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Black
sheep e打ect andingroup favoritism：Using categorylabels and descriptions to present

group members
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Theblacksheepeffect（Marques，Yzerbyt＆Leyens，1988）andingroupfavoritism（Taj軌

Billig，Bundy＆Flanlent，1971）haveboth been explainedin terms of socialidentity theory

（Taj札1978）．However，aSthetwophenomenaappearto contradicteachotherwith respectto

the evaluation ofinferioringroup members，this study examined the relation between them．Two

methods of presenting tal－getindividuals were also compared，With presentation being eithel－by

labelindicating group membership and favorability（1abelpresentation）orby written essay

（descl・iptionpresentation）．Inaddition，thestudyexaminedtheevaluationcriteriaassociatedwith

the black sheep effect．One hundred and eightyイive female junior college students were

presented with eithe王一ingroup members or outgroup members，Which they rated accordingto20

trait adjectives and 5 evaluative din－enSions 払vorability，truStWOrthiness，familiarity，

superiority，andpopularity）．Theyalsoratedtheoverallingroupandoutgroupintermsofthese
5evaluation criteria．The black sheep e托ect was observedin thelabelpresentation condition，

whereingroupねvoritism
was also found，but notin the description presentation condition・

Moreover，the black sheep effectwasseenin al15criteria．

鼠eywo㌻ds‥blacksheepeffect，ingroupねvoritism，1abelpresentation，descriptionpresentation，

evaluation criteria．

人には，自分が所属する集団の成員に対して好意

的になる，内集団ひいきの傾向がある（Tajfel，Billig，

Bundy，and Flament，1971）．しかしその反面で，

1）本研究を行うにあたり，筑波大学心理学系教授の吉日

富二雄先生にご指導を頂きました．記して深く感謝い

たします．

2）実験を行うにあたり，白梅学園短期大学の倉澤寿之先

生，堀江まゆみ先生にお世話になりました．深謝いた

します．

内集団の優れた成員は高く評価され，劣った，もし

くは逸脱した成員は蔑視される黒い羊効果（black

sheep effect：Mal－queS，Yzerbyt＆Leyens，1988）が
報告されている．両現象はともにTajfel（1978）の社

会的アイデンティティ（以下SI）理論における，内

集団のSI高揚の動機によって説明できるとされて

いる．匿名の内集団成員に対してもひいきが起こる

内集団ひいきでは，評価対象となる成員の特徴や優

劣は問題ではない．しかし黒い羊効果では，内集団

成員であっても，劣った者は同程度に劣った外集団
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成員よりもさらに低く評価されるので，劣った内集

団成員の扱いに関して，両現象は一見矛盾する結論

を導くかに思われる．SI理論の発展形である自己

カテゴリー化理論（Turner，1982）によれば，黒い羊

効果における劣った内集団成員の蔑視・切り捨て

は，内集団を優れた成員のみで構成し，高い評価水

準での内集団同質性を高め，内集団のSIを高揚し

ようとするために起こると考えられる．内集団ひい

きでの匿名の集団成員への評価を，集団全体への評

価を象徴するものと考えると，集団全体に対する評

価では内集団ひいきが，個々の成員への評価につい

ては黒い羊効果が発生すると考えられ，両現象は矛

盾せず，ともに同じSl高揚を目指す方策とみなす

ことができる．この仮定が正しければ，集団全体へ

の評価と個々の集団成員への評価を同時に尋ねた場

合，内集団ひいきと黒い羊効果が同時に発生すると

予想される．しかも，より強い内集団ひいきを行う

者は，より強い黒い羊効果を起こすと予想される．

そこで本研究では内集団ひいきと黒い羊効果の関連

を検討する．

また，これまで黒い羊効果の研究の多くにおいて

（Marques，Yzerbyt＆Leyens，1988；大石・青田，

1997など），集団成員の提示方法は，「好ましいベル

ギー入大学生」や，「好ましい看護学生」などの，

所属集団のラベルに好ましさの情報を付加したもの

を用いていた（ラベル提示）．人物の提示方法として

は，他に文章記述による提示方法もある（記述提

示）．ラベル提示の場合にほ，各被験者によってイ

メージする人物像に違いがあるため，文章記述によ

り各被験者に同じ内容の文章から人物をイメ｝ジさ

せ，人物像を統制するほうがよいという議論もあ

る．しかしラベル提示でほ，各被験者が内集団・外

集団に対して持っているステレオタイプ的なイメー

ジを最も直接的に反映し，また好ましい人物・好ま

しくない人物という点についても，その被験者に

とって最も極端に好ましい，あるいは好ましくない

人物のイメージが反映される．従って，黒い羊効果

や内集団ひいきが鋭敏に現れやすいと考えられる．

またラベル提示による提示人物の評価方法は，集団

における最も好ましくない共働者（Least Prefered

Coworker：LPC；Fiedler，1967）に対する態度の測定

方法（LPC尺度：白樫，1972）ともほぼ一致する方法

である．SI理論では，国家や民族などの大規模な

社会集団も扱い，集団の成員同士の対面的相互作用

を必ずしも必要としない立場を取るが，内集団成員

による共同作業などにおいては，“黒い羊”は，集

団における“最も好ましくない共働者”となると考

えられる．このため，LPC尺度と同様の手続きであ

るラベル提示によって黒い羊効果の検討を行うこと

は，妥当な方法であると考えられる．

一方記述提示では，全く同じ文章記述について，

その登場人物を内集団成員とするか，外集団成員と

するかという点のみを違えたものを用いることが多

い．この場合，登場人物の所属集団が違うだけで同

じ文章への評価が明確に異なってくることは，社会

集団の意識や社会集団の対立関係等が不明確な日本

の日常場面では，容易には起こらない可能性もあ

る．本研究では，ラベル条件と記述条件の両方を用

いて内集団ひいきと黒い羊効果の関連についての実

験を行い，人物の提示方法の違いによる結果の相違

を比較する．

さらに本研究では，先行研究が主に扱ってきた

“好ましさ”以外の評価次元でも内外集団成員を評

価し，どんな評価次元で黒い羊効果が発生しやすい

かという問題についても検討した．“好ましさ”次

元を中心とした従来の研究に対しては，“好まし

さ”という評価次元が漠然としていて曖昧な評価次

元であるとする見方もあった．本研究でtま，好まし

さの下位次元として優秀さ，親しみやすさ，人気な

どのいくつかの評価次元を設け，好ましさの内容を

より具体的なものにすると同時に，好ましさのmF位

次元の中でも，特にどのような側面において黒い羊

効果が明確に発生するのかを検討することとした．

黒い羊効果が内集団への評価をポジティブに保

ち，社会的アイデンティティを維持・高揚する勒様

によって発生すると解釈する立場からほ，内集団の

評価に直結する，優劣が明確である評価次元におい

て，黒い羊効果が強く発生すると仮定される．例え

ば，“優秀ぎ’の次元のほうが，“親しみやすぎ’

“人気の程度”をどの次元よりも，外集団と比較し

ての内集団の優劣関係が明確になる次元といえるた

め，黒い羊効果が起こりやすいと考えられる．本研

究でほ，好ましさ，誠実さ，親しみ，優秀さ，人気

の5次元による比較を行う．加えて，社会的アイデ

ンティティが喚起された状態における，内集団のプ

ロトタイプから逸脱する成員の排除という，自己カ

テゴリー化理論の立場からは内集団のプロトタイプ

的を特徴からの同調と逸脱という評価次元で黒い羊

効果が発生しやすいという予測が導かれる．しか

し，本研究では，後述のように保育科の学生を対象

とし，内集団を保育科，外集団を英文科として成員

の評価を比較するため，“保育科らしぎ’に関する

同調と逸脱の評価次元を用いるのが難しいため，集

団のプロトタイプ的次元については取り扱わない．

内集団ひいきと黒い羊効果の関連，内外集団成員

の提示方法の問題，黒い羊効果が発生しやすい評価
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次元の問題に関する以上の議論に基づき，本研究で

は以下の仮説を設定する．

仮説1：外集団成員と比べ，好ましい内集団成員

ほより高く評価されるであろう．

仮説2：外集団成員と比べ，好ましくない内集団

成員はより低く評価されるであろう．

仮説3：黒い羊効果は，内集団の評価に関連の深

い“優秀さ”次元において強く発生する

であろう．

仮説4：ラベル条件のほうが記述条件よりも，黒

い羊効果が強いであろう．

仮説5：集団全体の評価については，内集団のほ

うが外集団よりも高く評価されるであろ

う．

仮説6：好ましい内集団成員への評価は，集団全

体の評価と正の相関を示すであろう．

仮説7：好ましくない内集団成員への評価は，集

団全体の評価と負の相関を示すであろ

う．

方 法

実験デザイン ラベル提示と記述提示の各々の条

件につき，提示人物の好ましさ（好ましい・好まし

くか、）を被験者内要因，提示人物の所属集団（内集

団＝保育科・外集団＝英文科）を被験者間要因とす

る2要因計画で行った．

被験著 東京の短期大学保育科女子学生185名．

ラベル内集団，ラベル外集団，記述内集団，記述外

集団の各々の条件は，45，46，48，46名であった．

手続き 授業時間中に質問紙を配布し，集合形式

で行った．

質問紙の内容1．内集団条件と外集団条件を設

け，提示人物として，内集団成員か外集団成員のど

ちらかを提示した．“好ましい保育科（英文科）学生

をイメージしてください”および“好ましくない保

育科（英文科）学生をイメージしてください”という

方法により人物を提示するラベル条件と，保育科

（英文科）の学生が自分の将来について書いたとされ

る文章記述により人物を提示する記述条件を設け

た・記述条件で提示した文章記述をTablelに示し

た．

2．提示人物の評定方法は，好ましさに関連した

形容詞20偶についてあてはまる程度を7段階で尋ね

た．また，好ましさ，誠実さ，親しくなりたい程

度，優秀さ，人気の程度の5つの項目につき7件法

で尋ねた．

3．集団全体に対しては，ラベル条件でも記述条

件でも同様に“どの程度好ましい人々だと思います

か”“どの程度誠実な人々だと思いますが，といっ

た形で，好ましさ，誠実さ，親しくなりたい程度，

優秀さ，人気の5項目について尋ね，7件法で評定

した．内集団条件では内集団全体について，外集団

条件では外集団全体についての評定を行った．

従属変数の構成1．提示人物の評価：提示人物

への20偶の形容詞による評定値を，好ましさの程度

が高いほど得点が高くなるよう合計し，“好ましさ

総合得点”とした．20個の形容詞以外の5項目は，

Tablel記述提示条件で用いた人物記述文章

好ましい内集団成員：私は，小さい噴から保母さんになりたいと思っていた．しかし最近，保育のこと以外の

ことを知らないというのは視野が狭いかもしれないと思い，ある会社に会社訪問にいった．その会社で，女性

が重要な仕事を任されていないのを見て，やりがいのある仕事がしたいと思い，やはり保母になりたいと思っ

た．保育実習に行ったときには，大変なこともあったけど，やはりこの道に進みたいと思った．

好ましくない内集団成員：私ほどこにも就職をしたくない．学校は思ったより忙しくて全然遊ぶひまがなかっ

た．保育科に入ったのは，入試が簡単だったことや，人からよい印象で見られそうだと思ったためで，保育の

仕事がしたいとは全然思わない．保育実習に行ってみて，やはり大変なことばかりでいやだった．うちほ貧乏

ではないので，私が就職しなくてもお小遣いには全然封らない．早くよい彼氏を見つけて結婚してしまいた
い，

好ましい外集団成員：私は，小さい頃から外国で英語を勉強してみたいと思っていた．しかし最近，英語関係

以外の進路を考えないのは視野が狭いかもしれないと思い，ある会社に会社訪問に行った．そこの会社で，女

性が重要な仕事を任されていないのを見て，やりがいのある仕事がしたいと思い，やはり留学をしたいと思っ

た．海外研修に行ったときには，大変なこともあったけど，やはり英語関係の仕事をしたいと思った．

好ましくない外集団成員：私はどこにも就職をしたくない．学校は思ったより忙しくて全然遊ぶひまがなかっ

た．英文科に入ったのは，入試が簡単だったことや，人からよい印象で見られそうだと思ったからで，英語に

関係した仕事がしたいとは思わない．海外研修に行ってみて，やはり大変なことばかりでいやだった．うちは

貧乏ではないので，私が就職しなくてもお小遣いには全然困らない．早くよい彼氏を見つけて結婚してしまい

たい．
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それぞれを好ましさの下位次元として，各々の項目

の評定値をそのまま好ましさ直接評定得点，誠実さ

得点，親しみ得点，優秀さ得点，人気得点とした．

2：集団全体への評価：好ましさ，誠実さ，親し

み，優秀さ，人気の程度をそのまま，（集団の）好ま

しさ直接評定得点，誠実さ得点，親しみ得点，優秀

さ得点，人気得点とした．

結 果

黒い草効果

ラベル条件・記述条件毎に，内集団・外集団の好

ましい・好ましくない人物の好ましさ総合得点，お

よび他の5つの得点の平均値をTable2に示した．

また，好ましさ総合得点については，Fig，1にグラ

フとして示した．

ラベル条件，記述条件毎に，上記の得点を従属変

数とし，人物の好ましさ（好ましい・好ましくない）

×所属集団（内集団・外集団）の2要因分散分析を

行った．

ラベル姦件1．好ましさ総合得点については，

好ましさ×所属集団の交互作用が有意であった

（F（1，88）＝45．09，p＜．01）．単純主効果検定の結

果，好ましい人物でも，好ましくない人物でも，所

属集団の単純主効果は有意であり（順にF（1，88）＝

65．70，p＜．01；F（1，88）＝13．41，pく01），平均値の

方向性から，外集団成員と比較して，内集団の好ま

しい人物は高く，好ましくない人物はより低く評価

された．2．好ましさ直接評定得点でも交互作用が

有意であり（F（1，88）＝15．62，Pく01），所属集団の

単純主効果は好ましい人物でも（F（1，89）＝20．62，p＜

．01），好ましくない人物でも（F（1，89）＝3月4，pく10）
有意であった．3．誠実さ得点でも，交互作用が有

意であり（F（1，89）＝13．17，pく01），所属集団の単

純主効果は，好ましい人物でも（F（1，89）＝12．51，p＜

．01），好ましくない人物でも（F（1，89）ニ3．66，pく10）

Tabie2 提示人物の評価の条件別平均値（SD）

ラベル条件 好ましさ総合 好ましさ直接 誠実さ 親しみ 優秀さ 人気

好ましい保育科

好ましくない保育科

好ましい英文科

好ましくない英文科

115．29（14．29）

55．40（2乙96）

91．18（13，93）

71．33（18．03）

5．33（1．09）

2．02（1，18）

4．41（0．83）

2．50（1．15）

5．29（1．16）

2．31（1．04）

4．50（0．96）

2．76（1．20）

5．40（1．27）

2．07（1．25）

4．63（1．61）

乙65（1．37）

5．04（1．07）

2．44（1．08）

4．82（1．27）

3．43（1．57）

5．02（1．13）

2．60（1．30）

4．68（1．29）

3．22（1．40）

記述条件 好ましさ総合 好ましさ直接 誠実さ 親しみ 優秀さ 人気

好ましい保育科

好ましくない保育科

好ましい英文科

好ましくない英文科

103．21（15．04）

99．91（11．25）

65．44（16．93）

65．28（13．95）

5．02（1．30）

2．79（1．56）

4．85（1．01）

2．70（1．28）

5．21（1．24）

乙56（1．11）

5．02（1．20）

乙57（1．11）

4．58（1，29）

2．90（1．64）

4．57（1．34）

2．89（1．23）

4．94（1，17）

乙77（1．31）

5．20（1．13）

2．72（1、00）

4．27（1．18）

3．67（1．64）

4．16（1．06）

3．61（1．20）
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Fig．1提示人物の好ましさ総合得点の条件別平均値
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有意であった．4．親しみ得点についても，交互作

用が有意であり（F（1，89）＝11．37，pく01），所属集

団の単純主効果も，好ましい人物でも（F（1，89）＝

6・39，pく05），好ましくない人物でも（F（1，89）ニ4．53，

p＜．05）有意であった．5．優秀さ得点についても
交互作用が有意であった（F（1，89）＝9．64，pく01）．

所属集団の単純主効果は好ましい人物では有意でな

かったが（F（1，89）＝0．25，n．S．），好ましくない人物

については有意であった（F（1，89）＝12．23，pく．01）．

6，人気得点については，交互作用が有意傾向であ

り（F（1，89）＝3．4ユ，pくユ0），所属集団の単純主効果

は，好ましい人物では有意でなく（F（1，89）ニ0．66，

n．s．），好ましくない人物においては有意であった
（F（ユ，89）ニ4．75，Pく05）．

以上の結果により，好ましさ総合得点，好ましさ

直接評定得点，誠実さ得点，親しみ得点，優秀さ得

点，人気得点のいずれについても，仮説1，2が支

持され，黒い羊効果が発生した．また，どの評価次

元でも黒い羊効果が発生したことにより，仮説3ほ

支持さ讃tなかったといえる．

記述免停 好ましさ総合形得点に関してほ，好ま

しさ×所属集団の交互作用が有意でなかった

（F（1，92）＝．48，n．S．）．好ましさ直接評定得点でも，

交互作用が有意でなかった（F（1，92）＝．04，n．S．）．誠

実さ得点，親しみ得点，優秀さ得点，人気得点のい

ずれについても，交互作用は有意ではなかった（順

にF（1，92）＝．28，n．S．；F（1，92）＝．00，n．S．；F（1，92）

＝．72，n．S∴F（1，90）ニ．01，n．S．）．従って，記述条

件でほいずれの従属変数についても，仮説1，2は

支持されず，黒い羊効果は発生しなかった．ラベル

条件では黒い羊効果が発生し，記述条件では発生し

なかったことにより，仮説4が支持された．

内集団びいき

ラベル条件・記述条件の内集団と外集団につい

て，集団全体への評定の平均値をTable3に示し

た．ラベル条件・記述条件毎に，内集団条件と外集

団条件の間で，集団全体の評価に関する5項目につ

いてt検定を行った．

ラベル条件 好ましさ直接評定得点（t（89）＝3．31，

P＜・01），誠実さ得点（t（89）＝2伽，p＜．05），親しみ
得点（t（89）＝2・12，pく05），優秀さ得点（t（89）＝．45，

n・S．），人気得点（t（89）＝2，24，pく05）のいずれの評

価次元においても，内集団への評価のほうが外集団

への評価よりも有意に高く，内集団ひいきが発生し

たといえる．よって仮説5が支持され，内集団ひい

きの発生が示された．この結果により，ラベル条件

では黒い羊効果，内集団ひいきが同時に発生したこ

とが確認された．

記述灸件 好ましさ直接評定得点（t（92）ニ2．48，

p＜．05），誠実さ得点（t（92）＝3．28，p＜．01），親しみ
得点（t（92）ニ2．95，pく01）では内集団成員のほうが

有意に高得点であった．優秀さ得点（t（92）＝1．84，

p＜．10）では内外集団の得点差は有意傾向であり，
人気得点（t（92）＝1．24，n．S．）では有意でなかった．

提示Å物の評億と集団全体の評価の相関

ラベル条件・記述条件毎に，提示人物と集団全体

の評価の相関をTable4に示した．

ラベル条件 内集団成員では，好ましい成員の評

価が集団全体の評価と有意な正の相関を示すパター

ンが見られ，仮説6が支持された．好ましくない成

員の評価は，有意ではなかったが集団全体の評価と

負の相関の方向性を示し，仮説7の方向性に一致し

ていた．外集団成員でほ，好ましい成員・好ましく

ない成員の評価とも，集団の評価と正の相関を示し

た．以上の結果は，内集団ひいき・黒い羊効果とも

にSI理論で説明できるとする立場の妥当性を示し

ている．

記述免停 内集団成員ではラベル条件と同じく，

好ましい成員の評価は集団の評価と有意な正の相関

を示し，好ましくない成員の評価は，有意ではない

ものの，集団の評価と負の相関の方向性を示した．

外集団成員でも，内集団成員と同様の相関パターン

を示した．黒い羊効果の結果と合わせ，記述条件で

は文章内容そのものの影響が強すぎ，人物の所属集

Table3 集団全体の評価の平均値（SD）

好ましさ 誠実さ 親しみ 優秀さ 人気

ラベル・内集団

ラベル・外集団

記述・内集は

記述・外集団

4．73（1．34）

3．87（1．15）

4．粥（ユ．19）

4．30（1．28）

4．42（1．23）

3β1（1，15）

4．69（1．08）

4．02（0．88）

4．82（1．64）

4．15（1．37）

5．44（1．47）

4．61（1．24）

4．31（1．08）

4，20（1．34）

4．69（ユ．06）

4．30（0，96）

4．44（1．08）

3．89（1．27）

4．69（1．19）

4．41（0．93）

注：集団の評定では，提示されたターゲット人物と同じ集団を評定した．すなわち内集団条件では，集団につい

ても内集団を評定し，外集団条件では外集団を評定した．
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Table4 提示人物の評価と集団全体の評価の相関係数

集団全体の評価 好ましさ 誠実さ 親しみ 優秀さ 人気

形容詞
．413＊＊ ．384＊＊ ．318＊ ．173 ．285

ラベル・内集団 好ましさ
．281 ．333＊ ．352＊ ．219 ．200

誠実さ
．358＊ ．484＊＊ ．421＊＊ ．289 ，313車

親しみ
．238 ，354＊ ．341＊ ．271 ．216

好ましい人物 優秀さ
．264 ．245 ．200 ．126 ．161

人気
．232 ．372＊ ．064 ．238 ．313＊

形容詞
－．210 一．159 …．098

．010
－．176

ラベル・内集団 好ましさ 仙．241 －．194 w．139 …，202 －．169

誠実さ …．151 －．105 …．087 】．108 －．106

親しみ
w．166 －．181 …，050 …．167 －．141

好ましくない人物 優秀さ －．231 －．093 …．198 －．141 －．135

人気 －．102 －．133 冊．130 …．103 －，016

形容詞
．319＊ ．294串 ．339＊ ．257 ．129

ラベル・外集団 好ましさ
．291 ．363＊ ．374車 ．344＊ ．254

誠実さ
．242 ．362＊ ．314＊ ．301＊ ．246

親しみ
．178 ．210 ．319＊ ．301＊ ，176

好ましい人物 優秀さ
．313＊ ．436＊＊ ．393紳 ．470＊＊ ．225

人気
．173 ．276 ．154 ，222 ．183

形容詞
．339＊ ．254 ．276 ．355＊ ．312卓

ラベル・外集団 好ましさ
．253 ．235 ．417＊＊ ．237 ．388串＊

誠実さ
．301＊ ．275 ．485＊＊ ．348＊ ．246

親しみ
．324＊ ．290 ．457＊＊ ．303＊ ．400＊＊

好ましくない人物 優秀さ
．328串 ．205 ．413＊＊ ．380＊＊ ，425納

入気
．212 ．192 ．262 ．285 ．440納

記述・内集団

好ましい人物

形容詞
．353＊ ．340喪 ．295＊ ．141 ．207

好ましさ
．386軸 ．478＊＊ ．341＊ ．223 ．322＊

誠実さ
．456＊＊ ．578＊＊ ．393＊＊ ．247 ．320＊

親しみ
，496＊＊ ．489＊＊ ．447＊＊ ．310＊ ．484＊＊

優秀さ
．483＊＊ ．574＊＊ ．312＊ ．310＊ ．230

人気
．436＊＊ ．420＊＊ ．371＊専 ．172 ．471＊＊

記述・内集団

形容詞
－．128 －．219 …．197 －．039

，026
好ましさ

－．053 －．091 －．201
．232 －．001

誠実さ …．053 …．117 …．323＊ …．083 －．009
親しみ

－．090 －．127 －．228
．055

－．061
好ましくない人物 優秀さ －．228 －．339＊ －．334＊

．070 －．102
人気

－．185 冊．097 仙．123
．049

】．033

形容詞
．312＊

記述・外集団

好ましい人物

．394曳＊ …．001
．101 ．270

好ましさ
．415＊＊ ．378紳 ．040 ．117 ．257

誠実さ
．299＊ ．251 －．069 ．167 ．269

親しみ
．440＊＊ ．496榊 ．123 ．122 ．022

優秀さ
．327＊ ．376埠 ．231 ．394＊＊ ．428＊＊

人気
．328＊ ．399＊＊ ．210 ．188 ．100

形容詞

記述・外集団
‾・263 －，216 －．131 …．142 －．199

好ましさ
－．241 ¶．132 …．091 －．122 －．060

誠実さ
】．281 －．081

、003 －．081 －．145
親しみ

ー・218 －・100 …．029 …．084 ¶．076
好ましくない人物 優秀さ

－・226 －，093 －．163 －．116 －．205
人気 ¶・152 －・265 －．255 －．356＊

．068
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団の設定だけを変えても，評価の違いほ見られな

かったといえる．

考 察

黒い羊効果は，ラベル提示では生じ，記述提示で

は生じなかった．すでに述べたように，所属集団の

ラベルを用いて具体的な人物をイメージしてもらう

方法は，LPC尺度とも一致する方法である．LPC

尺度においても，“最も一緒に働きたくない人物”

に関するイメージは，個々の回答者によって異な

る．LPCという概念は，最も一緒に働きたくない人

物に対する扱い方と，リーダーシップとの関連を検

討するための概念である．たとえ最も一緒に働きた

くない人物のイメージが人それぞれに異なったとし

ても，LPC尺度においては，その人物が一人一人の

被験者にとって真に1eastprefered coworkerでな

ければ意味がないのである．黒い羊効果における

「好ましくない内集団成員」の人物像についても，

全く同じことがいえる．すなわち，提示人物が一人

一人の回答者にとって，真に「黒い羊」に催するほ

ど，極めて好ましくない人物でなければ，黒い羊効

果を検討する実験が成立しないといえるのではない

だろうか．また，もう1つの観点として，文章の作

者の所属集団を違えただけで評価が大きく異なって

くるには，内集団と外集団が激しい対立関係や利害

関係にあるなどの状況が必要なのではないかと考え

ることもできる．本研究で用いた集団を含め，日本

における社会集団では，ヨ｝ロツパヤアメリカほど

明確な国家，民族，人種等の対立関係や歴史的背景

は存在しない場合がほとんどである．また本研究で

用いた内集団・外集団は，利害を奪い合うライバル

関係や勝負をかけた関係ではない．これらの条件が

揃う場合にほ，黒い羊効果ほより強くなり，記述提

示のような方法でも黒い羊効果が発生する可能性も

考えられる．

黒い羊効果の発生しやすい評価次元については，

どの評価次元においても，黒い羊効果が発生し，評

価次元の違いによる結果の相違は見られなかった．

これは，大石・吉田（1998）で，優秀さの次元で，S‡

を喚起するシナリオがある群と統制群との比較にお

いて，シナリオがある群のほうが好ましくない内集

団成員が低く評価されたという結果とは一致しな

い．この相違についてほ，大石・吉田（1998）で用い

た文章記述の内容に，提示人物の評価が影響された

ことが原因と考えられる．大石・吉田（1998）では，

好ましい人物と好ましくない人物の提示は，自分の

将来についての学生の作文と称した文章を用いて，

記述提示で行った．好ましい人物の作文は，自分の

力で自分の将来を決め，親と自分との関係を見つめ

なおして親に感謝し，卒業・就職後も頑張ってゆく

つもりであるという内容であった．好ましくない人

物の作文は，将来の目標も定まらないまま，就職活

動から逃げるようにして大学院進学を考え，努力を

放棄して親に依存するという内容であった．これら

の文章の内容から，好ましい人物は意欲的で優秀な

学生であり，好ましくない人物は無気力で優秀でな

い学生であったということができる．このため，SI

が喚起された場合に劣った内集団成員が低い評価を

受けるという結果が，特に，記述文章の内容と一致

している次元である，優秀さの次元で顕著に見られ

たものと思われる．ちなみに，大石・吉田（1998）で

は，好ましくない内集団成員が低く評価されている

が，好ましい人物においては内集団成員のほうが高

く評価されているわけではない．つまり，内集団の

好ましい成員はより高く，好ましくない成員はより

低く評価されるという，狭義の黒い羊効果は発生し

ていない．内集団の評価に直結する評価次元や，内

集団のプロトタイプからの同調・逸脱に関連した評

価次元で黒い羊効果が発生しやすいのではないかと

いう予測について，提示人物の提示方法との関連に

留意しながら，さらに検討することが重要である．

集団全体の評価（内集団ひいきの指標）と集団成員

の評価については，相関のパターンは仮説と一致し

た方向性が得られたが，好ましくない人物について

は，相関が有意でなかった．黒い羊効果が生じたラ

ベル条件では，黒い羊効果と一致したパターンが見

られたのは内集団成員についてのみであったが，黒

い羊効果が生じなかった記述条件では，内外集団と

もに，黒い羊効果と一致する方向性のパターンが見

られ，内外集団で相関のパターンに違いがなかっ

た．記述条件の場合は，好ましい人物・好ましくな

い人物ともに，文章の作者の所属集団の部分だけを

変え，他はほぼ同じ文章を用いた．このため，提示

人物の評価の場合と同様に，文章の内容の影響のほ

うが所属集団の影響よりも大きかったと考えられ

る．すなわち，所属集団が違っても内容がほぼ同じ

である文章なので，相関のパターンも内外集団の差

は見られなかったといえる．ラベル条件の場合は，

外集団では，外集団への集団全体としての評価が高

ければ，好ましくない外集団成員への評価も高い．

これは，内集団にだけ，特に好ましくない“黒い

羊”がいて，外集団には“黒い羊”は存在しないこ

とを示す．外集団の相関のパターンから，一般に集

団全体に対する評価が高いときには，その集団の中

の劣った成員でさえ，ある程度の高い評価を受け
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る，すなわち高い評価水準で集団成員全体が同質で

あることがわかる．内集団における“黒い羊”は，

この同質性から逸脱した，特殊な存在であるという

ことができる．SIが顕在化された時には，外集団

との比較によるSIの維持・高揚のためには，内集

団成員は，外集団成員よりも高い評価水準において

同質性が保たれなければならず，このためには，

劣った内集団成員である黒い羊を排除する必要があ

るのである．

さらに本研究では，内集団ひいきと黒い羊効果

は，同時に発生した．このことにより，黒い羊効果

と内集団ひいきは矛盾する現象ではないことが示さ

れた．上述のように，SIが顕在化すると，一般に

内集団成員はおしなべて高く評価され，内集団同質

性認知が高まるが，内集団の評価を1rげる“黒い

羊”は，内集団ひいきの対象から外されて，低く評

価され排除されるのである．この意味で，黒い羊効

果は内集団ひいきの特殊な形ということができる．

内集団ひいきと黒い羊効果については，今後の研究

の展開として，内集団ひいきの代表的を測定方法で

ある分配マトリックスを用いて両現象の関連を検討

することが重要と考えられる．本研究で用いた集団

全体への評価の測定方法は，好ましい人物への評定

と類似した意味をもって被験者に捉えられた可能性

がある．すなわち，集団全体について評定する場

合，被験者は当該の集団について，“どの程度好ま

しい人々だと思いますか”といった質問に回答する

が，この際に被験者が思い浮かべるのは，集団にお

ける平均的な人物である可能性がある．集団全体と

いう漠然とした対象を評価するのは難しいので，平

均的な集団成員を思い浮かべて，これを集団全体の

評価としたと考えられるのである．好ましい人物と

平均的な人物の評価が，被験者にとっては類似した

課題として認識された可能性もある．このような批

判を避けるためにも，分配マトリックス指標を用い

て内集団ひいきを測定し，黒い羊効果との関連をさ

らに検討することが重要である．
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