
問　題

What you wear is how you present yourself to 
the world, especially today when human contacts 
go so fast. Fashion is instant language.
 Miuccia Prada

　その日に着る衣服の選択には、出先の場でのふさ
わしさなど、様々な要素が影響する。自分が周囲の
人からどう見られるか、あるいは自分を周囲にどう
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要　約

　本研究では、ピンクと青の衣服を着ることが、ジェンダーに関する自己認知と他者認知に及ぼす影響を

検討した。実験では、参加者にピンクあるいは青の服を着てもらった状態で、女らしさ・男らしさに関す

る自己認知と他者認知を測定した。自己認知はＩＡＴにより潜在的側面を、質問紙による自己評定により

顕在的側面を測定した。結果、潜在測定では、ピンクの服を着た参加者は青の服を着た参加者に比べ、

自己と女らしさの連合が強くなっていた。顕在測定では服の色の効果は見られなかった。他者認知は女性

と男性の刺激人物に対する印象を測定したが、ピンクの服を着た参加者は青の服を着た参加者に比べ、

女性の刺激人物を男らしいと評定していた。この効果は男性の刺激人物に対しては見られなかった。これ

らの結果は、衣服を着用すると、その衣服に連合している概念が自己認知に対しては同化効果を、他者認

知に対しては対比効果をもたらすことを示唆している。
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見せたいかもその１つであろう。冒頭の引用はファッ
ションデザイナー Miuccia Pradaの言葉であるが

（Galloni, 2007）、この言葉が示すように、何を着る
かは自分自身を世に示す「言語」ともなる。実際、
服装がその着用者の印象や評価に影響を及ぼすこと
が多くの研究によって報告されている。例えば、スー
ツを着たティーチング・アシスタントはカジュアルな
服装のティーチング・アシスタントに比べ、知的で
あるが外向的ではないと判断されることが示されて
いる（Morris, Gorham, Cohen, & Huffman, 1996）。
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管理職の女性がセクシーな服装をしていると、ビジ
ネス向きの服装をしている場合に比べ、ネガティブ
に評価されることを示す研究もある（Glick, Larsen, 
Johnson, & Branstiter, 2005）。
　衣服の形態ではなく、その色が及ぼす影響につい
ても検討がなされている。Elliot & Niesta（2008）は、
男性参加者に赤あるいは青のシャツを着ている女性
の写真を見せ、その人物の性的魅力を評価させた。
その結果、写真の女性に対する性的魅力は、シャツ
の色が赤の場合のほうが青の場合よりも高かった。
女性もまた、赤いシャツを着た男性の魅力や将来成
功する可能性を高く評価することが示されている

（Elliot, Niesta Kayser, Greitemeyer, Lichtenfeld, 
Gramzow, Maier, & Liu, 2010）。
　これらの研究が示しているように、衣服の形態や
色は、その衣服の着用者に対する認知に影響する。
では、衣服の着用は、着用した者自身が行う認知に
も影響を及ぼすだろうか。本研究では、この点につ
いて衣服の色に着目し、着用者の自己認知と他者認
知に及ぼす影響を検討する。具体的には、ピンクあ
るいは青の衣服の着用が、女らしさ・男らしさに関
する自己認知と他者認知のそれぞれにどのように影
響するかを、実験により検証する。

着衣の影響
　身体化認知（embodied cognition）と呼ばれる研
究分野では、動作や感覚といった身体から入力され
た情報が知覚者の認知に影響を及ぼすことが示され
ている（for a review, Meier, Schnall, Schwarz, & 
Bargh, 2012）。このうち身体感覚については、温か
さの感覚と判断の関係を検討する研究が多い。例え
ば、Williams & Bargh（2008）は、参加者にホット
コーヒーかアイスコーヒーを持たせた後、刺激人物
の情報を提示して印象を評定させたところ、ホット
コーヒーを持った場合のほうが刺激人物を温かいと
評定したことを示している。この研究をはじめ身体
化に関する研究は、身体的な動作や感覚（例．身体
的な温かさ）が社会的な認知に関わる抽象的な概念

（例．対人的な温かさ）と連合して表象されており、
社会的な判断などに影響を及ぼすことを示している

（Niedenthal, Barsalou, Winkielman, Krauth-Gruber, 
& Ric, 2005）。
　身体化認知と関連して、Adam & Galinsky（2012）
は衣服の着用も判断や行動に影響することを、注意
深さ概念と連合している医者の白衣を用いた実験で
検討している。結果、白衣を着せた条件では、普段
着のままであった条件に比べ、注意に関連する課題
のパフォーマンスが高くなることを示している

（Experiment１）。さらに、白衣を着用せずに見ただ
けの場合や、白衣が医者のものではなく画家のもの
であると教示した場合には、上記の効果が生じない
ことも明らかにしている（Experiment ２，３）。これ
らの実験結果は、１）衣服に特定の抽象的概念が連
合しており、２）その衣服が着用された場合には、
衣服と連合する概念が着用者の認知や行動に影響
することを示している。Adamらはこうした影響を
着衣認知（enclothed cognition）と呼んでいる。
　着衣認知の研究は、衣服の色についても行われて
いる。Frank & Gilovich（1988）は、アメリカンフッ
トボールとアイスホッケーのプロリーグにおいて、白
いユニホームのチームよりも黒いユニホームのチー
ムのほうが試合中のペナルティが多いことを報告し
ている。上林・田戸岡・石井・村田（2016）は、白
い服を着ると黒い服を着た場合に比べ、自己の道徳
性が潜在的に高まることを示している。
　本研究の第１の目的は、ピンクと青の衣服の着用
が自己認知に及ぼす影響を検討することにある。一
般に、ピンクは女性と、青は男性と連合しているた
め（e.g.，北神・菅・Kim・米田・宮本，2009）、着
衣認知の考えに基づけば、ピンクの服を着用した場
合は青の服を着用した場合に比べ、自己を女性らし
いとする認 知 が 強まると予 測される［１］。Ishii, 
Numazaki, & Tadoʼoka（2019）は、このことを実験
により検討している。彼らの実験では、男性の参加
者にピンクあるいは青の白衣を着せた状態で、自己
と勢力志向（男性的特徴）・対人志向（女性的特徴）
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の潜在的な連合強度が測定された。その結果、自尊
心の低い者がピンクの白衣を着た場合には、青の白
衣を着た場合に比べ、自己と対人志向の連合が強
まっていた。この結果は、自尊心が低い場合に限ら
れるものの、ピンク服の着用によって女性的な自己
認知が強まることを示している。しかし、Ishii et al．

（2019）の実験は男性を対象としていたため、女性
においても同様の影響が生じるかは定かでない。そ
こで本研究では、Ishiiたちと同様の実験を、男女双
方を対象として実施し、ピンク服の着用が女性的な
自己認知を強めるという影響が、着用者の性別に限
らず生じるかを検討する［２］。
　Adam & Galinsky（2012）の一連の実験結果から、
着衣の影響は、衣服の知覚によって衣服と連合する
概念が活性化することに加え、その衣服を着用する
行為が伴う場合に生じると考えられる。こうしたプ
ロセスを考慮すれば、ピンク服の着用によって女性
的な自己認知が強まるのは、ピンク服に連合してい
る女性らしさ概念が自己概念に“取り付けられる”
ことによって生じていると想定できるだろう。すなわ
ち、着用した衣服に連合する概念の自己認知に対す
る影響は、着用前の自己認知に加算的に働くと考え
られる。したがって、もともと女性が自己を女性的
であると認知していたとしても、ピンク服の着用が
女性らしさの自己認知に及ぼす影響は、男性と同様
に生じるだろう。

他者認知における着衣の影響
　これまでに述べたように、ピンク服の着用は女性
的な自己認知を導くと考えられるが、他者の認知に
はどのように影響するだろうか。本研究の第２の目
的は、この点、すなわち他者認知に対する着衣の影
響を検討することにある。
　衣服の着用者の認知に影響が生じるための第１段
階は、衣服に連合する概念の活性化である。何らか
の手がかり（プライム）によって活性化した概念が
他者認知などの判断や行動に及ぼす影響は、社会心
理学において古くから研究が蓄積されてきている

（for a review, Förster & Liberman，2007）。このう
ち、特性概念のプライムが他者の印象に及ぼす影響
を検討する研究では、プライムされた概念と一致す
る方向で印象判断がなされること（i.e., 同化効果）
を示す知見が多い（e.g., Higgins, Rholes, & Jones, 
1977）。こうした知見に基づけば、ピンク服を着用し
た場合には自己だけでなく他者をも女性的であると
認知しやすくなると考えることもできる。
　しかし、プライムされた概念の影響は、必ずしも
同化効果となって表れるわけではなく、対比効果と
なることもある。影響の方向性（同化効果 vs. 対比
効果）を調整する要因についても様々な検討がなさ
れ て い る が（for a review, Loersch & Payne, 
2014）、その１つに判断対象に向けられる注意が挙
げられる。Kay, Wheeler, & Smeesters（2008）は、
参加者に競争（vs. 協力）をプライムした後、刺激
人物が囚人のジレンマゲームを行っている様子を記
述した文章を読ませ、刺激人物の印象を測定した。
その結果、刺激人物に注意を向けるよう教示してお
いた場合には、競争プライム条件のほうが刺激人物
を競争的であると判断していた。一方、刺激人物が
置かれた状況に注意を向けるよう教示しておいた場
合には、競争プライム条件のほうが刺激人物を競争
的ではないと判断していた。
　Kay et al.（2008）の実験結果は、判断対象に注
意が向けられた場合には同化効果が、判断対象とは
別の対象に注意が向けられた場合には対比効果が生
じることを示唆している。特定の概念と連合してい
る衣服が着用者の自己認知に同化効果をもたらすの
も、着るという行為によって自己に注意が向きやす
くなるためと考えられるだろう。実際、着衣の自己
認知に対する影響は、公的自己意識が高い者におい
て生じやすいことも報告されている（石井・田戸岡，
2018）［３］。衣服を着用した際に自己に注意が向くとす
れば、他者に対しては相対的に注意が向けられにく
くなり、結果として他者認知に対する着衣の影響は
対比効果になると考えられる。衣服の色としてピン
クと青を取り上げる本研究の枠組みでいえば、ピン
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ク服の着用時は青い服の着用時に比べ、他者を男性
的であると判断するだろうと予測される。本研究で
は、自己認知に加えて他者認知も測定することで、
この予測を検討することにした。

実験の概要と仮説
　これまでの議論を踏まえ、本研究では、参加者に
ピンクあるいは青の衣服を着てもらった状態で自己
認知と他者認知を測定する実験を実施し、着用した
衣服の色が女らしさ・男らしさに関する自己と他者
の認知に及ぼす影響を検討する。
　自己認知は Ishii et al.（2019）に倣い、潜在的な
自 己 認 知 を IAT（Implicit Association Test, 
Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998）で測定し
た。IAT は刺激の分類課題を通じて概念間の潜在
的な連合を測定する課題であるが、本研究では自己
と女らしさ・男らしさの連合を測定できるよう IAT
を構成した。また、顕在的な自己認知も測定した。ジェ
ンダーに関しては伝統的に、作動性（agency）を男
性的特性、共同性（communion）を女性的特性と
するステレオタイプが保持されている（伊藤，1986；
沼崎，2012）。顕在的な自己認知は、質問紙上でこ
うした特性に関して自己評定させることによって測
定した。他者認知は、女性と男性の刺激人物１名ず
つに対する印象を評定させることで測定した。刺激
人物は女らしさ・男らしさが曖昧となるように、人
物に関する言語的な記述は含めず顔写真のみを提示
し、自己認知と同様に男性的特性と女性的特性に関
して印象を評定させることで測定した。
　上述した議論をまとめると、着用する衣服の色は
自己認知に対しては同化効果を、他者認知に対して
は対比効果を生じさせると考えられる。具体的な仮
説としては、次のようになる。自己認知については、
参加者の性別によらず、ピンクの服を着用した場合
は青い服を着用した場合に比べ、自己を女らしいと
認知するだろう（仮説１）。他者認知については、ピ
ンク服を着用した場合は青い服を着用した場合に比
べ、他者を男らしい（女らしくない）と認知するだ

ろう（仮説２）。本研究ではこれら２つの仮説を検討
する。

方　法

実験参加者と実験計画
　都内にある４年制私立大学の学生39名（男性18
名、女性21名）が実験に参加した［４］。実験で操作
した要因は着用する服の色（ピンク服条件vs．青服
条件）であり、１要因２水準参加者間計画であった。
参加者はピンク服条件か青服条件のいずれかにラン
ダムに割り当てられた。参加者は実験終了後に謝礼
として1,000円分のクオカードを受け取った。

実験装置・材料
　着用する服の色はジップパーカー（NEX 社製）
の色で操作し、ピンク服条件ではピンク色の、青服
条件ではロイヤルブルーのものを用いた。両者とも
無地であり、色以外の要素（生地等）は同一であった。
　潜在的自己認知を測定する IAT を実施するため、
ノートパソコン（Dell 社製、画面サイズ12.5インチ、
解像度1366×768）を用いた。IAT は Inquisit Lab 
3.0.6（Millisecond Software）によって制御した。

潜在的自己認知の測定方法
　女らしさ・男らしさに関する潜在的な自己認知は
以下のようにして IAT で測定した。
　IAT は７ブロックで構成した。第１ブロックは「自
己 vs. 他者」、第２ブロックは「女らしい vs. 男らし
い」、第３・４ブロックは「自己・女らしい vs. 他者・
男らしい」、第５ブロックは「男らしい vs. 女らしい」、
第６・７ブロックは「自己・男らしい vs. 他者・女ら
しい」で刺激語を分類するブロックとした。刺激語は、
自己、他者、女らしい、男らしいの各カテゴリーと
もに５語ずつ用いた（例として１つずつ順に、「私は」、

「他者は」、「おしとやかな」、「たくましい」）。以下、
第３・４ブロックを「自己＝女らしい」ブロック、第
６・７ブロックを「自己＝男らしい」ブロックとする。
　参加者には、パソコン画面の中央に表示された刺
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激語が、画面上部左右に示されている分類カテゴ
リーのどちらにあてはまるかを判断し、対応するキー

（左に分類するときはｄのキー、右に分類するときは
ｋのキー）をできるだけ速くかつ正確に押すように
教示した。誤答に対しては「×」印を表示し、正答キー
を押すよう促した。各ブロックの分類方法は、ブロッ
ク開始前に画面上に表示されるようになっていた。
試行数は、第１・２・５ブロックが10試行、第３・
６ブロックが20試行であり、各カテゴリーの刺激語
が１回ずつ、ランダムな順で出現するようになって
いた。第４・７ブロックは40試行であり、各カテゴリー
の刺激語が２回ずつ、ランダムな順で出現するよう
になっていた。なお、「自己＝女らしい」ブロックと「自
己＝男らしい」ブロックの実施順序のカウンターバ
ランスはとらなかった。

手続き
　実験は本研究とは無関連の別の実験と同時に実施
され、本研究の実験はそのうちの１つ目として実施
した。実験は１セッションあたり２～４名が参加する
実験室実験の形式で、セッション内で参加者の性別
が混在しないようにした。別の参加者の様子が見え
ないよう、実験室にはパーティションを設置した。
また、実験者の衣服の色が実験結果に影響を及ぼさ
ないよう、実験者は白衣を着て実験を実施した。
　参加者には２つの実験に参加してほしいと依頼
し、前半の実験（本研究の実験）は「自己と他者の
印象に関する研究」、後半の実験は「空腹時と満腹
時におけるチーム対抗課題のパフォーマンスに関す
る研究」であると伝えた。各実験で実施する課題の
概略も説明し、参加承諾書を取得した。
　後半の実験のために色でチーム分けを行うという
カバーストーリーのもと、ピンク服条件の参加者に
はピンク色のパーカーを、青服条件の参加者にはロ
イヤルブルーのパーカーを渡し、その場で着てもらっ
た。その際、各参加者に鏡を渡し、鏡を見ながらパー
カーのジッパーをしっかりとしめるよう求めた。なお、
各実験セッションで２つの条件の参加者が混在する

ようにした。
　パーカー着用後、パソコンが置かれた机に参加者
を着席させ、女らしさ・男らしさに関する潜在的な
自己認知を測定するための IAT に取り組ませた。
その後、「自分と他者の印象に関する課題」と題さ
れた質問紙を配布し、回答してもらった。
　質問紙は３ページ構成となっており、１ページ目
で顕在的な自己認知を、２ページ目で女性の刺激人
物に対する印象を、３ページ目で男性の刺激人物に
対する印象を測定した。印象測定順のカウンターバ
ランスはとらなかった。自己認知は、16の特性が自
身にあてはまる程度を７件法（１：全くあてはまらな
い−７：とてもあてはまる）で評定させた。評定さ
せた特性は、沼崎（2012）のジェンダー・ステレオ
タイプに関わる40特性から、女性的特性（例．おし
とやかな、頼りない）と男性的特性（例．決断力の
ある、強引な）を８つずつ抜粋して用いた。女性的・
男性的特性ともに、半数はポジティブな特性、残り
半数はネガティブな特性を用いた。他者認知は、参
加者と同年代の女性・男性の顔写真を１枚ずつ提示
し、自己認知と同じ16の特性を用いて写真の人物の
印象を評定させた（７件法）。
　この後、本研究とは無関連のもう１つの実験を実
施し、ディブリーフィングを行い、謝礼を渡して実
験終了とした。

結　果

データ整理
　参加者が男女混在となった実験セッションが12回
中１回あった。このセッションに参加した３名のデー
タは分析除外とした。また、IAT の「自己＝女らしい」
ブロックあるいは「自己＝男らしい」ブロックにおい
て、エラー反応率が30％を超えていた１名も分析対
象から除外し、最終的に35名のデータを分析対象と
した。なお、分析は HAD（清水， 2016）を用いて行っ
た。
　IAT は、値が正の場合に自己と女らしさの連合が、
負の場合に自己と男らしさの連合が強いことを表す
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よう、Ｄ値を算出した（Greenwald, Nosek, & Banaji, 
2003）。Ｄ値の算出には、「自己＝女らしい」（第３・４）
ブロックと「自己＝男らしい」（第６・７）ブロック
のデータを用いた。
　質問紙で測定した自己、女性他者、男性他者の評
定について、評定対象ごとに女性的特性の内的一貫
性を検証したところ、α係数が低かった（αs＝.25
―.38）。男性的特性においても同様に分析したところ、
十分とはいえない値が得られた（αs＝.61―.70）。そ
こで、女性的特性と男性的特性それぞれで、評定対
象ごとに主成分分析を行い、第一主成分に対する負
荷量が負となった項目を除き、内的一貫性を再検証
した。結果、女性的特性では５特性（おしとやかな、
可愛らしい、優しい、なよなよした、頼りない）が、
男性的特性でも５特性（勇敢な、自立した、決断力
のある、強引な、威圧的な）が残り、α係数は十分
とはいえないが、ある程度受け入れられる値となっ
た（女性的特性：αs=.58―.63，男性的特性：αs=.72
―.80）。評定対象ごとに女性的特性５特性、男性的
特性５特性の合算平均を算出し、これを女性性得点、
男性性得点とした。評定対象ごとの両得点の条件別
平均値を表１に示す。

自己認知
　着用した服の色が潜在的自己認知に及ぼす影響を
検討した。服色条件および参加者の性別ごとのＤ値
の平均値を図１に示す。Ｄ値を従属変数として、服

色（ピンク服条件 vs. 青服条件）×参加者性（男性 
vs. 女性）の２要因参加者間計画分散分析を行った。
その結果、服色の主効果（F（１，31）＝5.10，p＝.03，
η２

ｐ＝.14）と参加者性の主効果（F（１，31）＝49.97，
p＝.00，η２

ｐ＝.62）が有意であった。参加者性の主効
果は、女性（M＝.74， SD＝.35）のほうが男性（M
＝-.14，SD＝.43）よりもＤ値が大きいことによるも
のであった。服色の主効果は、ピンク服条件（M＝.49， 
SD＝.53）のほうが青服条件（M＝.24， SD＝.63）
よりもＤ値が大きいことによるものであった。服色×
参加者性の交互作用効果は有意ではなかった 

（F（１，31）＝0.47，ns，η２
ｐ＝.02）。これらの結果は、

性別に限らずピンク服を着用した場合に自己と女ら
しさの連合が強くなることを示すものであり、仮説
１を支持するものであった。

表１　自己・女性他者・男性他者に対する評定の平均

評定対象 評定特性
ピンク服条件 青服条件

男性参加者 女性参加者 男性参加者 女性参加者

自己
男性性 4.05（1.33） 3.98（0.69） 3.49（1.19） 3.52（1.30）

女性性 3.63（0.86） 3.68（0.62） 3.74（0.94） 3.88（1.12）

女性他者
男性性 3.75（1.37） 4.54（0.80） 4.03（0.97） 3.44（0.87）

女性性 3.38（0.80） 4.02（0.43） 3.97（0.74） 4.38（0.91）

男性他者
男性性 3.10（1.13） 3.14（0.88） 3.74（0.80） 3.34（1.18）

女性性 3.98（0.39） 4.32（0.93） 4.20（1.00） 4.20（1.10）
注）（　　）内は標準偏差。

図１　IAT－Ｄ値の条件別平均
注）エラーバーは標準誤差。
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　次に、着用した服の色が顕在的自己認知に及ぼす
影響を検討した。Ｄ値と同様に値が大きいほど自己
が男性的特性よりも女性的特性を持つ（i.e., 自分は
女らしい）ことを意味するように、女性性得点から
男性性得点を減算し、これをジェンダーに関する自
己ステレオタイプ度とした。自己ステレオタイプ度
を従属変数として、服色×参加者性の分散分析を
行ったところ、有意になった効果はなかった（Fs＜
1.14，ps＞.29）。よって、顕在的な自己認知では仮
説１は支持されなかった。

他者認知
　女性および男性他者に対する評定についても自己
に対する評定と同様に、女性性得点から男性性得点
を減算した値をステレオタイプ度として算出した。
ステレオタイプ度は、値が大きいほど写真の人物を
女らしいと評定したことを表す。この値を従属変数
として他者認知に対する影響を検討するが、実験で
は自己認知の後に他者認知を測定したため、自己認
知の評定が他者認知の評定に影響していた可能性
がある。他者が自己と比較して評定されたとすれば、
仮説２で予測している対比効果を支持する結果が得
られたとしても、それは服の色によるものではなく、
自己評定との対比的な調整によって生じたという説
明も成立する。そこで、他者認知に対する影響につ

いては、自己認知を統制して分析を行った。具体的
には、自己ステレオタイプ度を共変量として投入し
た、服色×参加者性の共分散分析を実施した。共変
量が平均値の場合の、女性他者・男性他者それぞ
れに対するステレオタイプ度の調整済み平均を図２
に示す。
　分析の結果、女性他者のステレオタイプ度を従属
変数とした場合は、共変量の効果が有意であったこ
とに加え、服色の主効果が有意であった（順に 
F（１，30）＝5.73，5.22，p＝.02，.03，η２

ｐ＝.16，.15）。
共変量の効果は、自己を女らしいと評定するほど女
性他者を男らしいと評定することを表すものであっ
た。服色の主効果は、ピンク服条件（M＝-.56，SE
＝.33）のほうが青服条件（M＝.55，SE＝.35）より
もステレオタイプ度が低いことによるものであった。
この結果は、ピンク服を着用した場合のほうが女性
他者を男らしい（女らしくない）と評定したことを
示しており、仮説２を支持するものであった。なお、
参加者性の主効果と服色×参加者性の交互作用効
果は有意ではなかった（Fs＜1.43，ps＞.24）。
　男性他者のステレオタイプ度を従属変数とした場
合は、共変量の効果は有意に近かったが（F（１，30）
＝2.86，p＝.10，η２

ｐ＝.09）、その他の効果はすべて有
意ではなかった（Fs＜１，ps＞.47）。共変量の効果は、
女性他者を従属変数とした場合と同様の効果であっ

図２　女性他者と男性他者に対するステレオタイプ度の平均
注）共変量（自己ステレオタイプ度）が平均値の場合の調整済み平均。

エラーバーは標準誤差。  　　　　　　　　　　　　　　　
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た。このように男性他者の印象に対しては服の色の
効果が見られず、仮説２は支持されなかった［５］。

考　察

　本研究では、ピンクが女性関連の概念と、青が男
性関連の概念と連合していることを想定し、これら
の色の衣服の着用が自己認知と他者認知に及ぼす影
響を検討した。実験の結果、ピンクの服を着用した
場合は、青い服を着用した場合に比べ、自己を潜在
的に女性らしいとする認知が強くなっていた。一方
で、顕在的な自己認知では着用した衣服の色の効果
は見られなかった。他者認知については、ピンクの
服を着用した場合は、女性の刺激人物を男らしいと
判断していたが、男性の刺激人物に対してはこうし
た影響は見られなかった。

着衣が自己認知と他者認知に及ぼす影響
　本研究では、青い服よりもピンクの服を着用した
ときに、自己の女性らしさが潜在的に高くなること
が示された。同様の効果は Ishii et al.（2019）でも
示されているが、彼らの実験は男性だけを対象とし
ていた。本研究では男女を対象としたが、着用した
服の色と参加者の性別の交互作用効果が見られな
かったことから、上記の効果は男女両方で生じるこ
とが示唆される。また、本研究では、自尊心の高さ
を考慮せずとも潜在的自己認知に衣服の色の効果が
見られた。この結果は、自尊心が低い場合に衣服の
色の効果が見られたという、Ishii et al.（2019）の結
果とは一貫しないように見える。本研究では、参加
者に鏡を見ながらピンクまたは青の衣服を着用する
よう求めた。鏡の存在は公的自己意識を高めるため

（e.g.，Duval & Wicklund，1972）、本研究の実験状
況は、衣服と連合する概念の影響が生じやすい状況
であったと考えられる（石井・田戸岡，2018；Kay 
et al.，2008）。そのため、自尊心の高い者でも衣服
の色が潜在的自己認知に少なからず影響し、結果と
して自尊心の高さを考慮せずとも衣服の色の効果が
見られたのだろう。

　以上のように、衣服の色は潜在的自己認知に影響
していた一方で、顕在的自己認知には影響していな
かった。集団に対する態度や自尊心、自己認知など、
測定時に社会的望ましさやプライバシーが関わる場
合、質問紙等によって測定される顕在指標にはこれ
らの影響が反映されるため、潜在指標による測定結
果と乖離しやすくなる（Greenwald, Banaji, Rudman, 
Farnham, Nosek, & Mellot，2002）。本研究でも、
IATで測定した潜在的自己認知では、男性参加者よ
りも女性参加者のほうが自己を女らしいとする結果
が得られた。しかし、質問紙で測定した自己の女ら
しさ・男らしさの評定では、参加者の性別による違
いは見られなかった。こうしたことから、社会的望
ましさや自己呈示の要素が顕在的自己認知に影響
し、服の色の効果が検出しにくかった可能性が考え
られる。今後は、着衣前後の自己認知の変化量を従
属変数とするなど、検出力を高めて検討する必要が
あるだろう。
　着衣が自己認知に及ぼす影響はいくつかの研究で
検 討されてきたが（Ishii et al．，2019；上 林 他，
2016）、他者認知に及ぼす影響は、著者の知る限り
これまでに検討されてこなかった。本研究ではこの
点について検討したところ、女性の刺激人物に対す
る印象において着用した服の色の効果が見られ、ピ
ンク服を着用した場合のほうが刺激人物を男性的で
あると評定していた。この結果は、着用した衣服と
連合している概念が、他者認知に対しては対比効果
をもたらすことを示している。ここに本研究の意義
を見出すことができる。ただし、男性の刺激人物に
対しては着用した服の色の効果は見られなかったた
め、他者認知に対する着衣の影響は限定的であるこ
とに注意が必要である。男性の刺激人物の印象評定
は最後に行っていたため、その前に行った自己や女
性の刺激人物に対する評定が影響したことや、衣服
の色の操作が弱くなっていたことも考えられる。ま
た、着用した衣服の色から連想されるジェンダーと
判断対象となる人物の性別との関係など、他者認知
に対する着衣の影響を調整する要因もあるかもしれ
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ない。こうしたことも考慮し、着衣が他者認知に及
ぼす影響をさらに検討する必要があるだろう。

本研究の示唆と限界
　ピンクは女性的、青は男性的という連合は、現代
の人々の間で広く共有されており、衣服の購入にお
いても自身の性に対応する色が選択されやすいと思
われる。このことは、特に子ども用の衣服において
は顕著であろう。ピンクの衣服の着用が青の衣服の
着用に比して、自己を女性らしい、他者を男性らし
いとする認知を導くという本研究の知見を考慮すれ
ば、上記のような衣服選択にはジェンダー・ステレ
オタイプを維持あるいは強化させる機能があると考
えられるだろう。
　こうした示唆がある一方で、本研究の知見にはい
くつかの限界もある。第１に、本研究で示された自
己認知と他者認知における影響は、着用した衣服の
色を比べたときの相対的なものであり、絶対的なも
のではない。すなわち、ピンクと青の衣服のうちど
ちらの影響であるのか、あるいは両方の影響である
のかは明確ではない。北神他（2009）は、トイレマー
クの色を操作してストループ干渉の大きさを検討し
ているが、その実験結果から、青で描かれた女性ト
イレマークほうがピンクで描かれた男性トイレマー
クよりも干渉量が大きいことが読み取れる。この研
究知見から、本研究で示された衣服の色の影響は、
青よりもピンクを着用したことによるところが大きい
と考えることもできる。しかし、本研究からこのこと
を明確に主張することはできない。今後は、ジェン
ダーに関して中性的な色の衣服を着用する条件も設
定するなどして、衣服の色の影響を検討する必要が
ある。
　第２に、本研究では、着用した衣服の色が他者認
知に対して対比効果を持つことを示したが、そのプ
ロセスは明らかではない。対比効果は、活性化して
いる概念を対象に適用することが妥当でない場合
に、対象に関する判断や行動が修正されることによっ
て生じるとする説がある（Martin，1986）。すなわち、

二次的な認知プロセスが対比効果を生むとする説で
ある。一方で、手がかり（プライム）と連合している
概念とは逆の意味を持つ概念が活性化することで、
対比効果が生じることを示す研究もある。例えば、
Dijksterhuis, Spears, Postmes, Stapel, Koomen, van 
Knippenberg, & Scheepers（1998）は、知的な人物

（例．アインシュタイン）によって愚かさ（stupidity）
概念が活性化し、課題のパフォーマンスが低下する
ことを見出している。この場合、対比効果は概念の
活性化段階、すなわち一次的な認知プロセスによっ
て生じると考えられる。本研究では、自己認知の測
定の後に他者認知を測定したため、二次的な認知プ
ロセスが他者（少なくとも女性の刺激人物の）認知
において対比効果を生じさせていた可能性がある。
しかし、女性の刺激人物の印象に対する服の色の効
果は、自己認知を統制しても有意であったことから、
自己認知と他者認知で活性化した概念が異なってい
たために影響の方向が変化したとも考えられる。本
研究では、これら２つのプロセスの影響を区別でき
るような研究計画が組まれておらず、どちらのプロ
セスが他者認知に対比効果をもたらしたのかは明確
にできない。自己認知と他者認知の測定順序のカウ
ンターバランスをとるなどして、着用した衣服がど
のようなプロセスによって自己認知や他者認知に影
響しているかを明らかにする研究が今後必要であろ
う。
　この他にも、男らしさ・女らしさの測定の信頼性
が十分ではなかったという問題もある。また、着用
した衣服の色は潜在的自己認知に影響を及ぼしてい
たが、その後の行動にまで影響するかは定かではな
い。行動にも影響が及ぶとすれば、例えば、男性が
ピンクの服を着用することによって、伝統的に女性
に期待されている家事や育児などへ積極的に参加す
るようになるといった効果が見込めるかもしれない。
こうしたことも含め、着衣の影響に関する今後の研
究が望まれる。
　着用する衣服によって、周囲の人々が自己に対し
て抱く印象や評価が異なることは、多くの先行研究
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で示されてきた。これに加え本研究の知見は、着用
する衣服が自己の捉え方や外界の解釈にも影響しう
ることを示唆している。冒頭に引用した言葉を借り
れば、何を着るかは、自分自身を世に示す「言語」
として機能するだけでなく、自分自身を含めた世を
理解する「言語」としても機能するのであろう。
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付記
　本稿は、東京未来大学モチベーション行動科学部

（当時）の下田智佳氏が平成30年度に卒業研究とし
て実施した実験データを著者が再分析し、まとめた
ものである。

註
［１］　以下、自己を女性らしいとする認知を「女性的な自

己認知」と表記する。
［２］　ピンク服の着用が女性的な自己認知を強めることに

加え、青服の着用が男性的な自己認知を強める可能性
も考えられる。両者の並記は煩雑になるため、以下で
はピンクと女性らしさの連合の視点から論述する。なお、
この点は考察において議論する。

［３］　自己意識は私的・公的に区別される。このうち公的
自己意識については、それが高い者ほど他者からの評
価に敏感であることが示されている（Feningstein, 
1979）。衣服は他者から観察可能であり、自己呈示の手
段にもなりえるため、他者から見える自己に対する注意
である公的自己意識が着衣の影響を調整したと思われ
る。

［４］　年齢データは収集しなかったが、大学生として一
般的な年齢（20歳前後）の者がほとんどであったと思
われる。

［５］　女性他者、男性他者ともに、自己ステレオタイプ度
の代わりにＤ値を共変量とした場合でも、服色の効果に
関する結果は同様であった。

（はにた　けんじ・いしい　くにお）
 【受理日　2019年11月11日】
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