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A foolish consistency is the hobgoblin of little minds.

－ Ralph Waldo Emerson,Essays: First Series

Consistency is the last regfuge of the unimaginative

－ Oscar Wilde, ”The Relation of Dress to Art”

1 問題と目的

認知的一貫性 (cognitive consistency)の考えは，上記の引用からもわかるように，一般的にあまり

受けはよくない．しかし，心理学の研究の中ではかなり大きな流れを作った分野である (Festinger,

1957; Heider, 1946, 1958など）．1960年代には全 84章からなる “Theories of Cognitive Consistency”

という本まで出版された．

しかし，時代とともに認知的一貫性の理論は没落していった．その理由の 1つとして，認知的一貫

性の原理が働く際の背後メカニズムが明らかにされなかったということが挙げられるだろう．本論文

の目的は，そのような背景を踏まえ，認知的一貫性の追求 (≒認知的な不協和 (cognitive dissonance)

の解消)を，制約充足 (constraint satisfaction)の観点から捉え，認知的一貫性の計算機モデルを示

すことである．

1.1 認知的不協和理論に関して

認知的不協和理論の前提は，“人は認知的な不協和を解消するように動機づけられている”という

ことである．そして，“不協和の量”というものは，不協和な認知の量を，不協和な認知の量と協和

している認知の量の和で割ったものだと定義することができる．ただし，不協和な認知の量・協和

している認知の量は，その重要性によって重みづけがなされる．人は，この不協和の量を低減する

ために，１. 不協和な認知の数や不協和な認知の重要性を減らすもしくは， 2.協和する認知の数

を増やすか，協和する認知の重要性を高める，といういずれかの方略を用いる．ただし，どのよ

うな方略が取られるかは，各認知の “変化に対する抵抗性 (resistance to change)”に大きく依存する．

抵抗性が高い認知とは，変化によって新しい不協和を生み出す認知，もしくは現実と一致している

ため，変更しにくい認知である．このような認知は，抵抗性が高く，変更されにくい．
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1.2 Consonance Model

ここで，我々が考案した不協和解消のモデルConsonance Modelを紹介する．このモデルでは，不

協和の解消を，制約充足の過程だと考える1．被験者が解釈した “状況の表象”をネットワークで表

現し，従来の制約充足のモデルと同じパラメータと，本モデル独自のパラメータを両方組み込む．

具体的にモデルの解説をはじめたい．まず，ユニット i の活性化量を ai とする．このとき，ある

ユニット i の協和の程度 consonancei は

consonancei =
∑

j

wi j aia j (1)

と表現する．つまり，重みづけ wの値が正のときには，両方のユニットの活性化量が高いとき

に，協和が高いことになる．反対に，重みづけ wの値が負のときには，両方のユニットの活性化

量が高いと，不協和が大きくなる．

このとき，ネットワーク全体の協和量 consonancenは以下のように表現できる．

consonancen =
∑

i

∑

j

wi j aia j (2)

nは全ユニット数である．このとき，活性化の更新ルールは以下の通りである

ai(t + 1) = ai(t) + neti(ceiling− ai(t)), when neti ≥ 0 (3)

かつ

ai(t + 1) = ai(t) + neti(ai(t) − f loor), when neti ≤ 0 (4)

ai(t)は時点 tにおけるユニット i の活性化量である．また， ceiling, f loorは活性化の最大値・最

小値であり， neti はユニット i のインプット量である．その定義は

neti = resisti
∑

j

wi j a j (5)

である． resisti は，ユニット i が活性化を他のユニットから受け取るときの抵抗パラメータで

あり，この値が大きいほど抵抗は小さくなる．ユニットの活性化量は以下のように更新される．ま

ず，各時点 tにおいて，ユニットがランダムに選択される2．次に，(3)式と (4)式のルールに従っ

て，そのユニットの活性化量が更新される．この更新によって，全体としての協和量は増加するは

ずだが，この増加が収束したとき（局所最適解になったとき），更新をやめる．

1.3 Mapping Dossonance Theory to the Consonance Model

以上は制約充足モデルに一般的な話であった．これからは，認知的不協和理論をこのConsonance

ModelにMappingするための条件・制約を 5つ示す．

1認知心理学では信念変化・説明・スキーマ補完・類推・原因帰属・談話理解・Content Addressableな記憶などのモデル
に使用されている (Holyoak & Thagard, 1989; Kintsch, 1988; Rumelhart, Smolensky, McClelland, & Hinton, 1986; Shultz, 1992;
Sloman, 1990; Thagard, 1989)．社会心理では態度変容で使用されている (Read & Miller, 1994; Spellman & Holyoak, 1992)．

2決して同時に更新が行われるわけではない点に注意．このユニット選択のランダム性が，結果の個人差を生むとする．
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1.3.1 Mapping Relation 1: Cognitions

ある対象に対する “認知”は，負のリンクで結ばれた 2つのユニットで表現する．それぞれのユ

ニットはそれぞれ “ポジティブな評価・態度”，“ネガティブな評価・態度”を示すと考える (Figure 1

を参照のこと)．このような表現方法の妥当性に関しては，Anderson(1995)に触れられている．こ

こで，ポジティブな評価を示すユニットの上限値 ( ceiling )は 1.0 ,ネガティブな評価を示すユニッ

トの上限値 (以後 “minus ceiling”と呼ぶ）は 0.5とする．下限値 ( f loor )はともに 0である．

このような表現方法をとることにより，いわゆる “アンビバレントな評価・態度”(Thompson, Zanna,

& Griffin, 1995)が表現できると同時に，そのような状態が不協和であることも明らかになる．

1.3.2 Mapping Relation 2: Elementary Dissonance

1つの認知は 2つのユニットで表現することを示したが，認知間の関係は，この 2つのユニット

が他の 2つのユニットとどう結びつくかによって決まる．認知間の関係には “ポジティブ”，“ネガ

ティブ”，“無関係”の 3つを考えることができる．

ポジティブな認知間の関係を示したのが Figure 1Aであり，ネガティブな認知間の関係を示した

のが Figure 1Bである．無関係の場合，両者の間にリンクは貼られない．また，重みづけパラメー

タ wの絶対値は，デフォルトで 0.5である．

認知間の関係がポジティブであるか，ネガティブであるか，無関係であるかは，各実験ごとに，

こちらがトップダウン的に設定する．例えば，“おもちゃに対する評価”は，“おもちゃで遊ぶこと”

と正の関係にあるだろうと，こちらが考えた場合，両者の認知間の関係はポジティブになる．但

し，因果関係は想定せず，逆の方向にも同じ重みづけをする．．

以上のようなモデルの定式化によって，認知間・認知内両方の不協和が表現可能になるのである．

1.3.3 Mapping Relation 3: Total Dissonance

(2)式に基づいて，ネットワーク全体の不協和の総量を以下に定める．

dissonance=
−∑

i
∑

j wi j aia j

r
(6)

r はネットワークにおけるリンクの総数である（ただし 0であるものは除く）．

このような表現の場合，“好きの度合いが強い (弱い)”とか “協力に連関する”認知ほど，不協和・

協和の値に大きな影響を与える．この論文の冒頭で，不協和・協和は”重要性”によって重みづけさ

れるとしたが，そのことが一応ここにひょうげんされることとなる．また， i , j であり，自分自

身の活性化は，不協和に寄与しないと考える．

1.3.4 Mapping Relation 4: Motivation to Reduce Dissonance

このモデルにおいて，一貫性への動機は，(3)～(5)式の更新ルールで表現される．ここで，今ま

での制約に加え，“現実性”という観点から，3つの制約を加える．

capパラメータ 自分自身に対するリンクの強さ wi j のこと．デフォルト値は −0.5．この制約は，

認知の値が，簡単に最大値に到達しないようにするために設けられている．実験室の課題は，
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それほど評価が最大になるとは考えにくいことを考えると，現実的に意味のある制約．また，

数学的には，解のバリエーションを増やすのに寄与する．

初期値のランダマイズ デフォルト値に対して，下記の式だけ振れ幅を与える．

y = x± random(absolute[x× rand%]) (7)

xは初期値，yは変更後の値．rand%は小 (0.1)，中 (0.5)，大 (1.0)から選ぶ．0から，x×rand%

の絶対値の値を取る一様分布を想定し，そこから抽出された値が xに加算（もしくは減算）

される．個人差・状況差を反映させるための方法である．

リンクの重みの非対称性 上記のパラメータのランダマイズを w にも適用する．これによって，

wi j , w ji となる．このことは，解を不安定にするため，解にバリエーションが生じる (Hopfield,

1982, 1984)．

1.3.5 Mapping Relation 5: Resistance and Modes of Dissonance Reduction

認知的不協和理論では，変化しやすい認知（課題に対する評価など）と，変化しにくい認知（現

実と対応しているものや信念，認知間の関係など）が存在する．今回のモデルでは，認知間の関係

である wは不変とする．また，変化しやすい認知には，式 (5)の resistパラメータを低く (0.01)に

設定した．一方，変化しにくいものには，0.5の値を与えた．

1.4 The Generic Consonance Network

これから行うシミュレーションでは，用いる認知は “行動”，“正当化 (justification)”，“評価”の 3

つから選んだ，3つの認知である．すなわち，6つのユニットでネットワークが形成されることに

なる．評価に当該する認知の resistパラメータは低く設定し，行動や正当化に相当する認知のパラ

メータは高めに設定した．実験状況によって，これらに異なる初期値を与え，その収束状態を記録

する．

1.5 An Example of Activation Updates

シミュレーションに入る前に，実際の更新の様子を例示する．想定するのは Figure 1Aのネット

ワーク（つまり，ポジティブなリンクで結ばれるネットワーク）である．重みづけパラメータはす

べて 0.5に設定し，ユニット 1（左上のユニット）の活性化を 0.5，ユニット 2(左下のユニット）の

活性化を 0.1とする．すなわち，1つ目の認知は，全体的にポジティブであるが，ネガティブもあ

わせもったややアンビバレントな状態を示している．ユニット 3(右上のユニット），ユニット 4(右

下のユニット）の活性化量は，それぞれ 0.1，0とした．すなわち，2つ目の認知は，ややネガティ

ブなものである．

最初の 2サイクルにおける活性化の更新が Table 2に示されている．ユニットの選択はランダム

に行われており，最初にユニット 2が選ばれたことを示している．ここで皆さんには，最初の更新

で Net input to unitの値が −0.250であり，Updated unit activationが 0.088になるかを，自分で計算

し，確認して欲しい．
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2 Simulation

以下では，先行研究のシミュレーションを行い，このネットワークで結果が再現できるかを確か

める．認知的不協和理論の実験は 1000以上あるが，それらは主として “不十分な正当化パラダイ

ム”と “自由選択パラダイム” に分けることが可能である．さらに前者は 1.禁止 (prohibition)，2.入

会儀礼 (initiation)，3.強制承諾 (forced compliance)という 3つのタイプに分けることができる．こ

のタイプの研究は，研究結果が反直感的であるため，認知的不協和低減の過程というものが，非合

理的な過程であるという見方を生み出した．本シミュレーションを通して，決してそれは当たって

いることではないということを示したい．

本論文では，上に示した 4つのタイプの研究から 1つずつ研究を抽出し，シミュレーションを行

うことにする．抽出する研究は，オリジナルの研究に対する検討を行ったもの (second-generation

experiments)とする．このような研究では，何らかの調整変数を考え，交互作用を検討したものが

多く，シミュレーションに載せるのに意義が大きいと考えられるからである．

2.1 禁止

禁止パラダイムでは，子どもがおもちゃで遊ぶことを禁止される．禁止のされ方には 2通りあ

り，“弱い脅威”条件ではあまり強い口調で禁止をしない．一方，“強い脅威”条件では，強い口調で

禁止を行う．その結果，強い脅威条件より弱い脅威条件において，子どもはおもちゃの肯定的評価

を下げた (Aronson & Carlsmith, 1963)．

このことは認知的不協和理論で次のように解釈される．すなわち，弱い脅威条件では，“おもちゃ

が面白そう（肯定的評価）”という認知と “おもちゃで遊んではいけない”という認知の間に，より

強い不協和が生じる．なぜなら，脅威が低いために，おもちゃで遊んではいけないという状態が

正当化されにくいからである．そのような不協和を解消するためには，“おもちゃで遊ぶ”か “おも

ちゃの評価を下げる”かのどちらかであるが，おもちゃで遊ぶことは許されていないため，子ども

はおもちゃの評価を下げるのである．

この結果に対しては，多くの他の解釈可能性が提出された．Freedman(1965)は，そのような解

釈可能性を排除するために，“監視 (surveillance)”の要因を加えて，研究を行った．これは，被験者

が遊んではいけないおもちゃの前にいる間，実験者がじっと監視を行っているという条件である．

この研究の結果は Figure 2Aに示してある．認知的不協和による態度の変容は，監視がない条件で

しか見られていない3．

本論文では，まずこの研究結果をシミュレートする．まず，今回用いる認知は “おもちゃで遊ぶ

こと (行動)”，“おもちゃで遊ぶことの脅威 (正当化)”，そして “おもちゃへの評価 (評価）”である．

それぞれのユニットに与えた初期値を Table 3に示す．Tableの中で，“High”と示されるものの値は

0.5，“low”で示されるものの値は 0.1である．例えば，おもちゃで遊ぶことの認知では，ネガティ

ブなユニットに 0.5の値を，ポジティブなユニットには 0の値が与えられている．おもちゃへの評

価は，ポジティブなユニットに 0.5の値を，ネガティブなユニットには 0の値を与えられている．

脅威は，条件に応じた値が与えられる．ここで監視あり条件における脅威の値は，

newthereat= oldthreat+ 0.5× (1− oldthreat) (8)

とする．すなわち，監視がない条件よりも，外部からさらに 0.5の脅威のインプットがあり，そ

3なぜこのような実験が組まれ，この結果が何を意味するかは，詳しくは本文で触れられていない
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れを式 (3)に照らし合わせて更新した形になっている．このとき，強い脅威条件での値は 0.75，弱

い脅威条件での値は 0.55となった．

ここで，認知間の関係について考える．おもちゃへの評価とおもちゃで遊ぶことの間には，正の

関係を考えた（おもちゃが面白いと思うと，遊びたくなる）．おもちゃで遊ぶこととおもちゃで遊

ぶことの脅威の間には負の関係を考えた（脅威が高いとおもちゃで遊ぶことがなくなる）．そして，

おもちゃへの評価とおもちゃで遊ぶことの脅威の間には正の関係を考えた（おもちゃが好きであれ

ばあるほど，おもちゃで遊ばないことに対する正当化が必要4）．Table 3にこれらの関係もまとめ

てある．

シミュレーションでユニットの更新は 20サイクル行った．最終的なおもちゃへの評価における

ポジティブユニットの活性化量からネガティブユニットの活性化量を引いた値を，おもちゃへの

評価とした．各群 20回ずつシミュレーションを行い，その 20回の平均値をプロットしたものが

Figure 2Bから Figure 2Dまでである．これらの 3つは，rand%の値が違う．また，不協和低減の

様子を示しているのが Figure 3Aである．

いずれも有意な交互作用が得られ，Freedman(1965)の結果が追試できたといえる．ただし，minusceiling

の値を 1.0にした場合には，監視あり条件でも，脅威の高低による主効果が得られており，多少は，

このパラメータの設定に依存した結果だと考えることもできる．

2.2 入会儀礼

入会儀礼のパラダイムでは，被験者がある団体に入会するために，厳しい入会儀礼を受ける群と

厳しくない入会儀礼を受ける群に分ける．このとき，厳しい入会儀礼を受けた群の方が，団体に対

する好意度が上がるという結果が得られている (Aronson & Mills, 1959)．不快な儀礼を通過したと

いう認知と，その団体をあまり好きでないという認知は不協和を起こすため，人はそれを低減させ

るために団体に対する好意度を上げると解釈される．これに関しても多くの対立仮説が提出され

た．そのようななか，Gerard & Mathewson(1966)は，不快な気分自体と，入会に伴う不快な気分を

分けて検討した．すなわち，団体に入会するのとはまったく関係のない文脈で，第二実験と称して，

不快な経験をする群とそれほど不快ではない経験をする群を追加したのである．すなわち，2(受け

る経験が不快かどうか）× 2(その経験は団体の入会に関係しているか）という 2要因計画の実験

であった．得られた結果は Figure 4Aの交互作用である．

この結果は，厳しい（不快な）経験によって団体に対する好意度が増すのは，それが団体への入

会儀礼として認知されているときだけであることが明らかになった．この結果の重要な点は，入会

儀礼と関係ないときにも単純主効果が得られる（不快な経験が，団体への好意度を下げる）こと

が，認知的不協和理論から予測がつかないことである．

これらの結果を追試できるかシミュレーションを行った．パラメータの設定は Table 4に示すと

おりである．ショックを受ける（不快な経験をする）ことと，団体への評価の認知には，入会儀礼

群ではポジティブな関係を持っている．すなわち，ショックを受けることによって，団体への評価

が正当化されると考える5．逆に，入会儀礼をしない群では，ショックを受けることと団体への評

価には負のリンクを想定する．また，ショックの認知と参加の認知の間は，入会儀礼群では負の関

係を想定しているが，入会儀礼なし群では，無関係となっている．この仮定の妥当性を確かめるた

め，ショックから評価とショックから参加の認知の間に負のリンクを想定したモデルや，ショック

4ここで “脅威”という言葉が，文字通りの脅威という場合と，おもちゃで遊ぶ際の “正当性”という 2つの意味を持って
いるため，頭が混乱してくる

5さきほどもそうだったが，認知的不協和理論の前提がもうここに入っているため，その結果が再現されるのは，当然な
ような気がする
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と参加の認知の間には無関係を想定するが，ショックから参加の認知に正のリンクを想定したモデ

ルを立て，予備シミュレーションを行った．これによって，今回仮定した制約というものが，デー

タをフィットさせるために重要であることが明らかになったため，今回の仮定は用いられることと

なった．

先ほどとまったく同じ形でシミュレーションを行い，得られた結果を Figure 4Bから 4Dまで示

す6．Gerard & Mathewson(1966)とほぼ同じ形の交互作用が得られた．特に，capパラメータの値

を 0.5にしたことの意義は大きい．capパラメータの値を 0にしたところ，全体として団体に対す

る評価が高くなりすぎてしまうという問題点が見受けられた．

2.3 強制承諾

Festinger & Carlsmith(1959)は，被験者につまらない課題を行わせた．そして，ある群には 1ド

ルを，別の群には 20ドルを与えた上で，次にやってくる被験者に “この課題は面白かったよ”とい

うことを言わせることをさせられた．その結果，1ドルを与えられた群の方は，20ドルを与えられ

た群よりも，課題を面白いと評定していた．

このことは認知的不協和理論の予測と一致する．すなわち，課題を面白いと言ったことと，課題

をつまらないと感じる認知は不協和を起こす．この不協和は 20ドル条件ではお金による正当化が

図られ解消するが，1ドル条件では解消されない．そこで被験者は課題を面白いと認知して，不協

和を解消しようとするのである．この実験結果も，他の不十分な正当化パラダイムと同じく，多く

の代替仮説を生んだ．それを解消しようと行われた実験の 1つが Linder, Cooper & Jones(1967)であ

る．彼らの実験では，“自由に選択することができるかどうか”という要因を組み入れた実験を行っ

た．具体的には，被験者は自分たちの態度とは反対の作文を強制的に書かされる群と，自由選択の

結果書かされる群に分けられる．そして，彼らの作文に対して報酬が 0.5ドルもしくは 2.5ドル支

払われるのである．この実験の結果は Figure 5Aに示されている．自由選択のもとでは，Festinger

たちの結果が追試されているのに対し，強制的な条件の方では，まったく逆の結果が得られている．

シミュレーションによる，この結果の追試を試みた．パラメータの設定は Table 5に載せてある通

りである．自由選択群では，自分たちの態度がエッセイのテーマに肯定的であればあるほど，エッ

セイを書くことに肯定的なのでテーマに対する態度と，エッセイとの間には正のリンクを，また態

度が肯定的であるならば，お金を払ってもらう必要はないので，態度と報酬の間には負のリンクを

仮定した．一方，強制群では，もはやエッセイへの態度とエッセイを書くという行為の間には関係

がないので，リンクを貼らず，強制的にやらされた場合には，お金をもらったらそれだけエッセイ

に対する態度もよくなるだろうと考え，この間に正のリンクを張った．このリンクは，どちらか

というと “ムード”によって態度がよくなる過程を示している．この仮定の妥当性を確かめるため，

このリンクの価を変更した上で，シミュレーションも行ったが，今回仮定した制約が最もデータに

フィットしていることが明らかになった．

シミュレーションの結果が Figure 5Bから Figure 5Dまでに示してある．rand%が 1.0のときに，

やや結果の再現性が薄れるが，交互作用はいずれも有意であり，追試が確認された．また，この結

果の再現性に大きく寄与していたのは， minusceilingの 0.5という値であった．

6論文中には，それぞれのパラメータの設定に関して，さらに逐一細かく書いているが，今回の報告では同じことの繰り
返しでもあり，やや冗長になるため，省略する
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2.4 自由選択パラダイム

自由選択パラダイムでは，ある品物に対する評定が，それを選んだこと（もしくは選ばなかった

こと）によって，どのように変わってくるのかを調べるパラダイムである．Brehm(1956)は，好ま

しさが同じ程度高い 2つのうちから，1つを選ばせる条件と，好ましさの違いが明確に分かれてい

る 2つのうちから 1つを選ばせる条件を設定し，彼らがそれぞれ選択しなかったものと，したも

ので，評定値がどのように変化するかを調べた．結果は Figure 6Aに示してある．ここにあるよう

に，強い葛藤をした（両方とも同じくらい好ましいものから選択する場合）結果，選択しなかった

品物に対する評定値が大きく下がることが明らかになった．

ここでは，この結果をシミュレーションで追試する．さらに，シミュレーションでは，Brehm(1956)

では扱われなかった，好ましさが同じ程度 “低い”条件 (difficult-low条件）を追加することとする．

パラメータの設定は Table 6に示す通りである．選ばれたものは高く評価されるということ，選ん

だものと選んでいないものの評価は負の関係にあることが制約に入れられている．そして，条件に

よって，2つの品物の評価が操作されている．選択行動と選んだ品物の評価の間には，強い正のリ

ンクを張る．シミュレーション結果は Figure 6Cから Figure 6Dまでに示してある (収束に時間がか

かったので，サイクルは 40にした）．

rand%が 1.0のとき以外で，有意な交互作用が得られ，Brehm(1956)と同じような結果が再現さ

れた．さらに，difficult-low条件の予測の正しさを確認するため，Shultz, Leveille, & Lepper(1995)

の実験結果を Figure 6Bに示した．これは Figure 6Cから Figure 6Eまでのグラフとフィットしてお

り，シミュレーション結果を追試できたと同時に，シミュレーションからの予測の妥当性を示して

いるといえるだろう．もとから評定が高い品物の評定が上がったり，低い品物の評定が下がったり

しているので，これは回帰効果というわけでもない．

3 考察

シミュレーションは，4つのタイプの実験のいずれも再現した．また，入会儀礼がない場合にど

のような結果が得られるかといった，認知的不協和理論では予測できない結果も予測した．さら

に，強制承諾パラダイムで言及されたムードの効果のように，結果を再現するために科した制約に

よって，どのような効果が背後に隠れていたのかも明らかにした．さらに，モデルに基づいて新

たな予測を立て，それが実際にデータで支持されていることも示した．今回呈示した “Consonance

Model”は，認知的不協和理論より包括的なモデルと言えるだろう．

3.1 ネットワークデザイン

今回のシミュレーションでは，理論に基づいてさまざまな制約を入れた．それらについてコメン

トを記す．

3.1.1 活性化の初期値

制約充足モデルでは，活性化の初期値が 0であることが多い．しかし，本研究で初期値をすべて

0にしてしまうと，不協和な状態が全くないことになってしまう．そして，不協和の実験的な操作

を表現できないことになってしまう．そこで，本研究では実験内容に基づいて，活性化の初期値を

操作した上で，シミュレーションを行った．
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3.1.2 ネットワークパラメータ

このシミュレーションで強調しておきたいのは，今回のシミュレーションでは，必要最低限のパ

ラメータで結果の再現を行ったということである．重みのパラメータは ±5ももしくは 0であるし，

抵抗の値や活性化の初期値はすべて 0.1か 0.5の 2通りであった．さらに，ランダムな値を混ぜて，

初期値にある程度の触れ幅を与えるように注意した．それでも結果が再現できた点に注意して欲

しい．

3.1.3 学習と不協和

今回，重みづけパラメータ wは学習されなかった．多くの制約充足モデルでは，この値も学習

される (e.g., Ackley, Hinton, & Sejnowski, 1985; Anderson & Mozer, 1981)．だが，認知的不協和の

研究では，認知間の関係は決して実験中に学習され変化するものではなく，むしろ活性化が変化す

るための制約としてアプリオリに決定され作動するものである．従って，ここで学習の過程をいれ

なかったのは妥当だと言える．

3.2 本モデルからの新たな予測

本モデルでは，4つ目のシミュレーションで新たな予測を立て，それを実証することができた

(“locus of reevaluation effect)．また，本モデルでは，これまで測定されてこなかった “不協和”を表

現することができた．将来，この不協和を直接測定する方法が考案されたなら，本モデルはその不

協和の変化に対して，明確な予測を与えることになるだろう．

3.3 他の知見への拡張

今回のモデルは，不十分な正当化や自由選択パラダイムよりもより議論を招いている，“選択的

接触 (selective exposure)パラダイム”にも適用することが可能だろう．また近年，認知的不協和を

動機づけや覚醒の観点から捉える研究や (e.g., Cooper & Fazio, 1984; Cooper, Zanna, & Taves, 1978;

Zanna & Cooper, 1974)，自己概念の観点から考える研究 (e.g., Steele, 1988; Thibodeau & Aronson,

1992)が増えているが，それらの研究も，制約充足の観点からモデル化していくことが可能だろう．

3.4 理論的な統合へ向けて

認知的不協和という考え方は，一般的な心理学の原理からも，一般常識からも説明できない（特

に不十分な正当化パラダイムに関しては）理論として引用されることが多かった (e.g., Chapanis &

Chapanix, 1964; Ring, 1967)．しかし，類推や原因帰属や記憶モデルを記述している制約充足モデ

ルによって，認知的不協和の現象が説明できたということは，認知的不協和理論の研究が決して外

れ者ではないことを示唆しているだろう．より深い地点で，これらの心理的過程は統合的に結びつ

いているのではないだろうか．また，認知的不協和理論だけが，認知的一貫性を解消するという現

象を説明している訳ではない．他の認知的一貫性に関する理論 (Abelson et al., 1968; Heider, 1946,

1958; McGuire, 1960; Newcomb, 1953; Osgood & Tannenbaum, 1955)も，今回の consonance model

を適用して，その幅を広げていく必要があるだろう．
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