
Annual Letters of Clinical Psychology in Shinshu 

2018 No.17 pp.41-50 

ポジティブかつ回避的態度の測定
一顕在的指標と潜在的指標の比較ー

菊地瑠衣信州大学大学院教育学研究科学校教育専攻臨床心理学専修

高橋史 信州大学学術研究院教育学系教育科学グループ

概要

本研究では，ポジティブかつ回避的という態度を測定することを目的に，教育実習参加

者を対象に調査を行った。顕在的な態度と潜在的な態度の両側面から検討を行うために，

質問紙調査と， IATの 2つの手法を用いて測定を行った。IATでは，“ポジティブ性ーネ

ガティブ性”を測定するヴェイレンス IATと，“接近性一回避性”を測定する接近回避IAT

の2種類のIATを作成し，用いた。分析の結果，教育実習参加者は教育実習に対して，顕

在的には 「ポジティブかっ回避的Jな態度を持ち，潜在的には「ポジティブかつ接近的J

な態度を持つことが示された。本研究の結果をふまえて，今後の研究課題について展望し

た。
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問題と目的

態度は， 「ある対象に対して好意的あるいは非好意的に反応する傾向J併ぇ原， 1981）であ

り，経験を通して形成されるものである。態度は行動の準備状態であるため，態度から行

動を予測することや，態度を変化させることで、それに伴って行動も変化することが予測さ

れ，これまで数々の研究が行われて来た（水原， 1981）。

態度には，意識的にモニターやコントロール出来る顕在（explicit）の部分と，自分自身で

意識的にコントロール出来ない潜在(implicit）の部分が存在することが明らかになってい

る（小林・岡本， 2004）。潜在的態度と顕在的態度の双方を測定することで，意識下での態

度と無意識の態度の違いを測定することが出来る。 ぃ’

また，態度には“ポジティブ（良い）ーネガティブ億い）”を示すヴ、エイレンスの次元と，

“接近性（近づきたい） 一回避性（遠ざけたい）”を示す接近回避の次元が存在する。 この

2つの次元の態度において，肯定的態度と否定的態度が共存するような一見矛盾した態度

が示されることがある。

De Houwer, Custers, & De Clercq (2006）では，“ネガティブかつ接近的”としづ矛盾
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した態度の存在が実証された。同研究では，喫煙者と非喫煙者を対象にタバコに対する潜

在的態度の調査を行った。その結果，非喫煙者はタバコに対して潜在的に“ネガティブか

っ回避的”な態度を持つが，喫煙者は“ネガティブかっ接近的”という態度を持っている

ことが分かった。つまり，喫煙者は「タバコが体に悪いと感じながら（ネガティブな感情価

を持ちながら），タバコを吸う（タノミコに接近する）」という矛盾した態度を有していた。こ

のように，人はヴェイレンス次元と接近回避次元で矛盾した潜在的態度を持つ場合がある。

一方，この対となる“ポジティブかっ回避的”としづ態度については，これまでの研究

では焦点が当てられてこなかった。このような態度が生じ得る臨床場面として，不登校や

ホームワークの拒否などが想定される。様々な課題に対するモチベーションの維持 ・向上

に関わる要因として，ポジティブかっ回避的態度の存在と，その影響性について検討する

ことは，重要な課題である。

ポジティブかっ回避的な態度を生じやすいと予測される日常的な課題のひとつに，教育

実習が挙げられる。教育実習中は不安が高まるが，終わった後には「楽しく意欲的で、あっ

た」と振り返る人が多し、（今栄 ・清水， 1994）。教育実習は実習者にとって有意義で、あると

同時に，辛さやストレスも多く経験される。そのため，「ポジティブな印象だが，もう一度

したいとは思わなしリ体験である可能性がある。

そこで本研究では，ポジティブかっ回避的な態度の存在を明らかにすることを目的とし

て，教育実習に焦点を当てた調査を行う。その際，明らかにされた態度について顕在と潜

在の両側面から検討するため，教育実習に対する顕在的態度と潜在的態度の両方を測定す

る。

研究1顕在的態度の測定

目的

研究 1の目的は，教育実習に対する顕在的態度を測定することである。また，教育実習

経験者において，教育実習がどの程度印象的な体験で、あったかという点についても検討す

る。これは，本研究の調査対象として教育実習が妥当であるか否かを明らかにするためで

ある。研究 1の仮説は，①大学生活での出来事として，多くの参加者が教育実習を挙げる

こと，②教育実習に対してポジティブかっ回避的な態度が見られること，の二点である。

方法

調査期間は平成29年の 10月で、あった。調査協力者は講義を通じて募り，講義終了後に

質問紙を配布した。

研究参加者 甲信越地方の 4年制大学の教育学部に所属する大学生 88名（男性 42名，

女性44名，不明 2名，平均年齢20.81歳， 20～23歳）が研究に参加した。調査の対象は，

小学校または中学校の教育実習を一度以上経験している者とした。

調査材料 大学入学後の出来事を，「良し」悪い（ヴェイレンス）」と「接近一回避」の2つ
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の次元に基づく 4種類の態度に分類する質問紙を作成した（以降，本研究では「良し」悪いJ

と「ポジティブーネガティブJを同等のものとみなし，ヴェイレンス次元での指標を表す

言葉として用いる）。 4種類の態度とは， 「①良い×接近J，「②良い×回避J，「③悪い×接近J'

f④悪し、×回避j，の4つである。配布した質問紙には， 4つの態度に関する簡単な説明と，

それぞれの態度を表す代表的な単語を明記した。この単語は，研究2で用いる IATにて使

用される刺激の中から選定された。実際の質問紙の解答欄を図 1に示す。それぞれの枠内

に，大学入学後の出来事の中から当てはまる体験を 1つ選び，記入するよう求めた。また，

デモグラフィックデータとして，学年，年齢，性別について回答を求めた。

良い（栄先・喜び・平和）
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図1大学入学後の出来事に対する顕在的態度の解答欄

倫理的配慮調査実施に際して，研究倫理委員会による審査は行われなかったものの，

日本心理学会倫理規定における「倫理委員会等の承認Jを除くすべての項目に従って慎重

に調査が実施された。

結果と考察

－教育実習関連の出来事が全回答のうち最も多く記述されたこと，および①～④の全ての

欄において教育実習関連の回答が 1以上出現したことから，．「多くの参加者が大学生活の

出来事として教育実習を挙げる」という仮説①は支持された。このことから，教育実習は

大学生活において印象的な体験であることが示唆される。

「良いー悪し、（ヴェイレンス）Jと 「接近一回避Jの2つの次元に基づく 4種類の態度（「①

良い×接近J，「②良し、×回避J,r③悪し、×接近J，「④悪し、×回避けについて，教育実習関連の
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回答の出現数を表 1に示す。χ2検定の結果，出現数のばらつきには有意な偏りが見られ

た（χ2(3)=77.50, pく.01）。そこで，正確二項検定を用いた多重比較（両側検定）を行ったとこ

ろ，「②良い×回避」において出現率が最も高かった（②＞①＞③＝④， adjustedpく .05）。

この結果は仮説②を支持するものである。

表1質問紙の各解答欄における教育実習の出現数（人）

接近回避

回避 接近 言十

ヴェイレンス
良い 53 17 70 

悪い 4 6 10 

計 57 23 80 

以上の結果から，教育実習は大学生活において印象的な体験であること，および教育実習

経験者は教育実習に対して顕在的にポジティブかっ回避的な態度を持っていることが示さ

れ，研究1の仮説は支持された。

研究2予備調査刺激語の選定

目的

本調査で使用する刺激語の選定を行う。教育実習に関連する語を選定するために，教育

実習経験者が教育実習について考える際に想起する単語を抽出する。

方法

調査期間は 2017年 5月～6月で、あった。甲信越地方の 4年制大学の教育学部に所属す

る学生7名（男性2名，女性5名， 21～24歳）が研究に参加した。調査協力者は，知人の連

絡を通じて募った。

調査手順構造化面接によるインタビュー調査で，質問項目は6項目で、あった。質問内

容は，教育実習体験に関する 4項目と，教師に関する項目 2項目であった。後者は，実習

に関連する語から教師に関するものを除き，教育実習体験独自の単語を抽出するための問

である。調査開始前に，調査目的や面接の音声を録音することを説明し，承諾を得た。録

音にはボイスレコーダー（Panasonic社の ICRecorder RR-US300）を使用した。

倫理的配慮信州大学教育学部研究委員会による倫理審査および、承認を受けて実施さ

れた（管理番号： H28-21）。

結果と考察

分析の結果， 10語（指導案，研究授業，活動，指導教官，クラス，耕オ研究，休み時間，

実習生，授業観察，ワークシート）が選定された。この 10語は教育実習体験を表す刺激語

としてふさわしいものであると見なし，本調査のIATの刺激語として使用した。
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した態度の存在が実証された。同研究では，喫煙者と非喫煙者を対象にタバコに対する潜

在的態度の調査を行った。その結果，非喫煙者はタバコに対して潜在的に“ネガティブか

っ回避的”な態度を持つが，喫煙者は“ネガティブかっ接近的”という態度を持っている

ことが分かった。つまり，喫煙者は「タバコが体に悪いと感じながら（ネガティブな感情価

を持ちながら），タバコを吸う（タバコに接近する）Jという矛盾した態度を有していた。こ

のように，人はヴェイレンス次元と接近回避次元で矛盾した潜在的態度を持つ場合がある。

一方，この対となる“ポジティブかっ回避的”としづ態度については，これまでの研究

では焦点が当てられてこなかった。このような態度が生じ得る臨床場面として，不登校や

ホームワークの拒否などが想定される。様々な課題に対するモチベーションの維持 ・向上

に関わる要因として，ポジティブかっ回避的態度の存在と，その影響性について検討する

ことは，重要な課題である。

ポジティブ、かっ回避的な態度を生じやすいと予測される日常的な課題のひとつに，教育

実習が挙げられる。教育実習中は不安が高まるが，終わった後には「楽しく意欲的で、あっ

た」と振り返る人が多い（今栄 ・清水， 1994）。教育実習は実習者にとって有意義で、あると

同時に，辛さやストレスも多く経験される。そのため，「ポジティブな印象だが，もう一度

したいとは思わなしリ体験である可能性がある。

そこで本研究では，ポジティブかっ回避的な態度の存在を明らかにすることを目的とし

て，教育実習に焦点を当てた調査を行う。その際，明らかにされた態度について顕在と潜

在の両側面から検討するため，教育実習に対する顕在的態度と潜在的態度の両方を測定す

る。

研究1 顕在的態度の測定

目的

研究1の目的は，教育実習に対する顕在的態度を測定することである。また，教育実習

経験者において，教育実習がどの程度印象的な体験で、あったかという点についても検討す

る。これは，本研究の調査対象として教育実習が妥当であるか否かを明らかにするためで

ある。研究1の仮説は，①大学生活での出来事として，多くの参加者が教育実習を挙げる

こと，②教育実習に対してポジティブかっ回避的な態度が見られること，の二点である。

方法

調査期間は平成29年の 10月で、あった。調査協力者は講義を通じて募り，講義終了後に

質問紙を配布した。

研究参加者 甲信越地方の 4年制大学の教育学部に所属する大学生 88名（男性 42名，

女性44名，不明2名，平均年齢20.81歳，20～23歳）が研究に参加した。調査の対象は，

小学校または中学校の教育実習を一度以上経験している者とした。

調査材料 大学入学後の出来事を，「良し」悪い（ヴェイレンス）Jと「接近一回避」の2つ
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の次元に基づく 4種類の態度に分類する質問紙を作成した（以降，本研究では「良いー悪しリ

と「ポジティブーネガティブJを同等のものとみなし，ヴェイレンス次元での指標を表す

言葉として用いる）。 4種類の態度とは，「①良い×接近J，「②良い×回避J，「③悪い×接近j， 

「④悪し次回避J，の4つで、ある。配布した質問紙には， 4つの態度に関する簡単な説明と，

それぞれの態度を表す代表的な単語を明記した。この単語は，研究2で用いる IATにて使

用される刺激の中から選定された。実際の質問紙の解答欄を図 1に示す。それぞれの枠内

に，大学入学後の出来事の中から当てはまる体験を 1つ選び，記入するよう求めた。また，

デモグラフィックデータとして，学年，年齢，性別について回答を求めた。
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＼ 倫理的配慮調査実施に際して，研究倫理委員会による審査は行われなかったものの，

日本心理学会倫理規定における「倫理委員会等の承認j を除くすべての項目に従って慎重

に調査が実施された。

結果と考察

教育実習関連の出来事が全回答のうち最も多く記述されたこと，および①～④の全ての

欄において教育実習関連の回答が 1以上出現したことから，「多くの参加者が大学生活の

出来事として教育実習を挙げる」という仮説①は支持された。このことから，教育実習は

大学生活において印象的な体験であることが示唆される。

「良いー悪し、（ヴェイレンス）Jと「接近一回避Jの2つの次元に基づく 4種類の態度（「①

良い×接近J，「②良し、×回避」，「③悪し1×接近J，「④悪い×回避けについて，教育実習関連の

図1大学入学後の出来事に対する顕在的態度の解答欄
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回答の出現数を表 1に示す。 χ2検定の結果，出現数のばらつきには有意な偏りが見られ

た（χ2(3)::::77.50, pく.01）。そこで，正確二項検定を用いた多重比較（両側検定）を行ったとこ

ろ，「②良い×回避」において出現率が最も高かった（②〉①＞③＝④， adjus伝dpく .05）。

この結果は仮説②を支持するものである。

表1質問紙の各解答欄における教育実習の出現数（人）

接近回避

回避 接近 計

ヴェイレンス
良い 53 17 70 

悪い 4 6 10 

計 57 23 80 

以上の結果から，教育実習は大学生活において印象的な体験であること，および教育実習

経験者は教育実習に対して顕在的にポジティブかっ回避的な態度を持っていることが示さ

れ，研究1の仮説は支持された。

研究2 予備調査刺激語の選定

目的

本調査で使用する刺、激語の選定を行う。教育実習に関連する語を選定するために，教育

実習経験者が教育実習について考える際に想起する単語を抽出する。

方法

調査期間は 2017年 5月～6月で、あった。甲信越地方の 4年制大学の教育学部に所属す

る学生7名（男性2名，女性5名， 21～24歳）が研究に参加した。調査協力者は，知人の連

絡を通じて募った。

調査手順構造化面接によるインタビュー調査で，質問項目は6項目で、あった。質問内

容は，教育実習体験に関する 4項目と，教師に関する項目 2項目であった。後者は，実習

に関連する語から教師に関するものを除き，教育実習体験独自の単語を抽出するための問

である。調査開始前に，調査目的や面接の音声を録音することを説明し，承諾を得た。録

音にはボイスレコーダー（Panasonic社の ICRecorder RR-US300）を使用した。

倫理的配慮信州大学教育学部研究委員会による倫理審査および承認を受けて実施さ

れた（管理番号： H28・21）。

結果と考察

分析の結果， 10語（指導案，研究授業活動指導教官，クラス耕オ研究，休み時間，

実習生，授業観察，ワークシート）が選定された。この 10語は教育実習体験を表す刺激語

としてふさわしいものであると見なし，本調査のIATの刺激語として使用した。
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研究2本調査潜在的態度の測定

目的

本調査の目的は，教育実習に対する潜在的態度を，ヴェイレンスと接近回避の2つの次

元から測定することである。ヴェイレンス IATと接近回避IATの2種類のIATを用いて，

教育実習に対する潜在的態度の測定を試みる。本調査では，研究 1の顕在的態度と同様，

教育実習に対してポジティブかっ回避的な潜在的態度が見られるという仮説を検証する。

方法

調査期間は 2017年 7月～10月で、あった。4年制大学の教育学部に所属する大学生 22

名（男性7名，女性 15名）が研究に参加した。協力者は，講義や知人への連絡を通じて募っ

た。

測定方法態度を測定する代表的手段である IATを使用する。IATは， 1995年に

Greenwaldらによって考案された，潜在的，つまり意識的に反応しない態度を測定するプ

ログラムである。IATの意義は，無意識の感情や態度を測ることにある（Greenwald,et al. 

1998）。また， IATを用いるメリットは自己概念（自己呈示）やステレオタイプに影響されず

に個人の潜在的な認知構造を測定できることであるとされている。

IATは，ある事柄について「良しし悪しリや「好意的ー非好意的Jなどの感情との結び、つ

きを測定するように作成されている。具体的には，「対となる概念（今回は教育実習に関連

する語と日常生活に関する語）」と「ポジティブ性またはネガティブ性を持った特性語（「良

いー悪いJおよび「接近一回避」）」の連合を測定するものである僚尾， 2007）。IATにはコ

ンビュータ版と紙筆版が存在する。本研究では，より精度の高いデータを収集するためコ

ンヒ。ュータ版を使用した。

調査手順と環境調査の所要時間は 10分程度で，施錠可能な実験室で、行った。実験室

には調査者と参加者以外は立ち入ることが出来ず，室内には机とイス，コンヒ。ュータ，手

荷物以外の物は置いていなかった。また，コンビュータはIATを行う際だけテーブルの上

に置き，それ以外の時間は調査者の横のイスに置かれた。また， IATの実施中は，調査者

は参加者の左斜め後ろに立ち，指示が必要である時以外は視界に入らないようにした。コ

ンビュータは常に電源につなぎ，画面を一定の明るさに保った。

本研究で使用したIATの内容について以下に示す。lATの制作には SuperLab5を使用

した。プログラムの内容はGreenwaldet al. (2003），および山中・山・余語（2012）を参考

に作成した。 IATの作成及び実施にはコンビュータ（Lenovo社のLenovoB50・30）を用し、

た。調査で用いた刺激語を表2に， IATのプログラムの概要を表3に示す。
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表2 IATで用いた刺激語

ヴ。エイレンス 接近回避
教育実習

良い 悪い 接近 回避
家電

栄光 下品な 近づく やめる クラス エアコン

可愛がる 恐ろしい 得る 避ける ワークシート ストーブ

喜び 愚かな 欲する 逃げる 活動 テレピ

健康 見苦しい 望む 離れる 休み時間 プリンター

幸運 失敗 求める 失う 教材研究 加湿器

日の出 弱い 寄る 遠ざける 指導案 扇風機

平和 醜い 関わる 去る 指導教官 洗濯機

宝石 恥ずかしい 迫る 除く 実習生 掃除機

抱きしめる有罪 乞う 逸らす 授業観察 電子レンジ

優 しさ 不器用な 追いかける免れる 研究授業 冷蔵庫

表3 IATのプログラム

-IATの種類 ブロゲラ L ブロック 左側カデゴリ 右側カデゴリ 試行数

1 良い 悪い 20 

2 教育実習 家電 20 

3 良い×教育実習 悪い×家電 20 

プログラム1 4 良い×教育実習 悪い×家電 40 

5 家電 教育実習 20 

6 良い×家電 悪い x教育実習 20 

ヴFェイレンスIAT
7 良い×家電 悪い×教育実習 40 

1 良い 悪い 20 

2 家電 教育実習 20 

3 良い×家電 悪い×教育実習 20 

フ。ログラム2 4 良い×家電 悪い×教育実習 40 

5 教育実習 家電 20 

6 良い×教育実習 悪い×家電 20 

7 良い x教育実習 悪い×家電 40 

1 接近 回避 20 

2 教育実習 家電 20 

3 接近x教育実習 回避×家電 20 

フ。ログラム1 4 接近x教育実習 回避×家電 40 

5 家電 教育実習 20 

6 接近×家電 回避×教育実習 20 

接近回避IAT
7 接近×家電 回避×教育実習 40 

1 接近 回避 20 

2 家電 教育実習 20 

3 接近×家電 回避×教育実習 20 

プログラム2 4 接近×家電 回避×教育実習 40 

5 教育実習 家電 20 

6 接近×教育実習 回避×家電 20 

7 接近×教育実習 回避×家電 40 
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ヴ、ェイレンスの刺激語は菊地・高橋（2016）を参考に，良い・悪い各 10語を設定した。接

近回避の刺激語は，山中・山・余語（2012）及びPalfai& Osta五n(2003）を参考に，接近・回

避各 10語設定した。教育実習に関する語は上記の予備調査に基づき独自に 10語選定し

た。家電の刺激語は，家電量販店で取り扱いのある家電の中から，学校内で見られる家電

を除くよう配慮し，独自に 10語設定した。なお，家電は感情価を持たないと仮定し，ニュ

ートラル刺激として使用した。

プログラムについては，順序による課題に対する慣れの要因を排除するため，各IATの

ブ。ログラム lとプログラム 2をそれぞ、れ半数の参加者に行った。また， 2種類のIATを実

施する順序についても偏りの無いように実施した。

IATで得られたデータの処理については， Greenwaldet al. (2003）をもとに， D得点を

算出することで，測定結果を得点化した。本研究でのD得点の値が高いほど“接近”また

は“良い”との連合が強く， D得点の値が低いほど“回避”または“悪い”との連合が強

いと解釈できる。

倫理的配慮本研究は，信州大学教育学部研究委員会による倫理審査および承認を受け

て実施された（管理番号： H28・21）。

結果と考察

ヴ、エイレンスと接近回避における単語識別にかかる時間の傾向 ヴェイレンス IATに

ついて，各参加者のD得点の平均（M = .38, SD= 0.29）について， D得点が取り得る値の

中央値である 0からの差をt検定により分析したところ， D値はOより有意に大きかった

(t(21] = 6.21, pく.001,d = 1.32）。これは，ヴェイレンス IATにおいて，「教育実習×良いj

のブロックの方が「教育実習×悪いjのブロックよりも反応時間が短いということである。

この結果は「教育実習Jの方が「家電Jよりも「良い」の語との連合が強いことを意味す

る。

同様に，接近回避IATおける， D得点の平均W=.46, SD= 0.25）について， D得点が取

り得る値の中央値である 0からの差をt検定により分析したところ， D値は0より有意に

大きかった（t(21]= 8.49, pく.001,d= 1.81）。これは，接近回避IATにおいて，「教育実習×

接近Jのブロックの方が 「教育実習×回避Jのブロックよりも反応時聞が短いということ

である。この結果は「教育実習」の方が「家電」よりも「接近」の語との連合が強し1こと

を意味する。

以上の結果から，教育実習は家電と比べて「良い」および「接近」の語との連合が強い

ことが示唆された。これは仮説とは異なる結果である。

2種類の潜在態度の相互関連性 ヴェイレンス IATのD得点と接近回避IATのD得点

について，相関分析を行ったところ， r= 0.416の中程度の正の相関が見られた（F(l,

21)=4.18,p=.054）。表4に，測定された感情価がプラスとマイナスのどちらに偏っている

かを示す， 2種類のIATのD得点の分布表を示す。
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表4 2種類のIATのD得点の分布表（正負の感情価の偏り）
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以上の結果から，教育実習を経験したことがある大学生は，教育実習に対して潜在的に

ポジティブかっ接近的な態度を持っている可能’性が考えられる。本研究では，ヴェイレン

スと接近回避の次元で矛盾した潜在的態度（ポジティブかつ回避的な態度）を測定すること

を目的としていた。しかし，ヴェイレンス IATと接近回避 IATの得点に中程度の相闘が

あることからも分かるように，今回測定された態度からは，ウ、ェイレンスと接近回避の聞

に矛盾は見られず，仮説は支持されなかった。

また，どちらの次元の IATもD得点がマイナスの参加者は極めて少なく，今回の参加

者は教育実習について，家電と比べてポジティブかっ接近的な潜在的態度を持っているこ

とが分かった。これは，研究 1で行われた顕在的態度の測定結果とは一部異なるものであ

る。

総合考察

本研究の目的は，ポジティブかっ回避的な態度の存在を，顕在的態度と潜在的態度の両

側面から明らかにすることで、あった。研究Iの結果から，教育実習経験者は教育実習に対

して顕在的にポジティブかっ回避的な態度を持っていることが分かった。研究Hの結果か

ら，教育実習経験者は，教育実習に対して潜在的にポジティブかっ接近的な態度を持って

いることが分かった。また，ヴェイレンス IATと接近回避 IATの得点に中程度の相関が

あることから，今回測定された潜在的態度からは，ヴェイレンスと接近回避の聞に矛盾は

見られなかった。

結果より，顕在的態度で、は教育実習に対するポジティブかっ回避的な態度が存在するこ

とが分かった。一方，潜在的態度には矛盾した状態はなく，ポジティブかっ接近的な態度

が存在することが分かった。この結果から，以下の3点が考察される。

まず，顕在的に回避的態度を示しつつも，実際に教育実習を終えているという点から，

顕在的態度は行動と必ずしも一致しない可能性が示唆された。潜在的に接近的な態度を有

していることで，顕在的には回避的に感じている物事にも取り組むことが可能になってい

るのかもしれない。

次に， IATと質問紙で、想起された教育実習体験に違いがあった可能’性が考えられる。質

問車馬周査では，「教育実習の生活Jや「実習に伴う寮での生活」という回答も多く見られ，

それらの回答も教育実習関連の回答として分析に用いた。一方で，IATの刺激語では，「寮J
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や「生活Jなどの単語はふさわしくないと見なし除外した（寮で生活せずに実習を行う者も

いることや，教育実習の独自性が高い単語では無いため）。これらのことから，顕在的には

生活面の印象が強く残っているため回避的になっているが，潜在的態度で測定されたよう

な実習自体への態度は接近的であるため，顕在的測定と潜在的測定の結果に差が生じた可

能性がある。

また，本研究の限界点として，教育実習が，潜在的な回避的態度を形成するに至る体験

では無かった可能性が挙げられる。先行研究で扱われている喫煙行動などの生活習慣行動

比べ，教育実習は数回の体験かっ期間が限定された体験であるためである。

最後に，今後の課題として，今回用いた言語刺激では無く，写真刺激を用いたIATでの

検討の余地があると考えられる。また，今後の展望として，ヴェイレンスと接近回避の二

次元から，“望ましくないと分かっているがやってしまう”というネガティブかっ接近的態

度や，“望ましいと分かっているができなしマ’というポジティブかっ回避的な態度について

研究が進むことで，日常場面での行動や，認知行動療法等におけるホームワーク，食習慣

等の生活習慣の改善等の臨床場面において役立つ可能性がある。
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