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 近年の潜在的な特性や態度を測定する方法 
→潜在連合テスト (Implicit Association Test; Greenwald, 

McGhee, & Schwartz, 1998; IAT) が注目されている 
 
 IATは信頼性・安定性に優れ，個人差の測定に適する 

(潮村, 2008) 
 



 PC画面上に現れる単語の分類課題を通して， 
 ある概念を潜在的 (間接的) に測定 
 
 IATで潜在的シャイネスを測定する際の一般的な手続き 
  ①カテゴリー ： “自己―他者” 
  ②属性  ： “シャイな―社交的な” 
 
関連する刺激語 (e.g., 自分，友人，内気な，遠慮のない) を 
対応するキー押しでグループ分け 



 課題の途中で，カテゴリー次元と属性次元を組み合わせた
試行を2種類行う (下図○部分) 

⇒反応時間が短い組み合わせの方が，対をなすカテゴリー
と属性の連合が強いと考える 
 

Block3, 4のRT＜Block6, 7
の反応時間の場合 
⇒相対的に潜在的シャイネス
が高いと される 

Figure1. IATの構造 



 IATで特性や態度を測定し従属変数との関連を検討 
 自己報告の特性や態度とは異なる対象を予測すると
いう研究が主だった 

(e.g., Asendorpf, Banse, & Mücke, 2002)  
 

 近年は顕在的・潜在的な特性の不一致を扱う研究も
増加 (e.g., 原島・小口, 2007; Jordan, Spencer, Zanna, 
Hoshino- Browne, & Correll., 2003; 澤海・藤井・相川, 2012) 
 



自尊心 (Self-esteem ;SE) を対象に検討 
顕在的SE： “意識的な報告や回答から得られるSE” 
潜在的SE： “無自覚な回答から得られるSE”    と定義 

 
 潜在的・顕在的SEの不一致 
⇒内集団ひいきなどの防衛的行動と関連すると主張 
 
 高顕在SEの保持者に2つのタイプを仮定 
①確信的な自己のポジティブな見方をもつsecure SE 
②脅威に対し脆弱なポジティブさをもつdefensive SE 

上記の2つの存在を指摘 



 不一致を解消をめざし，防衛的反応が生じるという 
 

 Jordan et al. (2003)，原島・小口 (2007)  
⇒自己愛や内集団ひいきを従属変数とし，顕在的・ 
 潜在的SEの不一致について検討 
⇒顕在的SEが高く，潜在的SEが低い者は… 
・自己愛が高い (Jordan et al., 2003) 
・より内集団ひいきを行っていた (原島・小口, 2007) 



 Briñol et al. (2006) 
◦潜在的シャイネスと顕在的シャイネスが乖離している 
  ほど，認知的不協和を減らそうとする傾向 
◦認知的不協和: 自身の中で矛盾する認知を抱えた状態 

 
 では，潜在的シャイネスと顕在的シャイネスの乖離は 
   他にどのような影響をもたらすのか？ 



 顕在的・潜在的シャイネスの不一致について検討 
→顕在的・潜在的不一致群は，一致群より「自己主張
性」が低かった 
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 どのような場合に観察されるのだろうか？ 
 また，不一致は望ましいのか，不適応的なのか？ 

 
 本研究では… 
→シャイネスと一定の関連が予想される変数を対象に，

顕在的・潜在的シャイネスの不一致の影響がみられ
るか否かを検討 

→ (攻撃性，孤独感，セルフ・モニタリング)  
 



参加者 成人男女40名 
(男性15名，女性25名。平均年齢23.95歳，SD =3.36) 

 

材料 
 
 
 
 

IAT以外は全て5件法 (1: あてはまらない―5: あてはまる)  
 

手続き 実験はすべてPCを用いて実施した 
  →顕在的測度とIATを実施する際，順序は相殺した 

尺度 項目数 下位尺度 出典 

シャイネスIAT ― ― 相川・藤井 (2011) 

Trait Shyness Scale (TSS) 16 1 相川 (1991) 

攻撃性 24 4 安藤他 (1999) 

孤独感 20 1 諸井 (1992) 

セルフ・モニタリング 13 2 石原・水野 (1992) 



尺度の得点化 
顕在的測度: 合算平均得点 
IAT: D 得点 (Greenwald et al., 2003)    
⇒TSS・シャイネスIATについて，それぞれ中央値 (順に

3.19, -0.178) を基準に高・低群に分割 
 

二要因分散分析  
従属変数: 各下位尺度得点 
独立変数: 顕在的・潜在的シャイネスの高低 
⇒独立変数の交互作用は，「言語的攻撃」のみで検出 

(F (1, 36)=12.21,η2=.25, p<.01) 
 

を算出 



潜在的シャイネス: IAT 高群 (N =20)   低群 (N =20) 
分散分析 

顕在的シャイネス: TSS 高群 
 (N =10) 

低群 
 (N =10) 

高群 
 (N =9) 

低群 
 (N =11)  

身体的攻撃 (α =.83) 2.17 (.79)   2.12 (1.00)    3.02 (.50)    2.24 (.86)  IAT† 

短気 (α =.77) 2.98 (.79) 2.62 ( 1.13) 2.84 (.87) 2.64 (.70) ns. 

敵意 (α =.72) 3.17 (.70) 3.13 (.73) 3.46 (.36) 3.00 (.64) ns. 

言語的攻撃 (α =.70) 2.86 (.65) 2.64 (.62) 2.38 (.45) 3.47 (.60) TSS*, 
TSS×IAT** 

孤独感 (α =.86) 2.27 (.58) 1.87 (.31) 2.32 (.29) 1.97 (.47) TSS* 

他者の表出行動への 
感受性 (α =.86) 3.20 (1.09) 3.70 (.45) 3.33 (.88) 3.03 (.69) ns. 

自己呈示の 
修正能力 (α =.83) 3.04 (.96)   3.46 (.66)   2.86 (.76)   3.08 (.61) ns. 

†p <.10, *p <.05, **p <.01 
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 言語的攻撃のみ，独立変数間の交互作用が有意 
→顕在的シャイネス低群において，潜在的シャイネス高群
は，潜在的シャイネス低群より言語的攻撃が低かった 
 

 両者の不一致はネガティブ感情をもたらしうる (Briñol et 
al., 2006)  

顕在・潜在
シャイネス

の不一致 

ネガティブ

感情の生起 
自信の無

さが生じる 

言語的攻
撃が低め

られた？ 



 サンプル数の少なさ (1群10名程度) 
 交互作用が有意でなかった変数も多い 
→また，今回の解釈では，他の攻撃性尺度で交互作用
がみられなかったことを説明できない 
 

∴サンプル数の増加，解釈可能性も含めて，更なる検
討が必要 
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 カテゴリー： シャイな vs. 社交的な 
 予測的妥当性は相川・藤井（2011），再検査信頼性と基準関
連妥当性はFujii, Sawaumi, & Aikawa（2013）で確認済 

自己   他者   シャイな   社交的な 

自分   友人   内気な   自信のある 

自身 知人 控えめな 進んでする 

私 他人 無口な 大胆な 

我々 知り合い ためらいがちの 遠慮のない 

おのれ   ともだち   遠慮がちな   打ち解けた 
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