﾞｰが成員に対して持つ統制力の程度をいい、リーダーと成員の協調関係、課

題の構成度 14-4B、ﾘｰﾀﾞｰの地位（権限）で捉えられます。 

関係動機型とは、最も好ましくない成員への感情的許容度（LPC得点 12-6e）の高いﾘｰﾀﾞｰをいい、LPC

得点が低いﾘｰﾀﾞｰを課題動機型と呼びます。 

・SL理論：Hersey＆Blanchardが提唱する、成員の成熟度を重視する理論で、成員の成熟度が高いときは関係動機

型が、成員の成熟度が低いときは課題指向型が効果的だとするものです。 

 

年 No 正解 解釈 

6 14 d all 社会的認知の、特に Asch の印象形成に関する問題です。1-(1)参照 

d が間違いであると言うことは、常識的にわかると思いますが、eの表現は微妙です。 

a ○：1-(1)参照 

b ○：Asch によれば、特定の重要な性格特性（中心特性）が核となって印象形成は行われま

す。従って、断片的知識から印象形成が行われると言う記述は妥当です。 

c ○：これは、印象形成にも親近効果や初頭効果が働くということです。Asch,S.E は中心特性

以外に初頭効果の研究もしていますし、他者の研究では、親近効果が見出されたこともあ

るようです。 

d ×：寛大効果とは、他者の望ましい側面はより強調され、望ましくない側面は控えめに寛大に

評価され、結果的に、他者の評価は実際よりも好意的なものになる傾向があることをいいま

す。 

e ○?：経験と自己洞察力はわかりますが、ここに類似性が出てくる事は理解に苦しみます。「自

分との類似性を持っている人は、正確に認知しやすい」ということでしょうか？しかし、それ

では、経験や自己洞察力と併記されるには矛盾があります。ちなみに、社会心理学で一般

的に語られる類似性の意義は、対人関係を進展させる要素としてです（1-(2)参照）。 

6 15 b all ｶﾙﾁｬｰｼｮｯｸについては普通はあまり学習しないので難しい問題です。こういった問題は、

自分の特別な関心分野で無い限り、できなくて当然で、それを気にしない事のほうが大切で

す。 



a ○：ｽｷｰﾏが機能しなくなることが大きなｽﾄﾚｽになるということだと思います。結果として生じる

反応は、一般的なｽﾄﾚｽ反応と同じだということです。 

b ×：ｱﾄﾞﾗｰによると、異文化適応は「接触」「自己崩壊」「再統合」「自律」「独立」のﾌﾟﾛｾｽで進

み、「自己崩壊」では異文化の差異を強く意識し自身を失い、次の「再統合」で異文化を拒

絶するようになるようです。 

c ○：言われると納得する記述です。 

d ○：これも同様です。 

e ○：U ｶｰﾌﾞ仮説は Lysgaard,Sの仮説で、W ｶｰﾌﾞ仮説は Gullahorn,J.Tらが帰国後のﾘﾊﾞｰｽｶ

ﾙﾁｬｰｼｮｯｸを加えた仮説です。詳しいことが知りたい場合は、Web で検索してみてくださ

い。 

7 9 b all 不安に関する設問で、ABC は A32 で、D は A31 で記述しています。 

E ×：May,R ではなく Festinger,L です。May,R は調べてもほとんど出てきませんが、生成文法

関係（A51:4-(1)参照）の研究家のようです。 

8 15 c all 同調行動に関する Asch の実験の問題です。３参照 

a ○：斉一化とは、物事を一様にすることで、ここでは、個々の人の行動や信念が、所属集団の

基準に一致する方向へ変化する現象を言います。 

b ○：Asch の同調の実験は、視覚実験と称されて、３つの線分の長さの違いを答える設問など

で行われました。これを知覚実験と言っているのだと思います。 

c ×：確信が弱いほど、同調行動は強くなります。 

d ○：興味深いことですが、同調行動はズレが大きい方が強くなります。 

e ○：これはよく理解できます。Asch の実験では、３人以上がｻｸﾗとなって誘導すると同調行動

が強くなったようです。 

9 24 d all 一見、社会心理学における色々な理論の問題のようですが、実質は Festinger,L が提唱した

認知的不協和理論の問題です。他の理論についても簡単に説明しておきますが、覚える必

要は無いと思います。2-(3)参照 

a ×：社会的比較過程の理論とは、 Festinger,L が唱えた自己評価の原理に関する理論で、

他者との比較が、自分の判断や行動の適切さの基準、または枠組みを提供するというもの

です。 

b ×：認知的均衡理論とは、Heider,F が提唱した、人が自己の認知体系を，均衡のとれた良い

形態に体制化しようとする基本的要求を持ち，認知の内的一貫性が最大になるように行動

するという理論です。 

c ×：社会的判断の理論とは、Sheri,M らの研究の総称であり、態度や態度変化の基礎にある

心理的過程を社会的な判断との関連において説明しようとする社会心理学のｱﾌﾟﾛｰﾁのこ

とを指しているようです。 

d ○：ここに記述されている内容は、Festinger,L が提唱した認知的不協和理論に合致します。 

e ×：社会的交換の理論とは、社会行動や対人関係に見られる人間の様々な行動ややりとりを

理論化したもので、Homans,G.Cの理論が代表的なもののようです。 

11 18 a all これも認知的不協和理論の問題です。2-(3)参照 

a ×：認知的不協和理論は、行った行動の結果に対して不協和を避けるような態度を取ること

をいいます。 

b ○：魅力が高くなることで、努力の大きさと釣り合いが取れます。 

c ○：好意度が低下することで、活動できないことに対する不協和が和らぎます。 

d ○：信念を支持する情報が得られれば、信じていたことが正当化されます。 

e ○：喫煙の害を紹介した記事を読む事は、不協和を増大させます。 

12 6 d all ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ理論の問題ですが、Fiedlerの条件即応ﾓﾃﾞﾙが中心です。4 参照 

a ×：条件即応ﾓﾃﾞﾙのように、状況によりﾘｰﾀﾞｰの適性は変化します。 

b ×：Ｐは目標達成機能（performance）、Mは集団維持機能（maintenance）を意味します。 



c ×：これも状況によると思います。ﾒﾝﾊﾞｰの凝集性が低い状況では、任命によって与えられた

権限の方が影響力が強いと思います。 

d ○：適合するﾘｰﾀﾞｰの特性は集団状況要因に依存します。 

e ×：LPC 得点は、条件即応ﾓﾃﾞﾙにおいて、ﾘｰﾀﾞｰの特性を評価する指標であり、ﾘｰﾀﾞ-ｼｯﾌﾟ

の効果の指標ではありません。 

14 4 e all この問題はﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ理論の中の PM理論の問題です。4 参照 

A ○：そうです。 

B ×：これは条件即応ﾓﾃﾞﾙです。 

C ×：Ｐは目標達成機能（performance）です。 

D ×：最も生産性が高いのは PM型です。 

15 7 a all ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの条件即応ﾓﾃﾞﾙの問題ですが、嫌な問題で、間違っても仕方ない問題です。4

参照 

ここでいう､ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの有効性を規定する要因とは､どんなﾘﾀﾞｰｼｯﾌﾟが有効かの指標とな

る集団状況要因を言っているように思えますが､それを構成する 3要因は、ﾘｰﾀﾞｰと成員の協

調関係､課題の構成度､ﾘｰﾀﾞｰの地位(権限)であり、B と Dにしか該当しません。Dのﾘｰﾀﾞｰと

成員との関係は、ﾘｰﾀﾞｰと成員の協調関係とﾘｰﾀﾞｰの地位(権限)の両方を指しているようで

す。 

この問題では、集団状況要因に応じて有効なＡ.ﾘﾀﾞｰｼｯﾌﾟのｽﾀｲﾙが変化するということ

が、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの有効性を規定する３つ目の要因とされていますが、国語的には妥当な記

述ではないように思われ、adeの内、aeのどちらを選ぶか迷ってしまいます。 

15 10 e all これは C以外は社会心理学の問題と言えると思いますが、AD（特に D）は普通はよくわから

ないと思います。C は A52 のﾗｲﾌｻｲｸﾙ論の問題ですが、間違え易い記述です。従って、正

解できなくて仕方ない問題です。 

A ○:分析的思考様式は、ｷﾞﾘｼｬ哲学を起源とし欧米に普及しているもので、社会協力があまり

要らない経済体系のなかで成立した、物の本質はその物に内在するという考えが原点にあ

る様式です。一方の、包括的思考様式 は、東洋哲学 を起源とし、東ｱｼﾞｱに普及したもの

で、社会協力が必須な経済体系のなかで成立した、物事の内容は状況要因との関係に基

づいて決まると考える傾向をいいます。 

B ○：ｽｷｰﾏについての記述です。1-(3)参照 

D ○！：これはお手上げです。内容は何となく理解できますが、一般に言われるのは社会的促

進や手抜きなどであり、この設問は理解に苦しみます。 

色々とWebで調べてみたところ、参考図書（社会心理学／岩波書店）の共著者でもある大

坊郁夫氏（大阪大学大学院人間科学研究科）の Web 上の文献（ネットワーク・コミュニケー

ションにおける対人関係の特徴／5.心を反映するコミュニケーションと 社会的スキル）に全

く同じ内容を見つけました。 

この表現をこの設問で出題しても、理解して答えられる人は相当限定されると思われ、極

めて不適切な設問と考えます。 

16 1 a all これも認知的不協和理論の問題です。2-(3)参照 

A ×：選択後の行為の正当化を説明するのに有効です。 

B ○：そうです。 

C ×：そんなことはありません。 

D ○：自己知覚理論は認知的不協和理論に対抗して Bem,D.J が提唱した理論です。1-(4)

参照 

16 4 c all Milgram,S の権力への服従の実験は、大変興味深いので、1-(5)を参照。 

A ○：自分に責任がなければ残虐な命令に多くが従うという実験です。 

B ×：これはﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの内容であり、Milgramの実験ではありません｡ 

C ×：ちがいます。 



D ×：倫理的に問題があると思います。 

17 17 d all 変革型ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟというのは、社会心理学の教科書的書籍には載っていないｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾏ

ｸﾞﾚｶﾞー･ﾊﾞｰﾝｽﾞという人が提唱したﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟのあり方のようです。 

A,C：×、B,D：○ 

ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊以降だと思いますが、急に企業において従来型の｢課題達成型ﾘｰﾀﾞｰ｣ではなく

「課題形成型ﾘｰﾀﾞｰ」が求められるようになった流れがあり、その背景にある思想だと思いま

す。変革型ﾘｰﾀﾞｰには、Aのような関係動機型の姿勢や Cのような課題動機型の姿勢より

も、B や Dに記述されているような、仕事や組織の意味を問い直し、創造する事が求められ

ました。 

わたしにはこの問題は理解できますが、このような問題が臨床心理士試験に出るのは、個

人的には違和感を感じます。 

18 17 

 

d all 理論と提唱者の組み合わせの問題で、ｃは A72、eは D1Cで扱います。 

a ○：Festinger,L＝認知的不協和理論 2-(3)参照 

b ○：Heider,F＝ﾊﾞﾗﾝｽ理論 1-(1)参照 

d ×：Allport,G.W は、ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの特性論、態度の研究で有名です。 

自己知覚理論は Bem,D.Jが提唱した理論です。1-(4)参照 

18 18 e all 集団凝集性とは、C（○）にあるように、ﾒﾝﾊﾞｰを自発的に集団に留まらせる力の総体をいいま

す。D(○)のように、集団の魅力として捉えられるということは、体験的に理解できると思いま

す。 

A:× 集団規範（group norm）の説明です。 

B:× 集団心（集団精神：group mind）の説明です。 

20 19 c all 他者評価のｴﾗｰに関する問題です。この手の用語は、他にも興味深いものがたくさんありま

すので、本文を見て置いてください。いつか出題されると思います。 

A ○：6-14d の説明参照。 

B ×：初頭効果とは、最初の方の印象が全体の印象を支配することを言い、Asch が研究したこ

とは 6-14c に記述済みです。 

C ○：中心化傾向とは、評価が中庸に偏ることを言い、企業における人事考課（査定）でよく問

題となります。人が人を悪く評価したり、良く評価したりすることは、意外に難しいもので

す。 

D ○：光背(haro)効果は、東大生と聞くだけで有能に思ってしまったり、教師と聞くとまじめな性

格を連想するようなことです。 

 


