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－同伴者効果における性差－ 

 
山岡重行 聖徳大学 

 
Spouses' physical attractiveness and person perception 

-Sex differences in “radiating beauty” - 
 

Shigeyuki YAMAOKA (Seitoku University) 
 

The experiment was conducted to examine the radiating beauty effect. Four experimental 
conditions were set up, combining headshots of stimulus persons. The conditions were as follows: 
beautiful wife and beautiful husband (Condition 1), beautiful wife and ordinarily attractive 
husband (Condition 2), ordinarily attractive wife and beautiful husband (Condition 3), and 
ordinarily attractive wife and ordinarily attractive husband (Condition 4). The subjects were 
shown the stimulus persons’ headshots and their impressions of wives and husbands were then 
evaluated. In Condition 2, the attribute relevant to the husband's socioeconomic status was 
evaluated highly. In Condition 3, the wife's personality was evaluated as her most desirable 
attribute. The radiating beauty effect rose with different attributes in wives and husbands, whereas 
issues related to beauty stereotypes did not occur.  
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 同伴者効果とは，恋人や配偶者として魅力的

な人物を同伴した個人の評価が，非魅力的な人

物を同伴した場合よりも高くなることである。

Sigall & Landy (1973)は，実験協力者の女性の美

しさを服装と化粧によって操作し，魅力条件と

非魅力条件を設定した。この女性が実験協力者

の男性の恋人として振る舞うという状況で，魅

力条件の方が非魅力条件よりも男性の全体的

な印象が肯定的に評価されたのである。Sigall & 
Landy (1973)は，女性の魅力に由来する高評価が

親密な関係にある男性に波及したと考え，“a 
generalaized halo effect”と呼んだ。この現象は

Sigall & Landy の論文タイトルから“radiating 
beauty”とも呼ばれている。 
 Bar-Tal & Saxe (1978)は，同伴者効果における

刺激人物の性別による非対称性を報告してい

る。彼らは夫婦の写真として一組の男女の写真

を実験参加者にスライドで示し，夫と妻それぞ

れの印象を評価させた。魅力的な妻の非魅力的

な夫は最も高収入で職業上の地位が高く成功

する人物と見なされたが，魅力的な妻の魅力的

な夫はこれらの評価が夫としては最も低かっ

た。それに対し，魅力的な夫の非魅力的な妻は

これらの評価が最低であるが，魅力的な夫の魅

力的な妻はこれらの評価が妻としては最も高

かったのである。また Onodera & Miura (1990)は，

日本では同伴者効果は認められないことを報

告している。 
 本研究の目的は日本人実験参加者で同伴者

効果が認められるか検討することである。特に

Bar-Tal & Saxe (1978)では認められなかった女性

の刺激人物の同伴者効果を検討する。 

方 法 

実験参加者 首都圏私立大学 2 校の大学生 221
名 (男性 53 名，女性 168 名)。平均年齢 19.6 歳 
(SD＝3.84)。 
実験刺激 本研究では，身体的魅力度の高い人

物と中程度の魅力度の人物のカラーの顔写真

を実験刺激とした。肖像権利用承諾を得てネッ

ト上で写真素材として無料提供されている個

人の顔写真を使用した。正面を向いて自然な表
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情をした人物の肩から上の顔写真を，男女各 22
名分収集した。カットモデル等の写真も含まれ

ており，明らかに非魅力的な顔写真は含まれて

いなかった。また，夫婦の写真として提示する

ために 20 代後半から 30 代前半に見える顔写真

を選択した。50 名の女子大学生に 44 名の顔写

真を提示し，各顔写真の人物の魅力度を，男性

の写真は「カッコイイ」と「美しい」の 2 項目，

女性の写真は「カワイイ」と「美しい」の 2 項

目でそれぞれ 5 件法で評定させた。男性の評定

で「カワイイ」ではなく「カッコイイ」を使用

したのは，成人男性の外見の良さは一般的に

「カッコイイ」と形容される傾向があるからで

あり，また前述の理由で低年齢者の写真を除外

しておりカワイイ印象の写真が少なかったた

めである。その 2 項目の評定平均 3.5 以上の男

性の顔写真 4 枚と評定平均 4.0 以上の女性の顔

写真 4 枚を高魅力刺激，評定平均 2.0 以下の男

性の顔写真 4 枚と女性の顔写真 4 枚を中魅力刺

激とした。 
実験課題 実験刺激の男女の写真を組み合わ

せ，実験条件とした。高魅力夫・高魅力妻，高

魅力夫・中魅力妻，中魅力夫・高魅力妻，中魅

力夫・中魅力妻である。各条件とも，4 種類の

組み合わせを作成した。条件に従い，夫の横に

妻の写真を配置し，「横に並んでいる 2 人は夫

婦です。それぞれの夫婦の夫と妻はどんな人物

だと思いますか」という教示文で各刺激人物の

印象を評定させた。Sigall & Landy (1973)や Bar-
Tal & Saxe (1978)，小野寺 (1989)などの研究を

参考にして評定項目を設定した。評定項目は，

「信頼できる」「優しい」「誠実である」「明るい」

「知的である」「温厚である」「親切である」「社

会的に成功する」「一流企業に勤めている」「収

入が多い」「高学歴である」「家庭的である」の

12 項目である。回答方法は，「1.そう思わない」

から「6.そう思う」の 6 件法であり，回答欄の

数字を○で囲んで回答させた。 
手続 A3 用紙の表側に 4 組，裏側に 4 組の男

女の写真と印象評定項目と回答欄を配置した

実験用紙を作成した。個々の写真の顔や表情，

あるいは特定の写真の組み合わせの影響を相

殺するために，写真の組み合わせが異なる 2 種

類の実験用紙を作成し, 実験参加者にはいずれ

か 1 枚の実験用紙を配布した。その際，配布枚

数が均等になるように 2 種類の実験用紙を交互

に配布した。同じ写真が 1 度しか出ないように

写真を組み合わせてあり，実験参加者は各組み

合わせ条件の評定を 2組ずつ, 合計 8組 16名の

評定を行った。通常の授業時間の最後を利用し

て実験を実施した。実験参加は任意であり，不

参加者を退室させた後，実験を行った。課題終

了後，実験用紙を回収した。後日，デブリーフ

ィングを行い実験に関する説明を行った。 

結 果 

各実験参加者が行った 16 名の評定を、12 の

評定項目ごとに合計した。その数値に主因子法

プロマックス回転の因子分析を実施した。「信

頼できる」「優しい」「誠実である」「明るい」「温

厚である」「親切である」「家庭的である」の 7
項目に負荷量が高い第 1 因子  (性格の良

さ,α=.96)と，「社会的に成功する」「一流企業に

勤めている」「収入が多い」「高学歴である」の

4 項目に負荷量が高い第 2 因子  (社会的評

価,α=.96)の 2 因子が抽出された (累積負荷量平

方和 82.33％)。各因子に負荷量が高い項目を合

計し項目数で割ったものを従属変数「性格の良

さ」と「社会的評価」とした。「知的である」は

どちらの因子にも同程度の高い負荷量を示し

たため分析から除外した。また，実験参加者の

性別を独立変数にして各評定項目に t 検定を行

った結果，全項目で有意差は認められなかった

ため，実験参加者の性別での分析はおこなわな

いこととした。 
各従属変数の平均値と標準偏差を表 1 に示し

た。同伴者効果は刺激人物の魅力の組み合わせ

により生じる効果であり，個人の魅力に還元で

きないと考えられる。そこで本研究では写真の

組み合わせと刺激人物の性別を独立変数とし

て、2 要因とも繰り返し要因である 2 要因分散

分析を行った。なお記入漏れのあるデータは分

析から除外した (分析に使用した最終的なデー

タ数は表 1 参照)。 
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「性格の良さ」では組み合わせの主効果 

(F(3, 588)=16.24, p<.001, η2=.02)，夫妻の主効

果 (F(1, 196)=111.47, p<.001, η2=.02)，及び 2 要

因交互作用 (F(3, 588)=81.20, p<.001, η2=.05, 
図 1)が認められた。妻は夫よりも性格の良さ

が高く評価された。単純主効果検定から，高

魅力夫の中魅力妻は他の 3 条件の妻よりも，

また高魅力夫の高魅力妻は中魅力夫の高魅

力妻よりも，性格の良さが高く評価された。

高魅力妻の中魅力夫は高魅力妻の高魅力夫

と中魅力妻の高魅力夫よりも，また中魅力妻

の中魅力夫は中魅力妻の高魅力夫よりも,性
格の良さが高く評価された。 
「社会的評価」の 2 要因分散分析でも組み

合わせの主効果  (F(3,615)=50.06, p<.001, 
η2=.06) ，夫妻の主効果  (F(1,205)=162.47, 
p<.001, η2=.05) ，及び 2 要 因交互作用 
(F(3,615)=47.41, p<.001, η2=.04, 図 2)が認めら

れた。夫は妻よりも社会的評価が高かった。

単純主効果検定から高魅力妻の中魅力夫は

他の 3 条件の夫よりも，また中魅力妻の中魅

力夫は高魅力妻の高魅力夫と中魅力妻の高

魅力夫よりも，社会的評価が高かった。中魅

力夫の中魅力妻は他の 3 条件の妻よりも社会

的評価が高かった。 

考 察 

中魅力刺激人物の評価が，高魅力人物の配偶

者とされた場合に，中魅力人物の配偶者の場合

よりも高いと同伴者効果が生じたと判断でき

る。本研究では刺激人物が女性の場合には性格

の良さで，刺激人物が男性の場合には社会的評

価で同伴者効果が認められた。日本人実験参加

者でも，また刺激人物が女性の場合でも同伴者

効果が生起したのである。本研究で認められた

同伴者効果は，高魅力妻の中魅力夫は社会経済

的地位が高く，高魅力夫の中魅力妻は家庭的で

優しい性格の良い女性というように，「男性は

仕事，女性は気立ての良さ」という古典的なジ

ェンダーステレオタイプに従っていると解釈

できる。 
中魅力夫・中魅力妻条件では高魅力夫・高魅

力妻条件よりも夫妻ともに社会的評価が高く，

美人ステレオタイプとは逆の結果が得られた。

同伴者効果は対呈示した親密な関係にある刺

激人物の身体的魅力の組み合わせにより生じ

る効果である。夫婦として刺激人物を対提示し

た Bar-Tal and Saxe(1978)では，刺激人物が女性

の場合は同伴者効果ではなく美人ステレオタ

イプが認められたが、本研究では逆の結果にな

ったことから，美人ステレオタイプは，刺激人

物を対提示するとその効果が不安定になるこ

とが示唆される。美人ステレオタイプと同伴者

効果の関係については今後の検討課題である。 
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同伴者効果とは，魅力的な異性と親密な関係にある人物の評価は，非魅力的な異性と親密な関係に
ある人物よりも肯定的になることである。この同伴者効果を検討するために実験を行った。刺激人
物の顔写真を組み合わせて 4 つの実験条件を設定した。組み合わせは以下の通りである。美しい夫
と美しい妻(条件 1)，普通の容姿の夫と美しい妻(条件 2)，美しい夫と普通の容姿の妻(条件 3)，普
通の容姿の夫と普通の容姿の妻(条件 4)。実験参加者は，夫婦と紹介された一組の男女の顔写真を
見て，その夫の印象と妻の印象を評定した。条件 2 において，普通の容姿の夫は社会経済的地位の
高さと関連した属性において最も高く評価された。条件 3 において，普通の容姿の妻は望ましい性
格を持つと評価された。この実験結果は，同伴者効果が夫と妻で異なる属性で生起することを示し
た。本研究では条件 1 の夫婦の評価は条件 4 の夫婦の評価よりも低く，美しい人物は性格も良いと
見なされる美人ステレオタイプは生起しなかった。 
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