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概要： 本研究は，接近-回避に関する命題が参加者自身によって生成された場合に，刺激の評価が変容するのかを確かめることを目

的とした。2種類の単純図形を刺激とし，無意味な接近-回避トレーニングを実施した後，その課題においてどちらの図形が接近動作

（あるいは回避動作）の割合が多かったかを回答させた。その回答を刺激と接近-回避の命題とし，命題生成効果の有無を確かめるた

めの評価測定課題を実施した。分析の結果，潜在的評価と顕在的評価の両方に，命題生成効果は見られなかった。また，潜在的評価

の測定手法である，潜在連合テスト（IAT）と評価プライミングタスクを比較すると，評価プライミングタスクでのみ，期待される

効果が有意傾向であった。これらの結果から，命題による態度変容において，命題の文脈的重要性（命題生成の目的や記憶の必要性）

や，命題の真偽性の有無，評価の測定手法などが，命題生成効果に影響を及ぼすことが示唆された。 
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1. 序論と目的 

 「◯◯を接近／回避する」という接近-回避（Approach-Avoidance: 

AA）命題は，特に刺激-AAの随伴性意識（AA命題を顕在的に意識

している状態）が発生した場合に，刺激に対する態度を変容させる

（e.g. Van Dessel, De Houwer, & Gast, 2016; Van Dessel, De Houwer, Gast, 

& Smith, 2015）。また，AA命題や刺激の性質が，AA命題効果に影

響を及ぼすことも明らかになっている（e.g. Van Dessel, De Houwer, 

& Smith, 2018）。これらの研究では，AA命題を付与する手法として，

実験実施者による教示が用いられた。しかし，態度変容において，

主体が自発的に変容の要因を生み出すことは，他者の指示による発

生と同様に，現実社会においては重要な営みである。したがって，

本研究は，AA 命題が参加者自身によって生成された場合に，刺激

の評価が変容するのかを確かめることを目的とした。 

2. 実験 1 

2.1. 方法 

 実験のおおまかな流れと使用する図形の確認が行われた後，図 1

に示す通り，無意味 AA トレーニング・命題自己生成・図形 IAT

（Implicit Association Test: Greenwald, Nosek, & Banaji, 2003）・顕在的

評価・命題記憶確認の順番で行われた。刺激は，大きさの異なる正

四角形 4 つ（呼び方は「四角形」で統一）と，大きさの異なるひし

形 4 つ（正四角形を 45 度回転させた形状）の，計 8 つの図形が使

用された。四角形接近群（四角形が接近で，ひし形が回避と回答）

とひし形接近群（ひし形が接近で，四角形が回避と回答）の両方が

20 人に達した時点で，実験は終了となった。 

 

図 1. 実験 1 の手順。 

 無意味 AAトレーニング マネキン AA課題が用いられた。参加

者は，画面の中央に呈示される図形の色に応じて，画面上のマネキ

ンを図形に接近／回避させるように指示された。課題が始まると，

画面の上部か下部のどちらかに，ランダムにマネキンが呈示された。

その後，画面の中央に，赤色か緑色の図形が呈示された。正しいキ

ーを入力した場合は，マネキンが操作した方向に実際に動いた。参

加者は，8 回の練習試行の後，64 試行のブロックを 2 ブロック行っ

た。重要なことに，合計 136 試行の内，マネキンが四角形に近づく

試行，四角形から離れる試行，ひし形に近づく試行，ひし形から離

れる試行は，それぞれ 34 回ずつであった。 

 命題自己生成 この課題では，すべての参加者に共通して，画面

上の説明文に基づいた教示が行われた。まず参加者は，無意味 AA

トレーニングにおいて，マネキンが図形に近づく（あるいは図形か

ら離れる）動作が，それぞれの図形で偏っていたことを説明された

（一方の図形が 7 割接近で 3 割回避，もう一方の図形が 7 割回避で

3 割接近）。その後，課題をよく思い出し，どちらの図形が接近（あ

るいは回避）に偏っていたかを回答するように要求された。回答確

定後，参加者は自身の回答を再認した。 

 図形 IAT 図形 IAT は，7 つのブロックから構成される，一般的

な IAT の手法と同様であった（Greenwald et al., 2003）。評価的概念

には，「快い／不快」のカテゴリーが用いられ，計 10 種類の単語（快

い単語：良い・美しい・好き・きれいな・素晴らしい，不快な単語：

悪い・醜い・嫌い・汚い・ひどい）が使用された。 

 顕在的評価 四角形とひし形に対して，それぞれ 2 つの質問が行

われた（「どのくらい好きですか」，「どのくらい快い／不快ですか」）。

回答はそれぞれ「1. 全く好きではない」〜「9. 非常に好きである」，

「1. 非常に不快」〜「9. 非常に快い」，の 9 件法で行われた。4 つ

の質問の順番は，参加者毎にランダムであった。 

 命題記憶確認 参加者は，命題生成時と同様の操作で，命題自己

生成で行った回答を再現するように要求された。 



2.2. 結果 

 命題記憶確認で自身の回答を再現できなかった参加者 4人を除外

し，計 47 人（四角形接近群 29 人，ひし形接近群 18 人）のデータを

対象に分析を行った。 

 まず，IAT における潜在的態度の指標である D スコア（数値が大

きいほど四角形への選好が強く見られることを示す）を算出し，四

角形接近群とひし形接近群の 2 群に対して，対応のない t 検定を実

施したところ，有意差は見られなかった（t(45) = 0.52, p = .61, r = .08）。 

 続いて，図形に対する 2 つの質問の平均値を，それぞれの図形の

顕在的評価値とし，図形の種類（接近図形，回避図形）と，AA命題

（四角形接近群，ひし形接近群）の 2 要因混合分散分析を行ったと

ころ，図形の種類の主効果は有意ではなく（F(1, 45) = 0.15, p = .70, 

𝜂𝑝
2 = .00），その他の効果も有意ではなかった。 

3. 実験 2 

3.1. 方法 

 IATで形成される刺激-評価の連合がAA命題効果に影響を与えた

可能性を排除するため，潜在的評価の測定手法が評価プライミング

タスクに変更された。手順や刺激は，実験 1 と同じであった。 

 評価プライミングタスク 評価プライミングタスクでは，画面上

の単語を，快い単語と不快な単語に，できるだけ速くミスせずに分

類することが求められた。使用単語は，実験 1 の図形 IAT で用いら

れたものと同じであった。図形が 200 ms呈示され，50 msのブラン

クの後に単語が呈示された。合計 128 試行が行われた。 

3.2. 結果 

 命題記憶確認で自身の回答を再現できなかった参加者 2人を除外

し，計 52 人（四角形接近群 32 人，ひし形接近群 20 人）のデータを

対象に分析を行った。 

 評価プライミングタスクにおける潜在的評価の測定には，（a）エ

ラー試行パーセンテージ，（b）反応時間，の 2 つの尺度を用いた。

エラー試行パーセンテージについて，試行の種類（一致試行，不一

致試行）と，AA 命題（四角形接近群，ひし形接近群）の 2 要因混

合分散分析を行ったところ，試行の種類の主効果は有意ではなく

（F(1, 50) = 3.14, p = .083, 𝜂𝑝
2 = .05），その他の効果も有意ではなか

った（図 2）。反応時間についても同様の分析を行ったところ，試行

の種類の主効果は有意ではなく（F(1, 50) = 3.14, p = .082, 𝜂𝑝
2 = .06），

その他の効果も有意ではなかった（図 2）。 

 

図 2. 一致試行と不一致試行の比較（エラーバーは標準誤差）。 

 図形の顕在的評価値に対して，実験 1 と同様の分析を行ったとこ

ろ，図形の種類の主効果は有意ではなく（F(1, 50) = 0.73, p = .40, 𝜂𝑝
2 

= .01），その他の効果も有意ではなかった。 

4. 考察 

 実験の結果，潜在的評価と顕在的評価の両方に，AA 命題効果は

生じなかった。その原因として第 1 に指摘されるのは，参加者自身

が命題生成した場合は，教示による命題付与と比較して，随伴性意

識が形成されにくい可能性である。しかし，命題の発生には，刺激

や命題の性質など様々な要素が関わっており，それらが AA命題効

果に影響を及すことが明らかになっている（e.g. Van Dessel et al., 

2018）。したがって，第 2 の指摘として，本実験における手法が，随

伴性意識の形成に適していなかった可能性が挙げられる。本実験で

は，AA 命題生成後に刺激-AA の随伴性意識の保持を求められなか

った。また，AA 命題を生成する目的について，説明がなされなか

った。先行研究では，評価課題中に AA命題を記憶しておくように

指示がなされ，さらに AA命題は AA動作課題の教示として与えら

れた（e.g. Van Dessel et al., 2018）。したがって本実験では，AA命題

の重要性が低く認識されたことが原因で，潜在的評価に対する AA

命題効果が生じなかったことが考えられる。また本実験では，二肢

択一形式の問いによって AA命題が生成され，回答の正誤のフィー

ドバックは行われなかった。よって，AA 命題が真と受け入れられ

ず，刺激-評価の命題を検討する段階まで到達しなかったため，顕在

的評価が変容しなかった，という可能性が示唆される。 

 続いて，実験 1 と実験 2 の比較を行う。実験 2 における潜在的評

価の結果でのみ，2 つの評価尺度で共に，期待される効果が有意傾

向であった。このことから，IAT より評価プライミングタスクの方

が，AA命題効果を検出しやすいことが示唆される。これは，IAT の

ブロック 3・4・6・7 で刺激-評価の連合が形成され，その連合が刺

激-AA の随伴性意識を弱化させたことが原因であると考えられる。 

 今後は，参加者が「好きな刺激-接近／嫌いな刺激-回避」の命題を

生成する可能性を，より考慮する必要がある。また，AA 命題の重

要性や真偽性，測定手法などの検討に加えて，命題生成の能動性を

さらに追求することも重要である。 
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