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第1章 序論 

 

1.1 自己統制と類似概念(自己制御・自己統制・認知制御)の定義 

人はしばしば，遠い将来に向けた目標を持ち，その目標を達成するために計

画を立て，努力する。心理学において，目標に向けて自らの思考・感情・行動

などを調整する一連のプロセスは，総称して自己制御(Self-regulation)と呼ばれ

ている。過食や薬物依存，学業・仕事上の失敗といった，日常生活における問

題の数々は，自己制御の失敗によって引き起こされると考えられている。 

自己統制(Self-control)は，自己制御の下位概念とされる(Hofmann, Schmeichel, 

& Baddeley, 2012)が，自己統制の概念定義は，研究者の立場によって多少異な

っている。例えば，Mischel, Shoda, & Rodriguez (1989)などは，自己統制を「時

間的に近い将来に獲得できる報酬を我慢し，遠い将来に獲得できる報酬を選ぶ

こと」としている。また，Hofmann, Friese, & Strack (2009)などは，「目標の達成

にとって好ましくない欲望や衝動を抑制すること」としている。Fujita (2011)

はこれら複数の概念定義をもとに，「長期的・抽象的な目標への動機づけと，近

接的・具体的な目標への動機づけとの間で生じる葛藤を解消し，長期的・抽象

的な目標に従った行動を促すプロセス」と再定義することを提案している。

Mischel et al. (1989)や Hofmann, Friese, & Strack (2009)の扱う報酬や目標と欲望

といった選択肢が Fujita (2011)の提案する長期的・抽象的な目標と近接的・具体

的な目標の対立に集約できるかという点については議論の余地があると考えら

れるが，対立する 2 つの動機づけの葛藤を解消するプロセスであるという点に

ついては，過去の自己統制の概念定義において想定されている特徴であると言

える。 

近年は，自己制御や自己統制について，認知心理学・神経科学の知見を取り

入れて理解しようとする立場もある(Heatherton & Wagner, 2011; Hofmann, 

Schmeichel, et al., 2012)。彼らの主張の多くは，前頭前野を中心とした神経活動

に支えられる制御機能が，自己統制において中心的役割を果たしているという

ものである。特に，設定された目標に従って，非関連な反応を抑制するプロセ

スである認知制御(Cognitive control)は，自己統制の成否に強く関わっていると

考えられている。 



2 

 

  

1.2 自己統制における主体としての自己の見過ごし 

 このように，自己統制は前頭前野を中心とした神経活動による認知制御が中

心的役割を果たす，人の目標達成に重要な心理プロセスであるというのが，現

在の主流な考えである。しかしながら，ここには自己統制という概念がその名

称に「自己」と冠する意味が失われているように見える。ここで記述される心

理プロセスは，個人が目標の達成を目指しているという前提のもとで，個々の

状況で情報がどのように処理され，行動として現れるかを示すものにすぎない。

情報を処理し，行動する主体である「自己」の存在が，これらの心理プロセス

にどのように関与しているかという点について，近年の自己統制研究ではあま

り重要視されていないように考えられる。 

 そもそも，心理学において自己統制という概念が提唱された当初は，主体と

しての「自己」の存在を考慮する必要も訴えられていた。Thoresen & Mahoney 

(1974)は，自己統制を「外部からの明確な刺激なしに，その状況において生起

確率の低い反応をとること」と定義している。当時は，人を外部の刺激に対し

て反応的にふるまう存在と仮定した，行動主義的な考えが主流であった。

Thoresen & Mahoney (1974)らの定義は，こうした行動主義的な考えに対抗し，

人が持つ主体性に目を向ける必要性を主張するものでもあった。 

  

1.3 本論文の構成  

本論文では，自己の主体性の中でも，特に「自ら選択し，行動を制御してい

る感覚」である自律性に着目し，自己統制という概念とその心理プロセスにつ

いて再考する。 

第 1 章では序論として，本論文の中心概念である自己統制と関連概念につい

て整理し，問題意識を述べた。つづく第 2 章は本論文の背景となる研究につい

てのレビューである。まず，社会心理学を中心に行われている自己統制研究の

概念的枠組みについて概観する。続いて，動機づけ研究から，人の自律性がど

のように扱われているかを概観する。そのうえで，本論文で自己の主体性を踏

まえた自己統制概念に迫るためのアプローチを明示する。 

第 3 章～第 6 章は，自律性と自己統制との関わりについて，執筆者が行った
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研究成果の報告である。第 3 章では，人が持つ自律性への欲求が生み出す信念

である自由意志信念が，自己統制にどのように関わるかを検討した研究につい

て報告する。第 4 章では，従来は自己統制的であるとされてきた行動選択に関

する行為主体の評価が，自律性が満たされているかによってどのような影響を

受けるかを検討した研究について報告する。第 5 章では，自律性が満たされな

いままに自己統制的な行動をとることによってもたらされる心理的帰結につい

て検討した研究について報告する。第 6 章では，自律性の満たされない自己統

制的行動に対処するために，個人の中に備わっている心理プロセスに迫るべく

行った研究について報告する。 

 第 7 章は以上の研究成果を受けた総合考察である。第 3 章〜第 6 章に述べた

研究によって示された結果から，自己の主体性を踏まえた自己統制の概念モデ

ルを提案する。また，ここで提案した概念モデルが自己統制や動機づけ研究に

とってどのような理論的意義をもたらすか，そして発展的展望と，残された課

題を述べる。 
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第2章 自己統制と自律性に関する研究背景 

 

2.1 自己統制研究の概念的枠組み 

2.1.1 自己統制葛藤の解消プロセス 

 まず本節では，社会心理学の研究を中心に，自己統制の概念的枠組みについ

て概観する。前章で述べたように，近年の自己統制研究で共通して見られる要

素は，自己統制を「長期的・抽象的な目標への動機づけと，近接的・具体的な

目標への動機づけとの間で生じる葛藤を解消し，長期的・抽象的な目標に従っ

た行動を促すプロセス」であるとする点である(Fujita, 2011)。抽象的目標と具体

的目標の対立を扱うこの定義は解釈レベル理論(Trope & Liberman, 2010)を念頭

としたものであり，実際の自己統制研究では，前者の「長期的・抽象的な目標」

に該当するものは単に「目標(goal)」と，後者の「近接的・具体的な目標への動

機づけ」に該当するものは「欲望(desire)」などと呼ばれることが多い。本論文

ではこれらの流れを受け，「主体が長期的に追求している理想状態」を目標とし，

「ある状況において主体を何らかの行動へと駆り立てる動機づけ」を欲望とし

た上で，自己統制を「目標への動機づけと欲望との間で生じる葛藤を解消し，

目標に従った行動を促すプロセス」と定義する。また，ここで解消の求められ

る「目標への動機づけと欲望との間で生じる葛藤」を，先行研究(e.g., Myrseth, 

Fishbach, & Trope, 2009)に倣い，「自己統制葛藤(self-control dilemma)」と呼ぶ。 

 実際の日常生活では，どのような自己統制葛藤が生じているだろうか。

Hofmann, Vohs, & Baumeister (2012)は，経験サンプリング法という手法を用いて，

日常生活で人々に生じる欲望，および自己統制葛藤について調査を行っている。

その結果，学業とレジャー，ダイエットと高カロリーな食事，禁煙と喫煙など，

欲望と目標の葛藤の関係は複雑であり，日常生活において様々な葛藤が生じて

いることが報告されている。これらの葛藤は，過去の実験室での自己統制研究

で扱われている葛藤の種類ともおおむね合致している(e.g., Myrseth et al., 2009)。 

 こうした自己統制葛藤の生じている状況において，主体がどのような行動を

選択するかは，目標への動機づけと欲望との 2 つの動機づけの影響を受けると

考えられている。Hofmann, Baumeister, Förster, & Vohs (2011)は先の経験サンプリ

ング法を用いた調査において，目標の重要性，目標と欲望の葛藤の強さ，欲望



5 

 

に抵抗を試みた程度，そして欲望の強さを測定して，これらの心理変数が欲望

を行動に移すか否かとどのように関わっているかを検討した。欲望の強さは，

欲望を行動に移すか否かに対して，直接的な正の影響が見られた。また，目標

の重要性は，目標と欲望の葛藤の強さ，欲望に抵抗を試みたか否かを介して欲

望を行動に移す頻度に負の影響を及ぼしていた。 

 自己統制において，目標と欲望の葛藤を認知することと，欲望に抵抗するこ

とが重要な要素であるという考えは，自己統制に関する古典的なモデルと対応

している。Carver & Scheier (1982)によるサイバネティクスモデルでは，自己制

御や自己統制は，モニタリング処理とコントロール処理の 2 つの過程に分離可

能なことが主張されている。モニタリング処理によって，理想状態である目標

と，欲望に駆動されようとしている現実状態との対比が行われる。両者によっ

て促される行動に乖離があるならば，そこに葛藤があることが認知され，現実

状態を理想状態に近づけようとするコントロール処理が促される。Hofmann et 

al. (2011)の調査で得られたモデルにおける目標と欲望の葛藤の強さはモニタリ

ング処理による葛藤の検知と，欲望に抵抗を試みた程度はコントロール処理を

促した程度と対応していると考えられる。 

  

2.1.2 自己統制葛藤の解消と認知制御 

 このように，自己統制にモニタリング処理とコントロール処理が関与してい

るという考えは，認知制御(cognitive control)の処理プロセスとも整合する。認知

制御は設定された目標に従って，非関連な反応を抑制するプロセスを指す

(Miller & Cohen, 2001)。葛藤理論(conflict theory)では，認知制御は葛藤を検出す

るモニタリング処理と，抑制を実行するコントロール処理に支えられていると

考えられている(Botvinick, Braver, Barch, Carter, & Cohen, 2001)。モニタリング処

理により葛藤のある状況，すなわち，ある状況下において生じた優勢反応が目

標や課題の規則に従っていないような状況を検知する。葛藤が検知されると，

モニタリング処理は，コントロール処理を駆動させ，優勢反応を抑制し，目標

に従った反応を促進する。このように，認知制御のプロセスを記述するモデル

には，自己統制のプロセスの記述とも整合している部分がある。 

 認知制御に関しては，神経科学的検討も行われてきており，認知制御の遂行
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は，前頭前野の活動によって支えられていると考えられている。葛藤の検出に

関わるモニタリング処理には前部帯状皮質が，抑制を実行するコントロール処

理には外側前頭前野がそれぞれ関与することが示されている(Krug & Carter, 

2010)。核磁気共鳴画像法(functional magnetic resonance imaging: fMRI)や脳波

(electroencephalogram: EEG)を用いた検討により，認知制御を支える前部帯状皮

質や外側前頭前野は，サイモン課題やフランカー課題のような注意課題などの

みならず，認知的不協和や感情状態の認知的再評価の際にも活動することが示

されている。こうした結果を受け，自己統制の成否は，認知制御の基盤である

前頭前野の活動と，情動や報酬への反応に関わる大脳辺縁系の活動のバランス

によって決まることも主張されている(Heatherton & Wagner, 2011)。 

実際に，経験サンプリング法を用いた研究成果からも，前頭前野を基盤とす

る認知制御の働きが，自己統制の成否に関与している可能性が示唆されている。

例えば，Lopez, Hofmann, Wagner, Kelley, & Heatherton (2014)は，食欲に焦点を絞

って経験サンプリング法を行い，欲望が生じてから行動に実行されるまでの心

理モデルに関与する，神経活動の個人差について検討を行った。彼らは欲望の

強さの個人差には食品刺激を提示されている際の線条体の活動の個人差が関与

するという結果を得ている。加えて，欲望の強さと実際に行動に移す頻度との

関連は，認知制御を要する課題を遂行している最中の前頭前野の活動の個人差

によって調整されるという結果も得ている。他にも，Berkman, Falk, & Lieberman 

(2011)らは禁煙プログラムの参加者を対象に，喫煙に焦点をしぼって経験サン

プリング法による調査を行った。Lopez et al. (2014)の研究と同様に，喫煙の欲

望と実際に吸ったタバコの本数との関連が，認知制御を要する課題を遂行して

いる最中の前頭前野の活動の個人差に調整されるという結果が得られている。

これらの結果は，前頭前野を基盤とする認知制御の働きが，情動や報酬への反

応に関わる大脳辺縁系の活動によって促される欲望を調整するというかたちで，

自己統制の中心的な役割を果たしているという考えを支持する結果である。 

 

2.1.3 自己統制の制御資源モデル 

このように，自己統制にはモニタリングとコントロールに関わる中心的機能

が存在し，情動や報酬への反応によって生じる欲望とのバランスにより，自己
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統制の成否が決まると考えられている。社会心理学において，このような考え

をとるもののひとつに，自己統制の制御資源モデル(self-control strength model; 

Muraven, Tice, & Baumeister, 1998)がある。制御資源モデルの中心的主張は，自

己統制の成功には，あらゆる状況での自己統制処理に共通して利用される心的

資源を費やす必要があり，心的資源が枯渇することで自己統制処理を行うこと

が困難になる，というものである。心的資源が枯渇し，自己統制に困難が生じ

ている状況は，フロイト(Freud, 1923 中山訳 1996)が精神分析において想定し

た自我システムの不全に例えられ，「自我枯渇(ego-depletion)」と呼ばれている

(Baumeister, Bratslavsky, Muraven, & Tice, 1998)。 

自我枯渇の実験パラダイムは以下のようなものである。まず，実験参加者は

枯渇課題(depletion task)に取り組む。この課題は自我枯渇を引き起こすための実

験操作であり，ストループ課題のように自己統制処理を要する課題が扱われる。

ただし，枯渇課題に取り組む際に実験参加者は枯渇群と非枯渇群に分けられ，

枯渇群の参加者は自己統制を要する課題(例えばストループ課題であれば，文字

の読みと色が不一致なものが提示されるもの)に取り組み，非枯渇群の参加者は

自己統制を要しない課題(例えばストループ課題であれば，文字の読みと色が一

致したもののみが提示されるもの)に取り組む。続いて実験参加者は，従属変数

の課題(dependent task)に取り組む。この課題は自我枯渇の影響を検討するため

の実験課題であり，枯渇課題とは異なる種類の自己統制処理を要する課題が扱

われる。例えば，枯渇課題にストループ課題が用いられたのであれば，従属変

数の課題には一定の握力を持続して発揮させるハンドグリップ課題などが用い

られる。自我枯渇は，先行して自己統制処理を行うことで心的資源が消費され

るために自己統制処理に困難が生じている状態である。よって，この実験手続

きによって自我枯渇が引き起こされ，従属変数の課題においては，枯渇群の参

加者の方が，非枯渇群の参加者よりも課題成績が低下することになる。この手

続きは Muraven et al. (1998)のモデル提唱以降，様々にかたちを変えて使われて

おり，全体としては中程度の効果量が見られるというメタ分析の結果が報告さ

れている(Hagger, Wood, Stiff, & Chatzisarantis, 2010)。 

近年は自我枯渇の生起に関与する神経活動の変化も検討されている。例えば，

Friese, Binder, Luechinger, Boesiger, & Rasch (2013)は情動を喚起させる画像を提
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示して，情動抑制を求めた群と，求めなかった群とで，ストループ課題の成績

を比較しながら，fMRI によって得られた神経活動について検討している。その

結果，ストループ課題中の背外側前頭前野の活動に差が見られ，情動抑制を求

めた群の方が求めなかった群に比べて活動が弱かったことが報告されている。

加えて，活動の低下していた領域は画像を提示した際に，情動抑制を求めた群

で，求めなかった群に比べて強く活動していた領域であった。このことから，

自我枯渇の生じる背後では，先行する情動抑制課題において認知制御を働かせ

るために背外側前頭前野が活動した結果，後続のストループ課題において背外

側前頭前野の活動が低下し，認知制御を働かせることが困難になっていると考

えられる。同様の結果はいくつかの研究で得られている(Hedgcock, Vohs, & Rao, 

2012; Wagner & Heatherton, 2013)。低下するのがモニタリング処理であるのか，

コントロール処理であるのかについてはやや知見が一貫しないものの(cf. 

Inzlicht & Gutsell, 2007)，自我枯渇の背後には前頭前野を基盤とする認知制御の

働きの低下が関与していることが示唆されている。 

 

2.2 動機づけ研究における主体としての自己 

2.2.1 動機づけ理論の流れと自己決定理論 

 前節では，前頭前野を基盤とする認知制御との関わりを踏まえながら，自己

統制の概念的枠組みについて概観した。では，どのようにすれば主体としての

自己の働きを自己統制の心理プロセスの中で検討することができるだろうか。

本節では，自己統制について考える上で欠かすことのできない，動機づけ研究

の流れを概観する。特に，本論文の目的である自己の主体性を自己統制の概念

的枠組みに取り入れるための足掛かりを得るべく，動機づけ研究において自己

の主体性が扱われるようになった経緯を追う。 

 動機づけは行為を促す過程全体を指す概念であり，「行動を促し，持続させ，

制御する過程」と定義される(Pintrich & Schunk, 2002)。動機づけはベクトルに

例えられ，行為を促す方向性とエネルギー性を持った概念として扱われること

もある。ここには，動機づけという概念自体が，欲動という精神エネルギーを

仮定したフロイトの思想に影響を受けていることが現れている(Freud, 1923 中

山訳 1996)。個人の内部にある精神エネルギーによって行動を促す動機づけが
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生じているというような考えは動因論と呼ばれている。 

 概念として現れた当初は，動機づけは自身に欠けたものを補うために生じる

と想定されていた(e.g., Hull, 1943)。空腹になったら食欲が生じる，というよう

な生理的欲求に基づく動機づけがその一例として挙げられる。しかしながら，

感覚遮断実験(Heron, 1957)などを通じて，人には個人の内部から生じる，環境

と効果的に関わりたいという欲求が存在することが主張されるようになった。

こうした主張は，内発的動機づけやコンピテンス動機づけといった，個人が自

らの成長を目指して行為に動機づけられていくことを仮定した概念の提唱に繋

がっていった(鹿毛, 1994; 速水, 2012)。 

 こうした流れの中で構築され，発展してきた動機づけの理論に自己決定理論

(self-determination theory; Ryan & Deci, 2000)がある。自己決定理論は，人には生

得的な心理的欲求が備わっていることを仮定し，人が心理的欲求を充足させな

がら，社会的な価値と自己の価値観を統合させた自己を形成させていく成長過

程を記述した理論である。自己決定理論では，自らが行為を選び，制御する主

体でありたいという自律性の欲求，効果的に環境に働きかけることができるよ

うにありたいという有能さの欲求，他者と親密な関係を持ちたいという関係性

の欲求の 3 つの心理的欲求の存在を仮定している。自己決定理論に基づく研究

より，これらの心理的欲求が満たされることが，個人の幸福感や，社会的価値

の内在化につながることが示されている。 

 自己決定理論に見られる自律性の欲求の仮定によって得られた功績のひとつ

が，アンダーマイニング効果の発見である。アンダーマイニング効果とは，は

じめは興味や知的好奇心などによって内発的に動機づけられていた活動であっ

ても，成果に応じた報酬が獲得してしまうことで内発的動機づけが低下し，そ

の活動にあまり自らは取り組まないようになる現象である(Deci, 1971; Lepper, 

Greene, & Nisbett, 1973)。この現象の背後には，報酬を獲得してしまうことで，

自律性の欲求が阻害されてしまうことが要因として影響していると考えられて

いる。アンダーマイニング効果の報告された当時は，行動主義的な考えが主流

であり，成果に応じた報酬の獲得は動機づけを高め，対象の活動を促進するも

のであると考えられていた。これまでの想定に反して，報酬が動機づけを低下

させてしまうという現象の報告は，人の動機づけについて理解するためには，
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行為を行う自己の主体性に注目する必要性があるという主張に繋がっていった。 

 

2.2.2 他分野における動機づけと自律性の扱い 

 自己決定理論で過程される自律性の欲求に類似した過程は他の分野でも見ら

れている。例えば，社会心理学における認知的不協和理論(Festinger, 1957)では

自らの思考や信念が，行動と一貫していて理解される状態でありたいという欲

求の存在が仮定されている。また，神経科学においても，自ら選択できる状況

で報酬を得た方が，受動的に報酬を与えられた場合に比べて，報酬系が強く活

動するという結果が得られている(Leotti, Iyengar, & Ochsner, 2010)。自身が行為

の主体でありたいという自律性の欲求は，個体の生存に不可欠なものとして，

生得的に備わったものであると考えられている。 

 しかしながら，動機づけに関する神経科学的なモデルにおいては，自律性の

欲求が十分に考慮されているとは言い難い。例えば，Kim (2013)のモデルでは，

動機づけは強化学習的な発想から，報酬・罰の予期と，これに続く制御機能の

働きによって説明されている。また，Berridge (2012)のモデルでは，古典的学習

理論に近い発想から，報酬への反応を中心とした動機づけモデルの構築を試み

ている。このように，神経科学における動機づけのモデルの多くは行動科学的

な考えに大きく影響を受けており，自律性の欲求のような，行為を行う自己の

主体性にまで焦点を当てて包括的に考慮されたモデルは考えられていない現状

にある。 

 こうした現状の中，自律性の欲求と動機づけとの関連について神経科学的に

検討しようとする流れも見られる。例えば先述のアンダーマイニング効果に関

する研究として，はじめに課題に取り組んでいる最中に見られた報酬系の活動

が，金銭報酬を与えた後では低下してしまうことが示されている(Murayama, 

Matsumoto, Izuma, & Matsumoto, 2010)。しかし自己決定理論を始めとする，心理

学の動機づけ研究で得られて来た自律性の欲求に関する知見にはまだ神経科学

や認知心理学の視点からの検討が少ないものも多く，自己の主体性をも含めて，

動機づけをより広範に説明できるモデルを構築するには，さらなる知見の蓄積

が求められている。 

 このように，動機づけ研究の中で，自己の主体性に着目する必要性は以前よ
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り指摘され，理論としての体系化が進められてきた。しかしながら，神経科学

や認知心理学の視点を取り入れた動機づけのメカニズムの解明においては，自

律性の欲求のような，自己の主体性に関する側面が十分に検討されてきたとは

言い難い現状にある。こうした状況は，前章で述べた自己統制研究の現状とも

通じるところがある。概念定義からも自己統制と動機づけは密接に結びついた

概念である。自己統制について自己の主体性を取り入れた考察を行うことは，

自己の主体性を踏まえた動機づけメカニズムの解明にも通じると言える。 

 

2.3 第 2 章のまとめ 

 以上の 2 つの節では，自己統制の概念的枠組みと，動機づけ研究において自

己の主体的側面が扱われるようになった経緯とを概観してきた。こうした研究

の流れを踏まえて，本論文で自己の主体性を踏まえた自己統制概念に迫るため

のアプローチの概略を図 2-1 に示した。まず，自己の主体的側面について検討

するには，自己統制を支える心理プロセスとして，人が主体的に行う活動をも

含めて検討するように焦点を拡大する必要がある。そこで本論文では，従来の

自己統制研究において扱われてきた「目標がある状況での目標と欲望の葛藤解

決プロセス」に焦点を限定せず，自発的に行動を調整するプロセス(第 3 章)や

自己統制による行動選択の前後の主観的評価(第 4 章)，および主観的評価に基

づいて個人内で生じる変化(第 6 章)も研究対象とする。 

 

 

図 2-1. 本論文のアプローチの概略 

行動選択への行動選択への行動選択への行動選択への
主観的主観的主観的主観的評価評価評価評価

行動選択前の行動選択前の行動選択前の行動選択前の
予期予期予期予期的評価的評価的評価的評価

自発的に行動を自発的に行動を自発的に行動を自発的に行動を
調整するプロセス調整するプロセス調整するプロセス調整するプロセス

目標がある状況での
目標と欲望の

葛藤解決プロセス

自律性の自律性の自律性の自律性の
信念信念信念信念 自己統制の自己統制の自己統制の自己統制の

自律性自律性自律性自律性
第3章

第6章

第4章
第5章
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加えて，動機づけ研究の流れに従い，自律性の欲求が満たされているか否か

によって，自己統制に関わる心理プロセスにどのような影響が見られるかを検

討することも有効であると考えられる。これまでの自己決定理論に基づく研究

では，自律性の充足には信念レベル，領域レベル，行動レベルと，複数の層が

存在することが仮定されてきた(Milyavskaya, Philippe, & Koestner, 2013; 

Vallerand & Lalande, 2011)。本論文では，個人が保持している信念としての自律

性の充足(第 3 章)と，個人が取り組んでいる自己統制における自律性の充足(第

4 章，第 5 章，第 6 章)を扱う。以降の章では，これらのアプローチに基づいた

研究成果を報告する。 
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第3章 自己統制と人の自律性に関する信念―自由意志信念と自発的な制御の

観点から 

 

3.1 はじめに 

 本章では，自由意志信念と自己統制との関連について考察する。自由意志と

は，自由に行動を選択・制御する働きをもち，行為者が自身の行動に責任を持

つために欠かせない機能を指す(Nahmias, 2012)。人を自由意志を持った存在と

見なす信念は自由意志信念(belief in free will)と呼ばれ，自律性の欲求を持つた

めに生じている信念であると考えられている(Leotti et al., 2010)。いくつかの研

究結果より，自由意志信念を持つことは自己統制の成否に関与することが主張

されている(e.g., Vohs & Schooler, 2008)。このことは，人の自律性の欲求は，個

体の生存に不可欠なものとして，生得的に備わったものであると考える論拠に

なり得る。しかしながら，これらの研究では，第 2 章で述べたような現状から，

自己の主体性についてあまり焦点が当てられていないという問題点がある。本

章では行為者が自ら行動の調整を行う際の心理プロセスにおいて，自由意志信

念を持つことがどのように関与するのか，研究成果を踏まえて考察する。 

 

3.2 日本版自由意志・決定論信念尺度の作成(研究 1) 

3.2.1 問題 

 本節では，自由意志信念を測定するための日本語尺度を作成した研究 1 の成

果を報告する。前節でも述べたように，自由意志信念とは，人を自由意志を持

った存在と見なす信念である。この信念は，日常生活の中での直感的な理解と

も一致している。しかしながら，哲学者や科学者を中心に「人は自由意志を持

つ」ということについて懐疑的な見方を持つ者も少なくない。自由意志を否定

する論拠として挙げられるもののひとつが「あらゆる出来事はあらかじめ決定

されている」とする決定論的な信念(Popper, 1982 小河原・蔭山訳 1999)である。 

 Paulhus & Carey (2011)はこうした自由意志や決定論に関わる信念を測定する

質問紙尺度として，自由意志・決定論信念尺度(Free will and determinism scale; 

FAD-Plus)を作成した。FAD-Plus は，自由意志信念，科学的決定論(scientific 

determinism)信念と運命的決定論(fatalistic determinism)信念の 2 つの決定論的信
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念，および関連概念として将来の出来事は予測できないという予測不能

(unpredictability)信念の 4 つの下位尺度からなる 27 項目の尺度である。 

 科学的決定論信念と運命的決定論信念は，同じように「あらゆる出来事はあ

らかじめ決定されている」とする決定論的信念であるが，決定論拠が異なって

いる。伊佐敷(2010)によれば，決定論は決定の根拠に従って 3 つの論に大別さ

れる。宗教的な背景を持ち，「神が全ての出来事を知っている以上，全ての出来

事は決定されている」という神の全知を決定根拠とする神学的決定論，排中律

や真理値の変更不可能性といった論理法則を決定論拠としており，「出来事が生

じるか否かは命題の集合として論理的に導くことが可能であるため，あらかじ

め決定されている」とする論理的決定論，「先行する出来事が自然法則に従って

後続の出来事を因果的に決定される」と自然法則を決定根拠とする科学的決定

論(あるいは因果的決定論)である。運命的決定論は論理的決定論と神学的決定

論とを合わせた呼称である。 

 自由意志の存在や決定論的世界観の真偽については議論が続いており，明確

な結論は得られていない。これらの論の捉えられ方は論者の立場によって異な

っている。非両立論的立場からは，厳密な決定論世界観の中では全ての出来事

はあらかじめ決定されたものと見なされるために行動選択に自由は認められず，

自由意志は存在しえないと主張される。他方で決定論のもとでも自由意志の存

在を認めることができることを主張する両立論者も存在する。例えば Searle 

(1984 土屋訳 1993)などは，認識論的な両立論を主張する。出来事が自然法則

に従って決定的に生じているとしても，「そのふるまいがどのような意図によっ

て行われたものか」といった志向性を厳密に物理現象に還元することはできな

いため，自由意志の存在が認識されると論じられている。FAD-Plus は両立論的

立場から作成されており，Paulhus & Carey (2011)の結果からも自由意志信念と 2

つの決定論信念の間に負の相関関係は見られておらず，人々はこれらの信念を

両立論的に保持していることが示唆されている。 

 研究 1 の目的は，Paulhus & Carey (2011)の作成した FAD-Plus の日本語版尺度

である日本版自由意志・決定論信念尺度(Free will and determinism scales in 

Japanese: FAD-J)を作成することである。そのために，インターネット調査を行

い，FAD-J の内的一貫性と基準関連妥当性の検証を行った。Paulhus & Carey 
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(2011)では基準関連妥当性の検証として LOC を測定する尺度が使用されていた。

LOC は自分に生じた出来事の原因を自分のふるまいや自分が持つ特徴に帰属

するか(内的統制)，運や影響力を持った他者によってもたらされた結果に帰属

するか(外的統制)に関わる信念である(Rotter, 1966)。「自由意志が存在するとは

信じているけれども，自身の行動は出来事に全く影響を及ぼさない」と考える

こともあるように，自由意志・決定論信念と LOC は全く同一の信念ではない。

実際，内的統制と外的統制を一軸の次元として扱うような LOC 尺度を用いた調

査結果からは，自由意志・決定論信念と LOC は弱い相関を示すのみという結果

も見られる(Stroessner & Green, 1990)。しかしながら自由意志信念と内的統制，

決定論信念と外的統制の間には概念的に重複した部分もあり，両概念は全く無

関連だとは考えられていない(Sappington, 1990)。こうした考えから，Paulhus & 

Carey (2011)では内的統制と外的統制を異なる因子として測定する尺度を用い

て妥当性の検証を行っている。Paulhus & Carey (2011)の結果に従えば，自由意

志信念は内的統制と，科学的決定論信念と運命的決定論信念は外的統制と，そ

れぞれ正の関連を示すと予測される。1後に FAD-Plus を使った調査を行った

Stillman, Baumeister, Vohs, Lambert, Fincham, & Brewer (2010)でも同様の相関関

係が得られていたことから， FAD-J の基準関連妥当性の検証には FAD-J の各

下位尺度と LOC の内的統制・外的統制との相関を用いることにした。 

 また，科学的決定論信念と運命的決定論信念の弁別的妥当性を検証するため

に，科学への信頼・選好と宗教信仰を扱った。先述の通り，運命的決定論と科

学的決定論では神の全知と自然法則とで決定論拠が異なっている。Carey & 

Paulhus (2013)では，宗教信仰は運命的決定論信念とは正に相関し，科学的決定

論とは r(220) = -.15 と弱いながらも負に相関することが報告されている。科学

的決定論信念と運命的決定論信念が異なる側面を測定しているならば，両信念

は科学への信頼・選好，宗教信仰との関連で異なるパターンを示すと予測され

                                                 
1
 Paulhus & Carey (2011)では外的統制を他者の力と運の 2 因子に分けて捉える

尺度が使用されていた。しかしながら彼らの仮説上では両因子は区別されずに

外的統制として扱われており，両因子で効果量は多少異なるものの，相関関係

の正負は異なっていない。短縮版 LOC-7 尺度(間他, 2000)も両因子を区別して

いないことから，研究 1 では外的統制として扱う。 
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る。 

 

3.2.2 方法 

調査回答者 株式会社マクロミルの全国の登録モニタから選出された 3000

名(男性 1503 名，女性 1497 名，平均年齢 43.5 歳，SD = 14.9，年齢幅 15―70 歳)

が調査に回答した。回答者は性別，年齢比，居住地域を国勢調査の人口動態に

合わせて選出された。 

使用した尺度 FAD-J は FAD-Plus(Paulhus & Carey, 2011)と同様に，自由意志

信念 7 項目，科学的決定論信念 7 項目，運命的決定論信念 5 項目，予測不能信

念 8 項目からなる。原著者の許可を得て，著者らで協議して尺度項目を邦訳し

た後，翻訳会社に逆翻訳と校正を依頼した。そのうえで翻訳に関わっていない

心理学専攻の大学院生と協議して回答しやすいように一部の項目で語順を変更

し，「あなた」を「自分」と変えて表現を修正した。FAD-J の各項目について，

自分の考えにどのくらいあてはまるかを「1. とてもよくあてはまる」から「5. 

まったくあてはまらない」の 5 件法で回答を求めた。分析の際には得点を逆転

させ，信念が強いほど点数が大きくなるように得点化した。 

LOC の測定には Shewchuk の短縮版 LOC-7 尺度(間・林・桑田・中嶋 (2000)

による邦訳版)を使用した。短縮版 LOC-7 尺度は外的統制(External)4 項目と内的

統制(Internal)3 項目からなる尺度である。原版では短縮版 LOC-7 尺度は 3 件法

の尺度だが，本研究では得点の分散を考慮して「1. 全くそう思う」から「7. 全

く違うと思う」の 7 件法で尋ね，逆転させた尺度得点を分析に用いた。 

科学への信頼・選好については文部科学省(2012)を参考にした 4 項目(例: 科

学は，自分の身の回りのことを理解するのに役立つ)を用いた。宗教信仰につい

ては林(2010)を参考にした 4 項目(例: 神や仏の存在を信じている)を用いた。ど

ちらも各項目に対して「1. あてはまる」から「4. あてはまらない」の 4 件法

で尋ね，逆転させた尺度得点を分析に用いた。 

 

3.2.3 結果 

FAD-J の因子構造の検討 FAD-Plus と同様の 4 因子構造を仮定して確証的因

子分析を行った。因子間に相関関係を仮定したモデルの適合度は CFI = .82, 
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RMSEA = .06 であった。やや適合度は低いものの，Paulhus & Carey (2011)の研

究 3 で報告されている確証的因子分析の結果は CFI = .82, RMSEA = .06 であり，

本研究の結果はこれに近い値をとっているため，モデルの適合度に問題はない

とみなした。因子負荷量と因子間相関は表 3-1 に示した。なお，科学的決定論

信念と運命的決定論信念の間の因子間相関が高いことを受け，これらの因子を

統合した 3 因子モデルについても検討したが，結果は CFI = .77, RMSEA = .07

と適合度が低かったため，研究 1 では Paulhus & Carey (2011)と同様の 4 因子モ

デルを採用した。 

 FAD-J と LOC との関連 短縮 LOC-7 尺度との相関分析により，基準関連妥当

性を検討した。なお短縮 LOC-7 尺度について確証的因子分析を行ったところ，

間他(2000)と同様の因子構造が確認された(CFI = .97, RMSEA = .07)。FAD-J と短

縮 LOC-7 尺度の尺度得点の平均値と SD，信頼性係数(Cronbach’s α)，および変

数間の相関係数は表 3-2 に示した。信頼性係数の値より，いずれの下位尺度も

一定の内的一貫性を持つことが確認された。自由意志信念と内的統制の間に正

の相関(r = .53)が見られた。また，科学的決定論信念，運命的決定論信念は外的

統制との間に正の相関(rs = .41, .37)が見られた。以上の結果は Paulhus & Carey 

(2011)とも整合しており，基準関連妥当性は示されたと判断した。なお予測不

能信念は内的統制，外的統制と正の相関(rs = .21, .28)が見られた。 

 宗教信仰・科学への信頼・選好との関連 宗教信仰(α = .73)と科学への信頼・

選好(α = .68)は，FAD-J のいずれの下位尺度とも十分な強さの相関関係は見られ

なかった(|rs| < .19)。相関係数は低いが，そのパターンに着目すると，運命的決

定論信念は宗教信仰 (r = .15)とのみ正の相関を示す傾向にあった。他方で科学

的決定論信念は宗教信仰(r = .14)と科学への信頼・選好(r = .15)の両者と正の相

関を示す傾向が見られた。宗教信仰と科学的決定論信念の関連は Carey & 

Paulhus (2013)とは異なっていたが，科学的決定論は神学的決定論の決定根拠を

神の全知から自然法則に置き換えて発展した思想ともみられている(Popper, 

1982 小河原・蔭山訳 1999)。しろうと信念としての決定論信念もこのような思

想体系と同様の発展を辿るものであれば，宗教信仰と科学的決定論が正の相関

を示すとも考えられる。他方で科学的決定論信念が生じるには科学的な理論へ

の信頼を持つことが必要であるのに対して，運命的決定論においては科学的な
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理論への信頼は必ずしも必要とはされない。研究 1 で見られた相関関係は弱い

ものの，このように相関のパターンの違いが見られたことから，科学的決定論

と運命的決定論の 2 つの下位尺度は決定論の異なる側面を測定していると判断

した。 

 

3.2.4 考察 

 研究 1 では，日本版自由意志・決定論信念尺度(FAD-J)の作成と信頼性・妥当

性の確認を行い，いくつかの心理尺度との相関関係について探索的な検討を行

った。研究 1 で作成した FAD-J は，原版の FAD-Plus を作成した Paulhus & Carey 

(2011)と同程度の適合度，信頼性を有しており，LOC との間にも Paulhus & Carey 

(2011)や Stillman et al. (2011)の報告と同様の相関関係が見られていた。これらの

結果は，FAD-J が一定の信頼性・構成概念妥当性を満たした尺度であることを

示している。 
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表 3-1. FAD-J の確証的因子分析の結果 

 

因子
負荷量

4 .62

21 .59

16 .57

23 .51

8 .51

26 .46

12 .33

10 .64

2 .59

24 .50

14 .48

6 .46

22 .45

18 .44

9 .79

1 .76

5 .63

13 .55

17 .41

11 .69

27 .67

7 .66

19 .65

25 .53

3 .52

15 .51

20 .49

1 2 3 4

.39

.11 .76

.52 .40 .39因子4

人は誰しも予測できないようなふるまいをする

人生は運に負うところが大きい

因子間相関

因子1

因子2

因子3

心理学者や精神科医はやがて人のふるまいの全てを解明するだろう

親の持つ形質は、子どもの形質を決めている

人間の行動は他の動物たちと同じように、いつも自然の摂理に従っている

人の歴史の大部分は偶然の出来事の積み重ねである

全ての人の人生は、最初から運命によって決められている

未来はいつも運命によって決められていると信じている

どんなに努力しても、自分の運命は変えられない

物事はなるようにしかならず、自分にできることは少ない

その考え方が好きかどうかは別として、人生は説明できない力に動かされている
ように思う

因子4: 予測不能信念

サイコロの目やコイントスのように、人生は予測できない

人の将来は予測することができない

誰もこれから起こることを予測できない

日々の出来事は全くもって一貫性を持たないため、先を予測することは難しい

人に起こる出来事は、偶然の産物である

注: N  = 3000

人は、自分のあやまちにいつも責任を負っている

項目

因子1: 自由意志信念

人は自分の意志で決定を下すことができる

人は自らの自由な意志や思考で行動している

犯罪者には自分の行った悪事に対する、全面的な責任がある

因子3: 運命的決定論信念

人は自分が下した誤った選択に対しては、一切の責任を負わなくてはならない

精神力が強ければ、自分に生じた欲望をいつも抑えることができる

人は心から望めば、どんな障害でも乗り越えられる

因子2: 科学的決定論信念

自分の将来は、遺伝子によって決められている

人の性格や才能は、(脳のつくりなどの)生物学的な構造によって決まっている

大人になってから成功するかは子どもの頃の環境で決まる

過去の経験がどのように現在の自分の知性や性格を形作ってきたかを、
科学は示してくれる
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 表 3-2. FAD-J と LOC の下位尺度の平均値，SD，α，および尺度間相関 

 

 

  

自由意志信念
科学的決定論

信念
運命的決定論

信念
予測不能信念 内的統制 外的統制

FAD-J 自由意志信念

科学的決定論信念 .33*

運命的決定論信念 .13* .57*

予測不能信念 .38* .36* .41*

LOC 内的統制 .53* .13* -.07* .21*

外的統制 .10* .41* .37* .28* .01

平均値 3.52 2.95 2.84 3.45 5.81 5.06

SD 0.54 0.54 0.68 0.58 0.91 1.02

α .71 .71 .76 .81 .72 .79

尺度

FAD-J LOC

注: N  = 3000, * p  < .05
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3.3 自由意志信念と意思決定の収穫-探索方略との関連(研究 2) 

3.3.1 問題 

 本節では，自由意志信念と自発的な行動調整プロセスとの関連について検討

した研究 2 の結果を報告する。過去の研究では，自由意志信念を持つことが自

己統制の成否に関与していることが主張されてきた。2例えば，Stillman et al. 

(2010)は自由意志信念の強さが仕事上の成績や人生満足感と正に相関する結果

を得ている。また，実験研究からも，自由意志信念を否定するような文章を読

むことで，いかさま行為(Vohs & Schooler, 2008)，攻撃行動(Baumeister, Masicampo, 

& Dewall, 2009)，同調行動(Alquist, Ainsworth, & Baumeister, 2013)が増加するこ

とが示されている。さらに認知心理学的な視点からの実験検討も行われており，

自由意志信念の強さは認知制御課題でのモニタリング処理と関連していること

を示唆する結果が得られている(Rigoni, Pourtois, & Brass, in press; Rigoni, 

Wilquin, Brass, & Burle, 2013)。しかし先述のように，これらの研究では自己の

主体性についてあまり焦点が当てられていないため，行為者が自ら行動の調整

を行う際の心理プロセスにおいて，自由意志信念を持つことがどのように関与

するのかは明らかでない。 

 そこで研究 2 では，自発的な行動調整プロセスとして，環境の変化に応じた

意思決定方略の収穫(exploitation)から探索(exploration)への移行(Sutton & Barto, 

1998)を扱う。収穫方略は，過去の経験から報酬の獲得できる確率が最も高いと

予測される選択肢を選ぶ方略である。これに対して，探索方略は，過去の経験

に囚われず，新規の選択肢を選ぶ方略である。収穫方略は変化が少なく，固定

的な環境では有効である。しかし，実際の生活環境は変化があり，不確実なこ

とが多いため，収穫と探索を上手く使い分けることが重要とされる。 

 収穫方略から探索方略への移行は，明示的な教示なしに生じ得る。方略の移

行を起こし得る環境要因のひとつが，報酬と行動の随伴性の変化である。収穫

方略と探索方略のバランスは反応の多様性によって評価される。二肢選択の意

思決定課題を用いた実験からは，報酬獲得の確率と行動の随伴性が逆転すると，

                                                 
2
 自由意志信念に関する研究では FAD-Plus の前身である FAD-4 を使用してい

る研究もある。FAD-Plus と FAD-4 は作成者が同じであり，項目が多少異なるの

みで因子構造はほぼ同じであるため，本論文では特に区別せずに扱う。 
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どちらの選択肢を選ぶかという反応がより多様になることが示されている

(Ohira et al., 2013)。このような報酬と行動の随伴性を伴う二肢選択の意思決定

課題については計算機シミュレーションによる検討も行われており，収穫方略

から探索方略へ移行する背後には，その時点までに学習した随伴性に基づいた

反応の抑制が必要であることが示されている(Stocco, 2012)。よって，報酬と行

動の随伴性が逆転する意思決定課題における，意思決定方略の移行は，環境の

変化に応じた自発的な行動の調整が必要であり，自己の主体性をも含めた自己

統制を検討するために有効な実験手法である。 

 自由意志信念を持つことが自己統制に有効であるならば，自由意志信念が強

いほど，報酬と行動の随伴性が逆転した際に，反応の多様性の変化が大きいと

予測される。さらに研究 2 ではこうした関連がどのようなメカニズムで生じて

いるかを明らかにすべく，交感神経系の活動を測定する。Ohira et al. (2013)の実

験では，血中のホルモン濃度を含めた生理反応の測定と，ポジトロン放出断層

撮影法(positron-emission tomography: PET)による脳活動の測定を組み合わせた

検討を行っている。その結果，報酬と行動の随伴性が逆転した際の血中のエピ

ネフリン濃度の増加が，右前島の活動を介して，行動の多様性と関連している

ことが示唆されている。この結果はソマティックマーカー仮説(Damasio, 1994)

に基づいて解釈されており，環境の変化に際して生じる生理変化は行動調整の

必要性を伝える反応であるとされている。第 2 章で述べたように，自己統制は

モニタリング処理とコントロール処理に分けて理解されている。自由意志信念

を持つことがモニタリング処理の働きに有効ならば，自由意志信念の強さと反

応の多様性の変化は，交感神経系の活動によって媒介されると予測される。他

方で，自由意志信念を持つ事がコントロール処理の働きに有効ならば，自由意

志信念の強さは，交感神経系の活動と反応の多様性との関連を調整するように

影響すると予測される。以上の 2 つの予測について，どちらの予測が支持され

るか，あるいは両方の予測が支持されるか，実験的な検討を行った。 

 

3.3.2 方法 

実験参加者 参加者は大学生・大学院生 60 名(男性 46 名，女性 14 名，平均

年齢 21.5 歳，SD = 3.1)であった。測定時の不備により，参加者 1 名の交感神経
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系の活動が取得できなかったため，59 名のデータを分析に用いた。なお，本研

究の実施は京都大学大学院教育学研究科教育認知心理学講座の倫理審査委員会

によって承認された(承認番号 CPE-37)。 

手続き 参加者は実験室に来る前に，Qualtrics によって作成された web 上の

アンケート回答フォームから，研究 1 で作成された日本版自由意志・決定論信

念尺度(FAD-J)に回答した。本尺度についての詳細は研究 1 を参照いただきたい。 

 その後，参加者は実験室に来訪し，PC 上で逆転学習課題に取り組んだ。なお，

実験プログラムは PsychoPy(Peirce, 2007, 2008)を用いて作成された。この課題は

Ohira et al. (2013)の実験課題をもとに作成された，40 試行×4 ブロックからなる

意思決定課題であった。それぞれの試行では，始めに画面中央に十字の注視点

が 500 ミリ秒間提示された後，2 つの異なる色のカードが画面の左右に提示さ

れた。ここで，参加者は PC のキーボードの左矢印キーと右矢印キーを使って，

左に表示されたカードか，右に表示されたカードかどちらか一方を選択するこ

とを求められた。それぞれのカードは一方が 10 円を獲得するものであり，他方

が 10 円を損失するものであった。カード選択から 1500 ミリ秒経過した後，2

枚のカードが反転し，参加者の選択は 10 円獲得であったか，10 円損失であっ

たかが知らされた。なお，カードの選択は 1000 ミリ秒以内に行うよう求められ

ており，時間内にカードが選択されなかった場合には，10 円損失となるように

設定されていた。試行間の間隔は 3500 ミリ秒から 5000 ミリ秒で幅をもって設

定されていた。 

 この課題では，ブロックによってカードの選択と報酬獲得の確率が異なって

いた。始めの 2 ブロックでは，一方のカードを選択した場合に 10 円獲得となる

確率は 70%であり，他方のカードを選択した場合に 10 円獲得となる確率は 30%

となるように設定されていた。後の 2 ブロックでは，カードの選択と報酬獲得

の確率が逆転しており，先のブロックで 10 円獲得となる確率が 70%であった

カードを選択した場合に 10 円獲得となる確率は 30%であり，他方の，先のブ

ロックで 10 円獲得となる確率が 30%であったカードを選択した場合に 10 円獲

得となる確率は 70%となるように設定されていた。参加者は，この実験課題に

ついて，課題成績が実際の報酬の獲得額を決めるような，ギャンブル性のある

実験課題であるとだけ教示されており，カードの選択と報酬獲得の確率，およ



24 

 

びその変化については何も知らされていなかった。また，ブロック間にはブロ

ックの切り替わりに関する教示は行われていなかったため，カードの選択と報

酬獲得の確率の変化は暗黙裏に行われた。 

生理指標 研究 2 では，交感神経系の活動として，指尖容積脈波(PPG)を測

定した。PPG の測定と記録には，Biopac Inc の MP150 データ取得システムと，

Acknowledge ソフトウェアを用いた。Akademir Akar, Kara, Latifoğlu, & Bilgiç, 

(2013)の手続きに従って，860±60 nm の波長の近赤外光の送受光器を備えた PPG

トランスデューサ(TSD200)を，参加者の左手の薬指に装着し，増幅器(PPG100c)

を通じてサンプリングレート 1000Hz で測定した。PPG の信号は 0.5Hz から

35.0Hz にカットオフを設定した Butterworth フィルタでフィルタリングされた。

課題開始前の 120 秒間のレストと，各ブロック中のそれぞれの PPG の信号につ

いて，ハミング窓での高速フーリエ変換を行い，パワースペクトラム密度を得

た。研究 2 では，低周波数帯域(LF; 0.04-0.15 Hz)密度の，高周波数帯域(HF; 

0.15-0.40 Hz)の密度に対する比率(LF/HF)を，交感神経系と副交感神経系の活動

バランスの指標とした(Schäfer & Vagedes, 2013)。LF/HF は値が大きいほど，交

感神経系の活動が強いことを示す。 

 

3.3.3 結果 

行動指標 研究 2 では，情報理論におけるエントロピー(Shannon, 1948)を反

応の多様性の指標とした。具体的には，まず，先行する試行における結果(10

円獲得 / 10 円損失)と選択したカード(70%カード / 30%カード)の組み合わせに

よって定義される状態 Sにおいて，先行する試行と同じカードを選択した条件

つき確率と，異なるカードを選択した条件つき確率を以下の式(1)によって求め

た。 

 

������ = �
	
�������

� �	
���������
       (1) 

 

ここで，Num(a|S)は，状態 S(70%カードを選択して 10 円獲得 / 70%カードを選

択して 10 円損失 / 30%カードを選択して 10 円獲得 / 30%カードを選択して 10
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円損失)において選択 a(同じカードの選択 / 異なるカードの選択)を行った回数

であり，Num(k|S)は，状態 Sにおいて選択 kが行われた回数である。cは不適解

が得られてしまうことを避けるための任意の定数項であり，研究 2 では 0.001

に設定した。次に，これらの条件つき確率をもとに，以下の式(2)によってエン

トロピーを算出した。 

 

� =�−
�

	
� � ������ log� �������       (2) 

 

Nは状態 Sの数(すなわち，4)である。ここでは Nで除算することにより，エン

トロピーHの値を 0 から 1 で標準化している。 

 エントロピーHは，値が大きいほど，ある試行でのカードの選択が先行する

試行の選択と結果によって説明されないことを示している。例えば，ある試行

でのカードの選択が先行する試行の選択と結果によって完全に決まっている場

合，エントロピーHの値は 0 に近づく。他方で，ある試行でのカードの選択が

先行する試行の選択と結果に無関係に行われたならば，エントロピーHの値は

1 に近づく。なお，研究 2 でカードの選択が先行する試行の選択と結果によっ

て説明されると仮定したのは，この課題で参加者がとりうる方略が Win-stay 

Lose-shift 方略(すなわち，報酬が獲得できたなら同じカードを選択し，損失し

たなら他方のカードを選択する方略)と，学習されたカードと報酬獲得の期待値

の随伴性に基づく選択の組み合わせによると想定されるためである。よって，

この方法から算出されたエントロピーの値が大きいほど，反応が多様になるこ

とになり，探索方略をとっていると解釈される。 

 ブロックごとのエントロピー，反応バイアス，獲得した報酬額の平均と SD

を表 3-3 に示した。ここで，反応バイアスはそれぞれのブロックで 70%の確率

で報酬を獲得できたカードを選択した割合である。一元配置の分散分析の結果

より，エントロピー(F(3, 174) = 4.71, p < .01, ηp
2
 = .08)，反応バイアス(F(3, 174) = 

15.51, p < .01, ηp
2
 = .21)，獲得した報酬額(F(3, 174) = 5.35, p < .01, ηp

2
 = .08)の全

てにおいてブロックの主効果が有意であった。Bonferroni 法による補正のもと

で多重比較を行ったところ，エントロピーについてはブロック 2 とブロック 4

でブロック 1 に比べて低い値を示していた。この結果は，選択と報酬の随伴性
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を学習することで，報酬獲得の期待値が高いカードを選択するように反応が収

束していったことを示している。ただし，ブロック 3 のエントロピーがブロッ

ク 2，ブロック 4 に比べて有意に高いという結果は得られなかった。また，反

応バイアスと報酬の獲得額については，ブロック 3 でブロック 2 に比べて小さ

いという結果が得られた。先のエントロピーの結果と合わせて考えると，ブロ

ック 3 で選択と報酬獲得の随伴性が逆転した際に，全ての参加者で同等に再学

習の必要性が生じていたものの，探索へと移行し，反応が多様になるか否かに

ついては個人差が存在していたと考えられる。 

 

表 3-3. ブロックごとのエントロピー，反応バイアス，獲得した報酬額の 

平均値と標準偏差(SD) 

 

 

生理指標 レストとブロックごとの LF/HF の平均値と SDを表 3-4 に示した。

一元配置の分散分析の結果，ブロックの主効果は有意であった(F(4, 232) = 4.28, 

p < .01, ηp
2
 = .07)。Bonferroni 法の補正のもとで多重比較を行ったところ，LF/HF

はレストに比べて課題中の方が値が小さいという結果が得られた(ただし，ブロ

ック 4 については傾向としては同様であるものの，レストとの差は非有意)。こ

の結果は，Ohira et al. (2013)で報告されている心拍についての結果と同様の傾向

を示していたため，研究 2 では交感神経系の活動が適切に測定できていると判

断した。 

指標間の関連 研究 2 では，ブロック間での反応の多様性の変化に着目して

いたことから，以降の分析では，先行するブロックと当該ブロックとのエント

ロピーの差得点を分析に用いた。また，分布の補正のため，LF/HF については，

対数変換したものを分析に用いた。FAD-J の下位尺度得点とエントロピーの差

得点との相関関係は表 3-5 に示したとおりであり，いずれの下位尺度とエント

平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD

ブロック 1 .80 .18 .58 .13 26.10 69.85

ブロック 2 .73 .20 .67 .16 57.29 75.95

ブロック 3 .76 .21 .52 .15 7.80 71.54

ブロック 4 .70 .20 .61 .15 22.37 70.21

注: N  = 59

エントロピー 反応バイアス 獲得した報酬額
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ロピーの差得点(∆ エントロピー)との間にも有意な相関関係は見られなかった。 

 

表 3-4. レストとブロックごとの PPG の LF/HF 比の平均値と標準偏差(SD) 

 

 

表 3-5. ブロックごとの FAD-J の下位尺度得点と ∆ エントロピーとの相関係数 

 

 

表 3-6. ブロックごとの FAD-J の下位尺度得点と PPG の LF/HF 比との 

偏相関分析の結果 

 

 

 

 つづいて，FAD-J の下位尺度得点と課題中の LF/HF との相関関係について検

討すべく，レスト時の LF/HF を統制変数とした偏相関分析を行った。結果は表

3-6 に示したとおりであり，有意傾向ではあるものの，自由意志信念とブロッ

平均値 SD

レスト 3.34 1.12

ブロック 1 2.83 0.99

ブロック 2 2.59 1.05

ブロック 3 2.81 0.95

ブロック 4 2.84 1.63

注: N  = 59

ブロック 2 - ブロック 1 ブロック 3 - ブロック 2 ブロック 4 - ブロック 3

自由意志信念 -.19 .08 .02

科学的決定論信念 -.01 .10 -.04

運命的決定論信念 .02 .11 .00

予測不能信念 -.02 .11 .01

注: N  = 59

∆エントロピー

ブロック 1 ブロック 2 ブロック 3 ブロック 4

自由意志信念 .20 .17 .25+ .23+

科学的決定論信念 -.05 .02 -.08 -.13

運命的決定論信念 .14 .17 .20 -.02

予測不能信念 .03 .01 .12 .02

注: N  = 59, + p  < .10, 統制変数はレスト時のPPGのLF/HF比

PPGのLF/HF比(対数変換された値)
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ク 3 (p = .06)，ブロック 4 (p = .08)の LF/HF とに正の相関関係が見られた。さら

に，課題中の LF/HF と ∆ エントロピーとの相関関係について，レスト時の LF/HF

を統制変数とした偏相関分析によって検討したところ，ブロック 3 の LF/HF と

ブロック 2 からブロック 3 にかけてのエントロピーの変化との間に正の相関関

係が見られた(表 3-7)。これらの結果は，自由意志信念が，報酬と選択の随伴性

が逆転するブロック 3 での交感神経系の活動を介して，反応の多様性に間接的

に関連していることを示唆する結果である。 

 

表 3-7. ブロックごとの ∆ エントロピーと PPG の LF/HF 比との 

偏相関分析の結果 

 

 

 以上の結果を踏まえ，目的としていた 2 つの予測について検討すべく，SPSS

の PROCESS マクロ(Hayes, 2008)を用いて，10000 サンプルでのブートストラッ

プにより媒介効果・調整効果の分析を行った。まず，図 3-1a に示したような，

自由意志信念がブロック 3 の LF/HF を介してブロック 2 からブロック 3 にかけ

てのエントロピーの変化を予測するという，単純媒介モデルの分析を行った。

その結果，媒介効果はやや弱かったものの，自由意志信念からエントロピーの

変化に対して正の間接効果が見られた(B = 0.035, 95%CI = [-0.001, 0.119], 90%CI 

= [0.003, 0.102])。続いて，図 3-1b に示したような，自由意志信念と LF/HF との

中心化得点による交互作用項を加えた，媒介・調整モデルの分析を行った。そ

の結果，自由意志信念と LF/HF との交互作用からエントロピーの変化量への効

果は見られなかった(B = 0.252, 95%CI = [-0.450, 0.954] , 90%CI = [-0.334, 0.838])。

これらの結果は，自由意志信念は交感神経系の活動を媒介して，反応の多様性

の増加に間接的に影響していることを示唆するものである。 

ブロック 1 ブロック 2 ブロック 3 ブロック 4

∆エントロピー

ブロック 2 - ブロック 1 .07 .01 -.17 -.03

ブロック 3 - ブロック 2 -.03 .20 .29* .03

ブロック 4 - ブロック 3 .13 -.20 -.19 .03

注: N  = 59, * p  < .05, 統制変数はレスト時のPPGのLF/HF比

PPGのLF/HF比(対数変換された値)
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図 3-1. 自由意志信念，ブロック 3 の PPG の LF/HF 比，∆ エントロピー 

(ブロック 3- ブロック 2)の(a)単純媒介モデルの分析結果と(b)媒介・ 

調整モデル(N = 59) 

 

3.3.4 考察 

 研究 2 では，自由意志信念が自発的な行動調整を行う心理プロセスにどのよ

うに関与しているかを検討すべく，報酬と選択の随伴性が変化する状況下にお

ける交感神経系の活動と，反応の多様性の変化に着目して実験的検討を行った。

その結果，自由意志信念は，報酬と選択の随伴性が変化した状況での交感神経

系の活動の増加を介して，反応の多様性を高めるように影響していることを示

唆する結果が得られた。 

 この結果は，自由意志信念が，自己統制のモニタリング処理に関与するとい

う先行研究の知見(Rigoni et al., 2013, in press)とも合致するものである。しかし

ながら先行研究においては，行動の基準や反応の抑制が課題上の教示として与

えられていたため，自己の主体性について十分に検討されていなかった。本研

究では，実験参加者自身が環境の変化に応じて自発的に行動を調整する必要が

ある課題を用いて検討を行った。これにより，主体的に行動を調整しようとす

る際においても，自由意志信念を持つことがモニタリング処理に関与している

PPGのLF/HF比(block 3)
(対数変換された値)

自由意志信念 ∆エントロピー
(ブロック 3 – ブロック 2)

PPGのLF/HF比(block 3)
(対数変換された値)

自由意志信念 ∆エントロピー
(ブロック 3 – ブロック 2)

(a)

(b)

B = 0.084

95%CI = [-0.004, 0.171]
B = 0.416

95%CI = [0.037, 0.796]

B = 0.002

95%CI = [-0.126, 0.129]

B = 0.084

95%CI = [-0.004, 0.171]

B = 0.457

95%CI = [0.059, 0.855]B = -0.007

95%CI = [-0.138, 0.123]

B = 0.252

95%CI = [-0.450, 0.954]

自由意志信念
×PPGのLF/HF比(block 3)

(対数変換された値)
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ことを示すことができた。自己の主体性を考慮した自己統制プロセスにおいて，

自由意志信念を持つことが有効に働くメカニズムに迫ることができた点が，本

研究の新規な点である。 

 以上の結果は，自己統制が自律的に行われている場合とも合致する結果であ

る。例えば，Legault & Inzlicht (2012)は，自ら選択した認知制御課題と，実験者

に選択させられた認知制御課題に取り組んでいる際の課題成績と，EEG によっ

て測定された課題中の脳活動を比較している。彼女らの実験では，自ら選択し

た認知制御課題に取り組んでいる時の方が，自身のエラーをモニタリングする

ことで生じる EEG の振幅が大きく，その結果として，課題成績が向上するとい

う結果が得られている。また，Murayama et al. (in press)では自ら選択した課題

に失敗した場合と，コンピュータに選択させられた課題に失敗した場合の脳活

動と，次に同様な課題に取り組む時の課題成績について検討している。自ら選

択した課題に失敗した時の前部帯状皮質の活動が強いほど，次に同様な課題に

取り組むときの課題成績が高いことが示されている。第 2 章で述べたように，

前部帯状皮質はモニタリング処理に関与する脳領域である。以上のように，自

己統制が自律的に行われている場合にはモニタリング処理が向上していること

を示唆する結果が得られている。これは，自由意志信念が強いほどモニタリン

グ処理が効果的に働いていることを示唆する本研究とも合致する結果である。 

 

3.4 第 3 章のまとめ 

 第 3 章では，自由意志信念を測定する尺度を作成し(研究 1)，これを用いた実

験により自由意志信念が高いほど，自己統制のモニタリング処理が効果的に働

くことを示唆する結果を得た(研究 2)。さらに先行研究において，自己統制が自

律的に行われている際にもモニタリング処理が効果的に働くことを示唆する結

果も得られている。これらの結果から，自律性の欲求が満たされることは，自

身の行動や状態をモニタリングし，環境に合わせて自らの行動を調整するため

に重要な要素であると考えられる。しかしながら，自律性が満たされないよう

な活動であっても，その行動をとることが求められることは社会生活において

しばしば遭遇する事態である。次の第 4 章では，このような自律的でない自己

統制が，行為者にとってどのように評価されているのかについて，考察する。 
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第 4 章 自律的な自己統制への主観的評価 

 

4.1 はじめに 

 本章では，自律的でない自己統制が，行為者にとってどのように評価されて

いるのかについて，2 つの研究結果を示しながら考察する。研究 3 では，自己

統制葛藤の状況下において，行動選択をする前の予期的な評価が，目標への動

機づけが自律的か否かによって，どのように影響を受けるかを検討した。また，

研究 4 では，行動選択時に自律性の欲求が満たされていたか否かが，行動選択

後の評価とどのように関わるかを検討した。 

 

4.2 自己統制葛藤における予期的後悔と自律的な動機づけの関連(研究 3) 

4.2.1 問題 

研究 3 では，自己統制葛藤の状況下において，行動選択をする前の予期的な

評価が，目標への動機づけが自律的か否かによって，どのような影響を受ける

かを検討した。 

多くの自己統制研究では，自己統制葛藤の状況下では短期的な快楽に強く動

機づけられる傾向である近視眼性(myopia)を持つことが前提とされてきた。こ

の前提に対して，自己統制葛藤の状況下で長期的利得に繋がる行動に強く動機

づけられる傾向である遠視眼性(hyperopia)を持つことも主張されている(Kivetz 

& Keinan, 2006)。Keinan & Kivetz (2008)は自己統制葛藤状況では，長期的な利

得の選択に繋がる行動を選択せずに短期的な快楽に繋がる行動を選ぶことを，

将来の時点で強く後悔するように予期する傾向があることを示している。この

ように長期的利得に繋がる行動をとろうとするような，遠視眼的な見通しが生

じている可能性があることを論じている。Keinan & Kivetz (2008)は自らの実験

結果を受け，遠視眼性は広い時間的視野を持つことで解消されるが，人はデフ

ォルトでは狭い時間的視野を持っているために，時間的視野を広げるようなマ

インドセットをとらなければ近視眼的な見通しが抑えられ，遠視眼的な見通し

が生じると主張している。時間的視野が狭い状態において遠視眼性が生じる要

因として，Kivetz & Keinan (2006)の論では，長期的な利得の選択に繋がる行動

は社会的に正しい善徳的な(virtuous)ことと，短期的な快楽に繋がる行動は不道
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徳的な(vicious)こととみなされ，時間的視野が狭い状態では「正しいことをす

る」という感覚があるために，長期的利得に繋がる行動をしなかったことへの

後悔を強く感じるような将来の見通しが立てられるとされている。一方で時間

的視野が広い状態ではこうした感覚にとらわれず，人生の価値などと結びつけ

て選択肢が評価されるために遠視眼性が生じにくくなるとしている。 

自己決定理論(Ryan & Deci, 2000)によれば動機づけの自律性は目標の重要性

を認識し，自ら行動を決定している感覚を反映した概念である。自律性の低い

人では義務的な信念により「社会的に正しいことをすべき」というような環境

から統制された感覚が行動を促すとされる(Deci & Ryan, 1995)。自己決定理論の

主張と Kivetz & Keinan (2006)の仮説とに基づくと，自律性が低い状態では遠視

眼的な将来の見通しが生じると考えられる。研究 3 では将来の見通しを予期的

後悔の強さから検討する。遠視眼的な将来の見通しが生じているならば，長期

的利得に繋がる行動をとらないことを遠い将来で強く後悔するように予期する

と予測される。 

 

4.2.2 方法 

調査概要と調査対象者 研究 3 は「日常生活についての調査」と題したオム

ニバス調査の一部として行われた。後述のように，本研究では仕事と楽しみ

(pleasure)の葛藤状況を用いるために，調査対象者を専従している有職者のみに

限定した。全国のインターネット調査会社の登録者から抽出された 20 代の有職

者 200 名のうち，最終学歴を問う質問項目で「在学中」と回答した 7 名を除外

した 193 名(男性 98 名，女性 95 名，平均年齢 26.9 歳，SD = 1.8)から得られた回

答を分析に用いた。 

手続き 回答者は，シナリオを読んでそのシナリオについて評定する，とい

う手順を 2 つのシナリオについて繰り返し行った。研究 3 では Kivetz & Keinan 

(2006)の研究 1 で扱われていた自己統制葛藤を参考に，仕事と楽しみの葛藤状

況を用いた。それぞれのシナリオでは休日に「仕事に役立つ勉強や作業をする」

か「自分が好きな，楽しめることをする」かどちらを選ぶかで迷っている状況

を想像してもらった。一方のシナリオでは短期的な利得につながる行動である

「自分が好きな，楽しめること」を選択したことが示された後，「1 週間後に振
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り返った場合」と「10 年後に振り返った場合」のそれぞれの時点で予期される

仕事非行為後悔(inaction regret)を尋ねる「仕事に役立つ勉強や作業をしておけば

よかった」などの 3 項目について，「1. まったく感じていない」から「7. 非常

に感じている」の 7 件法で回答を求めた。他方のシナリオでは長期的な利得に

つながる行動である「仕事に役立つ勉強や作業」を選択したことが示された後，

同様の教示を用いてそれぞれの時点で予期される楽しみ非行為後悔を尋ねる

「自分の楽しめることをしておけばよかった」などの 3 項目に 7 件法での回答

を求めた。2 つのシナリオの順序はカウンターバランスされていた。 

 続いて自律性に関わる仕事への動機づけ尺度への回答を求めた。先行研究

で扱われる諸尺度や概念的定義(岡田, 2010; Ryan & Deci, 2000)を参考に，外的

(例，働かないと他の人がうるさいから)，取り入れ(例，他の人に仕事ができる

人間だと思われたいから)，同一化(例，仕事ができるようになると自信がつく

から)，内発(例，働くことがおもしろいから)の 4 下位尺度それぞれ 3 項目ずつ

の 12 項目からなる尺度を作成した。3それぞれの項目について働く理由として

あてはまる程度を「1. まったくあてはまらない」から「7. とてもよくあては

まる」の 7 件法で回答を求めた。また仕事への動機づけ尺度の基準関連妥当性

の確認のために，自尊感情尺度(Rosenberg, 1965)の Heine & Lehman (1997)によ

る日本語版 10 項目について「1. まったくそう思わない」から「7. 強くそう思

う」の 7 件法で回答を求めた。 

 

4.2.3 結果 

仕事への動機づけ尺度の構造 下位尺度ごとに項目の加算平均を算出し，下

位尺度得点とした。各下位尺度得点の平均値，SD，信頼性係数および尺度得点

間の相関係数を表 4-1 に示した。下位尺度間には先行研究(メタ分析として，岡

                                                 
3
 自己決定理論の理論上では，動機づけの調整段階は，外的，取り入れ，同一

化，統合の 4 つの段階が想定されている。しかしながら，質問紙を用いて調査

を行う場合，統合は同一化や内発的動機づけとの弁別が困難なことがある(e.g., 

Vallerand, Pelletier, Blais, Brière, Sénécal, & Vallières, 1992)。動機づけ尺度の中に

は統合を含めていないものもあり(速水・田畑・吉田, 1996; Ryan & Connell, 1989)，

本論文でもこれらの研究に従って下位尺度を外的，取り入れ，同一化，内発の

4 つを扱った。 
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田 (2010))と同様の相関関係が見られた。続いて自尊感情との相関分析を行っ

たところ，同一化，内発とは正の相関関係が，外的とは負の相関関係がみられ

た。これは自律性の充足は自尊感情の獲得に関わるという理論上の仮定(Deci & 

Ryan, 1995)とも整合する結果である。ただし取り入れは信頼性係数が低く，自

尊心との間にも有意な相関関係が見られなかった。以上の結果から外的・同一

化・内発の 3 下位尺度に関しては構成概念妥当性が示されたと判断した。 

 

表 4-1. 仕事への動機づけ尺度の下位尺度得点と Rosenberg 自尊感情尺度の 

尺度得点の平均値，SD，Cronbach の α，相関係数 

 

 

予期後悔の得点化 1 週間後，10 年後の時点ごとに，それぞれのシナリオで

尋ねた非行為後悔項目の加算平均を算出し，後悔の予期得点とした。以降の分

析では「自分の楽しめることをしておけばよかった」などの 3 項目の加算平均

を楽しみ非行為後悔と，「仕事に役立つ勉強や作業をしておけばよかった」など

の 3 項目の加算平均を仕事非行為後悔と呼ぶ。「楽しみ」を選択するシナリオで

は１週間後の仕事非行為後悔の平均は 3.71 (SD = 1.58, α = .87)，10 年後の仕事

非行為後悔の平均は 3.88 (SD = 1.61, α = .87)であった。1 週間後と 10 年後の仕

事非行為後悔の間には正の相関が見られた(r = .60, p < .05)。また，「仕事」を選

択するシナリオでは１週間後の楽しみ非行為後悔の平均は 4.14 (SD = 1.46, α 

= .86)，10 年後の楽しみ非行為後悔の平均は 4.01(SD = 1.54, α = .91)であった。1

週間後と 10 年後の楽しみ非行為後悔の間には正の相関が見られた(r = .50, p 

< .05)。なお，仕事非行為後悔と楽しみ非行為後悔の間には，時点(1 週間後・10

年後)に関わらず有意な相関関係は見られなかった(|r|s < .12, ps > .10)。 

動機づけスタイルに基づいた分析 本研究では岡田・中谷(2006)に従い，動

機づけスタイルに基づいて回答者を分類する。取り入れを除く 3 つの動機づけ

外的 取り入れ 同一化 内発

外的 3.58 1.53 .84

取り入れ 5.18 1.29 .44 .19*

同一化 4.87 1.30 .76 .10 .35*

内発 4.19 1.45 .84 -.12+ .08 .67*

自尊感情 3.93 1.07 .86 -.19* -.12 .23* .34*

注：* p  < .05, + p  < .10, N=193

尺度 平均値 SD α
相関係数
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下位尺度ごとに標準化得点を用いてクラスタ数を 4 に指定してクラスタ分析

(k-means 法)を行った。岡田・中谷(2006)の解釈と類似した結果が得られたこと

から，クラスタ 1(n = 20: 10.4%)は“低動機づけクラスタ”，クラスタ 2(n = 67: 

34.7%)は“他律クラスタ”，クラスタ 3(n = 48: 24.9%)は“高動機づけクラスタ”，

クラスタ 4(n = 58: 30.1%)は“自律クラスタ”と解釈した。なお自己決定理論では

動機づけの低い非動機づけ段階は外的動機づけの外側，すなわち自律性の最も

低い段階として位置づけられている(Ryan & Deci, 2000)。これに従い，4 つのク

ラスタは低動機づけ，他律，高動機づけ，自律の順に動機づけの自律性が低い

と解釈した。 

クラスタ，時期ごとの後悔の予期得点を図 4-1 に示した。クラスタと時期(１

週間後・10 年後)を独立変数，仕事非行為後悔の予期得点を従属変数とした 2

要因混合計画の分散分析を行った。クラスタ(F (3, 189) = 5.03, p < .05)と時期 (F 

(1, 189) = 6.57, p < .05) の主効果，および交互作用効果が有意であった(F (3, 

189) = 3.52, p < .05)。クラスタと時期の交互作用の単純主効果について

Bonferroni 法を用いてクラスタごとに時期間の後悔の得点差の比較を行ったと

ころ，低動機づけクラスタでは時期間の後悔に有意な差が見られ，他律クラス

タでは時期間の後悔の得点差が有意傾向であった。両群ともに 1 週間後より 10

年後の方が後悔を強く感じていると予期していた。しかし，高動機づけクラス

タ，自律クラスタで時期間の後悔の予期得点に有意な差はみられなかった。ま

た時期ごとにクラスタ間の後悔の得点差の比較を行ったところ，1 週間後の後

悔予期得点は高動機づけクラスタ，他律クラスタに比べて低動機づけクラスタ

で有意に低かった。自律クラスタと高動機づけクラスタの得点差は有意傾向で

あった。他のクラスタ間の得点差は非有意であった。10 年後の後悔予期得点は

自律クラスタと高動機づけクラスタの間に有意差が見られ，自律クラスタと他

律クラスタとの間の得点差が有意傾向であった。他のクラスタ間の得点差は非

有意であった。 
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図 4-1. クラスタ・時期ごとの後悔の予期得点の平均値(エラーバーは 

標準誤差) 

 

一方，クラスタと時期を独立変数，楽しみ非行為後悔の予期得点を従属変数

とした 2 要因混合計画での分散分析ではクラスタの主効果のみが有意傾向であ

り(F (3, 189) = 2.24, p = .09)，時期の主効果(F (1, 189) = .39, p = .53)，クラスタと

時期の交互作用(F (3, 189) = 1.25, p = .29)は非有意であった。クラスタの主効果

について Bonferroni 法を用いて多重比較を行った結果，低動機づけクラスタと

高動機づけクラスタの後悔の予期得点の差が有意傾向であり，低動機づけクラ

スタで高動機づけクラスタに比べて後悔を強く感じるように予期していた。 

 

4.2.4 考察 

研究 3 では動機づけの自律性が自己統制葛藤状況下での予期的後悔に及ぼす

影響を検討した。結果は予測に一致したものであり，動機づけの自律性が低い

人は長期的利得に繋がる行動の非行為後悔を遠い将来でより強く感じるように

予期していた。これは Kivetz & Keinan (2006)の遠視眼性に関する主張を支持す

る結果であり，自律性が低い人では義務的な信念が強く(Deci & Ryan, 1995)，長

期的利得に繋がる行動について，社会的に「正しいことをする」という感覚が

強いために，遠視眼的な将来の見通しが生じ，後悔の予期が影響を受けたと考

えられる。 

研究 3 の結果からは，遠視眼的な将来の見通しは自律性の低いクラスタにお

1

2

3

4

5

6

7

低動機づけ 他律 高動機づけ 自律 低動機づけ 他律 高動機づけ 自律

仕事非行為後悔 楽しみ非行為後悔

後
悔
得
点

クラスタ名

1週間後 10年後
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いて遠い将来の後悔の予期の促進よりもむしろ，近い将来の後悔の予期の弱さ

に起因していることが示唆された。動機づけの自律性の低いクラスタでは近い

将来の予期的後悔が弱い傾向がみられることから，遠視眼性によって遠い将来

の予期的後悔が促進されることは長期的利得につながる行動を選択するために

効果的に作用している可能性も考えられる。一方で，Kivetz & Keinan (2006)で

は遠視眼性に見られる将来の見通しは，過剰な自己統制と同列に扱われている

ことから，主観的にはネガティブな帰結を導き得ることが主張されている。研

究 3 では予期的後悔が後続の意思決定や自己制御行動に及ぼす影響については

検討していない。一般に動機づけの自律性が低いと主観的幸福感が低いことが

知られる(Ryan & Deci, 2000)。後悔は行動調整や主観的幸福感にも関わる感情で

あり，近い将来と遠い将来で後悔の予期に差があることが，自律性の低さと行

動選択やその後の主観的幸福感とを媒介している可能性も考えられる。  
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4.3 自己統制葛藤における選択の自律性と主観評価の関連(研究 4) 

4.3.1 問題 

 研究 4 では，行動選択時に自律性の欲求が満たされていたか否かが，行動選

択後の回顧的な評価とどのように関わるかを検討した。一般に自己統制研究で

は，目標が意識されている状況で欲望に従った行動をとることは「失敗」であ

ると扱われる(e.g., Baumeister & Heatherton, 1996)。しかしながら，この前提につ

いても，自己の主体性との関わりからは論じられて来ていない。すなわち，欲

望に従った行動をとった場合に，行為者自身が常に自らの選択を「失敗」とと

らえるかはほとんど検討されていない。過去の研究から，自らの行動を「失敗」

と捉えることは，後続の目標達成に向けた動機づけに影響を及ぼすことが示さ

れている(e.g., Weiner, 2010)。行為者自身が，どのような選択を「失敗」と捉え

るかを明らかにすることは，自己の主体性をも含めた自己統制の再考に必要な

要素であると考えられる。 

 研究 4 では，行為の選択の際に自律性が満たされていなかった場合に，自ら

の行為を好ましくないように評価するのではないかと考えた。第 3 章で述べた

ように，自律性の欲求は人に生得的に備わったものであると考えられている

(Leotti et al., 2010)。自己決定理論にもとづく研究からは，自律性の欲求が満た

されないことは，主観的幸福感の低下につながることが示されている

(Milyavskaya & Koestner, 2011; Ryan & Deci, 2000)。そのため，自己統制葛藤の状

況下においても，自律的でない行為選択をした場合に，その選択を好ましくな

いように評価することが予測される。 

 研究 4 では，二つの観点から自律性の充足について評価した。第一の観点は，

行為の選択が他者から強制された感覚を伴っているか否か，という点である。

研究 3 の動機づけ尺度で扱ったように，他者から強制されている感覚があるこ

とは，自律性の低い状態であると捉えられている(Ryan & Deci, 2000)。そのため，

自己統制葛藤の状況において，目標に従った行動をとったか，欲望に従った行

動をとったかに関わらず，行為の選択を他者から強制されていた感覚があるほ

ど，自身の選択を好ましくないように評価するのではないかと考えた。 

 第二の観点は，行為の選択が，先行する意図と一貫しているか否か，という

点である。ある状況において，個人がとった行為が，先行する思考や意図と一
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貫しているか否かは，人が自由意志を持って行動していると判断するために必

要な要件であるとされる(Wegner & Wheatley, 1999)。そのため，先行する意図と，

実際の行為選択が一致していない状況では，自らの行為選択を好ましくないよ

うに評価するのではないかと考えた。具体的には，自己統制葛藤の状況におい

て，欲望に抵抗しようとする意図があったにも関わらず，欲望に従った行動を

とった場合や，欲望に抵抗しようとする意図がなかったにも関わらず，目標に

従った行動をとった場合において，自らの行為選択を好ましくないように評価

するのではないかと考えた。 

 

4.3.2 方法 

参加者 本研究はオムニバス調査のひとつとして行われた。調査では，イン

ターネット調査会社に登録されている全国のモニタのうち，20 代から 60 代の

1500 名の回答を収集した。調査サンプルは，年代ごとに男女それぞれ 125 名ず

つのデータが得られるように割り付けられていた。以降の分析では，自己統制

葛藤を報告する設問において，「なし」と回答した 157 名を除いた，1343 名の

データを用いた。分析対象となった調査対象者の男女×年代ごとの人数は表 4-2

に示した通りである。なお，職業に関しては，2.2%が会社役員・管理職，37.0%

が正規雇用者，14.7%が非正規雇用者，8.1%が自営業者，4.3%が学生，27.6%が

無職，6.0%がその他の職業に就いている者であった。 

 

表 4-2. 研究 4 の調査回答者の年代・性別ごとの人数 

 

 

調査項目と手続き まず，調査回答者には，1 週間以内で自己統制葛藤が生

じた状況について「この一週間の中であなたが“自分のしたいこと”と“自分の目

指していること”とでどちらを優先すべきか迷った経験で，最も印象的なもの」

と教示し，その状況について思い出すよう求めた。その後，その状況で実際に

20代 30代 40代 50代 60代 合計

男性 133 135 130 132 126 656

女性 141 137 136 141 132 687

合計 274 272 266 273 258 1343

年代
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は欲望にしたがった行動を実行したか，欲望に従うことを我慢したかを尋ねた。 

 上記の設問に回答した後，次のウェブページで，その状況に関する 10 の記述

がどのくらいあてはまるかについて，「1. まったくあてはまらない」から「7. と

てもよくあてはまる」の 7 件法での回答を求めた。10 の記述は，3 つのサブグ

ループに分類される。第１のサブグループは自己統制の概念的枠組みに関する

記述である。ここには，欲望の強さ(その時，“自分のしたいこと”をしたい気持

ちは強かった)，目標の重要性(その“自分の目指していること”は自分にとって

重要なものだった)，葛藤の強さ(その時，“自分のしたいこと”と“自分の目指し

ていること”で迷う気持ちは強かった)，欲望に抵抗しようと試みた程度(その時，

“自分のしたいこと”を抑えようと思っていた)の 4 つの記述が該当する。また，

探索的検討のため，制御資源モデルに関するものとして疲労(その時，自分は疲

れていた)と穏やかさ(その時，自分は落ち着いていた)の 2 つの記述を含めてい

た。第２のサブグループは自らの行動選択の評価に関する記述である。ここに

は，ネガティブな評価として扱う後悔(今，その時の選択を後悔している)とポ

ジティブな評価として扱う満足感(今，その時の選択に満足している)の 2 つの

記述が該当する。第 3 のサブグループは，他者から強制された感覚に関わる記

述である。ここには外的強制(その時の選択は周りの人からどう思われるかを気

にしたものだった)と取り入れ的強制(その時の選択は周りの人から強制された

ものだった)の 2 つの記述が該当する。 

 記述統計として，欲望に抵抗しようとした試みの程度別にみた欲望に従った

行動を実行した割合を図 4-2 に示した。また，10 の記述への回答について，平

均値，SD，相関係数を表 4-3 に示した。 
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図 4-2. 欲望に抵抗しようとした試みの程度別にみた，欲望に従った行動を 

実行した割合 

 

表 4-3. 状況に関する 10 の記述への評定値の平均値と SD， 

および評定値間の相関係数 

 

 

4.3.3 結果 

収集された状況の適切さ まず，本研究で収集された状況が過去の自己統制

研究で扱われていたものと同質のものであるかを検討すべく，Hofmann et al. 

(2011)で得られていた自己統制の概念間の関連について概念的追試を行った。

欲望に従った行動をとったか否かを実行した = 1，我慢した = 0 の二値変数と

して扱い，MCMC(回転数 3000＋バーンイン 500)でのロジスティック回帰を含

実行した実行した実行した実行した

75.9%

79.8%

70.7%

48.9%

36.3%

17.3%

13.8%

我慢した我慢した我慢した我慢した

24.1%

20.2%

29.3%

51.1%

63.7%

82.7%

86.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

実際の選択

まったくあてはまらない n = 87

あてはまらない n = 114

あまりあてはまらない n = 205

どちらともいえない n = 280

少しあてはまる n = 339

あてはまる n = 202

とてもよくあてはまる n = 116
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望望望望
にににに
抵抵抵抵
抗抗抗抗
しししし
よよよよ
うううう
とととと
試試試試
みみみみ
たたたた
程程程程
度度度度

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 欲望の強さ

2 目標の重要性 .28*

3 葛藤の強さ .19* .08*

4 欲望に抵抗しようとした程度 -.01 .08* .30*

5 疲労 .10* .05+ .14* .21*

6 落ち着き .16* .17* -.15* .01 -.11*

7 後悔 -.09* -.15* .28* .06* .14* -.30*

8 満足感 .16* .22* -.19* -.01 -.09* .36* -.60*

9 外的強制 -.19* -.11* .10* .12* .11* -.20* .25* -.14*

10 取り入れ的強制 -.09* -.03 .20* .12* .14* -.19* .25* -.12* .41*

5.09 5.00 3.99 4.30 4.57 5.00 2.61 4.87 2.20 2.82

1.32 1.47 1.55 1.62 1.73 1.37 1.51 1.54 1.50 1.75

平均値

SD

注: N  = 1343, + p  < .10, * p  < .05
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んだ構造方程式モデルによる分析を行った。結果は図 4-3 に示した通りである。

葛藤の強さは欲望に抵抗しようと試みた程度を介して実行率に負の関連が見ら

れており，逆に，欲望の強さは実行率に正の関連が見られた。交互作用項を含

めたモデルでは，交互作用項と実行率との間に有意な関連は見られなかったも

のの，おおむね Hofmann et al. (2011)と合致する結果である。ただし，Hofmann et 

al. (2011)では欲望の強さと，葛藤の強さの間に関連は見られていないのに対し

て，本研究では両変数間に正の関連が見られていた。この点について，Hofmann 

et al. (2011)は欲望に関する状況を収集しているのに対して，本研究では葛藤に

関する状況を収集しているために，欲望の強さが葛藤の強さに直接結びついて

いるような状況が得られやすかったためであり，大きな問題ではないと考えら

れる。以上の結果より，本研究では従来の自己統制研究で扱われているものと

同質の状況を収集することができたと判断した。 

 

 

図 4-3. 自己統制の概念的枠組みに関する構造方程式モデリングの結果 

(N = 1343) 

 

強制された感覚と主観評価の関連 表 4-3 に示されているように，取り入れ

的強制，外的強制はともに後悔との間に正の相関関係が見られた。また，効果

量は小さいものの，取り入れ的強制，外的強制と満足感の間には負の相関関係

が見られている。これらの結果は，他者から強制された感覚があるほど，行為

葛藤の強さ

欲望に抵抗しようと
試みた程度

欲望の実行欲望の強さ

B = 0.33

95%CI =[0.30, 0.37]

B = -0.39

95%CI = [-0.44, -0.34]

B = -0.09

95%CI = [-0.13, -0.05]

B = 0.22

95%CI = [0.16, 0.27]

B = 0.40

95%CI = [0.28, 0.51]
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の選択を好ましくないように評価するという予測を支持するものである。 

選択と意図の一貫性と主観評価との関連 欲望に従った行動をとったか否かと，

欲望に抵抗しようと試みた程度を独立変数として，後悔の評定について分散分

析を行った。その結果，欲望に従った行動をとったか否か(F(1, 1329) = 10.53, p 

< .05, ηp
2
 = .08)と，欲望に抵抗しようと試みた程度の主効果(F(6, 1329) = 11.60, p 

< .05, ηp
2
 = .05)，および交互作用効果(F(6, 1329) = 10.48, p < .05, ηp

2
 = .05)が有意

であった。評定ごとの後悔の平均値と標準誤差は図 4-4 に示した。Bonferroni

法による補正のもとで，単純主効果の検討を行ったところ，欲望に抵抗しよう

と試みた程度が高い場合に，欲望に従った行動をとった者の方が，欲望に従っ

た行動を我慢した者に比べて，自身の選択を強く後悔していた。他方で，欲望

に抵抗しようと試みた程度が低い場合には，欲望に従った行動をとったか否か

で後悔に差は見られなかった。 

 

図 4-4. 欲望に従った行動の実行／我慢と欲望に抵抗しようと試みた程度別の 

後悔の評定値の平均値(エラーバーは標準誤差) 
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図 4-5. 欲望に従った行動の実行／我慢と欲望に抵抗しようと試みた程度別の 

満足感の評定値の平均値(エラーバーは標準誤差) 

 

 同様に，欲望に従った行動をとったか否かと，欲望に抵抗しようと試みた程

度を独立変数として，満足感の評定について分散分析を行った。その結果，欲

望に抵抗しようと試みた程度の主効果(F(6, 1329) = 4.87, p < .05, ηp
2
 = .02)，およ

び交互作用効果(F(6, 1329) = 8.79, p < .05, ηp
2
 = .04)が有意であった。評定ごとの

満足感の平均値と標準誤差は図 4-5 に示した。Bonferroni 法による補正のもとで，

単純主効果の検討を行ったところ，欲望に抵抗しようと試みた程度が高い場合

に，欲望に従った行動をとった者の方が，欲望に従った行動を我慢した者に比

べて，自身の選択についての満足感が低かった。また，欲望に抵抗しようと試

みた程度が低い場合には，欲望に従った行動を我慢した者の方が，欲望に従っ

た行動をとった者に比べて，自身の選択についての満足感が低かった。これら

の結果は，選択と意図の一貫性が，行為の選択の好ましさと関連するという予

測を一部支持するものである。 

 

4.3.4 考察 

 研究 4 では，インターネット調査により自己統制葛藤を生じていた状況を収
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集し，自律的でない選択を，行為者がどのように評価するかを検討した。まず，

相関分析により，他者から強制された感覚があるほど，行為選択を好ましくな

いように評価することが示された。他者から強制された感覚は，自律性を損な

う要因として考えられており(Ryan & Deci, 2000)，自己統制葛藤状況において，

例え目標に従った行動を選択したとしても，自律的でない選択をした場合には

自身の選択を好ましくないように評価することを示す結果である。 

 また，分散分析の結果より，選択と意図が一貫していなかった場合に，行為

の選択を好ましくないように評価する傾向が見られた。具体的には，欲望に抵

抗しようと試みた程度が高い場合に，欲望に従った行動をとった者の方が，欲

望に従った行動を我慢した者に比べて，自身の選択についての満足感が低かっ

た。また，欲望に抵抗しようと試みた程度が低い場合には，欲望に従った行動

を我慢した者の方が，欲望に従った行動をとった者に比べて，自身の選択につ

いての満足感が低かった。行為と意図の一貫性は，人が自由意志を持って行動

していると判断するために必要な要件であるとされる(Wegner & Wheatley, 

1999)。よって，意図と異なる行為を選択した場合には，自律性が損なわれ，例

え目標に従った行動を選択したとしても，その選択への満足感が低下してしま

うことを示している。 

 ただし，この傾向は後悔では一部にしか見られなかった。具体的には，欲望

に抵抗しようと試みた程度が高い場合に，欲望に従った行動をとった者の方が，

欲望に従った行動を我慢した者に比べて，自身の選択を強く後悔していたが，

その一方で，欲望に抵抗しようと試みた程度が低い場合には，欲望に従った行

動をとったか否かで後悔に差は見られなかった。後悔は責任感と関わる自己意

識感情のひとつであり，追求している目標から逸脱したふるまいをとった場合

に，後悔が生じやすいことが示されている(Seta & Seta, 2013)。研究 4 で得られ

た結果は，こうした目標からの逸脱に関する知見と一致している。先の結果よ

り，後悔に他者から強制された感覚との関連が見られたことから，個々の状況

での自律性も後悔に関与と考えられるが，Seta & Seta (2013)で見られているよ

うな，目標からの逸脱による後悔の生起と統合されたことで，欲望に抵抗しよ

うとした程度が高い場合にのみ欲望に従った行動をとったか否かで後悔に差が

みられるという結果を生じたと考えられる。 
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 以上の結果は，自律性の充足が行為選択の評価に関与していることを示す結

果であり，自律的でない行為選択をした場合に，例えそれが目標に従った行動

であっても，好ましくないように評価されることを示唆している。ただし，研

究 4 ではポジティブな評価として満足感を，ネガティブな評価として後悔を扱

っており，自律性の程度として他者から強制されている感覚と選択と意図の一

貫性を扱っているが，評価の種類や自律性に関与する要素の種類によって関連

の仕方が異なっていた。今後の研究では，これらの概念の違いに注目して，何

が行為選択の評価を好ましくないものにしているのかを明らかにしていく必要

がある。 

 

4.4 第 4 章のまとめ 

 第 4 章では，自己統制葛藤状況における行為選択の評価に関する 2 つの研究

成果を報告した。研究 3 では，予期的な評価を扱い，仕事への自律的な動機づ

けが低い人は，仕事と楽しみで葛藤する状況で自分の楽しめることを選んだ場

合に，近い将来では仕事をしておけばよかったという後悔は少ないが，遠い将

来で強く後悔するだろうと予期していた。この結果は，自律的でない自己統制

は，遠い将来には貢献するが，近い将来にはあまり貢献しないものとして，「今，

ここ」においてはやや必要性がないような選択として捉えられている可能性を

示唆していると考えられる。 

 また，研究 4 では，回顧的な評価を扱い，他者から強制された感覚がある場

合や，選択と意図が一貫していない場合など，自律性の低い状況においては，

自身の行為選択を好ましくないように評価する傾向が見られた。例え目標を選

択する自己統制的な選択であっても，自律的でなければ主観的には好ましいも

のとは捉えられないことを示唆している。 

 以上の 2 つの研究成果は，行為の主体である自己にとって，自己統制を行う

際にその価値を理解することが重要であり，自己統制を行ったことで好ましい

結果を生じさせるためには，自律性が満たされていることが重要なことを示唆

している。自律性が満たされないような活動であっても，その行動をとること

が求められることは社会生活においてしばしば遭遇する事態である。しかし，

そのような状況での自己統制は行為の主体である自己にとって，期待されるよ
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うな効用を生み出さない可能性が考えられる。次の第 5 章では，自律的でない

自己統制に取り組むことによる心理的帰結について，制御資源モデルの観点か

ら，より詳細な考察を加える。 
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第5章 自律的な自己統制の心理的帰結―制御資源モデルの観点から 

 

5.1 はじめに 

 第 5 章では，自律的でない自己統制に取り組むことによる心理的帰結につい

て制御資源モデルの観点から考察する。ここで制御資源モデルに着目するのは，

このモデルは自己統制に取り組んだ後に生じる効果について説明可能なモデル

なためである。制御資源モデルに基づく実験からは，自律的でない自己統制は，

強い自我枯渇状態を引き起こすことが示されている(Moller, Deci, & Ryan, 2006; 

Muraven, 2008)。この知見をもとに，自律的でない自己統制がどのような心理的

帰結をもたらすのか，研究成果を踏まえて考察する。 

 

5.2 報酬を用いた自我枯渇の補完効果の検討による自我枯渇の生起メカニズム

の考察(研究 5) 

5.2.1 問題 

 第 2 章で述べたように，制御資源モデルにおいて仮定される自我枯渇の効果

に関しては，メタ分析より，一定の効果量を示すことが認められている(Hagger 

et al., 2010)。しかしながら，その生起メカニズムについては未だに議論が続い

ている。元来，制御資源モデルでは自己統制に必要な心的資源の存在を仮定し

ていた。自己統制に取り組むことにより心的資源が消耗され，心的資源が枯渇

して自己統制に困難を来している状態が自我枯渇である，というのが当初のモ

デル上の説明である(Baumeister et al., 1998; Muraven et al., 1998)。 

 その後，Gailliot et al. (2007)の研究により，制御資源モデルにおいて仮定され

ていた心的資源は，脳内の血中グルコース濃度と関連している可能性が示唆さ

れた。彼らは複数の実験を行い，自我枯渇状態にある実験参加者は，血中のグ

ルコース濃度が低下していることを示した。また，自我枯渇の操作を行った後，

グルコースを含んだ飲料を摂取した実験参加者は，プラセボ飲料(すなわち，人

工甘味料によって甘みをつけられ，グルコースは含まれていない飲料)を摂取し

た実験参加者に比べて，後の自己統制課題の成績が高くなったことを示した。

これらの実験結果を受け，彼らは，自我枯渇状態は血中グルコース濃度が低下

している状態であると主張するようになった。 
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 しかしながら，彼らの主張に対して否定的な研究成果が挙げられるようにな

った。例えば，Job, Walton, Bernecker, & Dweck (2013)は，グルコース飲料を摂

取することによる自我枯渇効果の解消は，意志の力が有限であるという信念を

もつ者のみに見られるという実験結果を報告している。また，いくつかの実験

結果からは，自我枯渇効果の解消には，グルコース飲料を摂取する必要はなく，

グルコース飲料で口をすすぐだけで効果が見られるという結果も報告されてい

る(Hagger & Chatzisarantis, 2012; Molden et al., 2012; Sanders, Shirk, Burgin, & 

Martin, 2012)。後者の研究成果については，グルコースを含む飲料で口をすす

ぐことで，報酬系の活動が促され，課題に取り組む動機づけが向上したためで

あると解釈されている。 

 Inzlicht & Schmeichel (2012)は，これらの研究成果を受け，自我枯渇は動機づ

けの低下と偏向によって生じているという仮説を提唱している。彼らは，自己

統制に取り組むことで，後続の目標達成に向かう動機づけが低下するとともに，

欲望に対する動機づけが促されてしまうために，自己統制が困難になってしま

っているのが，自我枯渇状態であると主張している。彼らの主張を極端に解釈

し，動機づけの低下と偏向のみが自我枯渇を生じさせているとするならば，動

機づけを高めるような操作を行いさえすれば，自我枯渇状態は解消できること

になる。 

 こうした流れを受け，本論文では自我枯渇についてさらに異なる見方をとる。

それは，自我枯渇の生起要因には，心的資源の減少と，動機づけの低下の両者

が関与しているというものである。この主張の論拠は，Bray, Martin Ginis, Hicks, 

& Woodgate (2008)の生理学的知見を取り入れた実験結果にある。彼らは，実験

参加者に対して，ストループ課題を用いて枯渇操作を行った後，一定の握力を

持続させるハンドグリップ課題に取り組ませた。彼らは持続時間を計測するだ

けでなく，同時に握力を発揮している最中の筋電位を測定し，枯渇群と非枯渇

群で比較している。その結果，枯渇群では非枯渇群に比べて筋電位の振幅が大

きい結果が得られた。これは，疲労した状態であると認識されている際に生じ

る現象であることから，自我枯渇状態には疲労に似た減少が生じていると解釈

できる。 

 疲労は，これから行われようとしている活動で得られる報酬と負担としてか
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かる労力との統合的な評価によって生じるとされる(Boksem & Tops, 2008)。さ

らに，労力の評価は，現時点での自己の内面の状態と，これから行われる活動

にかかると予測される労力との統合評価でもある。報酬と労力との統合的評価

が，行為者自身にとって不利であるように捉えられると，行為者は能力を十分

に発揮できない状態に陥ることになる。自我枯渇の際にこうした疲労と類似し

た現象が生じているならば，自己の内面で生じている心的資源の減少と，動機

づけの低下の両者が自我枯渇を生じさせていると考えられる。 

 近年の実験結果からも，心的資源の減少と動機づけの低下の両者が自我枯渇

を生じさせていることを示唆する結果が得られている。Vohs, Baumeister, & 

Schmeichel (2012)は，複数の課題を用いて非枯渇群と，軽い枯渇操作を加えた

群，および重い枯渇操作を加えた群とを，さらに動機づけを高める操作を加え

た群と，加えなかった群に分け，課題成績を比較している。その結果，軽い枯

渇操作を加えた群では，動機づけを高める操作によって課題成績の改善が見ら

れたが，重い枯渇操作を加えた群では，動機づけを高める操作の有無による課

題成績の差はみられなかった。この結果は，自我枯渇には心的資源の減少と動

機づけの低下の両者が関与していることを支持する結果である。 

 しかしながら，Vohs et al. (2012)の実験では，従属変数の課題は直接的には認

知制御を扱っていなかった。そこで研究 5 では異なる研究手法から，自我枯渇

には心的資源の減少と動機づけの低下の両者が関与しているという仮説を検討

する。具体的には，枯渇操作を加えた群，枯渇操作を加えた上で動機づけを高

めた群，非枯渇群の 3 群に対して，異なる認知負荷で認知制御課題に取り組ま

せる。自我枯渇に心的資源の減少と動機づけの低下の両者が関与しているなら

ば，認知負荷の大きい状態において，動機づけを高めたことによる課題成績の

改善は生じないと予測される。 

 

5.2.2 方法 

参加者 実験参加者は大学生・大学院生 70 名(男性 34 名，女性 36 名，平均

年齢 21.2 歳，SD = 2.1 歳)であった。実験参加者は実験謝礼として 500 円の図書

カードを受け取ることができるという条件で集められ，枯渇群，枯渇＋報酬群，

非枯渇群の 3 群にランダムに割り当てられた。なお，本研究の実施は京都大学
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大学院教育学研究科教育認知心理学講座の倫理審査委員会によって承認された

(承認番号 CPE-9)。 

手続き 実験参加者はまず，枯渇操作として一般に用いられている，文字検

出課題(Baumeister et al., 1998)に取り組んだ。この課題では，はじめに，すべて

の群の参加者はラテン語で書かれた文章の載った紙面を渡され，5 分以内にで

きるだけ多くアルファベットの“e”の文字にチェックをつけるという作業に取

り組んだ。その後，非枯渇群の参加者は，別のラテン語の文章について，はじ

めに行ったものと同じように 5 分以内にできるだけ多くアルファベットの“e”

の文字にチェックをつけるという作業に取り組んだ。枯渇群と枯渇＋報酬群の

参加者は，別のラテン語の文章について，母音の直後の“e”と母音の 2 文字後ろ

の“e”の文字を除く全てのアルファベットの“e”の文字に 5 分間でできるだけ多

くチェックをつけるという作業に取り組んだ。これにより，はじめの文書で自

動化された「“e”にチェックをつける」という反応を，一定の条件下で抑制する

必要が生じるため，認知制御を働かせる必要がある。この課題を用いて，枯渇

群と枯渇＋報酬群の参加者に自我枯渇を生じさせるよう操作を加えた。 

 続いて，実験参加者はストループ＋n-back 課題に取り組んだ。この課題は，

認知制御を要するストループ課題(MacLeod, 1991; Stroop, 1935)に，認知負荷の

操作を加えるために n-back 課題(Owen, McMillan, Laird, & Bullmore, 2005)を組

み合わせたものである。この課題は PsychoPy(Peirce, 2007, 2008)を用いて作成さ

れ，PC 上で実施された。この課題は各ブロック 24 試行ずつの 9 ブロックから

なり，0-back，1-back，2-back の 3 つの認知負荷が異なる条件が設定されていた。

ブロック間の順番は，同じ認知負荷のブロックが連続しないように準ランダム

化されていた。なお，枯渇＋報酬条件の実験参加者のみ，課題に取り組む前に

動機づけを高める操作として，「これまでの実験参加者の平均よりも早く，正確

な課題成績をとることができれば，追加で 500 円の図書カードを謝礼として支

払う」という教示を受けていた。ただし，実際には条件間での公平性の観点か

ら，全ての実験参加者に追加の謝礼として 500 円の図書カードを渡していた。 

 ストループ＋n-back課題の各試行では，始めに画面中央に十字の注視点が 500

ミリ秒間提示された後，文字刺激が提示された。文字刺激は赤，青，黄，緑の

いずれかの色で書かれた，「あか」「あお」「きいろ」「みどり」の文字であり，
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実験参加者は文字の読みを無視して，文字の書かれている色についてキー押し

で反応するように求められた。文字刺激には赤色で書かれた「あか」のように

色と文字が一致しているものと，青色で書かれた「あか」のように色と文字が

不一致なものがあり，各ブロックでは一致試行と不一致試行がそれぞれ 12 試行

ずつ含まれていた。なお，文字刺激が提示されてから，実験参加者が反応せず

に 2000 ミリ秒が経過した場合，その試行はエラーとして処理され，次の刺激の

提示に移行した。 

 参加者が文字刺激に反応するか，提示されて 2000 ミリ秒が経過すると，500

ミリ秒間画面が暗転した後，無意味記号(Agathodaimon フォントの文字)が提示

された。無意味記号は，参加者がキーを押して反応するか，提示されて 1000

ミリ秒経過すると画面から消えるようになっていた。0-back 条件では，参加者

は全ての記号は課題に非関連なものとして反応しないように教示された。

1-back 条件では，参加者は画面に提示されている記号が，1 つ前の試行に提示

された記号と同じであればキーを押して反応するように教示された。2-back 条

件では，参加者は画面に提示されている記号が，2 つ前の試行に提示された記

号と同じであればキーを押して反応するように教示された。1-back 条件と

2-back 条件では，反応すべきターゲット刺激は 24 試行中，6 試行で提示された。

無意味記号が消失すると，次の試行に移行するようになっていた。 

 実験参加者はストループ＋n-back 課題の終了後，金銭報酬を意識していた程

度などに関する事後質問紙に回答した。金銭報酬を意識していた程度について

は「〇〇課題に取り組んでいる間，実験後にもらえる報酬のために努力してい

た」という項目について，「1. 全くあてはまらない」から「7. とてもあてはま

る」の 7 件法で回答を求めた。その後，報酬の操作に関するデブリーフィング

を受けて，実験を終了した。 

 

5.2.3 結果 

 分析に際して，教示に従って課題に取り組まなかった 2 名の参加者のデータ

を除外した。また，図 5-1 に示したように，ストループ＋n-back 課題の文字刺

激に対する反応時間と，不一致試行と一致試行の反応時間差であるストループ

効果に極端な外れ値を示す者がいたため，それぞれ平均値より 2SDを越える 6
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名のデータを分析から除外した。よって，分析には 62 名の参加者(男性 31 名，

女性 31 名，平均年齢 21.1 歳，SD = 20; 枯渇群 21 名，枯渇＋報酬群 21 名，非

枯渇群 20 名)のデータを用いた。 

 

 

図 5-1 ストループ＋n-back 課題における文字刺激への平均反応時間と，不一致 

試行と一致試行の平均反応時間差の散布図 

分析対象としたデータを黒丸で，分析から除外したデータをバツ印で 

示した 

 

操作チェック まず，操作チェックとして文字検出課題の作業量を比較した。

ここで，作業量とは，参加者がいくつの単語を処理したかを指標化したもので

ある。各群の 1 つ目の文書と，2 つ目の文書の作業量の平均値と SDは表 5-1 に

示した通りである。群と文書を独立変数として，作業量について分散分析を行

って比較したところ，交互作用効果が有意であった(F(2, 59) = 27.56, p < .05, ηp
2
 

= .48)。非枯渇群では，文書間で作業量に差はみられなかったが，枯渇群，枯渇

＋報酬群では 2 つ目の文書で作業量が少なくなっていた。よって，認知制御に
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負荷をかける作業を求めた枯渇群と枯渇＋報酬群では，より労力のかかる作業

が行われていたことが確認された。 

 

表 5-1. 文書と群ごとの文字検出課題の作業量の平均値と SD 

 

 

 次に，参加者の報酬獲得に向けた努力の程度を比較した。各群の課題ごとの

報酬に向けて努力していた程度の評定の平均値と SDは表 5-2 に示した。群と

課題を独立変数として，分散分析を行ったところ，交互作用効果が有意であっ

た(F(2, 59) = 8.07, p < .05, ηp
2
 = .22)。枯渇群と非枯渇群では課題ごとに報酬に向

けて努力していた程度に差はみられなかったが，枯渇＋報酬群では，文字検出

課題に比べて，ストループ＋n-back 課題でより報酬に向けて努力していたこと

を示す結果が得られた。このことから，研究 5 での報酬を用いた動機づけ操作

は有効に作用していたと判断した。 

 

表 5-2. 課題と群ごとの報酬に向けた努力の程度の平均値と SD 

 

 

 最後に，ストループ＋n-back 課題の無意味刺激への正反応時の反応時間と正

反応率について群間で比較を行った。各群が条件ごとにターゲットの刺激に正

しく反応することができた割合と正反応時の反応時間の平均値と SDを表 5-3

に示した。群と認知負荷(1-back / 2-back)を独立変数として分散分析を行ったと

ころ，正反応率(F(1, 59) = 92.88, p < .05, ηp
2
 = .61)，反応時間(F(1, 59) = 225.07, p 

< .05, ηp
2
 = .79)ともに認知負荷の主効果のみが有意であった。いずれの群も，

平均値 SD 平均値 SD

枯渇群 (n  = 21) 215.71 30.72 168.33 27.14

枯渇＋報酬群 (n  = 21) 212.05 32.81 164.10 29.32

非枯渇群 (n  = 20) 210.70 30.17 218.20 26.78

1つ目の文書 2つ目の文書
条件

平均値 SD 平均値 SD

枯渇群 (n  = 21) 3.90 1.89 4.10 1.95

枯渇＋報酬群 (n  = 21) 3.33 1.85 5.10 1.37

非枯渇群 (n  = 20) 3.40 1.64 3.50 1.79

文字検出課題 ストループ＋n-back課題
条件
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1-back 条件に比べて 2-back 条件で正反応率が低く，反応時間が遅れていた。こ

のことから，1-back と 2-back による認知負荷の操作は有効に作用していたと判

断した。 

 

表 5-3. 認知負荷と群ごとのターゲットである無意味刺激への正反応時の反応

時間(上段)と正反応率(下段)の平均値と SD 

 

 

ストループ課題の成績 各群の条件ごとの文字刺激への正反応時の反応時間

を図 5-4 に示した。まず，反応時間について群と認知負荷，および一致不一致

を独立変数とした分散分析を行った。なお，分析の際に個人内で平均反応時間

±2SDの試行の反応時間は分析より除外した。分散分析の結果，一致不一致(F(1, 

118) = 101.60, p < .05, ηp
2
 = .63)と認知負荷(F(2, 118) = 106.48, p < .05, ηp

2
 = .64)の

主効果が有意であった。加えて，一致不一致と認知負荷の交互作用が有意であ

り(F(2, 118) = 3.69, p < .05, ηp
2
 = .06)，一致試行に比べて不一致試行での反応時

間が長い傾向が見られたが，認知負荷が高くなるにつれて全体的に反応時間が

遅くなり，一致不一致による反応時間差が小さくなる傾向が見られた。さらに，

群と認知負荷の交互作用が有意であった(F(4, 118) = 2.51, p < .05, ηp
2
 = .08)。交

互作用の結果を簡略化したものを図 5-5 に示した。全ての群において 0-back 条

件では 1-back 条件に比べて反応時間が短くなっていたが，その減少幅は枯渇＋

報酬群で最も大きかった。また，非枯渇群では 1-back 条件と 2-back 条件で反応

時間に差はみられなかったが，枯渇群と枯渇＋報酬群では 1-back 条件から

2-back 条件にかけて反応時間が長くなる傾向が見られた。 

 

平均値 SD 平均値 SD

枯渇群 (n  = 21) 575.60 92.54 687.26 64.60

92.3% 11.0 73.5% 16.2

枯渇＋報酬群 (n  = 21) 560.18 69.09 706.37 62.19

95.2% 7.1 75.9% 13.4

非枯渇群 (n  = 20) 582.93 65.19 732.35 80.50

88.9% 15.1 69.4% 20.9

1-back 条件
条件

2-back 条件
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図 5-4. 群・一致不一致・認知負荷ごとの文字刺激への反応時間の平均値 

(エラーバーは標準誤差) 

 

 

図 5-5. 群ごとの認知負荷が異なる条件間での反応時間差の平均値 

(エラーバーは標準誤差) 

 

 エラー率についても同様に分散分析を行ったところ，一致不一致の主効果

(F(1, 118) = 4.75, p < .05, ηp
2
 = .08)と認知負荷の主効果(F(2, 118) = 3.45, p < .05, 

ηp
2
 = .06)が有意であり，他の主効果と交互作用については非有意であった(図

5-6)。一致試行に比べて不一致試行でエラー率が高く，また，認知負荷が高く

なるにつれてエラー率が高くなる傾向が見られた。 
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図 5-6. 群・一致不一致・認知負荷ごとの文字刺激へのエラー率の平均値 

(エラーバーは標準誤差) 

 

5.2.4 考察 

 研究 5 では，自我枯渇には疲労と同様に，心的資源の減少と，動機づけの低

下の両者が関与していると考え，動機づけを高まることによる自我枯渇の補完

効果についての検討を行った。研究 5 の焦点は，自我枯渇を生じさせた参加者

に対して，課題への動機づけを高めた場合に，課題中の認知負荷が高い状態で

あっても課題成績の向上が見られるかという点にあった。 

 研究 5 では枯渇群，枯渇＋報酬群，非枯渇群の 3 群が設定されていた。報酬

による課題成績の向上は見られており，枯渇＋報酬群では，他の 2 群に比べて，

認知負荷が低い状況で反応時間がより大きく促進されていた。これは，課題の

成績に応じて報酬が与えられるという教示により，動機づけが高まり，課題中

の情報処理が向上したためであると考えられる。 

 他方で，自我枯渇の効果も見られており，枯渇群では，認知負荷が高い状況

で反応時間の遅延が見られていた。これは，非枯渇群では見られていない結果

であり，先行する課題において認知制御を要する作業に従事したことにより，

自我枯渇が生じた結果であると考えられる。さらに，この認知負荷が高い状況

における反応時間の遅延は枯渇＋報酬群でも同様に見られていた。このことか

ら，報酬を用いた動機づけの向上は，認知負荷が高い状況における自我枯渇の
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影響を完全には補完することができなかったと考えられる。 

 以上の結果は，自我枯渇には心的資源の減少と，動機づけの低下の両者が関

与しているという仮説を支持するものである。自我枯渇の生起要因については，

血中グルコース濃度との関連を主張した Gailliot et al. (2007)以来，議論が進めら

れている。近年は，Inzlicht & Schmeichel (2012)によって，動機づけの低下によ

って説明可能ではないかという主張も行われている。動機づけの低下によって

自我枯渇の発生を完全に説明可能であれば，動機づけを高める操作によって，

自我枯渇による成績低下を完全に補完することが可能なはずである。研究 5 で

は，動機づけを高める操作によって，自我枯渇の影響を完全には補完すること

ができないという結果を得た。これは，自我枯渇には動機づけ以外の要因が影

響していることを示唆する結果である。 

 過去の研究より，自我枯渇は疲労と類似したプロセスによって生じている可

能性が考えられる。すなわち，報酬と労力との統合的評価が自我枯渇を生じさ

せているという可能性である。これは，自我枯渇の生じた参加者で疲労に似た

生理反応が見られた結果(Bray et al., 2008)や，自己統制を要する課題に複数取り

組むことにより，動機づけでは補完できないほどの自我枯渇が生じたという結

果(Vohs et al., 2012)からも支持される。しかしながら，研究 5 も，これらの研究

も疲労の原因となる生理反応自体を測定はできていない。研究 5 は少なくとも，

自我枯渇は動機づけの低下のみによって説明される減少でないことを支持し，

疲労と類似したプロセスであることを示唆するものではあるが，詳細なメカニ

ズムについては今後の更なる検討が必要である。 
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5.3 仕事への自律的な動機づけとバーンアウト傾向との関連(研究 6) 

5.3.1 問題 

 研究 5 より，自我枯渇と心的疲労が類似したプロセスに支えられていること

を示唆する結果が得られた。本節ではこれを踏まえ，自律的でない自己統制に

取り組むことで引き起こされる心理的帰結について考察する。 

 制御資源モデルの研究からは，自己統制が自律的でない場合に，強い自我枯

渇状態が引き起こされることが示されている。例えば，Muraven, Rosman, & 

Gagné (2007)は，枯渇課題の成績に応じて報酬を与えるという教示をした群と，

報酬に関する教示を与えなかった群とで，次の従属変数の課題の成績を比較し

ている。その結果，報酬に関する教示を受け取った参加者の方が，教示を受け

なかった参加者に比べて枯渇課題中の自律性を低く報告しており，さらに従属

変数の課題成績が低下していた。また，取り組む課題を自ら選択できるような

状況での検討も行われており，取り組む課題を自ら選択する機会を与えられな

いなど，自律性の低い自己統制に取り組むほど後の従属変数の課題の成績が大

きく低下することが示されている(Moller et al., 2006; Muraven, 2008)。 

 このように実験室研究からは，自律性の低さが自己制御行動に伴う資源減少

の増加を招くことが示されているが，日常生活にどのような影響を及ぼすかは

あまり検討されていない(cf. Hofmann et al., 2011)。制御資源モデルの研究は，制

御資源の減少が短期的な課題成績に与える影響の検討が主であり，日常生活に

おける長期的な影響の検討が少ないことは，Hagger ら(2010)のメタ分析におい

ても解決すべき点として指摘されている。そこで，研究 6 では自律性の低い自

己統制によって引き起こされる強い自我枯渇が及ぼす長期的な影響を調査研究

によって明らかにする。 

 研究 6 では，自律的でない自己統制に取り組むことが導き得るものとして，

バーンアウトへの影響を検討する。バーンアウトは，資源を使い果たしてしま

った結果，消耗してしまい，意欲を失ってしまったかのような状態と定義され

る(田尾・久保, 1996)。元々は看護職や教育職等の対人援助職において，感情の

抑制などから導かれるストレス反応として検討されてきたが，近年では一般職

を対象とした検討も行われている。 

 自我枯渇とバーンアウトとの関連性については，自己統制要求尺度
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(Self-control demand scale)を用いた調査研究から伺える。例えば，Diestel & 

Schmidt (2010)は，対人職に就いている人々を対象に，職場における統制的要求

がバーンアウトの下位概念である情緒的消耗感と脱人格化を予測するかを検討

した。その結果，職場における制御的要求が多いとこれらのバーンアウト傾向

が高いことを報告している。彼らはこうした結果を，職場で受ける統制的要求

に応えることが心的資源の減少を引き起こし，バーンアウトの増加につながっ

たためと解釈している。 

 バーンアウトと自律性との関連も多くの研究から示されている。Alarcon 

(2011)は自律性とバーンアウトとの関連についてメタ分析を含めたレビューを

行っており，自律性の低下は達成感の後退を経て，情緒的消耗感の増加へ繋が

っている可能性を論じている。さらに，自律性にて表される仕事上の目標や価

値観の乖離は，統制要求とバーンアウトとの関連性へ影響する結果も報告され

る。例えば，Schmidt, Neubach, & Heuer (2007)は看護師を対象に，先の自己統制

要求尺度を用いた調査を行っている。彼らは，職場で重要視される目標と，個

人が重要視する目標間に乖離がある場合の方が，職場での思考や感情の制御を

求めるような要求の多さと個人のバーンアウト傾向の関連は高いという結果を

得ている。 

 このように，職場における感情制御的な要求の多さはバーンアウトの増加と

関連しており，さらにこの関連は仕事上の目標が自身の目標と乖離しているよ

うな場合に高いことが示されている。しかし，こうした研究で扱われている自

己統制要求尺度は，統制的な要求の多さを尋ねるものであり，認知制御を適用

する状況の多さを反映している。すなわち彼らの検討しているのは要求の多さ

という状況要因がバーンアウトに及ぼす影響であり，就労者が主体的に行う自

己統制行動からの影響については直接的には示せていない。 

 研究 6 では自己統制行動の頻度の測定に，Rosenbaum (1980)の自己統制スケ

ジュール(Self-control Schedule)を参考にした尺度を使用する。自己統制スケジュ

ールは単一の次元から回答者の自己統制の可否に関する傾向を測定するもので

ある。しかし，尺度作成の過程において「問題解決方略の適用」「感情の制御」

「自己有能感の保持」「満足遅延」の 4 つの行動を含めていることから，自己統

制スケジュールをもとにした尺度への回答に因子分析を施すことで，これら 4
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つの異なる自己統制行動の頻度を独立して測定することが可能であると考えた。

制御資源モデルは意識的な抑制を伴う自己統制行動ならば，すべて共通して自

我枯渇を引き起こすとされるが，自己統制行動は種類によって性質が異なるた

め，いくつかの自己統制行動による影響を同時に検討する必要がある。 

 自己統制要求尺度を用いた研究結果を踏まえ，仕事についての自律性は「感

情の制御」とバーンアウトの関連を異ならせるという仮説をたてた(仮説 1)。具

体的には，自律性が低い人においては「感情の制御」の多さはバーンアウトの

増加を促すと予測される。自律性の低さは目標や価値が外的な要因によって規

定されている状態であることから，仕事に取り組む際に内面から生じる感情反

応は「仕事をする」ことを阻害する反応となりやすいと考えられる。ここで生

じた葛藤を解決するためには認知制御を適用する必要があり，強い自我枯渇へ

と繋がるだろう。また，仕事についての自律性が高い人においては「感情の制

御」の多さとバーンアウトとにはそうした関連が見られないと予測される。自

律性の高さは目標の遂行が個人の内面から生じる要因によって行われている状

態を指す。そのため，目標の遂行に際しては内面からの反応はあまり干渉せず，

認知制御を働かせる必要が低いために自我枯渇が弱いと考えられる。 

 他方で，認知制御の機能を踏まえ，仕事への自律性は「感情の制御」以外の

自己統制行動とバーンアウトとの関連は異ならせないという仮説をたてた(仮

説 2)。認知制御は，目標達成とその目標に干渉するような内面の反応との間で

検出された葛藤を解決するために働く機能である。そのため，自律性の低さか

ら生じる葛藤が認知制御の適用を促すのは，当該の葛藤の解決のためであり，

他の自己統制行動において認知制御の適用が促されるか否かの規定因は，その

自己統制行動によって異なる。以上を踏まえると，感情の制御を伴うもの以外

の自己統制行動(すなわち「問題解決方略の適用」「自己有能感の保持」「満足遅

延」)の頻度と，自我枯渇の強さとの関連については，自律性の高低による差は

見られないと考えられる。 

 上記 2 つの仮説検討を目的として，就労者を対象にして 2 時点での回答を求

めるパネル調査を実施した。2 時点のパネル調査を実施したのは，バーンアウ

トは短期間では変動しにくいことが知られることから(落合(2003)など)，自己統

制行動との因果関係を推定するためには，ある程度の期間を空けてその変化を
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検討する必要があると考えたためである。パネル調査によって得られた 2 時点

のデータから，自己統制行動の頻度の変化量とバーンアウトの変化量を算出し，

これらの変数の関連性を仮定したモデルについて，自律性の高低による変数間

の関連性の違いを多母集団同時分析から検討した。 

 

5.3.2 方法 

調査と分析対象者 本研究は「幸福感と高次リテラシーに関するオムニバス

調査」の一部データを解析したものである。この調査では既存の社会調査会社

の登録者を対象として，2011 年 2 月に一度目のインターネット調査を実施した

(以降，Time 1 とする)。この調査では，全国の有職者の性別と年齢階層(20 歳

代，30 歳代，40 歳代，50 歳代)が均等になるように層化した上で対象者を抽出

し，800 人の有効回答者を得た。その後，2011 年 9 月にこの回答者 800 人を対

象として二度目のインターネット調査(以降，Time 2 とする)への協力依頼を送

付し，516 人の有効回答者を得た。本研究では，二度目の調査での有効回答者

から自身の職業を「専業主婦」「無職」のいずれかに回答した 30 人と，無効回

答とみなされる回答をした者 62 人を除外した 424 人を分析対象とした。4年代・

性別ごとの分析対象者の人数は表 5-4 に示した。また，分析対象者の職業，最

終学歴，年収は表 5-5 に示した。 

 

表 5-4. 分析対象者の性別・年代ごとの人数 

 

                                                 
4継続して同じ職場に勤務している人を対象とする目的で，Time 2 の調査で勤続

期間を 7 カ月(Time 1 の調査と Time 2 の調査の間の期間)未満と回答した者，及

び Time 1 と Time 2 で居住地域が異なっていた者は除外した。また，以下のい

ずれかの条件に当てはまる回答をした者は無効回答として除外した。「年収を問

う質問に対して『わからない』『答えたくない』と回答した」「学歴を問う質問

に対して『その他』と回答した」「2 度のパネル調査で回答した年齢・勤続期間

に自然でない変化が見られた」 

20代 30代 40代 50代 合計

男性 38 60 60 73 231

女性 36 45 61 51 193

合計 74 105 121 124 424

年代
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表 5-5. 分析対象者のデモグラフィック変数 

 

 

調査項目 (1) 仕事への動機づけ尺度 Ryan & Connell (1989)の SRQ 

(Self-regulation questionnaire)，速水他 (1996)による学習動機づけ尺度，Ryan & 

Deci (2000)による自律性の概念的定義を参考に，外的，取り入れ，同一化，内

発の 4 下位尺度を各 3 項目ずつで測定するよう想定して，12 項目からなる尺度

を作成した。「外的」は外的な要因や他者からの働きかけによる動機づけで「働

かないと他の人がうるさいから」などの項目を尋ねた。「取り入れ」は明確な働

きかけはないが，他者から統制された感覚による動機づけで「働かないと不安

n (%)

職業

管理職（会社役員・課長級以上、公務員課長級以上、議員、校長、院長など） 48 11.3

民間企業の事務職（事務、営業・販売、サービスなど） 155 36.6

民間企業の労務職（製造、工事、作業、運転など） 43 10.1

公務員（役所、消防、警察など） 21 5.0

技能職（職人、理容師、大工など） 11 2.6

教育職（学校教員など） 16 3.8

専門職（医師、弁護士、教授、研究者など） 28 6.6

自営業（商店、工務店経営など） 29 6.8

農林水産業 3 0.7

アルバイト／パートタイマー／臨時 70 16.5

最終学歴

中学 6 1.4

高校 98 23.1

短大、専門学校 98 23.1

大学 192 45.3

大学院 30 7.1

年収

１３０万円未満 57 13.4

１３０－１５０万円未満 16 3.8

１５０－２５０万円未満 57 13.4

２５０－３５０万円未満 57 13.4

３５０－４５０万円未満 66 15.6

４５０－５５０万円未満 40 9.4

５５０－６５０万円未満 39 9.2

６５０－７５０万円未満 20 4.7

７５０－８５０万円未満 22 5.2

８５０－１，０００万円未満 28 6.6

１，０００－１，２００万円未満 12 2.8

１，２００－１，４００万円未満 3 0.7

１，４００－１，６００万円未満 3 0.7

１，６００－１，８５０万円未満 2 0.5

１，８５０－２，３００万円未満 1 0.2

２，３００万円以上 1 0.2
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だから」などの項目を尋ねた。「同一化」は行動がもつ価値や重要性の認識から

の動機づけで「働くことはしておくべき大切なことだから」などの項目を尋ね

た。「内的」は興味や楽しさなど個人の内面からの感情からの動機づけで「働く

ことがおもしろいから」などの項目を尋ねた。「つぎのことがらは，『あなたが

働く理由』にどの程度あてはまるか」という問いに対して，それぞれの項目に

ついて「1. まったくあてはまらない」から「5. とてもよくあてはまる」の 5

件法で回答を求めた。 

(2) 自己統制行動尺度 Rosenbaum (1980)の Self-control schedule の質問項目

を参考に，働いている時に生じ得る自己統制行動の頻度を測定する目的で 22

項目からなる尺度を作成した。「つぎのことがらは，それぞれあなたが働いてい

るときにどの程度あるか」という問いに対して，それぞれの項目について「1. ま

ったくない」から「6. 非常にある」の 6 件法で回答を求めた。 

(3) バーンアウト尺度 田尾・久保 (1996)による看護師を対象としたバーン

アウト尺度である日本語版 MBI (Maslach Burnout Inventory)をもとに，職業一般

に適用するために項目を変更した 14 項目からなる尺度を作成した。「以下に書

かれたことが，それぞれあなたが働いているときにどの程度あるか」という問

いに対して，それぞれの項目について「1. まったくない」から「4. いつもあ

る」の 4 件法で回答を求めた。 

調査方法 調査は 2011 年 2 月(Time 1)と 2011 年 9 月(Time 2)の 2 度に渡って

行われた。両調査とも，初めにデモグラフィック変数を尋ねた。その後，調査

項目(1) ～ (3)の尺度は他の尺度群との間で順序がランダム化されて尋ねられ

た。ただし「仕事への動機づけ尺度」「自己統制行動尺度」「バーンアウト尺度」

の順にブロック内で順序が固定化されて扱われた。以降の分析では，SPSS19.0

および Amos19.0 を用いた。 

 

5.3.3 結果 

仕事への動機づけ尺度の因子構造 まず，仕事への動機づけ尺度 12 項目の

Time 1 のデータについて，仮定された下位尺度ごとに 1 つの因子を指定して，

最尤推定法による確証的因子分析を行った。因子間の関係については先行研究

(Grolnick & Ryan, 1989; 岡田, 2005 など)に従い，概念的に隣り合う因子間(外的
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と取り入れ，取り入れと同一化，同一化と内発)と最も隔たった因子間(外的と

内発)には共分散を仮定した。結果，χ
2
 (50) = 428.17, p < .01, GFI = 0.87, AGFI = 

0.79, CFI = 0.81, RMSEA =0.13 と適合しているとは判断しがたい値となった。そ

こで，外的，取り入れ，同一化の 3 下位尺度内で他の項目との相関が低かった

もの各 1 項目を除外し，残りの 9 項目について再度，確証的因子分析を行った。

結果，χ
2 値は有意だったものの(χ

2
 (23) = 67.18, p < .01)，GFI = 0.97, AGFI = 0.94, 

CFI = 0.97, RMSEA =0.07 と，他の指標が一定の適合度を示したため，この因子

構造を採用した。各項目の Time 1 データの確証的因子分析における因子負荷量

を表 5-6 に示した。 

 

表 5-6. 仕事への動機づけ尺度(Time 1)に対する確証的因子分析の結果 

 

 

 続いて，この尺度から自律性得点を求めた。まず各下位尺度の得点として因

働かないと他の人がうるさいから .88

働かないことで他の人に怒られたくないから .82

働かないと不安だから .68

働いておかないと後で困るから .67

働くことはしておくべき大切なことだから .71

働くことは毎日の生活で必要なことだから .69

働くことがおもしろいから .93

働くことが好きだから .83

できるようになることが楽しいから .70

因子1 因子2 因子3

因子2 .34

因子3 - .68

因子4 -.30 - .38

注: N  = 424

因子1: 外的

因子2: 取り入れ

因子3: 同一化

因子4: 内発

因子間相関

項目
因子

負荷量
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子ごとに項目の加算平均を求めた。因子間相関は表 5-6 に示した通りであり，

概念的に隣り合う動機づけ間には正の相関関係が見られた。また，概念間の距

離が隔たるにつれて相関が低くなった。ここから，構成概念妥当性が示された

ため，この下位尺度得点に重みづけをした合成変数である RAI (Relative 

Autonomy Index)を算出し，これを自律性得点とした。RAI は自己決定性の程度

を表す指標であり(Grolnick & Ryan, 1989; 岡田, 2005 など)，(-2 × 外的) + (-1 × 

取り入れ) + (1 × 同一化) + (2 × 内発)の式で算出した。 

 自己統制行動尺度の因子構造 尺度作成の参考にした Rosenbaum (1980)の尺

度は自己統制行動の傾向性を測定する 1 次元の尺度であるが，Rosenbaum が尺

度作成時に「問題解決方略の適用」「感情の制御」「自己有能感の保持」「満足遅

延」の行動を含めたのをもとに，因子分析による下位尺度の分類を試みた。

Rosenbaum (1980)には 4 つの行動の分類について明確な記述がなかったため，

自己統制行動尺度 22 項目の Time 1，Time 2 それぞれのデータについて因子数

を 4 と指定したうえで最尤法・プロマックス回転での探索的因子分析を行った。

探索的因子分析の結果，Time 1 と Time 2 で類似した因子構造が得られたが，両

時点で異なる因子からの寄与を示した項目が 2 項目あった。該当する 2 項目，

および因子負荷量が.40 未満であった 2 項目を除外したうえで Time 1 のデータ

について確証的因子分析を行い，因子構造の適合度について検討したところ，

適合度はやや低かったものの(χ
2
 (129) = 504.08, p < .01, GFI = 0.89, AGFI = 0.85, 

CFI = 0.85)，RMSEA は 0.08 と許容できる範囲内だったので，本因子構造を採

用した。各項目の Time 1 データの確証的因子分析における因子負荷量は表 5-7

に示した。以降の分析では，因子ごとの項目の加算平均を下位尺度得点として

扱った。 
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表 5-7. 自己統制行動尺度(Time 1)に対する確証的因子分析の結果 

 

 

 バーンアウト尺度の因子構造 バーンアウト尺度の参考にした MBI は本来 3

因子構造として作成されたものだが，一方で 2 因子構造を支持する結果もある

(伊藤, 2000; Lahoz & Mason, 1989; 田尾, 1987 など)。Time 1 のデータを使った確

証的因子分析では，2 因子構造を仮定した場合(χ
2
 (76) = 327.92, p < .01, GFI = 

0.89, AGFI = 0.85, CFI = 0.85, RMSEA =0.09)も，3 因子構造を仮定した場合(χ
2
 

(74) = 313.49, p < .01, GFI = 0.90, AGFI = 0.85, CFI = 0.86, RMSEA =0.09)も適合度

因子
負荷量

.77

.75

.54

.53

.45

.45

.41

.82

.80

.74

.65

.81

.80

.50

.74

.68

.44

因子間相関 因子1 因子2 因子3

因子2 .70

因子3 .14 .05

因子4 -.09 .14 .31

注：N  = 424, 
*
逆転項目

 自分が衝動的だと思ったら、「考え直すように」と自分に言い聞かせる

 しなければならないことがいくつもあるときは、作業の計画をたてる

何かを決定しなければならない場面では、素早く決断することよりも、
起こりうる可能性をすべて考えることを優先する

 作業をしようと計画を立てたら、遂行の妨げとなるものはすべて取り除く

 いやな考えが浮かんできて悩んでいるときは、何か楽しいことを考えようとする

落ち込んだ気分のときは、楽しいことを考えるようにする

 落ち込んだ気分の時は、自分の好きなことで頭をいっぱいにしようとする

 沈んだ気分でいる時には、気分を変えようと明るくふるまおうとする

 過去にしてしまった過ちについて考えるのをやめられない*

 悩み事についていつまでも考えるのをやめられない*

 周囲の手助けがなければ、心配やストレスを抑えることはむずかしいと思う*

 義務だけどやりたくないことは、すぐにできる場合にでも先のばしにする*

 差し迫ったことがあっても、自分の本当に好きなことを先にする*

 まず、しなければならないことを済ませてから、自分の本当に好きなことをする

項目

 落ち着いて仕事をするのが難しいとわかると、自分を落ち着かせる方法を考える

 作業に集中するのが難しいとわかったら、集中できる方法を考える

 ある作業に集中できないときは、作業をいくつかの小さな部分に分けて考える

因子1: 問題解決方略の適用

因子2: 感情の制御

因子3: 自己有能感の保持

因子4: 満足遅延
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に大きな差は見られなかった。しかし因子数を指定した最尤法・プロマックス

回転での探索的因子分析を行ったところ，2 因子を指定した場合には仮定され

た構造と同様の結果が得られたが，3 因子を指定した場合には仮定された構造

と異なる結果が得られた。そこで，研究 6 では 2 因子構造を採用した。Time 1

のデータについての 2 因子構造での確証的因子分析で得られた因子負荷量は表

5-8 に示した。 

 

表 5-8. バーンアウト尺度(Time 1)に対する確証的因子分析の結果 

 

 

 第 1 因子は，MBI で仮定される「情緒的消耗感」「脱人格化」の 2 つの概念

が 1 つの因子としてまとまりを見せたものであった。これら 2 つの概念を合成

した因子は「ともに仕事へのネガティブな態度性向」(田尾, 1987)を示すとされ

る。本論文ではこの因子を「情緒的消耗感」因子とした。他方，第 2 因子は従

来の研究と同様に，肯定的な内容からなる因子であり，これを逆転項目として

扱うことで，「達成感の後退」因子とした。以降，因子ごとの項目の加算平均を

因子
負荷量

因子1: 情緒的消耗感

「こんな仕事、もうやめたい」と思うことがある .75

 出勤前、職場に出るのが嫌になって家にいたいと思うことがある .68

自分の仕事がつまらなく思えて仕方のないことがある .66

同僚の顔を見るのもいやになることがある .61

同僚と、何も話したくないと思うことがある .61

こまごまと気配りをすることが面倒に感じることがある .60

仕事のために心にゆとりがなくなったと感じることがある .57

一日の仕事が終わると「やっと終わった」と感じることがある .53

身体も気持ちも疲れ果てたと思うことがある .53

仕事の結果はどうでもよいと思うことがある .42

因子2: 達成感の後退
*

仕事を終えて今日は気持ちのよい日だったと思うことがある .67

この仕事は私の性分にあっていると思うことがある .64

我を忘れるほど仕事に熱中することがある .48

我ながら、仕事をうまくやり終えたと思うことがある .45

因子間相関 因子1

因子2 .52

注：N  = 424, 
*
「達成感の後退」因子は全て逆転項目として扱う

項目
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下位尺度得点とする。以上の 3尺度の各時点での基本統計量は表 5-9に示した。 

 

表 5-9. 各尺度の基本統計量 

 

 

自律性の高低による自己統制行動とバーンアウトの関係性についてのモデル

分析 研究 6 では自律性の高さによって自己統制行動がバーンアウトを予測す

る傾向が違うことの検証を目的としていたことから，自律性を用いて回答者を

高群と低群の 2 群に分け，多母集団同時の共分散構造分析を行うことで，バー

ンアウトと自己統制行動の関係を示すモデル内での変数間の関係性が群間でど

のように異なっているかを検討することとした。自律性が平均値より 1SD以上

低い 65 人を自律性低群に，平均値より 1SD以上高い 66 人を自律性高群に割り

当てた。 

 近年の縦断調査研究では，2 時点間の変数の変動は，1 時点目の変数が 2 時目

の変数を予測する際の残差によってあらわすことが推奨されている(Smith & 

Beaton, 2008)。そこで研究 6 では，自己統制行動の頻度，およびバーンアウト

得点の時点間の変動として，Time 1 の変数から Time 2 の変数を予測する回帰分

平均値 SD 平均値 SD

仕事への動機づけ尺度

外的 2.29 1.04

取り入れ 3.72 .91

同一化 3.83 .87

内発 3.28 .97

自律性 2.08 3.51

自己統制行動尺度

問題解決方略の適用 3.93 .62 3.91 .58

感情の制御 3.66 .86 3.69 .90

自己統制感の保持 3.41 .96 3.34 .92

満足遅延 3.90 .78 3.92 .77

バーンアウト

情緒的消耗感 2.61 .49 2.59 .49

達成感の後退 2.24 .45 2.32 .51

注: N  = 424

-

-

-

-

尺度
Time 1 Time 2

-
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析を行った際の残差得点を用いた。以降，この残差得点は各変数名の前に ∆ を

付記することで表す(例，∆ 情緒的消耗感)。さらにバーンアウトについては，

過去の研究からバーンアウトとバーンアウトに関わる要因との関係は循環的で

あると示唆されていることを踏まえ(Schaufeli, Bakker, & Rhenen, 2009)，Time 1

のバーンアウト得点もモデルに投入した。このモデルについて，自律性の高群

と低群を異なる集団と見なして構造方程式による多母集団同時分析を行った。

なお，自律性の高群と低群では独立変数，従属変数ともに同じ因子構造を仮定

していたため，共分散は両集団で等値であると仮定した。 

多母集団同時分析で使用した変数の各群の基本統計量および分散分析の結果

は表 5-10 に示した。「自律性」の他は，「∆ 自己統制感の保持」に有意な差がみ

られ(F (2, 421) = 3.44, p < .05)，多重比較より自律性低群では他の 2 群に比べて

「∆ 自己統制感の保持」が低いという結果が得られた。また，「Time 1 情緒的消

耗感」「Time 1 達成感の後退」に有意な差が見られ(F (2, 421) = 52.44, p < .05; F (2, 

421) = 44.00, p < .05)，多重比較よりいずれの変数も自律性高群，中群，低群の

順に低くなるという結果が得られた。これらの結果は自律性が低いほどバーン

アウトやネガティブ感情が高いことを示しており，先行研究(e.g., Alarcon, 2011)

と一致した結果である。他の変数では群による有意な差は得られていないこと

から，「自己統制感の保持」以外の自己統制行動の変動や，バーンアウトの変動

には群間に違いはないと見なした。 
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表 5-10. 多母集団同時分析で使用した変数について 

自律性別の各群の基本統計量と分散分析の結果 

 

 

 分析の結果，モデル適合度は χ
2
 (12) = 17.33, p = .14, GFI = 0.97, AGFI = 0.81, 

CFI = 0.96, RMSEA =0.06 となり，一定の適合を示した。パス係数の値を併記し

たモデル図を図 5-7 に示した。パスの推定値間の差の検定統計量に着目したと

ころ，「∆ 感情の制御」から「∆ 達成感の後退」を予測するパスにおいて，パス

係数の値の差が有意であった(z = 2.75, p < .01)。具体的には，自律性低群では「∆

感情の制御」の増加が「∆ 達成感の後退」を正に予測する傾向にあったが(β = .29, 

p < .05)，一方で自律性高群では「∆ 感情の制御」の増加は「∆ 達成感の後退」

を負に予測していた(β = -.29, p < .05)。この結果は，自律性の高低によって感情

の制御による自我枯渇の強さが異なるためにバーンアウトの関連の仕方が異な

るという仮説 1 を支持するものである。 

また，他のパス係数間では，「Time 1 情緒的消耗感」から「∆ 感情の制御」を

予測するパスにおいてパス係数の値の差が有意傾向であった(z = 1.71, p < .10)

のみであり，他の自己統制行動とバーンアウトとの間のパス係数には自律性の

高群と低群とで有意な差はみられなかった。すなわち，本研究で扱った自己統

制行動の中では，「感情の制御」以外の行動による自我枯渇の強さは異ならない

ために，バーンアウトとの関連の仕方は異ならないという仮説 2 は支持された。 

 

平均 SD 平均 SD 平均 SD F値

自律性 -3.52 2.07 2.18 1.93 7.16 1.17

∆問題解決方略 -.12 1.26 -.01 .88 .17 1.17 1.52 .22

∆感情の制御 -.21 1.16 .02 .93 .12 1.09 1.92 .15

∆自己有能感の保持 -.27 1.21 .08 .92 -.08 1.05 3.44 .03 *

∆満足遅延 .13 1.04 -.03 .97 -.02 1.08 .68 .51

Time 1情緒的消耗感 3.04 .42 2.60 .44 2.25 .47 52.44 .00 *

Time 1達成感の後退 2.55 .48 2.25 .39 1.89 .42 44.00 .00 *

∆情緒的消耗感 -.06 1.22 .06 .93 -.19 1.04 1.83 .16

∆達成感の後退 .04 1.25 .02 .95 -.11 .92 .54 .58

自己統制行動

バーンアウト

* p  < .05

変数名
低群(n  = 65) 中群(n  = 293) 高群(n  = 66) 分散分析

p値
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図 6-7. 自己制御行動とバーンアウト得点の共分散構造による，自律性高低群別 

多母集団同時分析の結果(N = 424): パス係数は標準化係数(自律性低群  

/ 自律性高群の値)であり，両群ともに非有意なパスの値は省略し， 

破線で示した。共分散は両群で同値と仮定していた。 * p < .05 

  

 

5.3.4 考察 

研究 6 の目的は，自己統制行動の非効率的な側面が日常生活で就労者が感じ

るバーンアウトに及ぼす影響を，仕事への自律性の観点から検討することであ

った。具体的には，就労者を対象に 2 時点での回答を求めるパネル調査を行い，

仕事についての自律性は「感情の制御」とバーンアウトの関連を異ならせ(仮説

1)，他の自己統制行動(すなわち「問題解決方略の適用」「自己有能感の保持」「満

足遅延」)とバーンアウトとの関連は異ならせない(仮説 2)という 2 つの仮説を

検討した。 

自律性の高群と低群を異なる集団と見なして，共分散構造分析による多母集

団同時分析を行った結果，仮説を支持するような結果が得られた。まず，自律

性の高低は「感情の制御」によって引き起こされる自我枯渇の大きさに影響を

与えていた。これは仮説 1 を支持する結果であり，自律性低群では「感情の制

御」の増加は，「達成感の後退」の増加を予測する一方で，自律性高群では「感

Δ 情緒的情緒的情緒的情緒的
消耗感消耗感消耗感消耗感

Δ 達成感の達成感の達成感の達成感の
後退後退後退後退

Δ 問題解決問題解決問題解決問題解決
方略の適用方略の適用方略の適用方略の適用

Δ 満足遅延満足遅延満足遅延満足遅延

Δ 自己有能感自己有能感自己有能感自己有能感
の保持の保持の保持の保持

Δ 感情の制御感情の制御感情の制御感情の制御

Time 1

情緒的情緒的情緒的情緒的
消耗感消耗感消耗感消耗感

Time 1

達成感の達成感の達成感の達成感の
後退後退後退後退

e

e

e

e

e

e

.28 *

-.02 / -.33*

-.36 * / -.16

-.33 * / -.14

-.41 *

-.24 *

-.32 *

.37 *

.16 / .39 *

.29 * / -.29 *

-.16 / -.35 *

.26 *
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情の制御」の増加は，「達成感の後退」の減少を予測していた。表 5-10 に示し

た分散分析の結果で「∆ 感情の制御」に群間で差が見られなかったことからも，

この結果は群間の基本統計量の差によるものではなく，変数間の関連に違いが

あったためであることが支持される。すなわち，自律性が低いほど「感情の制

御」による自我枯渇が強かったといえる。また，自己統制行動からバーンアウ

ト得点を予測するパスで群間に有意な差が見られたのはこの 2 変数の関連のみ

であり，他の自己統制行動の変動からバーンアウトの変動を予測する関係につ

いては自律性の高低による違いは見られなかった。これは仮説 2 を支持する結

果である。 

このように，自律性が低い人では「感情の制御」の増加が「達成感の後退」

を促すような結果が得られたのは，自律性の低い人の方が自律性の高い人に比

べて仕事中の「感情の制御」における認知制御の負荷が大きかったためと考え

られる。自律性が低いことは，仕事の必要性や価値が外的な要因によって規定

されており，うまく自己の内面的な部分が統合できていない状態を意味する。

仕事上で求められる感情表出と，自らが実際に感じている感情との間に葛藤が

存在する場合の「感情の制御」では，こうした葛藤を解決するために認知制御

を働かせる必要が高くなる。こうした葛藤が生じやすい自律性の低い人にとっ

て，「感情の制御」のためには認知制御の適用がより必要であったと考えられる。 

今回の調査結果では，「∆ 感情の制御」から予測されるパスは「∆ 情緒的消耗

感」ではなく「∆ 達成感の後退」に結び付いていた。従来の研究では，バーン

アウト傾向の高まりについては，達成感の後退から情緒的消耗感に繋がるよう

な経路が仮定されている(Alarcon, 2011)。そのため，認知制御による資源消耗は，

まずは達成感の後退として現れ，その後の情緒的消耗感へと繋がっていくとも

考えられる。ただしこの点に関しては直接的に示す証拠は得られていない。例

えば，今回の調査で「Time 1 達成感の後退」から「∆ 情緒的消耗感」を予測す

るパスは係数間に有意な差は見られなかったとはいえ(z = 1.22, p = .22)，自律性

高群では有意であった(β = .38, p < .05)が，自律性低群では正の値を示しながら

も有意ではなかった(β = .16, p = .24)。また，2 時点のデータを扱ったために感

情の制御の増加が達成感の後退を経て情緒的消耗感を予測するような媒介効果

は検討できていない。このような媒介効果については今後の研究において明ら
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かにするべき課題である。 

また，予測の中では自律性が高い人では「感情の制御」とバーンアウトには

関連が見られないとしていたが，実際の結果では「∆ 感情の制御」の増加は「∆

達成感の後退」を抑えるように結び付いていた。これに関しては自律性の高低

による「Time 1 情緒的消耗感」と「∆ 感情の制御」との関連の違いから考察を

行う。自律性低群では「Time 1 情緒的消耗感」は「∆ 感情の制御」を有意には

予測しなかったが(β = -.02, p = .85)，自律性高群では「Time 1 情緒的消耗感」の

高さは「感情の制御」を負に予測していた(β = -.33, p < .05)。自律性高群でこの

ような関連が見られたのは，バーンアウトから生じる感情反応への対処を行い

ながら仕事に取り組むことで，その後の仕事で得られる達成感が高まったため

と考えられる。ただし，研究 6 では対象となる感情や思考を限定することなく，

一括して「感情の制御」として扱っていたため，この点を直接的に示すものは

ない。実際に感情の制御が，抑制目標や抑制対象，そして自律性の組み合わせ

によって異なった結果を引き起こすのかについては，より詳細な検討を行う必

要がある。 

このように限界はありつつも，自律性によって影響を受ける自己統制行動に

伴う自我枯渇の強さの違いが，日常生活においてはバーンアウトとして影響す

ることを示した。これまでの調査研究からも，仕事への動機づけに乖離が大き

いと，感情や思考の制御がバーンアウトに結びつきやすいことは示唆されてき

た。例えば，Schmidt (2010)は，職場で重要視される目標と，個人が重要視する

目標間に乖離がある場合に，職場での思考や感情の制御を求めるような要求の

多さと個人のバーンアウト傾向の関連が高い結果を示している。しかし，

Schmidt が扱った自己統制要求尺度は，制御的な要求の多さを尋ねるものであ

り，感情の制御を求められる状況の多さを反映している。そのため，自己統制

行動がバーンアウトに繋がるという解釈に関して，実際に彼らの研究で示され

ているのは行動との関連ではなく状況要因との関連であり，直接的な論拠は得

られていない。これに対して，研究 6 では個人の主体的な自己統制行動の頻度

を尋ねる尺度を用いてバーンアウトとの関連性を検討しており，自己統制行動

から生じる自我枯渇がバーンアウトに繋がることが，より直接的に示された。 
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5.4. 第 5 章のまとめ 

 第 5 章では，自律的でない自己統制に取り組むことによる心理的帰結につい

て制御資源モデルの観点から考察した。まず，制御資源モデルにおいて仮定さ

れる自我枯渇の生起メカニズムについて関連する議論を概観した上で，実験研

究の結果から自我枯渇の生起と疲労との間に類似したプロセスが存在する可能

性を指摘した(研究 5)。続いて，自律的でない自己統制は，強い自我枯渇状態を

引き起こすという知見(Moller et al., 2006; Muraven, 2008)を踏まえた調査研究に

より，就労者が自律的でない自己統制に取り組むことが，バーンアウト傾向の

増加に繋がる可能性を示した(研究 6)。これは，自律的でない自己統制に取り組

むことが心理的不適応を導くことを示唆する結果である。次の第 6 章では，こ

のように自律的でない自己統制に取り組むことで生じる心理的不適応を避ける

ために個人に備わっている心理プロセスについて考察する。 
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第 6 章 自律的な自己統制の獲得 

6.1 はじめに 

 前の第 5 章では，自律的でない自己統制に取り組むことの心理的帰結につい

て考察した。自律的でない自己統制に取り組むことで，疲労と似た状態が促さ

れ，職場でのバーンアウト傾向が促されてしまうことが示された。しかしなが

ら，このように心理的不適応を導くのみであれば，自身の価値観と合致しない

活動に取り組むことは困難であり，社会の制度や規範に従ったふるまいをとり

続けることができないことになってしまう。よって，心理的不適応に陥ること

を避けるために，当初は自律的でなかった活動に対して，自律的に取り組むこ

とができるように自身の認識を変えるような心理機能が備わっているのではな

いかと考えられる。第 6 章では，動機づけの変化によって，自己統制に伴って

生じる自我枯渇の程度が軽減されるメカニズムについて検討し，自律的な動機

づけの獲得メカニズムの考察へと繋げる。 

 

6.2 報酬を用いて反応を慣習化させることによる自我枯渇の軽減(研究 7) 

6.2.1 問題 

 研究 7 では，報酬を用いて動機づけのあり方を操作することで，認知制御を

要する課題に取り組んだ後の自我枯渇の程度を軽減することができるかを検討

する。報酬は，動機づけを高めるために有効な要素のひとつとして知られる

(Wise, 2004)。報酬の獲得が予期される状況では，注意や認知処理に関わる労力

を，報酬獲得のために最大限に配分しようとする(Pessoa, 2009)。 

 強化学習の研究では，報酬に基づいて行動が促される過程には，大きく分け

て 2 つの過程があると考えられている。それは，目標志向行動と，慣習化され

た行動である(Balleine & O’Doherty, 2010; Daw, Niv, & Dayan, 2005)。目標志向行

動は，行動とその結果の連合によって促される行動である。目標志向行動の成

否は，行動して得られる結果の価値によって影響を受ける。他方の慣習化され

た行動は，行動自体の価値によって自発的に促される行動である。行動の結果

として予測される事態の価値よりも，過去の経歴から形成された行動の価値に

したがって行動が促される。よって，直面している状況において，実際には報

酬の獲得が予期されない状況であっても，過去に報酬を獲得した過去があって
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慣習化されていれば，その行動をとることは促される。 

 先述のように，課題成績に応じて報酬が獲得できるような教示を与えた場合

には，課題後に強い自我枯渇が引き起こされることが知られている(Muraven et 

al., 2007)。しかしながら，報酬を用いて行動を慣習化させた場合に，自我枯渇

がどのような影響を受けるのかは明らかにされていなかった。自我枯渇は認知

制御を働かせることによって生じると考えられている(Robinson, Schmeichel, & 

Inzlicht, 2010)。認知制御を要する課題であっても，課題遂行につながる行動が

慣習化され，自発的に生じるようになれば，認知制御を働かせる必要性が低下

するために，自我枯渇はあまり生じないのではないかと予測される。研究 7 で

は，枯渇課題としてストループ課題を用いて，課題中に現れる色への反応が慣

習化された場合に，自我枯渇が低減されるか否かを検討した。 

 

6.2.2 方法 

参加者 参加者は大学生・大学院生 46 名であった。2 名のデータは装置と手

続きの問題によりデータを適切に取得できなかったため，有効なデータが得ら

れたのは 44 名(男性 24 名，女性 20 名，平均年齢 20.8 歳，SD = 2.0)であった。 

ハンドグリップ課題 主な従属変数である，最大随意収縮(MVC)の 50%の力

(以下，50%MVC とする)を持続させた時間の測定を目的として，ハンドグリッ

プ課題を行った。この課題で参加者は，デジタルインターフェース(BioPac 

MP150; Monte System Corporation)に繋がれた握力計(TSD121C)を利き手で握り，

50%MVC 以上の力を維持するよう求められた。力の出力はハンドグリップ課題

の間に記録され，実験者側の PC モニタで監視されていた。握力計にかけられ

た力は電気信号になり，多様トランスデューサ汎用アンプ(DA100C)で増幅，変

換され，BioPac をつないだ PC にサンプリングレート 2000 Hz で記録され，

Acknowledge を用いてデータ化して保存された。 

実験の初めに参加者ごとの最大随意収縮の測定を行った。測定では参加者は

握力計を全力で握るよう教示され，5 秒間握る試行を 2 度行った。試行中の力

の 1 秒ごとの移動平均値を求め，その値が最大となった時点より前 1 秒間を最

大随意収縮の産出時間とみなした。最大随意収縮の産出時間における移動平均

値の最大値の，2 度の測定の平均値の半分の値を 50%MVC に設定した。 
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ハンドグリップ課題では，参加者は 50%MVC の値と握力計が記録している

力の値が表示された PC モニタを見ながら，握力計を握るように求められた。

PC モニタ上には 50%MVC と力の値のみが表示され，持続時間に関する情報は

参加者には見えないようになっていた。参加者は，握力計が記録している値が

50%MVC の値を超えた状態を維持して，出来るだけ長く握り続けるように教示

された。握力計が記録していた値が 1 秒以上，50%MVC を下回った時点で，実

験者が合図して測定を終了させた。その後，握力計が記録していた値が

50%MVC を超えてから，1 秒以上 50%MVC を下回った時点までの時間を等尺

性収縮の持続時間として指標化した。ただし，途中で握力計を握る手を離した

場合，その時点を終了とみなした。 

カード選択課題 この課題では，カードをとるかとらないか判断し，得点を

稼ぐよう求められた。この課題の得点は，実験終了後に 500 円に追加してもら

える報酬の額(0 円～200 円)を規定していた。 

課題中の各試行では，注視点が 600 ミリ秒提示された後で，4 つの異なる色

のカードから 1枚が選ばれて “Choice”という表示とともに画面中央に提示され

た。カードは，各色が均等の試行数で現れ，かつ 3 試行以上は同じ色が連続し

て提示されないように疑似ランダム化された順序で選ばれた。参加者は表示さ

れたカードをとる場合にはカードが表示されている間に“Q”のキーを押し，カ

ードをとらない場合にはキーを押さないままでいるように教示された。カード

の表示時間は 500 ミリ秒から始まり，参加者が得点を獲得するごとに 10 ミリ秒

ずつ短くなり，逆に得点を失うごとに 10 ミリ秒ずつ長くなった。これは，実験

群において特定の色が提示されることでその色に対する自発的な接近反応を学

習させる目的で，参加者が可能な限り素早い反応をさせるための操作であった。

参加者がカードをとるかとらないか判断した後，カードが表に返り，その試行

の得点の増減値がフィードバックされた。カードは一定の確率で加点のカード

か減点のカードになるように設定されていた。加点のカードの場合にカードを

とると“Get”と表示され，参加者は 100 点を獲得した。他方で，減点のカードの

場合にカードをとると“Lost”と表示され，参加者は 100 点を失った。カードを

とらなかった場合には加点，減点のいずれのカードであっても得点の増減はな

かったが，加点のカードの場合には“Miss”，減点のカードの場合には“Safe”と
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表示され，とらなかったカードの種類は参加者にわかるようになっていた。参

加者は 10 試行の練習試行を行った後，以上の手続きを 80 試行繰り返した。 

課題で提示されるカードが加点，減点のいずれのカードになりやすいかは，

カードの色ごとに確率が決められていた。4 つの色のうち，2 色のカードは加点

のカードになる確率が高く(90%の確率で加点のカード，10%の確率で減点のカ

ードになる)，残りの 2 色は減点のカードになる確率が高い(10%の確率で加点の

カード，90%の確率で減点のカードになる)ように設定されていた。加点のカー

ドになりやすい色は群ごとに異なっており，実験群では赤，緑，青，黄のうち

の 2 色が，統制群ではマゼンタ，シアン，オレンジ，カーキのうちの 2 色が使

われた。他方で減点のカードになりやすい色は，両群の参加者ともに共通で茶

色と灰色が使われた。 

ストループ課題 この課題では，参加者は提示された単語が書かれている文

字色について反応するように求められた。各試行では，画面中央に注視点が 600

ミリ秒現れた後に刺激語が提示された。刺激語は「あか」「みどり」「あお」「き

いろ」の色名をあらわすひらがなの単語が，赤，緑，青，黄のいずれかの文字

色で書かれていた。刺激語が提示される順序は，一致試行と不一致試行が均等

な試行数で現れ，かつ一致試行と不一致試行がともに 4 試行以上は連続して続

かないように疑似ランダム化されていた。参加者は単語が意味的に示す色は無

視して，書かれている文字色について，可能なかぎり早く，かつ正確にキー押

しで反応するように教示された。参加者に素早い反応を促すため，刺激語が提

示されてから 1000 ミリ秒の間にキー押しの反応がなかった場合，画面上に“too 

late”という表示が 500 ミリ秒間現れ，次の試行へ移った。この課題では，単語

が意味的に示す色と文字色との組み合わせから，一致試行(例，緑色でかかれた

「みどり」)と不一致試行(例，緑色でかかれた「あか」)が設定されていた。各

試行では，反応の成否と，試行の反応時間として刺激語が提示されてからキー

が押されるまでの時間が記録された。参加者は 20 試行の練習試行の後，一致試

行 64 試行と不一致試行 64 試行を含む 128 試行を 1 ブロックとして，休憩をは

さんで 2 ブロック 256 試行，この課題に取り組んだ。 

事後質問紙 事後質問紙では，ストループ課題，カード選択課題それぞれに

ついて，課題中の報酬期待として「課題を行っている間，もらえる報酬のこと
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が気になっていた」という項目について「1. 全くあてはまらない」から「7. と

てもあてはまる」の 7 件法で回答を求めた。また，カード選択課題については

「この課題は疲れた」の 1 項目について，ストループ課題については先の項目

に「この課題をやってへとへとになった」「この課題をやった後，休みたいと思

った」を加えた 3 項目について，同じく 7 件法で課題後の疲労の主観報告を尋

ねた。 

手続き 参加者は実験室に入った後，実験についての入念な説明を受け，実

験同意書に署名した。参加者はまず 50%MVC を得るための最大随意収縮を測

定された。その後，事前段階での等尺性収縮のハンドグリップ課題を行った。

ここで参加者はランダムに実験群と統制群に分けられ，カード選択課題を行っ

た。続いてストループ課題に取り組み，休憩を挟まずに事後段階でのハンドグ

リップ課題を行った。カード選択課題とストループ課題は，デスクトップ PC

上の PsychoPy (Peirce, 2007, 2008)を使って行われた。最後に事後質問紙に回答

した後，カード選択課題の成績に応じた追加報酬を含む実験謝礼を受け取り，

課題説明を受けて実験は終了した。 

 

6.2.3 結果 

 Time 2 において Time 1 の 2 倍以上の持続時間を発揮していた 2 名の参加者の

データ，および Time 2 での持続時間が参加者の全体平均より 2SD以上長かっ

た 5 名の参加者データを除いた，37 名の参加者データ(実験群 18 名，統制群 19

名)を分析対象とした。 

事後質問紙 まず，事後質問紙への回答から，課題中の報酬期待について，

操作チェックを行った。課題間での課題中の報酬期待について対応のある t 検

定を行ったところ，課題中の報酬期待はカード選択課題(M = 4.32, SD = 1.65)の

方が，ストループ課題(M = 2.97, SD = 1.72)よりも高かった(t (36) = 4.92, p < .05)。

また，ストループ課題での課題中の報酬期待について，理論的中点である「4. ど

ちらでもない」と参加者全体の平均値との差を検討すべく，1 サンプルの t 検

定を行った。結果，ストループ課題での課題中の報酬期待は理論的中点よりも

有意に低い結果が得られた(t (36) = 3.62, p < .05)。以上の結果より，カード選択

課題では報酬を期待して実験に取り組んでいた一方で，ストループ課題に移行
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した際にはそうした報酬への期待はあまり意識されていなかったと見なした。 

カード選択課題 カードの選択率について操作チェックを行った。カード選

択課題における加点になりやすい色のカードと減点になりやすい色のカード選

択率が，それぞれ 50%より離れているかを検討すべく，1 サンプルの t 検定を

行った。結果加点になりやすいカードの選択率は 50%よりも有意に高く(M = 

95.4%, SD = 5.4, t (36) = 51.60, p < .05)，減点になりやすいカードの選択率は 50%

よりも有意に低かった(M = 18.3%, SD = 11.5, t (36) = 16.78, p < .05)。この結果か

ら，各参加者はカード選択課題で加点になりやすい(すなわち，報酬と連合させ

る操作対象であった)色のカードを選択できており，先の報酬期待の結果と併せ

て，実験操作は適切に行われたと判断した。 

ストループ課題 群間のストループ課題の成績を比較した。群・条件ごとの

反応時間とエラー率の平均値と SDは表 6-1 に示した。分析の際には，反応時

間は正反応の試行に限り，かつ個人内の平均値よりも 2SD以上離れている試行

の反応時間は分析から除外した。まずは反応時間を従属変数として，試行(参加

者内: 一致・不一致)×群(参加者間: 統制群・実験群)の 2 要因混合計画の分散分

析を行った。結果，試行の主効果は有意であり(F (1, 35) = 145.69, p < .05)，不一

致試行の方が一致試行に比べて反応時間が長かった。群の主効果，および試行

と群の交互作用に有意な効果は見られなかった。エラー率についての分散分析

でも同様の結果が得られた。試行の主効果のみが有意であり(F (1, 35) = 42.79, p 

< .05)，不一致試行の方が一致試行に比べてエラー率が高かった。群の主効果お

よび試行と群の交互作用には有意な効果は見られなかった。先行研究にて報告

されているもの(MacLeod, 1991; Stroop, 1935)と同様の結果が得られたが，その

差に実験操作の影響は見られず，両群ともに同じようにストループ課題に取り

組んでいたと見なした。 
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表 6-1. 群・条件ごとのストループ課題の成績 

 

 

ハンドグリップ課題の持続時間 表 6-2 に，各群の事前段階，事後段階の持

続時間および事前 - 事後の持続時間差の平均値と SDを示した。持続時間差は

事前段階の持続時間に影響を受けるため，事前段階の持続時間を共変量として

群間で比較する共分散分析を行った。その結果，群間の差が有意であり(F (1, 34) 

= 4.82, p < .05, ηp
2
= .12)，実験群(推定平均値 = 59.34, SE = 4.82)の方が統制群(推

定平均値 = 44.32, SE = 4.70)に比べて持続時間の減少量が小さかった。また，事

前段階の持続時間を独立変数とし，事後段階の持続時間を従属変数とした回帰

分析により得られた残差は，主観疲労の評定値と負の相関関係にあった(r = -.35, 

p < .05)。よって，ストループ課題に先行して色刺激への反応が慣習化された実

験群においては，ストループ課題に取り組むことで生じる自我枯渇の程度が軽

減されることが示唆された。 

 

表 6-2. 群・時点ごとのハンドグリップ課題の持続時間 

 

 

6.2.4 考察 

研究 7 では，枯渇課題としてストループ課題を用いて，課題中に現れる色へ

の反応が慣習化された場合に，自我枯渇が軽減されるか否かを検討した。結果

は予測を支持するものであり，ストループ課題に先行して，報酬を用いて課題

平均値 SD 平均値 SD

反応時間(ミリ秒) 537.99 62.13 528.39 66.34

エラー率（％） 6.77 4.54 7.44 4.76

反応時間(ミリ秒) 571.66 60.35 569.18 72.81

エラー率（％） 10.16 6.55 12.21 5.09

実験群(n  = 18) 統制群(n  = 19)

一致試行

不一致試行

平均値 SD 平均値 SD

事前段階 73.91 21.6 58.87 37.74

事後段階 61.42 23.51 42.35 19.53

12.49 25.29 16.53 34.04

持続時間(秒)

持続時間差(事前段階 - 事後段階)

実験群(n  = 18) 統制群(n  = 19)
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中に現れる色への反応が慣習化されると，慣習化されていない群に比べてスト

ループ課題後の自我枯渇が軽減されるという結果が得られた。この結果は，結

果の価値によって行動が促されている状態から，行動自体の価値によって行動

が促される状態に変わることで，自己統制に要する心的負担を軽減できること

を示唆するものである。 
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6.3 学業への自律的動機づけの変化と後悔の関連(研究 8) 

6.3.1 問題 

研究 7 では，認知制御を要する課題において求められる反応を，報酬を用い

て慣習化させることで，認知制御課題後の自我枯渇を低減させることができる

ことを示した。この結果は，結果の価値によって行動が促されている状態から，

行動自体の価値によって行動が促される状態に変わることで，自己統制に要す

る心的負担を軽減できることを示唆する。研究 8 では，こうした価値の所在の

変化を，動機づけの質的な変化と対応づけ，自律的な動機づけの獲得プロセス

に迫る。 

自己決定理論では，自律的な動機づけの獲得は内在化(internalization)と呼ばれ

る現象として知られる。内在化とは，統制的(すなわち，自律的でない)な動機

づけを持っていた活動に対して，その活動の価値を見いだし，自律的に動機づ

けられるようになる変化を指す(Ryan & Deci, 2000)。これまでの研究では，内在

化を支える個人内の心理プロセスについてはあまり焦点を当てられてこなかっ

た。 

本論文では，内在化と強化学習に類似したプロセスが関与していると考えた。

強化学習における目標志向行動から慣習化された行動への変化と，動機づけの

内在化の理論的説明には，価値の所在の変化という点で共通点が見られる。ま

た，自律的に動機づけられた自己統制はその後の自我枯渇の程度が弱いことが

示されているが(Moller et al., 2006; Muraven, 2008)，研究 7 で示したように，行

動の慣習化も自我枯渇を低減するように作用する。これらの特徴から，内在化

には強化学習と類似したプロセスが関与しているのではないかと考えた。 

そこで研究 8 では，動機づけの内在化における後悔(regret)の影響について検

討した，後悔は，事実と起こりえた状態との仮想比較によって生じるネガティ

ブ感情である(Roese & Olson, 1995)。選択した行動によって導かれた結果が，他

の選択によって得られたであろう結果と比較して悪いものであったときに後悔

は生じる。後悔は異なったように行動しておけば良かった，という自己批判を

含むネガティブな自己意識感情である(Connolly & Ordo, 1997)。 

後悔は，意思決定や強化学習にとって効果的な側面もある。経済学では，後

悔理論において，人は，選択した行動が将来に引き起こしうる後悔を予期し，
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最も後悔を小さくできるだろう選択をとっていると考えられている(Bell, 1982; 

Loomes & Sugden, 1982)。心理学の実験・調査からも，後悔が将来の意思決定に

有効に働くことが示されている(Zeelenberg & Pieters, 2007)。神経科学の実験か

らは，後悔は眼窩前頭前野による選択肢の価値を調整する活動に関与している

ことが示唆されている(Coricelli, Dolan, & Sirigu, 2007)。人は経験を通じて，後

悔を最も生じにくいだろう選択肢を価値の高いものと捉えるようになる。 

自己統制の研究結果からは，後悔は目標の価値を高めるものであることを示

唆する結果が得られている。Hofmann & Fisher (2012)は，経験サンプリング法を

用いた調査により，自己統制に成功／失敗したそれぞれの状況での自己意識感

情を測定し，次の自己統制葛藤の状況における心理変数との関連を検討してい

る。その中で，彼らは自己統制に失敗した際に経験された罪悪感が，次に同様

の自己統制葛藤の状況に直面した際の目標の重要性を正に予測するという結果

を得ている。罪悪感は，自身の行為に対して抱くネガティブな自己意識感情の

ひとつである。この結果は，後悔は後続の状況において目標の価値を高く感じ

させるように働き，内在化を促進する働きを持つ可能性を示唆するものである。 

では，どのような後悔が内在化を促進させるのだろうか。実験室研究におい

ては，参加者は往々にして「報酬を得る」のように単一の目標が設定されてい

る。しかし日常生活においては，人は複数の目標を同時に追求しうる。例えば

学業達成を目標として掲げている学生であっても，日々楽しめることをしたい

というような目標を持つことは十分にありえる。過去の研究では，レジャーの

ように日々楽しめることをしたいという目標を持つことが，学業目標の達成を

阻害することが示されている(Fries, Dietz, & Schmid, 2008; Hofer et al., 2007)。よ

って，学業目標への競合目標として楽しみへの目標を考えた場合に，学業への

動機づけの内在化を促進するのは，学業目標に関する後悔であると考えられる。 

さらに，実験室研究と日常生活で異なる点として，短期的な後悔と長期的な

後悔を扱うことができる点がある。後悔は，その引き金となる出来事から時間

が経つにつれ，質的な変化を伴うとされる(Gilovich, Medvec, & Kahneman, 1998)。

短期的な後悔は，強く生じるが，すぐに消滅するような，情動的な後悔(hot 

regret)であるとされる。これに対して，長期的な後悔は，弱いが，緩やかに生

じて残るような，物思いの後悔(wistful regret)とされる。動機づけの内在化を促
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進するのは，情動的な後悔か，物思いの後悔か，どちらであるかを考える必要

がある。 

過去の研究において行動調整への有効性が示されているのは，主として短期

的な後悔である。例えば，実験室研究においては，選択の結果が知らされた直

後に生起した感情反応が後悔として扱われる(Coricelli et al., 2007)。また，先に

挙げた経験サンプリング法の研究においても，目標の重要性に関与していたの

は，自己統制を失敗した直後に生起した罪悪感であった(Hofmann & Fisher, 

2012)。よって本研究においても，短期的に生じる目標関連の後悔が動機づけの

内在化を促進すると考えた(予測 1)。 

他方で，Hofer et al. (2007)の研究成果などから，競合目標に関わる後悔は内在

化を阻害するように働く可能性があると考えられる。自己統制葛藤の状況にお

ける後悔を扱った研究からは，競合目標に関する後悔は，物思いの後悔として

緩やかに生じる成分の占める割合が大きいと主張されている(Kivetz & Keinan, 

2006)。これは，追求している目標が意識されている状況においては，その目標

に従った認知バイアスが生じ，競合目標に従った行動をとらなかったことへの

後悔が抑えられるためであるとされている。このことから，長期的に生じる競

合目標に関わる後悔が内在化を阻害するように働くと考えた(予測 2)。 

さらに，研究 8 では，こうした後悔による動機づけの内在化は，自律的でな

い自己統制を行うことによる心的負担を軽減するために生じていると仮定して

いる。よって，上に挙げたような後悔による動機づけの内在化の促進は，自律

的に動機づけられていない者においてより利得のある現象であると考えられる。

このことから，統制的な(すなわち，自律的でない)動機づけの高い者ほど，動

機づけの内在化を促すような，短期的な目標関連の後悔を強く感じると考えた

(予測 3)。 

以上の 3 つの予測について，高校生を対象とした縦断調査により検討を行っ

た。具体的には，定期考査の前の学業への動機づけと，定期考査の後の学業後

悔・楽しみ後悔との関連について検討を行った。 

 

6.3.2 方法 

調査回答者 調査回答者は，県立高校に通う高校 1 年生 320 名であった。そ
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のうち，縦断調査の回答に欠損のあった 67 名を除外した 253 名(男性 147 名，

女性 106 名)を分析対象とした。 

使用した尺度 (1) 学業動機づけ尺度 回答者の学業動機づけの測定には，

LMS-J(速水・田畑・吉田, 1996)の，岡田(2008)による短縮版を用いた。LMS-J

は自己決定理論において仮定される外的 4 項目(例: まわりからやれと言われる

から)・取り入れ 4 項目(例: 勉強しないと不安だから)・同一化 4 項目(例: 勉強

することが，自分にとって意味のあることだから)・内発 4 項目(例: 勉強が面白

いから)の 4 つの下位尺度によって，学業への動機づけを測定する 16 項目の尺

度である。それぞれの項目について「1. 全くあてはまらない」から「5. とて

もよくあてはまる」の 5 件法で回答を求めた。科目を特定せず，定期考査全般

への動機づけを尋ねる形式で，学業動機づけの測定を行った。 

(2)後悔 後悔は，学業後悔と楽しみ後悔の 2 つを測定した。定期考査の前の

1 週間の活動を振り返って回答するよう教示をし，学業後悔に関する 3 項目(例: 

もっと試験勉強をしておけばよかったと思う)と，楽しみ後悔に関する 3 項目

(例: もっと遊んでおけばよかったと思う)について，自分の考えにどのくらいあ

てはまるかを尋ねた。それぞれの項目について「1. 全くあてはまらない」から

「7. とてもよくあてはまる」の 7 件法で回答を求めた。 

(3)疲労 自律的動機づけが心的負担を軽減するよう影響することを確認す

るために，定期考査後の疲労を問う 3 項目(例: 試験勉強でつかれた)について，

他の項目とともにそのくらいあてはまるかを尋ねた。それぞれの項目について

「1. 全くあてはまらない」から「7. とてもよくあてはまる」の 7 件法で回答

を求めた。 

手続き 研究 8 は，5 波の縦断調査であった。まず，１学期の期末考査の１

週間前に調査を行った(Time 1)。ここでは，普段の平均的な１日ごとの学習時間

について 15 分刻みで尋ねた後，期末考査への動機づけについて学業動機づけ尺

度への回答を求めた。続いて，１学期の期末考査の１週間後(Time 2)に調査を行

った。ここでは，期末考査の前の１週間における１日ごとの平均的な学習時間

を尋ね，後悔と疲労について回答を求めた。さらに，１ヶ月の長期休暇を挟ん

で，期末考査の 8 週間後に調査(Time 3)を行った。ここでは再び，後悔について

尋ね，長期休暇の間の 1 日の平均的な学習時間を尋ねた。Time 4 の 3 週間後，
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2 学期の中間考査の 1 週間前に，調査(Time 4)を行った。ここでは，中間考査へ

の動機づけについて学業動機づけ尺度への回答を求めた。最後に，中間考査の

1 週間後に調査(Time 5)を行った。ここでは，中間考査の前の 1 週間における 1

日ごとの平均的な学習時間を尋ねた後，疲労について回答を求めた。全ての調

査は，学校のホームルームの時間に，担任の教員の指示のもとで行われた。 

 

6.3.3 結果 

学業動機づけの因子構造の確認 LMS-J について確証的因子分析を行い，因

子構造の確認を行った。全項目を用いた分析では，Time 1，Time 4 のどちらも

低い適合度を示したため，Cronbach の α に基づいて内的一貫性を高めることが

できるように，それぞれの下位尺度から 1 項目ずつ除いたモデルについて再度

分析を行った。その結果，Time 1 (χ
2
(48) = 182.85, p < .05, CFI = .89, RMSEA = .11, 

SRMR = .09)，Time 4 (χ
2
(48) = 121.04, p < .05, CFI = .93, RMSEA = .08, SRMR 

= .07)ともにおおむね良好な適合度が得られたため，項目を削減した因子構造を

採用することとした。 

 学業動機づけ尺度については，下位尺度ごとに項目への評定の平均値を求め，

下位尺度得点とした。また，後悔，疲労についても，項目への評定の平均値を

尺度得点とした。本研究で扱う主な尺度得点の平均，SD，内的一貫性，および

変数間の相関係数は表 6-3 に示した。 

学業動機づけと疲労の関連 階層的重回帰分析を行い，学業動機づけと疲労

の関連を検討した。定期考査の前には，学習時間が普段よりも増えていたため

(ts(252) = 11.08, 7.27, ps < .05, 平均値と SDは表 6-3 を参照)，両変数を独立変数

として投入した。また，性別のダミー変数(男性を 1，女性を 0 とした)と，定期

考査後に尋ねた定期考査の困難さ，身体的負担，時間的負担の主観評定を統制

変数として投入した。なお，統制変数を除いた分析においてもおおむね同様の

結果が得られている。表 6-4 に示した通り，同一化の得点が疲労を負に予測し，

取り入れと外的の得点が疲労を正に予測していた。これらの結果から，自律的

な動機づけは心的負担を軽減するように作用していることが示唆された。 
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表 6-4. 疲労を従属変数とした階層的重回帰分析の結果 

 

 

動機づけの変化と後悔 動機づけの変化と後悔の縦断的関係を検討するため

に，パス解析を行った。分析に用いた変数は学業動機づけと，後悔の得点であ

る。パスモデルでは，Time 1 の 4 つの学業動機づけからは，Time 4 のそれぞれ

の動機づけを予測するパスと，理論的に隣接すると考えられる動機づけを予測

するパスを仮定した。また，動機づけの下位尺度間には相関関係が仮定される

ため，Time 1 の動機づけ得点間と，Time 4 の動機づけ得点の誤差変数間には共

分散を仮定した。さらに Time 1 の動機づけ得点からは，Time 2，Time 3 それぞ

れの後悔得点へのパスを，後悔得点からは，Time 4 の動機づけ得点へのパスを

仮定した。 

 分析の結果は図 6-1 に示した通りである。モデルは十分な適合を示していた

(χ
2
(10) = 19.99, p < .05, CFI = .99, RMSEA = .06, SRMR = .04).。まず，Time 1 の取

り入れと外的から，Time 2 の学業後悔に正の影響が見られた。さらに，Time 2

の学業後悔は Time 4 の内発と同一化に正の影響が見られた。Sobel test (Sobel, 

1982)の結果，取り入れから学業後悔を介した内発，同一化への間接効果が有意

であった。また，Time 3 の学業後悔は，Time 1 の取り入れからの正の影響が見

られていたが，Time 4 のいずれの動機づけにも有意な影響は見られなかった。

以上の結果は，予測 1 と予測 3 を支持するものである。 

Step 1 Step 2 Step 3 Step 1 Step 2 Step 3

性別(男性  = 1, 女性 = 0) -.01 -.02 -.02 -.05 -.05 -.05

普段の家庭での学習時間 -.06 -.08 -.07 .05 .04 .03

定期考査の前の1週間の

家庭での学習時間
.34* .31* .32* .05 .03 .05

主観指標: 困難さ .13+ .14* .07 .09

主観指標: 身体的労力 .12+ .13+ .16+ .17+

主観指標: 時間的労力 .06 .02 .00 .00

内発 -.05 .11

同一化 -.20* -.19*

取り入れ .18* .06

外的 .17* .14*

R
2 .09* .15* .23* -.01 .03* .05*

∆R
2 .07* .10* .05* .04*

独立変数
疲労(Time 2) 疲労(Time 5)

注: N  = 253, + p  < .10, * p  < .05
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 他方で，Time 2 の楽しみ後悔は，Time 1 の同一化と取り入れより負に予測さ

れており，Time 1 の外的より正に予測されていた。しかし，Time 2 の楽しみ後

悔は Time 4 のいずれの動機づけにも有意な影響は見られなかった。また，Time 

3 の楽しみ後悔は，Time 4 の内発と同一化を負に予測していた。この結果は，

予測 2 を支持するものである。 

 

図 6-1. パス分析の結果(N = 253) 値は標準化係数。関連を検討したものの， 

非有意であったパスは破線で示した + p < .10, * p < .05 

 

6.3.4 考察 

 研究 8 では，高校生に対して縦断調査を行い，学業動機づけの変化と後悔の

関連を検討した。予測はいずれも支持され，短期的な学業後悔は動機づけの内

在化を促進し，長期的な楽しみ後悔は動機づけの内在化を阻害するという結果

が見られた。さらに，自律的でない動機づけを持つ者ほど，動機づけの内在化

を促す短期的な学業後悔を強く感じる結果が得られた。 

 これらの結果は，動機づけの内在化と強化学習の間に，類似したプロセスが

存在する可能性を示唆するものである。内在化と強化学習による慣習化された

行動の形成には，理論的説明として，ともに価値の所在の変化が含まれている。

過去の研究から，後悔は価値の調整を行うことで，強化学習において重要な役

内発
Time1

同一化
Time1

外的
Time1

内発
Time4

同一化
Time4

外的
Time4

e

e

e

e

e

e

取り入れ
Time4

取り入れ
Time1

学業後悔
Time2

学業後悔
Time3

楽しみ後悔
Time3

楽しみ後悔
Time2

e

e

-.21*

.22*

-.12+

.28*

.12+

.47*

.38*

.15*

.18*

.59*

.41*

.49*

.59*

-.11*

-.20*

.14*

.19*

.14*

.48*

.40* .44*

.30*

.18*

-.20*-.13*

.19*

-.20*

.11+
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割を果たしていることが主張されてきた(Coricelli et al., 2007)。研究 8 では，後

悔は自律的な動機づけの獲得にも関与することが示された。これまで，内在化

を支える個人内の心理メカニズムについてはあまり焦点が当てられてこなかっ

た。強化学習と類似したプロセスに支えられているという着想を得ることによ

り，神経活動を模した計算機モデル(e.g., O’Reilly, Frank, Hazy, & Watz, 2007; 

Stocco, 2012)を取り入れ，内在化を支える心理・神経メカニズムの解明を目指

すことができるようになると考えている。 

 

6.4. 第 6 章のまとめ 

 第 6 章では，自律的でない自己統制が心理的不適応を促し得るという第 5 章

の結果を踏まえ，心理的不適応を避けるために個人に備わっている心理プロセ

スについて考察した。まず，報酬による動機づけの操作を用いた実験研究から，

行動を慣習化させ，結果の価値によって行動が促されている状態から，行動自

体の価値によって行動が促される状態に変わることで，自己統制に要する心的

負担を軽減できることを示唆する結果を得た(研究 7)。続いて，調査研究により，

価値の所在の変化によって生じるとされる動機づけの質的な変化と後悔感情と

の関連を検討し，自律的でない自己統制に取り組むことによる心理的不適応を

避けるために，強化学習に類似したプロセスにより自律的な動機づけを獲得し

ている可能性を指摘した(研究 8)。次の第 7 章では，以上の第 3 章から第 6 章ま

での研究を踏まえた総合考察を行い，自己の主体性を踏まえた自己統制の概念

モデルについて考察する。 
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第 7 章 総合考察 

 

7.1 総合考察 

7.1.1 本論文で得られた成果 

 第 1 章で述べた通り，本論文は人の主体性の中でも，特に「自ら選択し，行

動を制御している感覚」である自律性に着目し，自己統制という概念とその心

理プロセスについて再考することを目的としていた。第 2 章では，自己統制の

概念的枠組みと，動機づけ研究において自己の主体的側面が扱われるようにな

った経緯とを概観した。自己の主体性を踏まえた自己統制概念に迫るために，

本論文では従来の自己統制よりも拡大された概念を研究対象とし，自律性の欲

求が満たされているか否かによって，自己統制に関わる心理プロセスにどのよ

うな影響が見られるかを検討した。 

 

 

図 7-1. 第 3 章から第 6 章の研究成果の概略 

 

 つづく第 3 章から第 6 章では，研究成果を報告した。得られた研究成果の概

略を図 7-1 に示した。第 3 章では，Paulhus & Carey (2011)による自由意志信念

を測定する尺度の日本語版を作成し(研究 1)，これを用いた実験により自由意志

信念が高いほど，自己統制のモニタリング処理が効果的に働くことを示唆する

欲望欲望欲望欲望目標目標目標目標

葛藤葛藤葛藤葛藤

抵抗抵抗抵抗抵抗
する しない

コントロールコントロールコントロールコントロール

欲望に従った行動欲望に従った行動欲望に従った行動欲望に従った行動目標に従った行動目標に従った行動目標に従った行動目標に従った行動

モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング

客観的事実客観的事実客観的事実客観的事実主観的評価主観的評価主観的評価主観的評価

心的資源の消費心的資源の消費心的資源の消費心的資源の消費

動機づけの
自律性

行動選択の
自律性

自律性の
信念

資源が十分 資源が不足

行動の結果

結果結果結果結果の予期の予期の予期の予期

研究1,2

研究3

研究4

研究5,7

研究6

研究8
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結果を得た(研究 2)。さらに先行研究において，自己統制が自律的に行われてい

る際にもモニタリング処理が効果的に働くことを示唆する結果も得られている

(Rigoni et al., 2013, in press)。これらの結果から，自律性の欲求が満たされるこ

とは，自身の行動や状態をモニタリングし，環境に合わせて自らの行動を調整

するために重要な要素であると考えられる。 

 第 4 章では，自己統制葛藤状況における行為選択の評価に関する 2 つの研究

成果を報告した。具体的には，自律的な自己統制についての予期的評価(研究

3)と，行動選択後の主観的評価(研究 4)について検討した。行為の主体である自

己にとって，自己統制を行う際にその価値を理解し，自己統制を行ったことで

好ましい結果を生じさせるためには，自律性が満たされていることが重要なこ

とを示唆する結果を得た。 

 第 5 章では，自律的でない自己統制に取り組むことによる心理的帰結につい

て制御資源モデルの観点から考察した。まず，制御資源モデルにおいて仮定さ

れる自我枯渇の生起メカニズムについて関連する議論を概観した上で，実験研

究の結果から自我枯渇の生起と疲労との間に類似したプロセスが存在する可能

性を指摘した(研究 5)。続いて，自律的でない自己統制は，強い自我枯渇状態を

引き起こすという知見(Moller et al., 2006; Muraven, 2008)を踏まえた調査研究に

より，就労者が自律的でない自己統制に取り組むことが，バーンアウト傾向の

増加に繋がる可能性を示した(研究 6)。自律的でない自己統制に取り組むことが

心理的不適応を導くことを示唆する結果である。 

第 6 章では，第 5 章の結果を踏まえ，心理的不適応を避けるために個人に備

わっている心理プロセスについて考察した。まず，報酬による動機づけの操作

を用いた実験研究から，行動を慣習化させ，結果の価値によって行動が促され

ている状態から，行動自体の価値によって行動が促される状態に変わることで，

自己統制に要する心的負担を軽減できることを示唆する結果を得た(研究 7)。続

いて，調査研究により，価値の所在の変化によって生じるとされる動機づけの

質的な変化と後悔感情との関連を検討し，自律的でない自己統制に取り組むこ

とによる心理的不適応を避けるために，強化学習に類似したプロセスにより自

律的な動機づけを獲得している可能性を指摘した(研究 8)。これらの結果を踏ま

えて，自己の主体性を考慮した自己統制の概念モデルについて考察する。 
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7.1.2 自己の主体性を踏まえた自己統制の概念モデルの提案 

 本論文では，Thoresen & Mahoney (1974)の自己統制の概念化における問題提

起に従い，自己の主体性を踏まえて自己統制を再概念化し，その心理プロセス

について考察することを目的としていた。彼らは，行動主義的な考えが主流な

中で，人の行動メカニズムにおいて自己の主体的な働きを仮定することの重要

性を訴え，強化学習に留まらないような自己統制の概念化を試みていた。しか

し近年の社会心理学の自己統制研究では，行為者が目標達成に動機づけられて

いる状況における情報処理プロセスの検討が主流である(Hofmann, Friese, & 

Strack, 2009)。Thoresen & Mahoney (1974)における自己の主体性を考慮した概念

化を行うべきという主張は，近年の自己統制研究にも当てはまる問題意識であ

る。 

 前章までに報告した研究成果を踏まえ，本論文で提案する自己統制の概念モ

デルを図 7-2 に示した。基盤となる心理プロセスについては従来の自己統制に

おける心理プロセスを踏襲している(Hofmann, Schmeichel, et al., 2012; Hofmann, 

Vohs, et al., 2012)。すなわち，理想状態である目標に対する動機づけと，欲望に

対する動機づけの葛藤が存在し，この葛藤を解消する心理処理の働きが存在す

ることが自己統制の中心であると仮定する。 

 

図 7-2. 本論文で提案する自己統制の概念モデル 

 

目標

主観的体験客観的事実

欲望

モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング

結果

主観的体験客観的事実

フィードバックフィードバックフィードバックフィードバック
コントロールコントロールコントロールコントロール

行動
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 図 7-2 に示したモデルの新規な点は，目標の構造として，客観的事実に関わ

る理想状態と，主観的体験に関わる理想状態の併存を仮定する点である。従来

の自己統制研究が目標として扱うのは，主として客観的事実に関わる理想状態

であった(Hofmann, Vohs, et al., 2012)。すなわち，学業で好成績をあげることや，

体重の減量，喫煙習慣の改善のような，観察可能な事実が目標として扱われて

きた。これは，目標が存在する状況下において，欲望に従った行動をとること

を「自己統制の失敗」と呼んでいるところにも現れている (Baumeister & 

Heatherton, 1996)。 

 これに対して，本論文では主観的体験の理想状態も，自己統制における目標

として存在しうると仮定する。ここでの主観的体験には，本論文で扱って来た

自律性の充足の程度が含まれる。すなわち，自身が行動する際には自律性が充

足されている状態が目標として存在し，その目標に対する到達の可否も，自己

統制の成否として評価されると考えられる。この仮定は研究 4 において，他者

から強制されている感覚や，意図と行為選択の一貫性の有無が，自身の行為選

択の評価に関わっていた結果によって支持される。 

 また，目標が持つ客観的事実に関わる側面と，主観的体験に関わる側面は，

制御に関わる処理は共通であり，また，互いの目標状態の設定も制御の対象に

なり得ると仮定する。前者の仮定はすなわち，自己統制の基盤となるプロセス

は，前頭前野の活動に支えられた認知制御の働きと，大脳辺縁系の活動に支え

られる情動や報酬反応の働きとのバランスが関与しているというものである

(Heatherton & Wagner, 2011)。これは，学業成就やダイエットなど，自己統制の

形態が異なっていても，その基盤は共通であるという制御資源モデル

(Baumeister et al., 1998; Muraven et al., 1998)の考えに基づく。また，注意や情動

など制御の求められる対象が異なっていても，制御を求める課題構造では同様

な神経活動が見られるという認知制御の研究知見(Krug & Carter, 2010)にも基づ

いている。 

 目標間の関連に関する後者の仮定は，目標システム理論(goal system theory)

の考えにも関わる。目標システム理論は，複数の目標を仮定した自己統制の理

論であり，ある状況下において達成しようとしている目標がある場合に，他の

競合する目標は抑制されるというものである (Kruglanski, Shah, Fishbach, 
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Friedman, Chun, & Sleeth-Keppler, 2002; Shah, Friedman, & Kruglanski, 2002)。客観

的事実に関わる目標と，主観的体験に関わる目標が互いに制御対象となり得る

という仮定は，いくつかの研究成果より間接的に支持される。例えば自律性の

充足は制御処理を十全に作用させるために必要な要素であることが示唆されて

いる(研究 2)。また，制御資源モデルにもとづく研究成果からは，自律的でない

自己統制に取り組むことで，強い自我枯渇が引き起こされるという研究知見が

得られている(研究 6)。これらの結果は，客観的事実としての目標の達成に向け，

自律性の欲求の充足を求める主観的目標の達成を抑制させる必要があるために，

大きな心的資源の消費が生じていることを示唆しており，両目標が互いに制御

対象となっている仮定を支持するものである。 

 本論文のモデルが目標システム理論と異なる点は，それぞれの目標は必ずし

も競合するわけではないと仮定する点である。すなわち，自律性の欲求の充足

という主観的体験に関わる目標の達成が目指されながら，客観的事実に関わる

目標の達成も目指されている状態が存在すると仮定する。客観的事実に関わる

目標であっても，行動や心理処理に影響を及ぼすのは事実に関する価値や信念

といった認知であり，事実そのものではない。このことは，可能自己のあり方

による制御・促進焦点の違い(Higgins, 1998; Markus & Nuius, 1996)や，達成目標

理論における熟達・成果への接近・回避の違い(Elliot, Murayama, & Pekrun, 2011)

に基づく研究知見からも伺える。また，認知的不協和理論(Festinger, 1957)に見

られるように，行動と態度，信念との間で主観的体験として生じる不協和を解

消するために，これらの斉一性を保つように人は自らの認知を変容させること

が知られている。よって，客観的事実としての目標の放棄や抑制だけでなく，

目標の認知を変えることが，主観的体験に関わる目標達成のための制御処理と

して生じ得ると仮定する。研究 8 では，目標達成に繋がる行動をとらなかった

ことへの後悔が，学業への自律的な動機づけを向上させるという結果を得てい

る。この結果は，自律性の欲求を充足させるという主観的体験に関わる目標の

達成のために，学業達成という客観的事実に関わる目標への認知のあり方を変

化させていることを示唆しており，先の仮定を支持するものである。 

 先述の通り，本論文で提案するモデルの新規な点は目標の構造にある。その

ため，このモデルにもとづく自己統制の心理プロセスの理解は，自己統制を下
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位概念として位置づける自己制御の理解にもつながる。自己制御は目標に向け

て自らの思考・感情・行動などを調整する一連のプロセスと定義され，広範な

心理プロセスを含む抽象概念として扱われる(Bandura, 1991)。抽象的な概念構

造の中，目標の概念は自己制御の中心にあり，概念が取り扱う心理プロセスの

範囲を規定し得るものである。目標の構造を明らかにすることで，自己制御と

いう概念の抽象性の解消に貢献できると考える。 

 また，自己統制の心理プロセスの理解は，動機づけ研究における理論間の乖

離の解消にも役立つと考えられる。動機づけ研究においては，達成目標理論や

自己決定理論など数々の理論が提唱されているが，全ての理論を統合的に理解

できるようなモデルや理論は得られていないことが指摘されている(Kim, 2013)。

その要因のひとつとしては，動機づけの主要な研究について，認知心理学や神

経科学などに見られる行動の生起メカニズムと繋げた議論が少ないことが指摘

されている(村山, 2010)。例えば自己決定理論(Ryan & Deci, 2000)は，自律性の

欲求のような基本的欲求の概念を提唱し，人の主体的な成長傾向を説明する理

論の構築を目指している。しかしながら，自律的な動機づけの獲得を説明する

内在化のように，理論的には仮定されながらもその詳細なメカニズムについて

は明らかでない概念も少なくない。本論文では自律性の欲求を持つという自己

決定理論の仮定に従いながら，認知心理学や社会心理学の視点を取り入れた検

討を行い，自己の主体性を考慮した自己統制の心理モデルの提案に至った。こ

のモデルは自己決定理論における概念を支えるメカニズムの解明にも貢献可能

である。こうした研究を重ねることで，数々の動機づけの理論を統合するよう

なモデル・理論の獲得に繋げることができると考える。 

 

7.1.3 社会化のモデルへの発展可能性 

 第 1 でも述べたように，自己統制および自己制御の成否は，学業達成や過食

の抑止，薬物依存の防止など，人が社会生活を送る上で重要な活動の多くに関

わると想定される。これまでの自己統制研究からは，個人が目標の達成や望ま

しくない行動を抑止するためにどのような方略をとればよいかという指針が提

供されている(Baumeister & Tierney, 2011 渡会訳 2013)。自己の主体的側面を踏

まえた自己統制のプロセスについて理解することは，個人が，よく生きるため
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に必要な行動を自らとり，習慣として身につけるにはどうすればよいのかを知

ることに繋がる。 

 さらに，自己の主体的側面を踏まえた自己統制のプロセスについての理解は，

個人が社会的価値を取り込んでいく過程の解明にも貢献すると考えられる。本

論文が提案する自己統制のモデルは，所属する社会集団において達成すること

が求められる目標に対して，自律性の欲求を満たしながら追求することができ

るように，目標に対する認知を変える過程を記述することができる。これは自

己決定理論において，他者から強制される感覚によって動機づけられていた活

動に対して，自律的に動機づけられるようになる過程である内在化の概念とも

関連している(Ryan & Deci, 2000)。このような心理プロセスを明らかにすること

で，個人が社会的に価値があるとされる活動を，自らも価値のあるものと捉え，

主体的にその活動に取り組むようになるプロセスの解明に貢献できると考えら

れる。 

 ここで想定される社会的価値は望ましい活動とは限らない。従来の自己統制

研究における目標は，学業達成や問題行動の抑止といった社会的に望ましいも

のが扱われていることが多い。これは自己決定理論を始めとする動機づけ研究

に対してもあてはまる特徴である。しかし近年では，薬物や暴力といった問題

行動をとることも，所属する集団に受け入れられるために自己統制を働かせた

結果である可能性が指摘されている(Rawn & Vohs, 2011)。本論文で提案する自

己統制モデルにおいて，目標として仮定されるのは客観的事実や主観的体験で

あるため，社会的な望ましさの有無は想定されない。このように社会的な望ま

しさとは中立的な目標を対象としたモデルについての理解を進めることで，よ

り広範な人の行動・動機づけについて深く理解することができるようになると

考えられる。 
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7.2 本論文に残された課題 

7.2.1 課題(1) ―主体性概念の整理 

 本論文の第一の課題は，自己の主体性に関わる概念が未整理である点である。

動機づけや自己制御の研究では，主体性に関わる多数の類似概念が提唱されて

きている。本論文で扱った自律性の他にも，ある結果が生じた原因を自己の内

部に求めるか，自己の外部にある環境や運に求めるかといった統制の所在

(Locus of control; Rotter, 1966)や，自らがある行動をとることによって，期待さ

れる結果を生じさせることができるという感覚である自己効力感(self-efficacy; 

Bandura, 1977)などがある。これらの概念は互いに主体性の異なる側面を反映し

ているものの，相互に類似性の高い概念でもある。こうした主体性概念の関係

の複雑さは動機づけ理論の統合を困難にしているという指摘もある(速水 , 

2012)。今後の研究では主体性概念について整理し，主体性のそれぞれの側面が，

自己統制においてどのような役割を果たしているのかを明確に分離していく必

要がある。 

また，本論文の中には，自己決定理論の説明に基づいて，自律的な動機づけ

に外的・取り入れ・同一化・統合といった連続した調整段階の存在を仮定し，

測定を行った研究があった(研究 3，6，8)。しかしながら，最近の研究では，こ

れらの動機づけが異なる質的特徴をもったものであることを認めながらも，単

純に連続的なものと捉えることに疑義を持つものもある。例えば，Chemolli & 

Gagné (2014)は，自己決定理論に基づいて構築された 2 つの尺度について，項

目反応理論を用いた検討を行い，それぞれの項目への回答には，単一の潜在変

数のみでは説明できない成分が影響を与えている可能性を示唆する結果を得て

いる。これらの動機づけの質的な違いの背後には，どのような要因が影響を与

えているのか，注意深く検討していく必要がある。 

 

7.2.2 課題(2) ―自律性を支えるメカニズム 

 本論文の第二の課題は，自律性の感覚がどのような要因によって生じるかを

ほとんど扱っていない点である。自律性概念を扱った全ての研究において，自

律性や自律的な動機づけについては質問紙を用いた主観報告を用いて測定して

いるのみである。自律性の感覚に関わるものとして，研究 3 で触れたような意
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図と行動の時間的な先行性と一貫性や，行動の原因の認知，あるいは行動選択

の機会の有無といった自由意志の存在の議論に関わる要因が考えられる

(Wegner & Wheatley, 1999)。また，身体運動において，主体性の感覚を生む要因

についても知見が蓄積されている。自律性の感覚の有無は主観的体験の中での

問題ではあるが，その背後には状況設定やそれによって生じる神経活動など，

客観的事実としての違いがあることが想定される(Searle, 1984 土屋訳 1993)。

長年に渡って議論の続く人の自由意志の問題に迫るものとしても，自律性の感

覚を生じさせる要因について明らかにすることが求められる。 

 さらに，本論文では自律性の充足が自己統制の心理プロセスに変化をもたら

すことを仮定しているものの，詳細なメカニズムについては不明な点が多い。

例えば前節で述べたように，モデル上では客観的事実としての目標の達成に向

け，自律性の欲求の充足を求める主観的目標の達成を抑制させることもあると

いう想定を置いている。しかしながら，これは自律的でない自己統制の方が，

自律的な自己統制に比べて強い自我枯渇状態を引き起こしたという実験結果か

ら，間接的に推論しているに過ぎない。統制された実験課題を用いた基礎研究

を重ねることで，自律性の充足が自己統制の心理プロセスに変化をもたらす詳

細なメカニズムについて明らかにすることが必要である。 
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7.3 結論 

 自己統制や自己制御，動機づけといった研究領域は，人の意図の機能に迫り，

深く人間行動を理解することを目指している。本論文では，自律性の欲求や，

自発的な行動調整，行動への評価などの自己の主体的側面に焦点を当てながら，

人が目標と欲望の葛藤を解決しようと試みる際に働く心理プロセスについて理

解を深めようと試みた。そして，学業達成や問題行動の抑止のような客観的事

実と自律性の充足のような主観的体験に関わる複数の目標を保持し，それらの

目標達成にむけて自身の欲望と目標の認知に対処しようと制御する心理モデル

を提案した。このモデルは過去の研究を含めたいくつかの研究成果から構築さ

れた仮説的なモデルであり，今後の研究において実証されていく必要がある。

自己の主体的側面を取り入れたモデルを掘り下げていくことは，客観的に観察

される事実を中心に繋げて，人間行動を情報処理のアナロジーのみによって解

釈するよりも，より「人間らしさ」を持ったモデルとして描き出すことに繋が

るだろう。本論文で提案した仮説モデルは，主観的体験と客観的事実とを統合

して人間行動を深く理解するための一助となると考えている。 
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