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要 約 

 

潜在的態度を測定するために開発された「集団式潜在連想テスト」を通常のアンケート調査と併用す

ることで，アンケート調査では「数学が嫌い」と回答していても，潜在的態度では数学を肯定的に捉え

ている生徒を検出することができる．こうした生徒は「数学嫌い」を偽装している可能性が考えられる．

実際に中学生 308名を対象に調査を行なったところ，「偽装数学嫌い」が疑われる生徒が全体の２割に達

することがわかった（研究Ⅰ）．研究Ⅱでは，新たに中学生 204名に同様の調査を行い，「偽装数学嫌い」

の生徒に対し，教育的介入の効果を検証する実験を行った．「偽装数学嫌い」の生徒を同程度の成績でマ

ッチングして無作為に二分し，実験群(20 名)には潜在態度に関する情報を伝え，統制群(18 名)にはそう

した情報は伝えなかった．その結果，１年後には統制群では８名が成績を向上させた一方で，実験群で

は 15 名が数学の成績を向上させたことがわかった．これは，潜在的態度についての情報を伝えることに

よって「偽装数学嫌い」の生徒が「真の数学嫌い」になることを防止できることを示している． 
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１．はじめに 

(1)数学の意識調査と「数学嫌い」研究の動向 

数学の学力や意識に関する調査は，国際的に行

われてきており，その結果が発表されるたびに話

題となってきた．国際教育到達度評価学会（IEA）

が，実施している「国際数学・理科教育動向調査

の 2011 年調査（Trends in International Mathematics 

and Science Study 2011 ; TIMSS2011）」の結果では，

「数学の勉強が楽しい」と回答した小中学生の割

合は，前回調査(TIMSS2007)と比べ増加している

が，中学生では，国際平均よりも低いという結果

になった． 

また，義務教育終了時の 15 歳を対象に，2012

年に実施された経済協力開発機構(OECD)の生徒

の学習到達度調査 (Programme for International 

Student Assessment ; PISA2012)によれば，数学的リ

テラシーに影響を与える学習意欲等は，PISA2003

と比べ，肯定的な回答をする生徒の割合が増加し

ていた．数学における興味や意欲に関する５つの

観点の中で，「数学における自己概念」及び「数学

に対する不安」については，PISA2003と同程度で

あったが，「数学における興味・関心や楽しみ」，

「数学における道具的動機付け」，「数学における

自己効力感」の３つの観点においては肯定的な回

答が有意に増加していた．しかし，いずれの調査

でも OECD の平均よりは低い値であった． 

TIMSS や PISA といった国際比較研究が注目を

集める一方で，教育現場では児童生徒の学力向上

への取り組みと共に，児童生徒の興味関心を高め

るための実践もなされている．それらの取り組み

の効果は，平成 26年度全国学力・学習状況調査質

問紙調査の結果，「数学の勉強は好きですか」との

問いに，否定的な回答をした生徒の割合が，平成

19 年の調査から徐々に減少してきている点から 



もうかがえる．しかし，平成 26 年度に「数学の勉

強は嫌い」と回答した生徒は 42.8%であり，依然

として４割を超えている状況が続いている． 

以上のように，我が国における子どもたちの数

学の学力は，国際調査においては低くはないもの

の，数学に対する意識では，国際的な平均を下回

っているという現状は憂慮すべきである．しかし，

日本の子どもたちがなぜ数学を嫌うのかはあまり

知られていない．そこで，国立情報学研究所の論

文情報ナビゲータ(CiNii)を利用して論文検索を行

った（2015 年７月 21 日）．「数学嫌い」をキーワ

ードに検索をすると 104本の論文がヒットした．

さらに「中学生」をキーワードに加えるとヒット

する論文はわずか８本となった．研究集会での発

表論文集を除き，学術論文として公刊されている

ものに限定すると４本だけであった． 

これら４本の研究では，高山(1992)は，数学嫌

いとコンピュータに対する学習態度やイメージに

は関連は全く認められないことを明らかにしてい

る．柳本・中本・桝田(2002)は，グラフ理論の教

育についてその教育的意義について考察し, さら

に, 中学生を対象とした教材化と教育実践を行っ

ている．佐久間(2007)は，数学嫌いと読書嫌いが

増加している状況の中で，マイナスとマイナスを

掛け合わせればプラスになるという数学的思考で，

実践報告を行っている．しかし，これらの研究は，

「数学嫌い」そのものに対する研究ではない． 

「数学嫌い」に焦点を当てている研究としては，

内田・守（2012）の１本だけであった．内田・守

（2012）は，集団式潜在連想テストを用いて中学

生の「数学嫌い」が本当であるかどうかを検討し

ている．集団式潜在連想テストによって潜在意識

を調べると，アンケート調査による数学の好き嫌

いの結果とは食い違いが見られ，その食い違いは

女子生徒と成績下位の生徒において特に顕著であ

った．女子生徒と成績下位の生徒は，アンケート

調査では「数学は嫌い」と回答していても，潜在

意識では数学を肯定的に捉えていることが多く見

出されたのである． 

「数学嫌い」が古くから問題とされながらも，

なかなかその真の要因が解明できないできている

のも，その実態調査が単純なアンケート形式によ

る顕在的な意識の調査に留まって，その背景にあ

る潜在的側面が見逃されてきた可能性がある．  

(2)潜在的態度測定法；潜在連想テスト 

アメリカの社会心理学者 Greenwald & Banaji 

(1995)は，物事に対する好き嫌いや評価といった

社会的態度は，意識的な側面と無意識的な側面が

あることを論じた．そして，従来の社会心理学に

おいてはアンケートなどの顕在的な指標によって

意識的な側面のみが検討されてきたが，無意識的

な側面にこそ社会的態度の本質があると主張し，

潜在的な態度の測定技法の必要性を論じた．潜在

的な態度の測定が最も重視されたのは，従来のア

ンケートではなかなか「本音」が回答されない人

種差別問題などであった． 

心理学の領域では，アンケート調査に「社会的

望ましさバイアス(Social Desirability Bias)」がある

ことも古くから知られていた(Fisher,1993)．さらに

は，態度や意思決定の背後に潜在的なプロセスが

働いていることが最近の認知心理学で明らかにさ

れてきている（Herbert, 2010）．そこで，Greenwald, 

McGhee, & Schwartz (1998)によって開発されたの

が，潜在連想テスト(IAT: Implicit Association Test)

である．IAT は，今まで測定できなかった無意識

的な態度の測定を可能にする新しい技法で，1998

年にこの技法が登場すると一気にその活用が，社

会心理学の分野で広まった．（IAT の詳細について

のレビューは，Nosek, Greenwald, & Banaji, 2007を

参照されたい．） 

(3)教育現場で活用できる潜在連想テスト 

社会心理学の研究では広く活用されるように

なった IAT も，学校などの教育現場では活用が難

しい．IAT は反応時間をミリセカンド単位で計測

するため，パソコンを使用し，一人ずつの測定し

かできない．そのために，学級などで一斉に実施

することは困難である．そこで，この問題点を解

決するために，Mori，Uchida，& Imada (2008) は

パソコンを使わずにより簡便に実施できる「集団

式」潜在連想テストを開発した．集団式潜在連想

テストは，IAT と同じ原理を用いており，測定技

法としての信頼性・妥当性が確認されている．集

団式潜在連想テストは，紙と鉛筆だけで実施でき，

集団で一斉に実施することができる．実施時間も



５分程度と短く，アンケート調査との併用も容易

なため，学校などでも活用できる． 

集団式潜在連想テスト用紙には，「成功」「勝利」

のように肯定的なイメージの単語と「失敗」「敗北」

のように否定的なイメージの単語が数行にわたっ

て印刷されていて，被検査者は，肯定的な単語に

は○印を，否定的な単語には×印をできるだけ速

くつけることが求められる（図１参照）．潜在連想

テストの原理は，肯定的な単語と否定的な単語の

他に潜在意識の調査対象となる単語（「ターゲット

語」例えば「数学」）を混在させ，ターゲット語に

○をつける肯定課題と×をつける否定課題にお

ける反応時間の差を計測することである．被検査

者が潜在的にターゲット語を肯定的に考えている

場合には，そのターゲット語に○をつける肯定課

題の方が×をつける否定課題よりも容易である．

そこで，肯定課題の反応時間は否定課題の反応時

間よりも短くなる．逆に考えると，肯定課題での

反応時間が短いほどターゲット語は肯定的に捉え

られていることになる．そこで，IAT では各肯定

課題と否定課題の遂行反応時間をミリセカンド単

位で計測し，その平均値の差をターゲット語に対

する潜在的態度の指標としている． 

集団式潜在連想テストでは，課題ごとの反応時

間を測定する代わりに，一定時間内の課題遂行数

を計測する．こうすることでパソコンが不要とな

るだけでなく，集団で一斉に実施することが可能

となる．具体的には，ターゲット語に○をつける

肯定課題の遂行数と×をつける否定課題での遂

行数を使ってターゲット語に対する潜在的態度を

測定するわけである． 

例えば，「数学」をターゲット語として，数学

に対する潜在意識を測定する手順は次のようにな

る．まず，１行目のターゲット語を含まない課題

を練習課題として 20秒間行う．次に「数学」に○

をつける肯定課題（２行目）を 20 秒，×をつけ

る否定課題（３行目）を 20 秒，次の４行目からは

同じ手続きを２回繰り返し，肯定課題と否定課題

をそれぞれ合計 60 秒分(20 秒×３回)実施する．実

施時間は正味３分以内である．実施後は肯定課題

と否定課題の遂行数（○×を付けた単語数）を数

えて以下の式に従って，潜在連想比率(Implicit 

Association Quotient 100; IAQ100)を求める． 

IAQ100 = 
肯定課題遂行数－否定課題遂行数 

×100 
肯定課題遂行数＋否定課題遂行数 

数学に対して潜在的に良いイメージを持って

いる場合には，○をつける肯定課題は「自然に」

できるため容易で，結果的に遂行数が多くなる．

一方,×をつける否定課題は，潜在的態度とは逆

の反応が要求されるために，認知的な処理に余分

な時間がかかる．その結果，課題遂行数が肯定課

題よりも少なくなる．したがって，IAQ100 は正の

値を示す．逆に，数学に対して潜在的に悪いイメ

ージを持っている場合には，肯定課題での遂行数

が少なくなり，否定課題の遂行数が多くなるので，

IAQ100 は負の値となる．つまり，IAQ100 の正負は

数学に対する潜在的態度の肯定否定の指標となる

わけである．  

 

２．研究Ⅰ 

(1)目的 

本研究では，アンケート調査と集団式潜在連想

テストを併用することで，数学に対する態度に顕

在的指標（アンケート）と潜在的指標（潜在連想

テスト）で食い違いがあることを検証する．具体

的には，アンケートには「数学が嫌い」と回答し

ながらも，数学に対する潜在的態度が肯定的であ

る「数学嫌い」を偽装する中学生がどのくらい存

在しているのかを調べ，新たな視点から「数学嫌

い」について考察する． 

(2)方法 

①協力中学校に対する説明 

 長野県長野市立 S中学校長及び関係教員に研究

の趣旨説明を行い，許可を得た．生徒に対しては，

あらかじめ調査について説明を行い，同意が得ら

れた者だけに調査を実施する「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

者のいわば「本音」を探ることができる調査を用

いたため，無記名とし，整理番号によって集計・
図１ 集団式潜在連想テストの概略図 

平和 満足 不幸 危険 戦争 当選 敗北 幸福 安全 

満足 数学 戦争 絶望 最高 数学 敗北 平等 数学 

最高 不幸 数学 差別 勝利 数学 安全 数学 下品 



分析を行い，個人が特定できないよう配慮した． 

②調査参加者 

 中学生 309名を調査対象にしたが，調査の趣旨

に同意しなかった２学年男子１名を除き，１学年

101 名（男子 48名，女子 53 名），２学年 107名（男

子 50 名，女子 57名），３学年 100 名（男子 51名，

女子 49名）の 308 名（男子 149 名，女子 159 名）

が調査に参加した． 

③実施時期及び実施者 

 2004～2008 年にかけて，数学の教科担任が授業

時間を 10分程度利用し実施した．実施者には研究

の主旨を伝え，理解を得た上で，共通の実施手順

に従って実施した． 

④顕在意識調査 

自己報告型のアンケート調査によって，数学に

対する顕在意識を調査した．「数学が好きである」

との質問に，「とてもそう思う」から「まったくそ

う思わない」までの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点とした．更に，「数学が嫌いである」という逆

転項目にも，同様に５件法で回答させ，「とてもそ

う思う」を－２点，「まったくそう思わない」を２

点とした．これらの合計点数を２で除したものを

「数学好感度」とし，数学に対する顕在意識の指

標とした（最大値２，最小値－２）．数学好感度が，

プラスの生徒を好感群，０の生徒を中間群，マイ

ナスの生徒を嫌悪群とした．また，調査の意図が

分からないようにするため，学校生活や他の教科

についての質問項目も含めた． 

⑤潜在意識調査  

「数学」をターゲット語として集団式潜在連想

テストを実施した．「数学」に○を付ける肯定課題，

×を付ける否定課題をそれぞれ 20 秒ずつ３回，

合計 60秒間分実施した．肯定課題遂行数と否定課

題遂行数に基づき，「数学」潜在連想比率

Math-IAQ100を求め，潜在的態度の指標とした． 

⑥理科についての顕在・潜在意識調査  

比較のために，理科についても同様の手続きで

顕在・潜在意識の調査を行なった．理科の意識調

査は，数学の調査と同時に行い，各学年 1クラス

ずつが参加した．参加者は，１学年 33 名（男子

17 名，女子 16名），２学年 36 名（男子 18名，女

子 18 名），３学年 33名（男子 16名，女子 17 名）

の 102 名（男子 51 名，女子 51 名）であった． 

(3)結果 

①「数学」に対する顕在意識（アンケート） 

男子の「数学好感度」は 0.58 であったが，女子

の「数学好感度」は－0.06 とわずかではあるがマ

イナスの値となり，数学嫌いが起こっていること

が明らかとなった．３(学年)×２(性別)の２要因分

散分析を行った結果，性別の単純主効果が有意で

あった(F(1,302) = 25.54, p = 0.0000, η
2
 = 0.08)が，学年

の単純主効果は有意ではなかった(F(2,302) = 2.32, p 

= 0.10)．学年×性別の交互作用も有意ではなかっ

た(F(2,302) = 0.72, p = 0.49)．以上の点から，女子中

学生で数学嫌いが起こっていることが明らかとな

った． 

②不完全なデータの削除 

 数学の潜在意識の指標である Math-IAQ100 は，

平均値 3.81，SD7.00であった．そこで，95％の信

頼区間を採用し，3.81±7.00×1.96 を求め， －9.92 

≦ Math-IAQ100 ≦ 17.54 の範囲から外れた 23 名

（男子 12 名，女子 11 名）のデータは分析から除

いた．また，－1.00 < Math-IAQ100 < 1.00 の 24 名

（男子 11 名，女子 13名）は，測定誤差を考慮し，

肯定否定の群分けから除外した． 

③「数学」に対する潜在意識 

 Math-IAQ100は，１年生で 2.93，２年生で 4.91，

３年生で 4.27 となり，いずれの学年においても，

潜在意識は肯定的であった．３(学年)×２(性別)の

２要因分散分析を行った結果，学年の単純主効果

が有意であり(F(2,279) = 3.49, p = 0.0318, η
2
 = 0.03)，

性別の単純主効果は有意傾向であった(F(1,279) = 

3.57, p = 0.0599, η
2
 = 0.01)．学年×性別の交互作用

は有意ではなかった(F(2,302) = 0.90, p = 0.41)．Ryan

法による多重分析の結果，２年生は１年生よりも

高くなり(t(279)= 2.62, p = 0.0093)，３年生は１年生

よりも高い傾向があった(t(279)= 1.71, p = 0.0889)．

２年生と３年生では差がみられなかった(t(279)= 

0.86, p = 0.39)． 

④偽装数学嫌いと偽装理科嫌い 

 Math-IAQ100と「数学好感度」についてクロス集

計を行った．潜在意識では数学に対して肯定的で

あるのに，アンケート調査では「数学が嫌い」と



回答する「偽装数学嫌い」の生徒が，全体の 20.1%

存在していることが明らかとなった．比較のため

に行った理科の意識調査をまとめると「偽装理科

嫌い」の生徒は 4.9%であった．母比率の差の検定

を行ったところ，「偽装数学嫌い」の比率と「偽装

理科嫌い」の比率に，有意な違いがあった(z = 3.61, 

p = 0.0003)．つまり，「数学嫌い」を偽装する生徒

の方が「理科嫌い」を偽装する生徒よりも多いと 

いうことである（図２ 参照）． 

 

図２ 数学・理科の好き嫌いと潜在的肯定・否定の割合 

 

 

⑤偽装数学嫌いの男女差 

 男子と女子それぞれについて，Math-IAQ100 と

「数学好感度」についてクロス集計を行った．「偽

装数学嫌い」の比率は，男子 16.1%，女子 23.9%

であった．男子と女子で母比率の差の検定を行っ

たところ，男子の比率と女子の比率は有意傾向で

あった(z = 1.70, p = 0.0883)．しかし，潜在意識で

は，数学を肯定的にとらえているのに，アンケー

トでは「数学が好き」と答えずに「どちらでもな

い」との回答をする生徒を「偽装数学嫌い予備軍」

とし，「偽装数学嫌い」と合わせると，男子 26.8％，

女子 39.0％であった．男子と女子で母比率の差の

検定を行ったところ，比率に差がみられた(z = 

2.26, p = 0.0236)．この結果は，「偽装数学嫌い予備

軍」まで含めると，「数学嫌い」を偽装している疑

いのある女子の比率は男子よりも多いことを示し

ている． 

⑥偽装数学嫌いの学年差 

 学年毎に，「偽装数学嫌い」の比率を求めると，

１年生 9.9%，２年生 28.0%，３年生 22.0%であっ

た．学年間での母比率の差の検定を行ったところ，

１年生と２年生の比率，１年生と３年生の比率の

差が有意であった(z = 3.32, p = 0.0009，z = 2.34, p = 

0.0191)．２年生と３年生の比率に違いは認められ

なかった(z = 1.00, p = 0.32)． 

 

３．研究Ⅱ 

(1)目的 

「偽装数学嫌い」の生徒を「真の数学嫌い」に

させないための対策について，潜在的態度につい

ての結果をフィードバックする教育的介入の効果

を実験的に検証する. 

 (2)方法 

①協力中学校に対する説明 

 長野県長野市立 S中学校長及び関係教員に研究

の趣旨説明を行い，許可を得た．生徒に対する手

続きやデータの管理等は，研究Ⅰと同様に行った． 

②調査参加者 

 中学校１年生で１学期期末テストを受験した

217 名を調査対象にした．数学の意識調査には 

204 名（男子 117名，女子 87 名）が参加した．調

査の趣旨を説明したところ全員が趣旨に同意し，

調査を実施した． 

③実施時期及び実施者 

 2012年７月に，数学の教科担任が授業時間を 10

分程度利用し実施した．実施者には研究の主旨を

伝え，理解を得た上で，共通の実施手順に従って

実施した． 

④顕在意識調査 

研究Ⅰで用いたアンケート調査と同様の調査

を行った．研究Ⅰと同様に，回答に基づき，「数学

好感度」を求めた． 

⑤潜在意識調査  

「数学」をターゲット語として集団式潜在連想

テストを実施した．実施の手順は，研究Ⅰと同様

に行い，課題遂行数に基づき，「数学」潜在連想比

率 Math-IAQ100を被験者ごとに求めた． 

⑥数学学業成績 

研究協力校の１学期期末テストにおける数学

のテスト成績を偏差値(Z-score)に換算したものを

数学の学業成績とした．⑧に述べる教育的介入の

効果を検証するため，１年後の１学期期末テスト

の成績も調べた． 

生
徒
の
比
率
（
％
） 



⑦偽装数学嫌いの生徒の検出と実験群の選出 

「偽装数学嫌い」の生徒を学業成績及び，性別

でマッチングした上で，実験群と統制群に無作為

に振り分けることとした．また，ピグマリオン効

果を排除するために，どの生徒が「偽装数学嫌い」

の生徒であるのかは，学級担任及び数学の教科担

任には伝えないようにすることとした． 

⑧教育的介入 

数学に対する顕在・潜在調査の２ヶ月後に，調

査協力へのお礼と共に，生徒一人ひとりに調査結

果を伝える内容を書いた文章を渡した．文章の中

で，実験群には「あなたは，アンケート調査では

数学好感度は，あまり高くありませんでした．し

かし，新しく開発されたもう１つの心理テストで

は，心の中で，学校生活に前向きに取り組もうと

していることが分かる結果となりました．また，

心の中で『数学に対して前向きに考えている』と

いう結果になりました．これからの，学校生活や

勉強に頑張ってください．」と数学に対する潜在的

態度に関する結果を含む情報を伝えた．一方，統

制群には下線部のみを削除して数学に対する潜在

的態度に関しては触れない内容を伝えた． 

 (3)結果 

①偽装数学嫌いの生徒の検出 

 数学に対する潜在指標である Math-IAQ100 の平

均値 3.89，SD8.39に基づき，95%の信頼区間を採

用し， 3.89±8.39×1.96 を求め，－ 12.55 ≦ 

Math-IAQ100 ≦ 17.31の範囲から外れた 18名（男

子 14 名，女子４名）のデータは分析から除いた．

また，誤差を考慮し，－1.00 < Math-IAQ100 < 1.00

の範囲にあった 21 名（男子７名，女子 14 名）は，

群分けから除いた．潜在指標と顕在指標のクロス

集計を行い 38名（男子 25名，女子 13名）の「偽

装数学嫌い」の生徒を検出した．男女別に成績に

ついてのマッチングを行い，実験群 20 名（男子

13 名，女子７名），統制群 18 名（男子 12 名，女

子６名）を無作為に振り分けた． 

②学業成績と数学好感度の関係 

 Math-IAQ100と「数学好感度」ごとに，学業成績

の平均値を求めた．Math-IAQ100の違いによる学業

成績の差はみられなかったが，「数学好感度」の違

いは，学業成績の違いと関係していた．２

(Math-IAQ100肯定群 vs.否定群)×３(数学好感度)×

２(性別)の分散分析の結果，数学好感度の単純主

効果が有意であった(F(2,153) = 15.40, p = 0.0000, η
2
 

= 0.16)．Ryan 法による多重分析の結果，好感群

(56.71)は，嫌悪群(46.11)と中間群(48.95)よりも学

業成績が高かった(t(153)= 6.77, p = 0.0000，t(153)= 

4.14, p = 0.0001 )．嫌悪群と中間群では差がみられ

なかった(t(153)= 1.49, p = 0.14)．Math-IAQ100と性別

の単純主効果はどちらも有意ではなかった(F(1,153) 

= 0.09, p = 0.77，F(1,153) = 1.68, p = 0.20)．Math-IAQ100

と数学好感度の交互作用が有意傾向であった

(F(2,153) = 2.59, p = 0.0781, η
2
 = 0.01)．その他の交互

作用はいずれも有意ではなかった(Fs < 0.83, ps > 

0.44)． 

③教育的介入の学業成績への影響 

数学に対する潜在的態度についての情報を与

えるという教育的介入の効果を確認するために，

実験群と統制群の学業成績がどう変化したのかを

調べた．実験群の学業成績の平均値は，教育的介

入前は47.6であったのが１年後は49.7に上昇して

いた．一方，統制群は 46.2 であったのが１年後に

は 45.9とやや下降していた．しかし，群内でのバ

ラツキが大きかったため（偏差値の範囲が実験群

で 27.2-61.3，統制群で 28.1-62.2），パラメトリッ

クな統計的検定には適さないものであった．そこ

で，生徒一人ひとりの学業成績の変化を調べ，ノ

ンパラメトリックな検定を行った．実験群では，

20 名中４名が１年後のテストを欠席したため 16

名について調べたところ 15 名が成績を向上させ

ていたことがわかった．一方，統制群では 18名の

うち１名が欠席し，残る 17 名のうち８名が成績を

向上させていた．潜在的態度についての情報が与

えられた実験群の方が数学の成績を向上させた生

徒が多く，統計的にも有意な差であることがわか

った（直接確率計算・両側検定 p = 0.0066）．「偽

装数学嫌い」の生徒の中には偏差値が 50以上の生

徒もそれぞれ９名ずつ含まれていたことから，回

帰効果の可能性も否定できる．そこで，実験群の

生徒の成績が向上したのは，「偽装数学嫌い」の生

徒に対して，「君の数学嫌いは偽装だね」とフィー

ドバックすることで真の数学嫌いになることを防

ぐことができたためだと考えられる．  



 

４．総合的考察 

(1)「偽装数学嫌い」はなぜ起こるのか 

アンケート調査で「数学が嫌い」と回答した生

徒のかなりの割合が，潜在意識レベルでは数学に

対して肯定的な生徒であった．こうした「数学嫌

い」を偽装している疑いのある生徒は，クラスの

約２割にまで達する．では，なぜこれらの生徒は

「数学嫌い」を偽装するのであろうか． 

アンケート調査で「数学が嫌い」と回答した生

徒は，「数学が好き」と回答した生徒に比べて，数

学の成績が良くない，つまりテストで点数が取れ

ない生徒であった．「どちらでもない」と回答した

生徒も「数学が嫌い」と回答した生徒と同程度の

成績であることから，数学嫌い予備軍ともいえる．

「数学の成績が悪いので数学が嫌いになる」とい

うのは当然予想されることである．逆に，数学が

嫌いになれば，勉強もあまりしなくなり，結果的

に数学の成績が悪くなるということも考えられる． 

数学に対する成績と好悪のこうした関係は，

「数学の成績が悪いのは数学が嫌いだからだ」と

か「数学が嫌いなのは成績が悪いからだ」という

理由付けになる．ここで注目すべきことは「数学

の成績が振るわないこと」と「数学嫌い」のどち

らが原因でどちらが結果であるかが解釈次第で逆

転してしまうことである．数学の成績が悪いため

に数学が嫌いになった生徒は，成績が悪いことの

原因を数学嫌いにすることで「数学の勉強をしな

い」という真の原因を隠蔽してしまう．本当は「数

学をもっと勉強しなくちゃ」と考えていても，嫌

いになってしまえば数学を勉強しない言い訳がで

きるからである．１年生ではそう多くはなかった

「偽装数学嫌い」の生徒の比率が，２学年になる

と多くなっているのも，学年が進むにつれて，テ

ストで思うような点数が取れなくなり，「テストで

点数が取れないのは数学が嫌いだからだ」と考え

るようになったのだと考えられる． 

また，「数学が嫌い」と回答する方が「より女

の子らしい」というジェンダーステレオタイプが

関係しているのかもしれない（内田・守，2012）．

理系の女子が増えてきているとはいえ，そうした

女性を「リケジョ」と呼んだりすること自体が「男

子は理系，女子は文系」というステレオタイプの

反映である．女子中学生はこうしたジェンダース

テレオタイプのために数学が好きであるという本

音を隠し，アンケート調査で「数学が嫌い」と回

答している可能性もある．その結果，本当に数学

が嫌いになってしまうのである． 

(2)「偽装数学嫌い」から「真の数学嫌い」へ 

「数学嫌い」の偽装を続けるうちに真の数学嫌

いになってしまうという仮説が正しいとすると，

生徒の偽装を見破って「本当は数学が嫌いじゃな

いよね」と教師が伝えるだけでも真の数学嫌いに

なってしまうことを防止できるかもしれない．本

研究では，こうした仮説に立って「偽装数学嫌い」

の生徒に，「君は心の中では数学を前向きに考えて

いる」という情報をフィードバックすることの効

果を実験的に検証した．その結果，そうした情報

を与えられた「偽装数学嫌い」の生徒の多くが成

績を向上させたことがわかった．この結果は，偽

装であることを本人にフィードバックすることで，

偽装から真の数学嫌いへ状況が悪化することを防

止できた可能性を示している．これは、「自分は数

学嫌いである」との自己暗示をかけていた生徒の

暗示を解いたとも考えることができる． 

実は，「数学が嫌い」でかつ潜在的態度におい

ても数学に否定的な「真の数学嫌い」の生徒 24

名についても 12名ずつ無作為に振り分け，「偽装

数学嫌い」の生徒と同様の教育的介入を実施して

いた．しかし，「真の数学嫌い」の生徒では成績を

向上させた者は実験群で６名，統制群で８名と教

育的介入の効果は検証されなかった（両側検定 p = 

0.68）．「真の数学嫌い」の生徒に対しては，「君は

心の中では数学を前向きに考えている」という（偽

の）情報は効果がなかったわけである．  

 (3)集団式潜在連想テストの活用 

 自己報告型のアンケート調査で「数学が嫌い」

と回答した生徒の多くは潜在意識のレベルでは数

学を肯定的に捉えており，「偽装数学嫌い」の生徒

であった．つまり，アンケートによる「数学が嫌

い」との回答は，集団式潜在連想テストを併用す

ることで，真の数学嫌いになるのを防止する絶好

の機会となっていくのである．また，本研究で用

いた集団的潜在連想テストは，「数学嫌い」だけで



なく，「計算嫌い」や「関数嫌い」，「図形嫌い」な

ど数学の分野ごとに活用することもできる．数学

嫌いの生徒について，数学のどんなところが嫌い

なのかを自己報告させるのでは，生徒の本心はわ

からない可能性がある．そうした場合にも，ター

ゲット語を工夫することで生徒の本心をあぶり出

すことが可能である．さらには，数学以外の他の

教科についても今回同様の研究ができる．また，

教科に限らず，学校における種々の活動について，

生徒たちが本音ではどう考えているのかを探るこ

とができる．例えば，内田・守(2013)は学校登山

の前後で「登山」をターゲット語とした集団的潜

在連想テストを行い，登山前は登山に対して潜在

的に否定的態度を示していた生徒が登山後には潜

在的にも肯定的になることを見いだしている． 

集団式潜在連想テストは，わずか５分ほどの実

施時間で生徒の潜在的態度の測定ができる．実施

用の用紙を配って短時間の作業をさせるだけなの

でアンケート調査などとの併用も容易である．ア

ンケート調査はその実施の簡便さから多くの学校

教育場面で使われてきている．集団式潜在連想テ

ストは，こうした従来のアンケート調査に代わる

ものではなく，アンケート調査と併用することで

生徒の顕在的態度と潜在的態度とを両面から探る

ことができるものである．今後，いろいろな分野

での集団式潜在連想テストの活用が期待される． 
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