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第１章  

第 1 章では，研究の背景と問題意識を明確化し，本論文の研究目的を述べた。  

日本の教育場面では，学習者の関心・意欲や自律的に学ぶ力が重視されてい

る。心理学ではこれらを，活動そのものが目的となっている状態である内発的

動機づけや，活動に対して個人的な価値づけや重要性を認識している状態であ

る自律的動機づけの概念を用いて議論してきた。  

内発的・自律的動機づけは，教育や学習に対してポジティブな影響を持つ重

要な要因に位置づけられている。しかし，これらの動機づけは，学年が上がる

につれて低下することが示されている。また，近年普及している情報通信技術

を活用した学習では，ドロップアウト率が高く，学習者の自律性の支援が課題

となっている。  

このような背景を踏まえて，本論文では，知識や技能を定着させるために繰

り返し取り組む比較的短期的な学習場面に焦点を当てて，動機づけの低下・維

持・向上について検討する。これによって，学習者の内発的・自律的動機づけ

を支援する方法について議論することを目的とした。  

 

第２章  

第２章では，課題遂行場面における動機づけの重要な要因について， 3 つの

観点から概観し，学習者の内発的・自律的動機づけを支援する上での課題点を

挙げた。  

第 1 の観点は，動機づけの維持・向上である。目標追求の循環プロセスを示

した目標設定理論  (Locke & Latham, 2002) で取り上げられている，目標設定，

困難度，フィードバックの 3 つに着目し，それぞれの動機づけ効果について概

観した。また，学習者の内発的・自律的動機づけを維持・向上させる上での課

題点として，学習者の自律の自覚と自己決定性を損なわずに，これらの要因の

調整を行うことを挙げた。  

第 2 の観点は，動機づけの低下である。動機づけを低下させる要因として，

外的報酬と遂行の失敗の 2 つに着目した。もともと意欲的に取り組んでいる活

動に対して外的報酬を与えると，その活動に対する内発的動機づけが低下する

アンダーマイニング効果  (Deci, Koestner, & Ryan, 1999) のメカニズムと，遂行
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の失敗による自己効力感の低下  (Bandura, 1986) によって動機づけが低下する

メカニズムについて説明した。また，内発的・自律的動機づけの低下を防ぐた

めの課題点として，これらのメカニズムをより詳細に明らかにした上で，悪影

響を防ぐための対策を考えることを挙げた。  

第 3 の観点は，動機づけの測定である。動機づけを測定する際に考慮すべき

ものとして，動機づけの性質，動機づけの水準，動機づけの指標の 3 つを整理

し，着目する性質と水準に応じた適切な指標を選択する重要性を述べた。また，

学習者の内発的・自律的動機づけを支援する上での課題点として，課題遂行場

面における動機づけの各性質と水準を高い精度で測定するための指標や方法

を確立していくことを挙げた。  

 

第３章  

第 3 章では，動機づけを維持・向上させる要因として，目標設定  (研究 1)，

困難度  (研究 2)，フィードバック  (研究 3) に着目した研究成果を報告し，学習

者の内発的・自律的動機づけの維持・向上を支援する方法について議論した。 

研究 1 の目的は，学習者自身に優れた目標の設定を促す方法を検討すること

であった。具体的には，目標設定のための参考情報として平均成績を提示する

ことが，目標値と課題に対する動機づけに及ぼす影響を検討した。課題に対す

る動機づけがパフォーマンスに反映される課題として，連続加算課題を用いた

3 つの実験を行った。平均成績として提示する値を実験操作し，参加者自身の

練習試行の成績よりも高い値を提示する群  (高群 )，低い値を提示する群  (低群 )，

平均成績を提示しない群  (統制群 ) を設定し，各群に参加者を 20 名ずつ割り当

てた。結果，3 つの実験で一貫して，低群や統制群に比べて，高群における目

標値が高かった。また，目標値と課題のパフォーマンスに正の相関がみられた。

これらの結果から，学習者の成績よりも高い平均成績情報の提示が，その学習

者自身に高い目標の設定を促し，課題に対する動機づけを高めることが示唆さ

れた。  

研究 2 の目的は，課題困難度の認識に影響する情報として，困難度の表示と

事前の遂行結果が課題への努力に及ぼす影響を検討することであった。実験課

題としてアナグラム課題を用い，解決を諦めずに取り組む時間を課題への努力
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の指標とした。実験 2-A では，60 名の参加者に対して，正答がない不可能問題

に「易しい」という表示をつけたときと，「難しい」という表示をつけたときで，

その解決を諦めるまでの時間を比較した。その結果，課題後に測定した内発的

動機づけが低かった参加者は，「難しい」という表示をつけたときと比べて，「易

しい」という表示をつけたときに，解決を諦めるまでの時間が長かった。実験

2-B では，事前の遂行結果を実験操作するために，困難度が低い問題を出題す

る群  (ポジティブ群 ) と困難度が高い問題を出題する群  (ネガティブ群 ) を設

定し，各群に 30 名ずつ参加者を割り当てた。4 時点で測定した内発的動機づけ

の変化と，実験操作後に実施したチャレンジングな問題の取り組み時間を群間

で比較した。その結果，ネガティブ群では内発的動機づけが低下したのに対し，

ポジティブ群では維持されていた。また，ネガティブ群に比べて，ポジティブ

群でチャレンジングな問題の取り組み時間が長かった。以上の結果から，困難

度の表示や事前の遂行結果といった，困難度の認識に関わる事前情報によって，

課題困難度が低いと学習者に認識させることで，困難な課題への努力が向上す

ることが示唆された。   

研究 3 の目的は，学習パフォーマンスと内発的動機づけの向上に対して効果

的なフィードバックの要素はそれぞれ異なるという仮説を検証することであ

った。実験課題として 2 桁の掛け算を暗算する方法を学習する課題を用い， 30

分間の学習中にどれだけ計算速度が向上するかを学習パフォーマンスの指標

とした。実験 3-A では，学習中の毎試行後に，その試行の記録と一緒にフィー

ドバックされる情報として，過去の自己記録トップ 10 と比較する群  (自己ラン

キング群 )，過去の自己ベストと比較する群  (自己ベスト群 )，その試行の記録の

み表示される群  (統制群 ) を設定し，各群に 24 名ずつ参加者を割り当てた。学

習パフォーマンスと学習後の内発的動機づけを群間で比較した結果，統制群と

自己ベスト群に比べて，自己ランキングの学習パフォーマンスが高かった。ま

た，統制群に比べて自己ランキング群と自己ベスト群の内発的動機づけが高か

った。実験 3-B では，フィードバック情報として，実験 1 に参加した参加者の

上位 50 名の記録と比較する群  (他者ランキング 50 位群 ) と上位 10 名の記録と

比較する群  (他者ランキング 10 位群 ) を設定し，各群に 24 名ずつ参加者を割

り当てた。実験 1 と同様の実験を行い，実験 1 の自己ランキング群のデータと
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の比較を行った。その結果，他者ランキング 10 位群に比べて，自己ランキング

群と他者ランキング 50 位群の学習パフォーマンスが高く，他者ランキング 50

位群に比べて自己ランキング群と他者ランキング 10 位群の内発的動機づけが

高かった。2 つの実験から，学習パフォーマンスの向上には，努力の程度や能

力の向上を実感しやすいという要素が，内発的動機づけの向上には，マスタリ

ー目標の実行を促す要素が重要であることが示唆された。  

3 つの研究で明らかにしたことに共通するのは，課題に関連する情報を付与

することが，学習者の課題の認識や取り組みに影響を与えるという点である。

すなわち，目標や課題，フィードバックを統制的に与えなくても，課題に関連

する適切な情報を付与するだけで，学習者の自律の自覚と自己決定性を高めな

がら，目標設定理論で説明される循環プロセスを促進できることが示唆された。 

 

第４章  

第 4 章では，動機づけを低下させる要因として，外的報酬  (研究 4) と遂行の

失敗  (研究 5) に着目した研究成果について報告し，学習者の内発的・自律的動

機づけの低下を防ぐための対策について議論した。  

研究 4 の目的は，アンダーマイニング効果が報酬の閾下提示によっても生じ

るかを検討することであった。実験課題にはストップウォッチ課題を用いた。

参加者の募集段階では，複数実施する課題のうち一部の課題成績に応じて追加

報酬が発生することを伝えられた。実験では，ストップウォッチ課題の成績に

対して与えられる報酬として，追加報酬は無いと伝える群  (統制群 )，追加報酬

は無いと伝えるが，課題中に 100 円硬貨の画像が閾下提示される群  (閾下報酬

群 )，追加報酬が発生すると伝え， 100 円硬貨の画像を閾上提示する群  (閾上報

酬群 ) を設定し，各群に 24 名ずつ参加者を割り当てた。課題後に設けられた休

憩時間の間に，参加者が自発的にストップウォッチ課題に取り組んだ回数を内

発的動機づけの指標として測定し，群間で比較した。その結果，統制群に比べ

て，閾下報酬群と閾上報酬群の取り組み回数が少なかった。すなわち，閾下報

酬群でもアンダーマイニング効果が生じていた。この結果は，外的報酬の獲得

を無意識に予期するだけでアンダーマイニング効果が生じる可能性を示唆し

ている。  
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研究 5 の目的は，課題の取り組みの持続性が低下するメカニズムとその対策

を検討することであった。そのために，課題の遂行を諦める行動や自己効力感

を高める介入のタイミングが，課題の取り組みの持続性に及ぼす影響を検討し

た。実験課題にはアナグラム課題を用いた。実験 5-A では，諦め行動の回数を

実験操作するために，課題中に不可能問題を出題する群  (実験群 ) と出題しな

い群  (統制群 ) を設定し，各群に 24 名ずつ参加者を割り当てた。不可能問題の

解決を諦めるまでの取り組み時間と，3 時点で測定した自己効力感の変化を分

析した。その結果，実験群において，不可能問題の取り組み時間と自己効力感

が低下することが示された。実験 5-B では，介入を行うタイミングを実験操作

するために，解決方略を課題開始前に教示する群  (課題前介入群 )，課題の半分

が終了した時点で教示する群  (途中介入群 )，教示を行わない群  (統制群 ) を設

定し，各群に 24 名ずつ割り当てた。課題中に出題された不可能問題の解決を諦

めるまでの取り組み時間の変化と，3 時点で測定した自己効力感の変化を群間

で比較した。その結果，課題前介入群と統制群においては，実験 1 と同様に不

可能問題の取り組み時間と自己効力感の低下が見られたのに対し，途中介入群

においては，介入後に不可能問題の取り組み時間と自己効力感が向上すること

が示された。以上の結果から，課題の取り組みの持続性が低下するメカニズム

として，諦め行動によって自己効力感が低下し，のちの課題でより諦めやすく

なるという悪循環があること，また，この悪循環への対策として，自己効力感

が低下したタイミングでの介入が有効であることが示唆された。  

2 つの研究成果から，課題遂行場面において内発的・自律的動機づけが低下

する背後には，外的報酬の潜在的な負の影響や，諦め行動と自己効力感の低下

の悪循環が関与している可能性が示唆された。また，こうした外的報酬や遂行

の失敗による動機づけの低下を防ぐための対策として，Murayama et al. (2017) 

が指摘するように，報酬の効果に対する正しい知識を伝達することや，実験 5-

B で示したように，動機づけを高めるための介入を行うタイミングに配慮する

ことなどが考えられる。  

 

第５章  

第 5 章では，従来の方法では把握が難しい，課題中の状態レベルの動機づけ



6 

の強度の動的変化を捉えるための実験パラダイムを考案し，その有効性を検討

した研究 6 の成果について報告した。また，このパラダイムを学習者の内発的・

自律的動機づけの支援に役立てる方法について議論した。  

実験パラダイムの条件として，(1) データを多数の時点で継時的に取得でき，

かつ継時的な変化の仕方に個人差が小さい動機づけの指標を用いること， (2) 

個人差の影響を取り除くために，ベースライン試行と実験操作を行う本試行を

同一の参加者が行うこと， (3) 多数の時点で取得した指標のデータそれぞれに

ついて信頼区間を算出し，ベースライン試行と本試行で信頼区間に重なりがみ

られるかどうかを分析することを提案した。  

実験 6 では，この実験パラダイムの有効性を検討するために，内発的づけを

高める言語報酬を提示する群  (言語報酬群 ) と外発的動機づけを高める金銭報

酬を提示する群  (金銭報酬群 ) を設定し，各群に 25 名ずつ参加者割り当てた。

実験課題として，握力計を 30 秒間全力で握り続ける課題を用いた。握力値を動

機づけの指標として，ベースライン試行と本試行の握力値の変化を，信頼区間

の重なりから比較した。その結果，言語報酬群では 30 秒間全体の握力が持続的

に向上する傾向がみられ，金銭報酬群では報酬確定後からの握力が一時的に向

上する傾向がみられた。これは，言語報酬と金銭報酬の理論的に想定される結

果とも一致しており，考案した実験パラダイムの有効性が示唆された。  

考案した実験パラダイムを用いることで，これまで理論的には想定されてい

ながらも，実証レベルでは十分に考慮されていなかった，状態レベルの動機づ

けの強度の動的な変化を考慮し，様々な動機づけ理論の拡張や整理への貢献が

期待できる。また，脳活動や目の活動などの指標を用いて今回のパラダイムを

適用し，課題遂行中の状態レベルの動機づけを把握することで，動機づけの変

化が生じやすい段階や，その個人差を明らかにすることで，学習者の内発的・

自律的動機づけの支援に役立てることが考えられる。  

 

第６章  

第 6 章では，本論文の成果をまとめた上で，内発的・自律的動機づけを維持・

向上させる課題遂行の循環プロセスモデルを提案した。このモデルは課題の分

析，遂行状態の分析，遂行結果の分析という 3 つの段階のサイクルを示したも
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のである。課題の分析段階では，平均成績情報などの参照点の提示によって目

標設定を支援することや，困難度に関する情報を提示したり，外的報酬の獲得

を期待させる状況を避けたりすることによって，課題の認識を支援することが

含まれる。遂行状態の分析段階では，動機づけの低下のサインとして，遂行の

失敗や諦めを用いる遂行結果のモニタリングや，脳波や目の活動などの指標を

用いた動機づけの動的変化の測定が含まれる。遂行結果の分析段階では，学習

の成果を自己ランキングのような形式で提示する，遂行に失敗した学習者に対

して動機づけを高める介入を行う，測定した動機づけの動的変化の分析結果を

提示するなどのフィードバックが含まれる。  

このモデルの独自の特徴は，学習者の自律の自覚と自己決定性を促すことに

重点を置き，内発的・自律的動機づけを高めるための支援策を提示している点

である。今後の展望として，第 1 に，より長期的な学習におけるモデルの有効

性を明らかにすること，第 2 に，幅広い動機づけ要因の知見や学習の要素を踏

まえることで，モデルを理論的に精緻化すること，第 3 に，非動機づけ  

(amotivation) 状態にある学習者に対して，行動の始発を支援するという観点を

取り入れてモデルを拡張することが挙げられる。  

 




