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説得研究≒態度変容研究
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説得とは

他者の行動や考え（=態度）を変えようとする
コミュニケーション

行動を変えるためには、態度の変化が必要という
立場を取る

態度とは、ある物事に対する良い悪いの評価で、
行動を予測するもの

態度がどのくらいポジティブ or ネガティブ方向に
変化したかを説得の効果の指標としている



説得研究の問い
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効果要因の探索

説得者の要因（専門性、魅力など）

メッセージの要因（受け手の特徴に合わせたメッセージなど）

受け手の要因（自尊心、恐怖感情など）

メディア・環境の要因（対面、CMC、など）

プロセスの検討

説得の2過程モデル

ヒューリスティック・システマティックモデル（HSM）
（Chen, & Chaiken, 1999）

精査可能性モデル（ELM）
（Petty & Cacioppo, 1986）



研究のアプローチ
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説得者 受け手

≡

われわれの大学では、現在、Aという新

たな制度を導入しようと考えています。

Aは～～～という制度です。これを導入

することで、～～～になります。また、

～～～というメリットもあります。確

かに～～～という心配があるかもしれ

ませんが、～～～もあるので、問題あ

りません。

Aの導入に賛成してください。

説得的メッセージの提示

説得的メッセージの提示によって
どれだけ態度が変容するかを検証する



研究のアプローチ
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説得者 受け手

≡

われわれの大学では、現在、Aという新

たな制度を導入しようと考えています。

Aは～～～という制度です。これを導入

することで、～～～になります。また、

～～～というメリットもあります。確

かに～～～という心配があるかもしれ

ませんが、～～～もあるので、問題あ

りません。

Aの導入に賛成してください。

説得的メッセージの提示

説得者要因の
操作

受け手要因の
操作

メッセージ
要因の操作

メディア・環境
の要因の操作



研究のアプローチ
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説得者 受け手

≡

問．Aについて賛成ですか?反対ですか?

１・２・３・４・５・６・７
反対 中立 賛成

問．Aを好きですか?嫌いですか?

１・２・３・４・５・６・７
嫌い どちらでもない 好き

問．Aには利益があると思いますか?利益
がないと思いますか?

１・２・３・４・５・６・７
利益のない どちらでもない 利益のある

態度の測定



研究のアプローチ
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説得者 受け手

≡

問．Aについて賛成ですか?反対ですか?

１・２・３・４・５・６・７
反対 中立 賛成

問．Aを好きですか?嫌いですか?

１・２・３・４・５・６・７
嫌い どちらでもない 好き

問．Aには利益があると思いますか?利益
がないと思いますか?

１・２・３・４・５・６・７
利益のない どちらでもない 利益のある

態度の測定

事後のみ測定する場合
事前態度はランダムに割り当てられ
ているという前提の下、事後の得点
の高低を説得の指標とする

事前・事後に測定する場合
説得的メッセージの提示前と後の
両方で測定し、変化量を説得の指標
とする



基礎研究の応用

説得に関する基礎的な知見は、様々な場面に応用
されている

商談、CM、選挙、健康推進キャンペーンなど

ただし、実験では環境の統制が求められるため、
現実場面と対応できていない部分は多い

説得の効果に対する認識のズレ

検証場面が限定されている
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応用への注意①
説得の効果に関する認識のズレ
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Bechler, C. J., Tormala, Z. L., & Rucker, D. D. (2019). Perceiving attitude change: How qualitative shifts augment change perception. 

Journal of Experimental Social Psychology, 82, 160-175.

 変化量の大きさ＝説得の効果の大きさ

＋２

反対 中立 賛成

＋３

反対 中立 賛成

こっちの方が説得の効果が大きい

 変化量が同じであれば事前態度の位置は関係ない

＋２

反対 中立 賛成

＋２ ＋２

どの場合も説得の効果は同じ



応用への注意①
説得の効果に関する認識のズレ
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Bechler, C. J., Tormala, Z. L., & Rucker, D. D. (2019). Perceiving attitude change: How qualitative shifts augment change perception. 

Journal of Experimental Social Psychology, 82, 160-175.

 Bechler, Tormala, & Rucker (2019) 
質的な変化が生じる時に説得力をより感じる

＋２

反対 中立 賛成

＋２ ＋２

 「行動しない→行動する」「反対→賛成」のように、現実場面では、
説得によって「質的な変化」が求められる場合も多い

 既存の研究では、数値的な変化の大きさを対象としているので、
今後、質的に変化したかどうかに注目した検証が必要

この部分の変化を
一番大きく感じる



応用への注意②
場面が限られている
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説得者 受け手

≡

1人からある方向に1回きり
（単一源泉・単一方向）

商談

選挙

買い物

検証場面 現実



疑問
従来のモデルは使える?
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これまでの説得研究で提案されたモデルによって
説明できるかどうかを確認する

1人からある方向に1回きり
（単一源泉・単一方向）

先行研究

複数人からさまざまな方向へ
（複数源泉・複数方向）

中村・三浦（2019）

OK?



どのように説得を受容するのか?
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説得者
（専門家）

受け手 システマティック処理
• 内容の良し悪し（=論拠の強弱）
をもとに、説得の可否を判断す
るプロセス

ヒューリスティック処理
• 目立つ情報（e.g., 専門家、仲間）に
基づいて説得の可否を判断する
プロセス

• 認知資源が不足していたり、
題材への動機づけが低いと優勢
になる

≡

動機づけ
認知資源

小

大

ヒューリスティック・システマティックモデル（HSM）
（Chen, & Chaiken, 1999）



認知資源の制限
（あり/なし）

複数源泉・複数方向の説得状況でも
HSMが適用できるか?

14

 複数源泉・複数方向の説得状況でもHSMが適用できることを示した

 今後、状況特有のプロセスについても考慮する必要がある

中村早希・三浦麻子 (2019). 2者から異なる方向に説得される状況での被説得者の認知資源と態度変容プロセスの関連の検討. 
社会心理学研究, 34 (3), 119-132.

A候補
• 地元出身候補
（地元のことを
良く知っている）

• 論拠は弱い

B候補
• 落下傘候補
（地元のことを
良く知らない）

• 論拠は強い

認知資源を制限した群 認知資源を制限しなかった群

A候補を支持 B候補を支持

題材：参加者が住む市町村での首長選挙

参加者

≡ ≡



まとめ
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説得研究の現状
説得的メッセージの提示によって、どれだけ態度が
変容するかを検証している

さまざまな効果要因やプロセスに関する知見が見出
されてきた

応用に向けての注意点

説得の効果に対する認識のズレ

検証場面が限定されている

現実場面への適用を目指した基礎研究の蓄積が必要


