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１．はじめに	 

	 3000ｍ級の山々に囲まれた山岳県である長野県は，多くの中学校で学校登山を行ってい

る。2010年度の長野県山岳総合センターの報告書(2011)によれば，2010年度には長野県内

の中学校 198校中 178校で学校登山を計画していた。しかし，同報告書によれば，178校

の該当学年の生徒 18,802人の内 4.5％にあたる 837人の生徒が，計画段階から不参加を予

定していた。これは，１クラスを 30人学級とした時，クラスで１人強の生徒が最初から不

参加を予定していたことになる。更に，参加を予定していたが，当日急に参加できなくな

ったり，予定していた行動ができなくなったりした生徒は 396人いた。報告書には，隔年

実施の中学校と，予定していたが天候等の理由で中止となった中学校も含んでいるので，

実際に何校が学校登山を実施し，何人が山頂に立ったのかは不明であるが，それでも,学校

登山を行った中学校において多くの生徒が山頂に立つ「成功体験」をしていると考えるこ

とができる。	 

中学校における学校登山には，他の学校活動にない特徴がある。それは，ほとんどの生

徒にとって，いわゆる「困難な課題を周囲の友達と一緒に成し遂げる」という初めての体

験となることである。また，登山は山頂に到達するという明確な目標があるために，成功

失敗の基準が明確であるという特徴がある。さらには，対戦型のスポーツと違って勝者と

敗者が相対的に決まるのではなく，自分自身の頑張りによって誰でも「勝者」になれる絶

対評価的なものである。このように学校登山は，ほとんどの子どもたちにとって成功体験

も失敗体験も経験していない活動において，明確に自覚できる絶対的基準によって，初め

ての成功を体験する貴重な活動なのである。	 

しかし，同時に学校登山には問題点もある。集団登山が“登山嫌い”を作ってしまって

いる可能性があるからである。長野県総合山岳センターで 2000年度に実施した「小中学生

のアウトドア活動実態調査」の報告書(2001)の中で，登山に関する項目として“登山の感

想”についてまとめている。小学校５年生では「また登りたい」という児童が半数以上を

占め（56％），「二度と登りたくない」という児童は少ない（８％）。しかし，集団登山を行

った中学２年生では「また登りたい」（19％）という生徒よりも，「二度と登りたくない」
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（29％）という生徒が上回るという結果が出ている。同調査では「登山を経験したきっか

け」として，82％以上の生徒が学校登山をあげていることから，このことは中学校におい

て集団登山を行うことで“登山嫌い”を作ってしまっている可能性があることを示唆して

いる。	 

この問題は全国的にはどう捉えられているのだろうか。中学生の学校登山についての学

術研究を，国立情報学研究所の論文情報ナビゲータ(CiNii)を利用して，「登山」と「中学」

をキーワードに検索をおこなった(2012年 9月 24日)ところ，4本の論文がヒットしたのみ

である。その中で，「中学生」を研究対象とした論文は，花岡ら (2008)の論文だけであっ

た。花岡らは，集団登山中に全体の１割以上の生徒に何らかの疾病が発生することを報告

し，体力的・精神的に未成熟な中学生において，2,500mを超える高地への登山は想像以上

に試練となっている可能性について警鐘を鳴らしている。 

このように，長野県内で 90％もの中学校で実施されている学校登山であるが，問題点を

指摘されながらも，学術的な研究はほとんど行われていない状況である。学校登山などの

特別活動の実施後には，多くの学校で生徒たちにアンケート調査などによる成果の検討・

反省がなされているはずであるが，単なるアンケート調査だけでは，長野県総合山岳セン

ター報告書などで明らかにされていること以外の新たな発見は期待できないのであろう。

アンケート調査は簡便に実施できることから，広く活用されているが，簡便であるがゆえ

に実施方法がおざなりになったり，マンネリ化してしまったりして，得られる知見も予想

できる範囲に留まってしまうことが多いのが現実である。アンケート調査の限界は，心理

学者には古くから知られている。アンケートのような自己報告型の調査では，回答者が利

害関係や上下関係を考え正直には回答しないことや，社会通念上望ましいと思われる回答

をしがちであるからである(Fisher，1993)。さらには，回答者自身が意識できないようなこ

とはアンケート調査では調べようがないという本質的な問題点もある(Greenwald & 

Banaji,1995)。	 

そこで，Greenwald, McGhee, & Schwartz (1998)は，顕在意識に依存するアンケート調査の

問題点を解消するために，潜在意識の測定が可能な新しい調査手法「潜在連想テスト

(Implicit Association Test: IAT)」を考案した。IATでは，個々の質問項目に意識的に回答さ

せる代わりに，提示された単語が肯定的であるか否定的であるかを判定させる「評価課題」

と，測定しようとする潜在意識に関わる刺激（写真や単語）の「分類課題」を同時に行な

わせる。「評価課題」も「分類課題」もできるだけ速く行なうことが求められるため，意識

的に回答を操作することができない。その結果，「分類課題」における反応時間のわずかな

差を計測することで，特定の対象に対する潜在意識があぶりだされるという。IATは，そ

の信頼性・妥当性が厳密に検証され，社会心理学の有力な専門誌に掲載されたこともあっ

て，その後，社会心理学の領域で爆発的に活用されるようになった。（IATの登場からその

後の活用状況のレビューはNosek, Greenwald, & Banaji, 2007に詳しい。） 

ただし，IATを学校教育現場で活用することは難しい。IATはパソコンを使って一人ず
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つ計測しなければならないからである。そこで，Mori, Uchida, & Imada (2008)は，IATを簡

便に実施できるよう，パソコンを使わずに紙と鉛筆だけで実施できるよう改良した「集団

式潜在連想テストFUMIE Test」を開発した。FUMIE TestはA3版の用紙に「成功」「勝利」

のような肯定的な単語と「失敗」「敗北」のような否定的な単語，さらに，潜在連想を調べ

たいターゲット語をランダムな順序で印刷したものを回答者に配布し，ターゲット語を肯

定する「肯定課題（ターゲット語に◯）」と否定する「否定課題（ターゲット語に×）」を

交互に数回繰り返して一定時間（20-30秒間）ずつ行なわせる。一定時間内の作業量から

反応時間を測定するという方式により，集団での一斉実施が可能となる。FUMIE Testは

IATと同じ原理に基づいたもので，信頼性と妥当性が厳密な検証実験で確認されている

(Mori et al., 2008)。FUMIE Testは筆記具だけあれば実施でき，しかもクラス単位で一斉に

実施することができるため，学校教育現場でも簡単に利用できるのが特長である。実施に

かかる時間も 5分程度であるため，従来のアンケート調査と併用することも可能である。 

本研究では，この「集団式潜在連想テスト(FUMIE Test)」を用いて，潜在意識の変化と

いう新たな視点から学校登山の有効性を再検討することを目的とする。	 

	 

２．方法	 

2.1	 調査対象者	 	 

長野県Ｃ市立Ｔ中学校２年生４クラス 115名を調査対象とした。登山後の調査に欠席し

た男子 1名を除き，114名（男子 62名，女子 52名）のデータについて分析した。	 

2.2	 協力中学校に対する説明	 	 

研究協力中学校に研究の趣旨説明を行い，許可を得た後で，２学年職員に研究の目的，

方法について説明を行った。生徒に対しては，あらかじめテストについて説明を行い，同

意が得られた者だけにテストを実施するという「インフォームド＝コンセント」の手続き

をとった。本研究では回答者の「本音」を探ることができるテストを用いたため，無記名

とし，集計・分析においても個人が特定できないよう配慮した。結果的にすべての生徒が

測定に参加することとなった。	 

2.3	 手順	 

	 2004年７月に乗鞍岳(3026ｍ)登山を実施した。登山の直前，および１ヶ月後に調査を質

問紙形式による登山経験の有無・集団式潜在連想テスト(FUMIE Test)	 ・記述式アンケート

による登山に対する顕在意識調査を実施した。クラスごとにホームルームの時間を活用し

てクラス担任が，生徒たちに教示をした上で測定を実施した。	 

2.4	 登山経験の確認	 

	 記述式のアンケート調査の中に，「今までに 3000ｍ以上の山に登山したことがあります

か？」との質問に，「ある」「ない」で回答させ本格的な登山の経験について確認した。事

前調査で「ある」と回答した登山経験のある５名の生徒（男子４名，女子１名）は，既に

登山における成功体験をしているととらえ，分析から外した。同じ質問に「ない」と回答
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した 109名（男子 58名，女子 51名）を登山経験のない生徒であると考えた。また，登山

実施後に，同じ質問に対して「ない」と回答した６名（男子２名，女子４名）を登山にお

いて成功体験をしなかったととらえ，分析から外した。「ある」と回答した生徒 103名（男

子 57名，女子 46名）を登山における初めての成功体験をした生徒であると解釈し，分析

対象とした。 

2.5	 FUMIE	 Test	 	 

登山についての潜在意識を探るために，「登山」をターゲット語としてFUMIE Test を実

施した。「登山」に○を付ける登山肯定課題，「登山」に×を付ける登山否定課題をそれぞ

れ 30秒ずつ２回行った。	 

FUMIE Testにおける被験者一人ひとりの課題の遂行数が異なるので，以下の式に従って，

潜在連想比率(Implicit Association Quotient ; IAQ)を被験者ごとに求めた。 

IAQ = (肯定課題遂行数－否定課題遂行数)／(肯定課題遂行数＋否定課題遂行数) 

IAQの平均値と標準偏差を求め，95％の信頼区間を採用し，平均値±標準偏差×1.96から

外れたデータは分析から外した。	 

2.6	 記述式アンケートによる登山に対する顕在意識調査	 

	 登山に対する顕在意識調査として，登山好感度を調査した。登山後に「登山は好きです

か？」の調査項目を加え，「とてもそう思う」「そう思う」「どちらともいえない」「そう思

わない」「まったくそう思わない」５件法で回答させた。「とてもそう思う」を２点，「まっ

たくそう思わない」を－２点とし，登山好感度とした。	 

これらのアンケートでは，調査意図を隠すため，体力についての自信を尋ねるダミー項

目を設ける工夫をした。	 

	 

３．結果	 

3.1	 登山に対する潜在意識	 

	 FUMIE Testによる「登山」に対する潜在連想比率(Implicit Association Quotient ; IAQ)を求

め，95％の信頼区間を採用し，登山前の IAQで３名（男子２名，女子 1名），登山後の IAQ

で２名（男子２名）のデータを分析から外し，被験者 98名（男子 53名，女子 45名）の

IAQについて，２(性別；男子・女子)×２(実施時期；登山前・登山後)の分散分析を実施し

た。 

全体的に，登山前(.046)も登山後(.033)も IAQは正の値となり，登山に対して肯定的であ

ることが分かった。男子と女子では登山に対する潜在意識に違いがみられることが明らか

となった。男子の IAQは，登山前 .066，登山後 .060であり，女子の IAQは，登山前 .035，

登山後 .022であった。性別の単純主効果は有意であった(F(1,96) = 13.14, p < .001)が，実施時

期における単純主効果も，交互作用も有意ではなかった(F(1,96) = 1.58, F(1,96) =.22, n.s.)。 

3.2	 登山に対する顕在意識	 

	 潜在意識の分析を行った 98名（男子 53名，女子 45名）について，登山好感度の分析を
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行った。登山好感度は，-.11となり，負の値を示した。これは「登山は好きですか？」と

いう質問に対して，生徒たち全体としては否定的な回答の方に偏りがあったということで

ある。つまり，登山における初めての成功体験後であるにもかかわらず，「登山は嫌いであ

る」という回答の方が多かったのである。男女別にみるとその傾向は女子に強いことが分

かった。男子の登山好感度(0.02)はかろうじて中立点(0.00)を上回ったが，女子の登山好感

度(-.27)は中立点を大きく下回った。分散分析の結果，性別における単純主効果は有意傾向

であった(F(1,96) = 3.68, p < .10)。	 

3.3	 潜在意識のレベルによる群分けとその後の潜在意識の変化	 

	 以上の結果から，中学生は初めての登山における成功体験後，潜在意識では肯定的に捉

えているものの，記述式のアンケート調査では「あまり好きではない」と回答しているこ

と，そして，その傾向は女子に強いことが明らかになった。そこで，潜在意識のレベルに

よって群分けを行い，さらなる分析を行なった。	 

FUMIE Testの誤差を考慮すると，IAQが -.01 < IAQ < .01の範囲にあるときは肯定否定

の判定が難しいと考え，この範囲に入った６名（男子２名，女子４名）のデータを除外す

ることとした。その結果，92名（男子 51名，女子 41名）を平均値(.046)と標準偏差(.079)

に基づいて３群に分けた。 

	 	 	 	 	 否定群；IAQ ≦ -.01 

	 	 	 	 	 低肯定群； .01 ≦ IAQ ≦ 平均値＋標準偏差×1.0 

	 	 	 	 	 高肯定群；平均値＋標準偏差×1.0 ＜ IAQ ≦ 平均値＋標準偏差×1.96 

群分けの結果，否定群 17名（男子６名，女子 11名），低肯定群 59名（男子 35名，女子

24名），高肯定群 16名（男子 10名，女子６名）となった。男女別の各群の IAQの変化は

図１，図２のようになった。男子では，登山後の各群とも潜在意識が肯定的であるのに対

して，女子では，低肯定群の生徒が登山後に潜在意識を大きく後退させていることが見て

取れる。先にも示したように，２(性別；男子・女子)×２(実施時期；登山前・登山後)の分

散分析において性別の単純主効果が有意であったので，以後の分析は男女別に行なうこと

とした。 

3.4	 男子生徒の潜在意識の変化	 	 

男子では，否定群の登山に対する IAQが負の値から正の値に上昇した。潜在意識におい

て登山を否定的に捉えていた男子生徒は登頂成功後に登山に対する潜在意識を肯定的に変

えたことがわかる。一方，登山前に IAQが正の値であった肯定群の生徒は登山後も正の値

のままであった。ただし，高肯定群では登山に対する IAQが高いレベルを保ったものの，

やや低下が見られた。この結果, 登山前には，群によって大きな差があった潜在意識(IAQ)

が登山後には群による違いは大きく減少した。 

分散分析の結果，群×実施時期の交互作用が有意であった(F(2,48) = 15.05, p < .001)。交互

作用における単純主効果では，否定群でIAQが増加し(-.046 → .038; F(1,48) = 20.15, p < .001)，

高肯定群で IAQが減少した(.150 → .092; F(1,48) = 9.81, p < .005)。低肯定群では，IAQの変化
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はみられなかった(.064 → .054; F(1,48) = .34, n.s.)。Ryan法による多重比較の結果，登山前の

IAQは，否定群(-.046)＜低肯定群(.064)＜高肯定群(.150)であった(MSe = .001, p < .05)が，登

山後は，IAQに違いはみられなかった(MSe = .001, n.s.)。 

 

 

	 

3.5	 女子生徒の潜在意識の変化	 

	 図２から，女子でも否定群の生徒は登山後に潜在意識を肯定的に変えたことがわかった。

また，高肯定群も男子生徒と同様の変化を示した。男女で大きな違いが見られたのは低肯

定群の IAQの変化である。女子の低肯定群は，登山の成功後にもかかわらず IAQを大き

く減少させ，わずかではあるが負の値(-.004)となった。 

 

図１	 男子の登山に対する潜在意識の変化 

否定群	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 低肯定群	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 高肯定群 

図２	 女子の登山に対する潜在意識の変化 

否定群	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 低肯定群	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 高肯定群 



【『信州大学教育学部研究論集』第５号(2013)掲載予定】 

 

分散分析の結果，群×実施時期の交互作用が有意であった(F(2,38) = 15.59, p < .001)。交互

作用における単純主効果では，否定群でIAQが増加し(-.043 → .031; F(1,38) = 15.26, p < .001)，

肯定群はどちらもIAQが減少した(.051 → -.004; F(1,38) = 8.49, p < .01, .141 → .085; F(1,48) = 8.71, 

p < .01)。Ryan法による多重比較の結果，登山前の IAQは，否定群(-.043)＜低肯定群(.051)

＜高肯定群(.141)であったが(MSe = .001, p < .05)，登山後は，低肯定群(-.004)＜否定群(.031)

＜高肯定群(.085)の順となった(MSe = .001, p < .05)。	 

	 

４．考察	 

	 体験することが意識に変化を与えるのであろうか。中学生を対象とした先行研究では，

山本(2008)が，小・中学生の農業・農村体験した後，「怒り」「不安」といった感情が低下

傾向にあること明らかにしている。また，佐藤(2004)は，中学生の乳幼児ふれあい体験学

習が，乳幼児の有能さや，子どもを育てることの面白さ，親の育児責任について考える機

会になるが，育児や親に対する意識が肯定的なものへ変化したり，乳幼児への感情が変化

したりといった結果は得られないことを報告している。中学生以外を対象とした研究では，

佐伯ら(2006)が，小学５・６年生を対象に質問紙による調査を行い，感動体験が自己効力

感と自己肯定意識を高めることを明らかにした研究がある。また，戸梶(2004)は，大学生

を対象に質問紙による調査を行い，感動体験には「やる気」「肯定的思考」「自立性・自主

性」「自己効力」といった動機づけに関連した効果，「志向転換」「視野拡大」「興味拡大」

といった認知的枠組みの更新に関連した効果，「人間愛」「関係改善」「寛容」「信頼」「利他

意識」といった他者志向・対人受容に関連した効果があることを見出している。	 

	 体験を通して意識が変化することを示したこれらの研究では，感動体験や成功体験のも

つ有効性について明らかにした点において大変価値がある。しかし，いずれの研究も自己

報告型の質問紙を用いている。すでに述べたように，アンケートのような自己報告型の調

査では，回答者が利害関係や上下関係を考え正直には回答しないことや，社会通念上望ま

しいと思われる回答をしがちである。中学生ともなれば，教師の顔色を見てアンケートに

答えたり，当たり障りのない答えを書いたりするようなことがあったとしても不思議では

ない。感動体験や成功体験が本当に意識に変化を与えているのかどうかは，こうした歪み

を排除できる潜在指標を用いて検証することが求められる。	 

	 FUMIE Testを用いて潜在意識が変化することを明らかにした研究はまだ数が少ない。守

ら(2012)は，大学の実験実習授業の前後で「科学」に対する意識が改善されたことを報告

している。また，坂口ら(2009)は，公開講座に参加した小学生とその保護者が「感覚（か

んかく）」に対する潜在意識をポジティブに変化させたことを見いだしている。その一方で，

坂口らは大学生を対象にした解剖の授業の前後で「解剖」に対する潜在意識が変化しない

ことを示した。しかし，これらの研究ではFUMIE Testだけが用いられているため，潜在

意識と自己報告型のアンケート調査で結果が異なることが示されているわけではない。ア

ンケート調査では答えにくいことや回答に歪みが入り込みやすいことの探索にこそ潜在指
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標の測定が有効となる。こうした潜在指標測定の利点を活用した研究例として，内田・守

(2012)は，FUMIE Testによる潜在意識調査とアンケート調査を行い，「理科嫌い」「数学嫌

い」について２つの調査の食い違いを見出したことを報告している。その上で，アンケー

ト調査では「嫌い」と答えざるを得ない生徒に対する働き掛けが「理科嫌い」「数学嫌い」

を改善する手だてになる可能性があるという提言をしている。	 

	 本研究では，2000年度の長野県総合山岳センターの報告書で危惧されていたとおり，初

めて登頂に成功した登山の後でもアンケートに「登山が嫌い」と回答する生徒の方が優勢

であるという結果となった。しかし，新たな視点として行った潜在連想テストでは，登山

に対する潜在意識は全体として肯定的であることもわかった。つまり，潜在意識では「登

山」を肯定的に捉えているのに，「嫌い」と答えざるを得ない状況があるのかもしれない。

戸梶が明らかにしたように，感動体験には「自己効力感」などの動機づけを向上させる効

果がある。しかし，本研究でも「乗鞍岳のような 3000ｍを越える山に登る自信があります

か？」との質問に５件法で回答させ，登山の前後で自己効力感を測定したが，登山の前後

で違いはみられなかった。生徒たちは山頂に立つという初めての成功体験をしたが，その

過程は，汗をかき，疲れるものであったことは容易に想像がつく。苦労しながらも山頂に

立つという成功体験よりも，その過程の苦労が記憶として残っているのではないだろうか。

教師の顔色を見て器用に自分の振る舞いを変えることができる現代の生徒たちは，「登頂体

験は良かったけれど，だからといって，うっかり“登山が好き”とアンケートに回答して

しまったら，毎年のように登山させられることになったりしたら嫌だ」と考えて,そうした

本音を隠してアンケートに回答したのかもしれない。今回の研究では，研究計画の不備か

ら“登山が好き”かどうかを登山後にしか尋ねることができなかったが，おそらく登山前

の登山好感度は登山後よりさらに悪いものだったはずである。登頂体験によって，登山好

感度は大幅に改善されたはずであるが，それでもなお全体としては“登山が好き”という

ポジティブな値にまでは達しなかった。	 

	 生徒たちにとって本当に登頂体験が肯定的な経験とならなかったのであろうか。本研究

では，FUMIE Testによって潜在指標を測定することで，登山前に登山に対する潜在意識が

否定的であった生徒が，登山による初めての成功体験後に潜在意識を肯定的に変化させる

ことを見いだした。登山前に肯定的な潜在意識を持っていた生徒は，登山後に肯定度をや

や低下させるが，それでもまだ肯定的であった。アンケート調査では否定的に評価された

登山体験が実は多くの生徒たちにとって有益なものであったことが潜在意識レベルでは確

認できたと考えられる。特に注目すべき点として，登山前の肯定度が低い場合，登山後に

男女で変化の違いが見られたことがある。男子生徒は登山後も登山前と同程度の肯定的な

潜在意識を保っているのに対し，潜在的な肯定度が低かった女子生徒は登山後にわずかな

がらマイナス評価にまで落ち込んでしまった。少なくとも，一部の女子生徒たちにとって，

登山経験は有益な活動ではなかった可能性があるわけである。花岡らが指摘するように，

体力的・精神的に未成熟な中学生において，2,500mを超える高地への登山は想像以上に試
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練となっている可能性がある。これらの女子生徒に対してどのような教育的な配慮をして

いけばよいのかは今後の課題としていきたい。	 

	 本研究では，潜在意識の変化という新たな視点から学校登山の有効性を検討してきた。

登山の好悪を尋ねる項目が事後アンケートにしか含まれていなかったため，顕在指標とし

ての登山に対する好悪が登山前後でどう変化したかについてのデータを欠いた分析となら

ざるをえなかった。今後は，顕在・潜在それぞれについて事前事後のデータ採取を行ない，

２つの指標の食い違いをさらに明確なものとする研究が必要である。FUMIE Testは実施に

特別な機器が不要で，学校教育現場でも簡単にアンケート調査と併用して用いることがで

きるものである。本研究で調べられた学校登山だけでなく，修学旅行や体育祭・文化祭な

どの学校行事の有効性についても，自己報告型のアンケート調査と併用することで，生徒

たちのホンネを探ることができると考える。FUMIE Testの持つ可能性を広げる上でも教育

現場での活用とデータの蓄積が必要であり，本研究報告が今後の FUMIE Test活用のきっ

かけとなれば幸いである。	 
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