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要 約

潜在連合テスト (IAT) は，様々な社会的対象に対する潜在的態度を測定することがで
きる手法である。潜在的態度とは，人々が意識することができないが所有している態度
であり，人々の日常生活における様々な行動に影響を与えると考えられている。IAT は，
概念間の潜在的な連合を測定する手法であり，概念は常に対になって用いられる。たと
えば，人種差別の研究において，黒人に対する態度を測定する場合であれば，黒人と対
になる概念として白人を用いることができる。また，連合の対象となる概念も，良いと
悪い，など対で用いられる。このように概念を対にして用いることにより，相対的な態
度を測定するのが IAT の大きな特徴である。IAT は，実施および得点の計算が容易であ
ること，また信頼性や妥当性などの心理統計的性質が優れていることもあり，その他の
潜在的態度の測定方法と比べ，社会心理学を超えたより広い文脈で学術的・教育的に用
いられている。
-1-

教育テスト研究センター 第 4 回研究会報告書（2007）

これらの研究の理論的背景には，アクセスビ
リティ効果がある (Fazio, et al, 1986)。アク
セスビリティ効果とは，事前に何らかの単語
に実験参加者が触れることにより，その後の
1.1. 潜在的態度とは
潜在的態度 とは何
とは 何 か
「潜在 (implicit)」とは，人が自ら意識した 独立した別の課題において，その単語に関連
り意図的に使うことのできない，という意味 した概念が用いられやすくなる現象であり，
で認知心理学・社会心理学において用いられ 認知心理学においては，自らが意識すること
ている表現である。すなわち，潜在的態度と のない記憶の検索と利用である潜在記憶によ
は，自分で意識することができないが持って るものであると考えられている（池上 , 1999）。
いる態度を指す。潜在と対照して用いられる これは，単語に触れることにより，対応する
表現が「顕在 (explicit)」であり，これは自覚 概念が「活性化 (activation)」され，その活性
したり意図的に利用することのできる，とい 化が関連する語句へと波及することにより，
う意味となる。顕在的態度とは我々が質問紙 利用のされやすさ，すなわちアクセスビリテ
尺度などによって尋ねられたときに自分の考 ィが上昇するためである。 IAT はそのような
えについて考える，すなわち内省することに 研究の流れを汲む測定方法であり，潜在的態
よって得られる，対象に持っている態度であ 度を個人差として測定しようとする目的のた
り，古典的な意味での社会心理学における態 め に 開 発 さ れ た (Greenwald, McGhee, &
Schwartz, 1998) 。アクセスビリティ効果にお
度とはすべてこちらを指すことになる。
潜在連合テスト (Implicit Association Test， ける概念間の関連の強さには個人差があると
以下 IAT)が開発される背景となった，一連の 想定し，その個人差を測定しようとする点は
潜在的社会的認知研究では，従来の質問紙尺 先行する Fazio ら (1995)の手法と共通するが，
度によって測ることが難しい，差別や偏見に IAT は概念を対で用いること，またプライミ
対して認知科学の枠組みからアプローチして ングを用いずデセプションの必要がないこと
きた (Greenwald & Banaji, 1995)。人々の質 が，手続き上の大きな違いである。
問紙に対する回答は，一般に社会的に望まし
いと思われる方向へとゆがむ傾向にあり，特 1.2. IAT の手続き
手続 き
に差別や偏見の個人差を測定しようとする際
IAT による潜在態度の測定では，評価対象
には大きな問題となる。潜在的社会的認知の と，その対になる概念が組で用いられる。人
研究では，一般に，回答者は自らの反応がど 種に対する偏見の研究であれば，「 白人」と「黒
のような意味を持つのか知ることがない。し 人」を用いる，など，常に評価対象は対で用
たがって，自らの回答を社会的に望ましい方 いられる，という特徴を IAT は持っている。
向へ，たとえば差別や偏見が現れないように， また，対となる概念は必ずしも対立するもの
と変化させることが困難である。
とは限らない。「花」に対する潜在的態度を測
質問紙など，自らの感情や態度，信念につ 定する際に「虫」を比較対象として用いる，
いて自ら報告する自己報告法とは異なり，回 というのがその例である。 Nosek, Banaji, &
答者が意図的に，もしくは意図せずに回答を Greenwald (2002)では，「老い」と「若い」，
歪めることのない潜在的態度を測定すること 「男性」と「女性」，「自己」と「他者」など
には明らかな利点があり，1980 年代から社会 を評価対象の対として用いている。Nosek ら
的認知の研究者の間では，プライミングや反 はインターネットを用いて IAT を体験できる
応速度の測定などの手法を用いて，この潜在 ウェブサイトを用意してデータを収集する試
的態度を研究しようとする潜在的認知の研究 みを行っており，その一部は現時点でも体験
が 行 わ れ て き た (c.f., Bargh, Chaiken, することができる 。また， IAT でテストを
１ ． 潜在連合 テスト(Implicit
テスト (Implicit Association
Test)とは
Test) とは何
とは 何 か
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構成するためには，この概念対と連合の対象
となる，もう一組の概念の対も用意する必要
がある。潜在的態度の測定では，どれほど肯
定的であるか，または否定的であるか，を 1
次元で捉えることが多く，「 良い」に対する「悪
い」，「快い」に対する「不快な」，などの形容
詞の対を用いることができる。形容詞の対で
ある必要はなく，「男性」と「女性」に連合し
ているであろうと考えられる「文系」と「理
系」などを用いることもできる。評価対象の
組と連合対象の組の４つの概念は IAT におい
てカテゴリーとして用いられる。さらに，そ
れぞれのカテゴリーに属するような単語や絵，
写真などの表象が複数個，刺激として用いら
れる。Table1 に，「花」と「虫」を評価対象，
「快い」と「不快な」を連合の対象となる概
念対として用いた場合の，刺激として用いる
単語の例を示す。
Table１ 「花 VS 虫」と「快い VS 不快な」の連合 強度 の測
定における刺 激の例

カテゴリー

（ Figure1）。分類はあいまいなものが含まれ
ない自明なものである。例えば，「花と虫」に
対する潜在的態度を測定する課題では，分類
の対象となる刺激は，花や虫の名前，もしく
は写真や絵であり，それぞれが花に属するの
か，虫に属するのかが回答者に明らかになる
ように刺激が選ばれている。分類の試行では，
回答者がキーを押すまでコンピュータプログ
ラムは待機する。正しく分類するキーが押さ
れた場合には次の刺激が呈示され，次の試行
へと移るが，何らかの理由で回答者が間違っ
たキーを押した場合（ Figure1 であれば，左
側のキーを押した場合），刺激の下に赤い×マ
ークが表示され，押されたキーが間違ってい
たことをフィードバックする。回答者は正し
いキーを押すまで次の試行に移ることができ
ない。回答者は，一つ一つの試行において，
できるだけ早くかつ正確にキー押しを行うよ
うに指示される。
Figure1 IAT 実施 中のコンピュータ画面 の例

刺激

花

バラ、さくら、チューリップ、ユリ、ライラック

虫

あり、ごきぶり、はち、くわがた、はえ、くも

花

虫

または

または

快い

不快な

快い

やさしい、うれしい、すばらしい、かわいい、うつく
しい

とんぼ

不快な

きたない、くさい、いやしい、みにくい、やかましい

×

課題の実施方法の説明も含め， IAT の実施
はすべてコンピュータ上で行われる。一連の
手続きはコンピュータプログラムによって制
御されるため，開始から終了まで，回答者は
一人でテストを受けることができる。課題中
は，回答者は，コンピュータ画面の中央に呈
示される単語や図などの刺激を一つずつ，あ
らかじめ決められた規則に従い，右ないし左
のカテゴリーへと分類する試行を繰り返し行
う。画面上部の左右には，それぞれカテゴリ
ー名が表示されており，回答者は右（例えば
J のキー）または左（例えば F のキー）を押
すことにより，呈示された刺激が右と左のど
ちらかに属するのかを分類していく

それぞれの試行は，目的ごとに合計７つの
ブロックに分けられており，ブロックごとに
分類するカテゴリーの配置が異なる。ブロッ
クは，回答者が課題に慣れるための練習を目
的とするものと，得点を計算するためのテス
トを目的とするためのものがある。回答者は
ブロック１からブロック７まで，それぞれに
割り当てられた試行を一定回数行う（ Table
２参照）。回答者はブロック内の試行は連続し
て行うが，次のブロックへと移る場合にはカ
テゴリーの配置が変化することについての説
明が表示される。ブロック１とブロック２は，
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コンピュータ上での分類作業に慣れるため，
そして２つのカテゴリーの対（ここの例では，
「花 VS 虫」と「快い VS 不快な」）に慣れる
ために行われる。左右に示されるカテゴリー
名はそれぞれ一つずつであり，ブロック 1
（「花 VS 虫」）であれば，花ないし虫の名前
や写真が中央に現れたら，回答者はできるだ
け早くかつ正確にそれを右（虫）か左（花）
かに分類することが求められる。この分類対
象となる単語・写真は，Table1 の例のような，
それぞれのカテゴリーに属することが明白な
刺激である。ブロック３は， 2 種類のカテゴ
リー対が同時に左右に呈示される形式のブロ
ックであり，本試行である（ Figure1 参照）。
画面中央に呈示される刺激には，それぞれの
対のものが混在しており，回答者は，刺激が
呈示されるたびにそれがどちらの対の刺激な
のか，さらにそれが左右のどちらに属するの
かを判断し，キー押しを行う。ブロック４で
は，ブロック 3 と同じ分類課題を行うが，試
行数が 40 となっている。ブロック 5 は，「花
VS 虫」の一つのカテゴリー対のみの分類だ
が，左右の刺激語が入れ替わっている。この
左右の入れ替わりは他の潜在的測定方法には
ない， IAT の大きな特徴であるが，この入れ
替わりに慣れるための練習ブロックがブロッ
ク５である。ブロック６では一つのカテゴリ
ー対が入れ替わった状態での２つのカテゴリ
ー対の複合分類課題に慣れるブロックであり，
本試行が行われる。ブロック 7 においてはブ
ロック６と同じ分類課題を 40 試行行う。
Table２ IAT による「花 VS 虫 」の潜在 的態 度測 定のブロ
ック配 置 例

ブロック
1
2
3
4
5
6
7

試行
数
20
20
20
40
20
20
40

左側のキーで反応
する刺激
花
快い
花＋快い
花＋快い
虫
虫＋快い
虫＋快い

右側のキーで反応
する刺激
虫
不快な
虫＋不快な
虫＋不快な
花
花＋不快な
花＋不快な
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1.3. 得点の
得点 の 計算方法
Greenwald
(1998)
IAT

ら

が潜在的態度の測定
方法として
を発表した後， Greenwald
らのグループによるものも含めて， IAT のメ
カニズムや得点の統計学的な性質を検討する
多くの研究が行われた。 IAT に対する批判的
な研究なども踏まえ， Greenwald, Nosek, &
Banaji (2003) は，得点の計算方法の改善版を
報告している。Greenwald ら (1998)の提案し
たオリジナルの IAT は本試行のブロックが左
右の配置交換前と後でそれぞれ一つずつであ
り， Table ２におけるブロック３とブロック
６を含まない，合計 5 ブロックから構成され
ていた。前項において紹介した IAT の構成例
は，改善版に基づく得点の計算方法を前提に
しており，計 7 ブロックから構成されている。
この改善版に基づく得点は，オリジナルより
も様々な望ましい性質を持つため， IAT を実
施する場合には，オリジナルの構成ではなく，
合計 7 ブロックから構成されるテストを行う
ことが推奨されている。改善版の計算方法に
よる得点は，個人内の反応速度の差を個人内
の反応速度の標準偏差で除算するため，効果
量 (effect size)であるとも考えられ，IAT D 得
点と称されることもある。
計算の手続きの概略は以下の通りである。
まず，ブロック３とブロック６のそれぞれの
ブロックにおける各試行の反応速度の平均値
を計算する。そして，ブロック６の平均値と
ブロック３の平均値の差を取り，ブロック３
とブロック 6 を合わせた反応速度の標準偏差
によって割る。ブロック７とブロック４にお
いても同様の処理を行い，反応速度の平均値
の差を計算した上で，プールした標準偏差に
よって割る作業を行う。このようにして算出
された２つの値の平均値が，IAT 得点となる。
この数値が大きいほど，ブロック６とブロッ
ク７における反応速度が遅いことを示すため，
ブロック３における２つのカテゴリーの示す
概念間の結び付きが強いことを意味する。
Figure1 の例では，得点が大きいほど，「花」
と「快い」の連合が強固であることになる。
計算の手続きには，さらに反応速度の測定に
おいて問題となりがちな外れ値の処理や，特
異な反応パターンを行う個人のデータの除去
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などが含まれる。詳細は Greenwald ら (2003)
に記載されている他，Greenwald 個人のホー
ムページからもデータ処理用のプログラム
（ SPSS， SAS）が入手可能である 。

は，IAT より派
生した手法であり，常に概念の対を材料とし
て用いる，という IAT の方法論上の制約を取
り払い，より柔軟な運用を行うために開発さ
れた。GNAT は IAT と似た実施方法・構造を
持つが，刺激を 2 種類に分類するのではなく，
２ ． IAT 以外の
以外 の 潜在的態度の
潜在的態度 の 測定方法
反応すべきカテゴリーに当てはまるか（キー
潜在的社会的認知の研究では， IAT 以外に を押す），当てはまらないか（キーを押さない）
も潜在的態度を測定する手法がいくつか開発 を回答者が判断する。判断対象となる刺激に
されてきた。ここでは，さまざまな社会的対 は，評価対象となるカテゴリーに属する単語
象への潜在的態度を測定するために開発され や写真に加え，ディストラクターと呼ばれる，
た， IAT 以外の手法の概要を紹介し，それら それ以外の単語・写真がランダムに混ぜてあ
と比べた上での IAT の長所と短所について論 る。GNAT も IAT と同様に，単独の判断課題
じたい。本節では， IAT に先行して開発され を行う練習を目的としたブロックと，２つの
た Fazio ら (1986)による評価的プライミング 判断課題を同時に行う連合の強度を測定する
（ evaluative priming ）， IAT より派生した ブロックから構成されている。練習ブロック
では，例えば，「花」を評価対象としたテスト
Nosek & Banaji (2001) の GNAT と De
であれば，回答者は次々と画面に現れる刺激
Howler(2003) による EAST の３つを紹介す
が「花」に当てはまるか，当てはまらないか，
る。
をキー押しによって判断する。一定時間 (例え
Fazio ら (1986) は，前述したアクセスビリ
ティ効果による潜在記憶における関連した概 ば 500ms)キー押しがなければ，次の刺激が
念 の 活 性 化 を 自 動 的 な 態 度 の 活 性 化 画面に呈示される。概念間の連合の強さを測
(automatic activation of attitudes) と名付け， るテストブロックでは，一つの条件では，画
この効果を実証するため，プライミングを用 面に現れる刺激が「花」もしくは「快い」に
い た 課 題 を 行 っ た (Fazio, et al., 1995; 当てはまるのかを同時に判断し，どちらかに
Fazio, et al., 1986) 。これが評価的プライミ
当てはまるのであればキーを押すことによっ
ングと呼ばれる測定方法である。この課題で て反応する。回答者は別の条件として，「花」
は，評価対象となる写真 2 種類（白人のもの， と「不快な」の両方のカテゴリーに対する反
ないしは黒人のもの）がプライミングとして 応も行う。これらの条件における回答者の反
非常に短い期間（ 315ms）呈示された後，肯 応を信号検出理論に基づいて算出される感度
定的もしくは否定的な形容詞が画面にひとつ (sensitivity)が潜在的態度の指標となる。
呈示され，キーを押すことによってこれが肯
De Houwer (2003) に よ る
EAST
定的か否定的か判断する。プライムとして呈 (Extrinsic Affective Simon Task)も，やはり
示された写真と直後に呈示される形容詞の意 IAT を参考にして開発された手法である。こ
味が評価的に一致している（両方とも肯定的 の手法では，回答者が反応に用いる２つのキ
である，もしくは否定的である）方が一致し ーに「良い」と「悪い」の意味が事前に与え
ていない場合よりも形容詞の判断が早くなる， られていることが回答者に説明される。また，
という原理に基づき， 2 種類の写真の後で肯 それぞれのキーには対応する色（たとえば青
定的・否定的な形容詞の判断が早くなる程度 と緑）がある。回答者は，説明された規則に
の差を効果量として算出し，潜在的態度の指 従って，呈示された刺激が「良い」のか「悪
標として用いる。
い」のかを判断し，対応するキーを押すこと
Nosek & Banaji (2001) に よ る GNAT
によって反応する。判断対象となる刺激には
評価対象となる単語・写真，評価対象となら
ないディストラクターの単語・写真，そして
http://faculty.washington.edu/agg/iat_mate
肯定的・否定的な意味を持つ形容詞が含まれ
rials.htm
(Go/No-Go Association Task)

2

2
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る。白い字で呈示される形容詞の分類は単語
の意味に従って行われるが，評価対象・ディ
ストラクターの単語は色分けがされており，
その色に従って事前に説明された対応するキ
ーを押す。このように，形容詞の場合と評価
対象・ディストラクターの場合で，呈示され
る単語の色が異なり，その色が白であるか，
それ以外であるかに応じて質の異なる判断課
題を行うのが EAST の特徴である。
ここで紹介した IAT 以外の３つの測定方法
は，評価対象の概念を対で用意する必要があ
る，という IAT 特有の制約を受けない点にお
いてより有利であると言える。一方， IAT の
利点としては，比較を行うことにより，得ら
れた指標が他の潜在的測定方法よりも効率が
良い，すなわち信頼性と妥当性が高いことが
挙げられる。Lane ら (2007)によれば，IAT を
用いた研究論文は 2007 年までに 200 本以上，
学会発表も数百件が報告されている。今まで
蓄積された IAT に関する知見の量は，ここで
紹介した他の３つの手法を含め，他のどの潜
在的な測定方法とも比較にならない程巨大で
あり，その心理統計学的性質も，多くの研究
者の精査を受け，比較的明らかとなっている

法論に不可欠であり，心理学の歴史において
重要な位置を占めてきた。心理学における測
定方法が持つべき望ましい性質には，信頼性
と妥当性の 2 種類がある (Anastasi & Urbina,
1997) 。
信頼性とは，測定値に含まれる誤差が小さ
いことである，と定義される。すなわち，何
度測定しても，真の値に近い値が得られる測
定方法は，高い信頼性を持つと考えられる。
自然科学における測定においても多くの場合
その誤差を 0%にすることは不可能であるが，
IAT も含めた心理テストでは，測定誤差は比
較にならないほど大きなものとなる。
Schmidt, Le, & Illies (2005) は，主要な誤差
の原因として，ランダム回答誤差 (random
response error) ， 一 時 的 誤 差 (transient
error) ，そして特定要因誤差 (specific factor
error) の 3 種類を挙げている。ランダム回答
誤差は，その時々の注意の向け方，集中して
いるかどうか，などに影響を受ける。まった
く同じ質問であっても，その時々によって回
答の仕方に変化が生じるためである。ランダ
ム回答誤差は，一つ一つの回答の瞬間に生じ
るばらつきであり，本質的に同じ質問を複数
回行い，それらの項目の得点を合計すること
(Lane et al, 2007; Nosek, Greenwald, &
Banaji, in press) 。次項では IAT の信頼性と
によってその影響を打ち消すことができる。
妥当性に関する知見を概観する。
自己報告法による質問紙尺度が複数の項目か
らなっているのは，このランダム回答誤差を
少なくするためである。これよりも長期的な
３ ． IAT の信頼性と
信頼性 と妥当性：
妥当性 ： IAT のような心
のような 心
誤差が一時的誤差であり，気分や情緒的状態
理 テストにとって
テスト にとって望
にとって 望 ましい性質
ましい 性質とは
性質 とは
による影響から生じるものである。これはテ
心理学において何かを測定するとき，多く ストを受けたときに回答したすべての質問に
の場合，本当に測りたいものは，直接，観察 対して影響を与える。特定要因誤差とは，特
することができない。それが知能であれ，性 定の質問項目に対して，特定の回答者が他の
格であれ，感情であれ，直接目で見ることは 質問項目とは異なった反応をすることによっ
できない。それらが，（生理学的な変化も含め て生じる誤差である。例えば，本来は一元的
た広い意味での）行動へと表れたとき，初め な『知能』を測定するはずのテストに含まれ
て測定可能となる。したがって，ものさしで る問題のうち，ある個人が非常に苦手なタイ
物の長さを測る場合とは異なり，心理学では， プの問題がある場合などがこの誤差に含まれ
あるテストが測る，と謳っているもの（たと る。
自然科学において測定器具の精度を高める
えば知能）と，そのテストの得点との間には，
多少なりとも差が生じることになる。科学で ことによってこの信頼性を高めるのと同様に，
あることを目指そうとする実験的な心理学者 心理学においても心という不確実なものを扱
にとって，データによって仮説を検証する， うという制約を理解した上で，できる限り上
すなわち実証に不可欠である測定は，その方 述したような誤差を減らす努力を行う必要が
-6-
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ある。開発されたテストの信頼性の指標とし
ては，内的一貫性と呼ばれるものと，再テス
ト法によるものの 2 種類がある。心理テスト
においては，ランダム回答誤差を減らすため，
また測定の対象となる能力や性質を適切に捉
えるために，複数の質問項目を用意する。こ
のとき，これらの項目に対する回答が，どれ
ほど一貫しているか，単一の能力・性質を反
映していると考えられるか，その程度が内的
一貫性である。あるテストの内的一貫性は，
ある集団をサンプルとしてテストを行い，そ
の結果から算出することができる。スプリッ
ト・ハーフ法と呼ばれる手法は，ひとつのテ
ストを２つに分割し，その両者がどれほど類
似しているかを相関係数として算出するもの
である。これは，ひとつのテストから人工的
に作り出された 2 つのテストがどれほど同等
であるか，を表すとも考えられ，同等性係数
(coefficients of equivalence) とも 呼ば れる
(Cronbach, 1943) 。複数の質問項目が存在す
る場合，テストを分割する方法は一つではな
い。理論的に可能なすべてのパターンの分割
を行い，それぞれにおいて相関係数を算出し，
その平均値をとると，クロンバックのα係数
と呼ばれる数値になる。この数値が高いほど，
テストに含まれる項目群が同一の概念を反映
していると考えられる。このクロンバックの
α係数には算出のための公式が存在し，計算
も容易であるため，心理学的研究において研
究結果を報告する際には，測定に用いたテス
トのクロンバックのα係数を報告することが
不可欠である。再テスト法は，ある個人のあ
る性質が一定の期間内で不変であるとするな
ら， 2 回同じテストを行ったとしても，得ら
れる結果は同じになるはずであるという前提
に基づいている。一定の時間を挟んで 2 回，
同じテストを行い，その２つの得点に対し，
相関係数を算出するのが再テスト法である。
この再テスト法による信頼性は，その測定方
法が時間を超えてどれほど安定しているかを
示しているとも考えられるため，安定性係数
(coefficient of stability) と も 呼 ば れ る
(Cronbach, 1947) 。クロンバックのα係数に
よって示される内的一貫性・同等性と再テス
ト法によって測られる安定性は，それぞれ 3
-7-

種類の誤差の源から異なった影響を受ける
(Schmidt, Le & Illies, 2003) 。内的一貫性は，
ある一回のテスト体験における回答の一貫性
であるため，一時的誤差の影響を受けないが，
ランダム回答誤差と特定要因誤差の影響を受
ける。特定の個人が特定の質問項目に対して
示す特異な反応は，複数回のテストを受けて
も変化しないため，安定性は特定要因誤差の
影響を受けないが，ランダム回答誤差と一時
的誤差の影響を受ける。
潜在的態度を測るための手法は， IAT 以外
にも多くが開発され，利用されているが，あ
まり高い信頼性が得られていない。 IAT はそ
の中で充分な信頼性を誇る手法として知られ
ている (Lane, et al., 2007) 。 Cunningham,
Preacher, & Banaji(2001) は， IAT を含めた
いくつもの潜在的測定方法の内的一貫性を比
較しており， IAT のクロンバックのα係数
が .78 であり，その他の潜在的測定方法より
も高く，一般に適切であると認められる値で
あ る こ と を 示 し て いる 。 ま た ， Hofmann,
Gawronski, Gschwender,
(2005) IAT

Le, & Schmitt

は を用いた研究結果のメタ分析を
行い， 50 の独立した研究における IAT の平
均的なクロンバックのα係数が .79 であった
と報告している。また，安定性に関しても，
Lane ら (2007) は， 20 の独立した研究におけ
る IAT の再テスト法による安定性係数を検討
した結果，そのメディアンが .50 であるとし
ている。 IAT が個人差の測定方法として充分
な信頼性を持っていることがわかる。Bosson,
Swann, & Pennebaker (2000) は自己に対す
る潜在的態度である潜在的自尊心を， IAT も
含めて 7 種類の潜在的測定方法を用いて測定
したが，これらのうち， IAT がもっとも高い
安定性 (.69)を持っていた。
心理テストが備えるべきもうひとつの性質，
妥当性とは，テストが測定するとされるもの
をテストが本当に測定しているかどうかであ
る。信頼性が「いつも同じ所に当たる」かど
うかを表すとすれば，妥当性とはきちんと「的
に当たる」かどうかを問題にするものである，
といえる。信頼性と妥当性は別の性質であり，
それぞれ独自に検討される必要がある。たと
えば，知能テストであれば，そのテストを受
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けた個人が必ず同じ値を示すことは，そのテ
ストの得点の高低が本当に『知能』の高低を
表していることを保証しないのである。知能
テストの得点が本当に知能の高低であると考
えることができるかを検討するのが，妥当性
を示すために必要な手続きである。『真の』知
能の高低が数値化された単一次元上の得点と
して存在すると仮定した場合，この真の得点
と測定結果との相関関係の強さが妥当性であ
る，と考えることができる。自然科学では検
討の対象とされないこの問題は，やはり心理
学が扱う事象のもつ抽象性による。テストの
信頼性は前述したような計算方法が確立され
ており，客観的な数値の算出が可能であるが，
妥当性に関してはそのような数値を算出する
ことができない。特に， IAT を含めた潜在的
測定方法は，回答者が内観することのできな
い，すなわち意識することのできない傾向や
性質を測定するため，この妥当性の検討が不
可欠であり，また困難である。顕在的な態度
を測定する質問紙尺度であれば，質問項目の
言い回しが対象に対する態度を測定するもの
として適切であるかが検討可能であり，明ら
かに測定の目的となる態度や性質を，尺度に
含まれる質問項目が測定していると考えられ
る場合には，その質問紙尺度は少なくとも表
面的妥当性 (face validity)を備えている，と表
現されることがある。潜在的測定方法におい
ては，回答結果を回答者が自ら意識すること
のできないため，そのような表面的妥当性の
検討が困難である。そのため，表面的妥当性
以外の妥当性を検討する必要が生じてくる。
ここでは，収束的妥当性，弁別的妥当性，基
準関連妥当性の３種類の妥当性を紹介し，
IAT を用いた研究が明らかにしてきた IAT の
妥当性について述べていく。
収束的妥当性とは，同じ概念を測定してい
ると思われる複数の測定方法間で測定結果の
類似度が高い，すなわち収束することを示す。
知能を測るテストであれば，同じように知能
を測る目的で開発され，現在使用されている
テストで測った結果とかけ離れた結果が出る
のは何かがおかしい証拠，ということになる。
Bosson ら (2000) は，潜在的自尊心を複数の
方法を用いて測定し，その結果， IAT も含め
-8-

たすべての潜在的測定方法による結果の類似
性が高くない，という結果を得ている。これ
は潜在的測定方法一般の妥当性に対する疑問
を投げかけた，と考えることができる。潜在
的測定方法間の結果の類似性については，他
にも幾つかの研究が行われているが，一貫し
ない研究結果が混在する状況にある
(Cunningham, Preacher & Banaji, 2001) 。
このように IAT と他の潜在的測定方法との間
の結果の類似性が一貫しない理由として，潜
在的測定方法の信頼性の低さが考えられる。
２つの変数の間に計算された相関係数は，そ
れぞれの変数の信頼性が低ければ，本来得ら
れるはずの値よりもその分小さくなる（減衰
する）ためである。もし，他の潜在的測定方
法の信頼性が著しく低ければ， IAT による測
定結果との間に得られる相関係数もその分小
さくなったものとなる。すなわち，妥当性が
過度に小さく見積もられてしまうことになる。
この問題に対する取り組みとして，
Cunningham ら (2001) は 2 週間の間隔をあ
けて複数の潜在的測定方法により人種に対す
る態度を測定し，構造方程式モデル (SEM)に
よる分析によって本来の相関関係の大きさを
推定することにより， .63 という相関係数を
得ている。これは妥当性を裏付ける証拠とし
て充分であり， Cunningham らは， IAT や
evaluative priming などの潜在的測定方法は
個人差の測定に用いるに充分な妥当性を備え
ている，と結論づけている。
収束的妥当性が同じものを測定した結果が
収束する，という原理に基づいているのに対
し，弁別的妥当性は，違うものを測定した場
合には異なる結果が得られることを指す。
IAT における弁別的妥当性に対して脅威とな
る の は ， 方 法 特 殊 性 分 散 (method-specific
variance) である。本来，個人差を測るはずの
測定方法において，手法そのものが測定値に
影響を及ぼすとき，方法特殊性分散が存在す
る。極端に方法特殊性分散が大きい場合には，
その手法によって測っているものが何である
かにかかわらず，ある個人は常に同じ得点を
とることになる。このような場合，その測定
方法の妥当性は非常に疑わしい。 Mierke &
Klauer (2003) は，IAT に対してまさにそのよ
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うな疑問を投げかけている。彼らの実験では，
IAT によって測られた花－虫に対する潜在的
態度が，本来まったく関係ないはずの図形に
対する潜在的態度との間に有意な相関関係が
見いだされている。この IAT の持つ方法特殊
性分散は，分類課題における反応速度の個人
差を反映しており， IAT が発表された際に標
準的であるとされた得点の計算方法
(Greenwald et al, 1998) を用いると避けられ
ない。だが，個人の反応速度のばらつきを得
点の単位として用いる，Greenwald ら (2003)
の提案する改善された計算方法を用いること
により，この方法特殊性分散を最小限にする
こ と が で き る こ と も ， Mierke & Klauer
(2003) によってあわせて報告されており，
IAT を用いる場合には，この改善された計算
方法を用いることは不可欠である。
基準関連妥当性 (criterion validity) を問題
とする場合には，そのテストの得点が，基準，
すなわち当然影響を与えるべき行動やその他
の性質を予測することができるかどうかを検
討する。能力テストや適性テストであれば，
追跡調査などを行ってテストの得点がその後
の学業・職業における成功を予測することを
検討することが必要となる。収束的妥当性で
は，同じ概念を測定する他の測定方法の結果
との整合性が問題となったが，基準関連妥当
性では，行動や集団のメンバーシップなどの
外的な基準との関連性を見いだすことが必要
となる。Lane ら (2007)は，IAT を用いた研究
をレビューし，回答者の人種や性別などが，
IAT の結果に影響を及ぼす結果が広く得られ
ていること，またその影響の性質も理論と一
致することを IAT が基準関連妥当性を持つ根
拠の一つとしている。行動との関連では，喫
煙行動や飲酒行動などを用いた研究でも明確
な基準関連妥当性が示されている他，差別行
動や判断，同性愛行動などにおいても， IAT
によって測定された潜在的態度と関連する行
動との間に有意な関係が見いだされている。
４ ． IAT を 用 いた研
いた 研 究 例 － 潜 在 的 自 尊 心
に 関連するものを
関連 するものを中心
するものを 中心に
中心 に
IAT

は，回答者が正直に感じていることを
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表明しないような，もしくは自分でも持って
いることを認めないような偏見や差別意識の
測定に有効であるとされ，そのような用途に
多く用いられてきた。 IAT のもう一つの大き
な応用分野に自尊心の研究がある。自尊心に
関する研究では，欧米を中心に理論の精緻化
が進められてきた。その背景には，自尊心を
重視する文化的価値観がある。従来は，自尊
心の測定には，質問紙尺度が多く用いられて
きたが，自尊心の表明には自分を良く見せた
い，という自己呈示動機が働くため，また文
化的価値観の影響も受けるため，自己報告に
頼る質問紙尺度法は，自尊心の測定方法とし
て充分ではないのではないか，という議論が
なされてきた。このような自己呈示動機の影
響を避けるために，自尊心を潜在的に測定す
る 試 み が 多 く 試 さ れ て き た (Greenwald &
Banaji, 1995) 。IAT による潜在的自尊心の測
定はその流れに位置する。
Greenwald & Farnham (2000) は， IAT に
よって自尊心を測定する試みを行っている。
評価対象のカテゴリーには「自分 VS 他者」
が用いられ，連合の対象となる概念対には「快
い VS 不快な」が用いられた。このテストで
は，「自分」と「快い」の連合が強いほど，潜
在的自尊心が高いと判断される。Yamaguchi,
Greenwald,

Banaji,

Murakami,

Chen,

Shiomura, Kobayashi, Cai,& Krendl (2007)

は，日本人，中国人，アメリカ人を対象に IAT
を用いて自尊心を測定し，質問紙尺度で測定
された顕在的自尊心と比較している。この研
究では，中国人やアメリカ人に比べ，日本人
の顕在的な自尊心が著しく低い，という先行
研究の結果を確認した一方で， IAT によって
測定された潜在的自尊心は，他の文化圏の
人々と同等に肯定的であることを発見してい
る。日本人の顕在的自尊心の低さについては，
文化規範などの側面から多くの研究がなされ
てきているが，自己呈示動機の影響を受けな
い測定方法を用いることにより，日本人の他
の民族と同じ水準の自尊心を所持しているこ
とが改めて確認された，という点が画期的で
ある。また， IAT によって測定された潜在的
自尊心は，自尊心が高低以外の側面とも関連
し て い る こ と を Morio, Yamaguchi,
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は報告している。 刺激として，単語を用いる場合には，言語の
この研究では，潜在的自尊心が高いほど，自 発達に大きな個人差がある年齢の児童を対象
己概念が安定していることが示されている。 としてテストを行った場合には，得られたテ
スト得点が個人の潜在的態度を反映している
のか，それとも言語能力の差が表れているに
５ ． IAT の 適応 年 齢 ： 児 童 を 対象 とした潜
とした 潜
すぎないのかが不明である。
在的態度の
在的態度 の 発達的検討の
発達的検討 の 可能性
Baron & Banaji (2006) は，これらの問題点
成人を対象として IAT を用いた実験では， を解決するため，標準的な手続きを児童用に
人種や性別について，我々が意識的に所有し 改変した Child IAT を考案している。 Child
ているとは必ずしも認めたがらないような偏 IAT では，課題の説明やブロックごとの説明
見を潜在的態度として所有していることが示 はすべて成人女性の実験者が口頭で行い，回
唆されている。そのような潜在的態度を我々 答者が理解したことの確認を行う。また，標
は自覚することはないが，概念間の強固な連 準的な IAT ではテスト中は実験者は部屋を離
合として我々の認知システムに確かに存在し れるが， Child IAT では実験中に近くに待機
ている。では，そのような概念間の連合は， し，質問や疑問，不意のトラブルに備える。
そもそもどのようにして形作られるのであろ また，言語能力の発達段階に差があることを
うか。既存の概念間の連合が存在しないよう 考慮し，分類対象となる刺激が単語である場
な新奇なカテゴリや刺激を用いて潜在的態度 合は，綴りを画面に表示するのではなく，コ
が形成されるメカニズムを検討した研究は， ンピュータが音声で読み上げる。また，キー
成人を対象として実験が可能であるが (c.f., 押しに使われるのは，キーボードではなく，
Centerbar & Clore, 2006; 尾崎 , 2006) ，すで
専用に用意された，手のひらで押すことので
に形成されている潜在的態度に対しては間接 きる直径 6.5ｃｍの大型のボタンスイッチで
的な証拠しかもたらさない。潜在的態度が形 ある。コンピュータ画面は，左右が違う色で
成される過程について， Rudman (2004) は， 塗り分けられており，用意された 2 つのボタ
発達過程における初期体験，情動的体験，文 ンスイッチと色が合うようになっている。回
化的影響，そして認知的斉合性の 4 点をその 答者は右に分類したい，と思った場合には画
可能性として挙げている。特にここでは発達 面右半分と同じ色をしたボタンスイッチを押
過程における初期体験がどのように潜在的態 すことによってキー押しを行う。 Baron &
度を形作るかを議論する。Rudman は，成人 Banaji は，6 歳，10 歳，そして大学生の白人
を対象にして幼児期の記憶が現在の潜在的態 アメリカ人を対象に，人種に対する潜在的態
度に与える影響や発達心理学における愛着の 度の測定を行い，発達が進むにつれ，潜在的
研究を概観し，幼児期における体験が成長し 態度がどのように変化するのかを検討してい
たのちの潜在的態度に大きな影響を与えると る。評価対象となる概念の対は「白人 VS 黒
考えられると論じている。このような仮説を 人」，連合する概念の対は「良い (good)VS 悪
実証的に検討していくためには，成人の記憶 い (bad)」であり，人種に属する刺激は白人ま
に頼るだけではなく，児童を直接研究の対象 たは黒人の顔写真，形容詞対に属する刺激は
として，潜在的態度の発達過程を検討してい そ れ ぞ れの 形容 詞 に関 連 し た単 語（ good,
く必要がある。ただし，児童を対象にして IAT nice, fun, happy と bad, mean, yucky, mad）
を実施するには，手続き上の問題が存在する。 であった。実験の結果，6 歳児，10 歳児，成
まず，通常， IAT における課題の説明や作業 人すべての集団において，すでに多くの研究
はパーソナル・コンピュータ上で行われる。 で報告されているのと同程度の白人に対して
だが，言語能力が充分に発達していない児童 肯定的な潜在的態度が見いだされた。また，
を対象に実施する場合，そのような標準的な 自己報告法による白人と黒人に対する顕在的
手続きでは，児童が手続きを理解するのに充 な好意度の比較も同時に行っている。この顕
分ではない可能性がある。また，分類対象の 在的態度の測定では， Child IAT において刺
Murakami & Ozaki (2007)
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激として用いられたものを全く同じ写真を 1
組，白人の児童のものと黒人の児童のものを
回答者に見せ，そのどちらが好ましいかを 2
者択一で選択させた。この選択法による測定
への回答では， 6 歳児では 84%が白人の児童
の写真を選んだが， 10 歳児では 64%，成人
では 46%へと減少している。この結果は，北
米の白人の子どもは， 3 歳の時点ですでに明
白な黒人に対する否定的な態度を身につけて
おり，12 歳でほぼ消失する，という既存の研
究結果と一貫している。顕在的な人種に対す
る偏見は，自己報告法によって測定した場合
には発達とともに消失するが，潜在的に形成
された概念間の連合として形成された，黒人
に対する否定的な潜在的態度は成人になって
も減少することがないことが， Child IAT に
よって示された，と考えられる。
Dunham, Baron, & Banaji (2006) は，やは
り 6 歳児，10 歳児，成人を対象として，顔写
真を用いた人種に関する潜在的態度の測定を，
同様の手続きを用いて行っている。この研究
では，アメリカ人の白人に加え，日本人が研
究に参加している。白人アメリカ人が回答者
の場合，「白人 VS 黒人」を評価対象として行
った IAT の結果は， Baron & Banaji (2006)
の結果と同様に 6 歳児から成年まで一貫して
一定の黒人に対する否定的なバイアスを示し
ていた。一方，「白人 VS 日本人」を評価対象
とした IAT では， 6 歳児と 10 歳児には有意
な黒人に対する否定的な潜在的態度が見られ
るものの，この差は成人には見られなかった。
日本人が回答した場合，「日本人 VS 白人」を
評価対象とした IAT では， 6 歳児と 10 歳児
は白人に対する否定的な潜在的態度を示した
が，成人にはこのような差は見られなかった。
「日本人 VS 黒人」を評価対象とした IAT で
は，黒人に対する否定的な態度は，年齢が上
の集団で，減少する傾向を見せたものの，す
べての年齢層で見られた。これらの結果は，
Baron & Banaji の追試としての役割に加え，
年少期に見られる人種に対応した潜在的な態
度の差が，北米の白人以外の母集団において
も見いだされたという意味で興味深い。

６ ． IAT による集団
による集団への
集団 への帰属意識
への 帰属意識の
帰属意識 の 測定の
測定 の
可能性：
可能性 ： 妥当な
妥当 な IAT の 設計のために
設計 のために

最後に， IAT によって集団への帰属意識を
測定することができるかどうか，またそのよ
うなテストを開発するとすれば，どのような
点に注意を払う必要があるか，その可能性に
ついて論じてみたい。まず， IAT による測定
のもっとも基礎となるのは， IAT は概念間の
連合の強さを対比で測定する，という点であ
り，テストの設計に際しても，これを考慮し
なくてはならない。個人の集団への帰属意識
の潜在的な強度を測定する場合には，対象と
なる集団を，カテゴリーとして考え，その対
となる概念を用意しなくてはならない。一般
に，「男性」に対しては「女性」，「白人」に対
しては「黒人」といったように，自然に対比
される概念が存在する場合にはそれを用いる
のが望ましい。ただし，そのような対照とな
る集団が存在しない場合，恣意的に他の集団
を対比させる対象として選ぶか，もしくは無
機的な中立的概念（「家具」や「植物」など）
を用いることになる。概念の対に用いるカテ
ゴリーは， IAT の得点に大きな影響を与える
ため（ Karpinski, 2004, Pinter & Greenwald,
2005) ，その選択には充分な注意を払う必要
がある。次に，評価対象の概念の対と連合す
ると想定されるもう一組の概念の対を準備し
なくてはならない。様々な社会的対象への潜
在的態度の測定では，「快い VS 不快な」が用
いられたり，「良い (good)VS 悪い (bad)」が用
いられることが多い。測定の目的に応じて，
これら以外の形容詞対を用いることも考えら
れるだろう。概念の対が 2 組用意することが
できたら，次にそれぞれの概念に属する刺激
を用意することができる。Nosek, Greenwald,
& Banaji (2005) は，さまざまな条件を用意し，
それらの条件で得られた IAT の得点を系統的
に比較した結果，それぞれの概念に所属する
刺激は最低限２つ必要であり， IAT の妥当性
を高めるためにはより多くの刺激を用いるこ
とが望ましいと報告している。
このようにして作成されたテストの解釈と
応用については，現段階では充分な注意が必
要である。 IAT によって測定された潜在的な
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観念間の連合の強度は，個人が意識すること
のできないものであり，自動的に働くもので
ある。どのような偏見ないし歪んだ連合を個
人が持っていても，それはその個人が『考え
ている』ことや，『感じている』ことへと直接
は結びつかない。多くの研究が IAT によって
測られた潜在的態度と，意識的に回答するこ
とによって得られる顕在的な態度の間の不一
致について実証的な報告を行っていることか
ら も ， そ れ は 明 ら か で あ る 。 Nosek,
Greenwald, & Banaji (in press) は，IAT を何
らかの臨床的な診断に用いたり，重要で個人
的な結論を下すための直接の手段，たとえば
入社試験などに用いるのは時期尚早であろう，
と述べている。そのような目的に用いられる
ためには，設計されたテストの信頼性と妥当
性，特に基準関連妥当性について，より精査
が行われる必要があるであろう。
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