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Abstract

In these studies, the scale of attitude toward self- and other -oriented motivation

was administered to undergraduate participants along with several other scales that

were related to self- and other -oriented motivation. A factor analysis showed that

this scale was composed of three factors: emphasis on self-oriented motivation,

perceived negative aspects of other-oriented motivation, desire for responding to

expectations of significant others. In addition, the result of cluster analysis based on

these sub-scales revealed that participants were classified into four groups. The

difference among these groups might be explained by whether they hold a

favorable attitude toward other-oriented motivation and whether they have the

pressure to meet expectations of significant others.
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問題

達成動機づけにおける他者志向的動機とは、何らかの目標に対して自分を動機づける理由と

して、「自分を支えてくれた家族のため」や「応援してくれる仲間のため」と語られるような

動機である。これまで達成動機づけの理論では、「他者」を自分の遂行を評価する存在、自分

の行動を強化する存在、自分の遂行の優劣を比較するための基準、あるいは集団的な圧力とし

て同調的な行動を強いるような存在として、自律的、自己決定的な達成行動を阻害する要因と

して扱われることが多かった。鹿毛（1995）の学習意欲の分類では、学校などの場、社会制度、

親や友人との人間関係といった「状況」が要求しているからという理由で学習する動機づけを

「状況必然的学習意欲」と呼んでいる。そのなかで社会的な手段－目的関係や報酬随伴性を源

泉とする「条件必然的学習意欲」と人間関係を源泉とする「関係必然的学習意欲」が区別され

ているが、いずれも「・・・を学びたくて学ぶ」という自律的学習意欲に対応する「内容必然

的学習意欲」と対比されている。

Deci & Ryan（1991）の自己決定理論は、動機づけのあり方が内発的動機づけと外発的動機

づけの間で連続的に変化していくモデルを構成し、自己決定性あるいは内面化の程度に応じて

「外的調整」、「取り入れ的調整」、「同一化的調整」、「統合的調整」という外発的動機づけから

内発的動機づけに至る段階を仮定している。彼らは子どもの外発的動機づけが内発的動機づけ

へと変化していく際に特定の価値を強調する親や教師といった他者との関係性が重要であると

し、人間の基本的な欲求として「有能さへの欲求」「自己決定への欲求」に加えて「関係性へ

の欲求」が新たに仮定されたという経緯がある。ただしここでも「関係性への欲求」はあくま

で自律的な動機づけへの変化を促すために必要なものとして仮定されているに過ぎない。

これに対して「他者の期待に応えたい」、「助けてもらったり世話してもらったことの恩返し

をしたい」、「こんなにしてもらっているのだから頑張らないと申し訳ない」といった表現に認

められる動機づけは「他者」自体が中心的な役割を果たしていると考えられる。真島（1995）

はこのような動機づけを「自己決定的でありながら、同時に人の願いや期待に応えることを自

分に課して努力を続けるといった意欲の姿」と考えている。そこでは他者の期待に応えようと

すること自体が自己決定されているわけであり、Deci & Ryan（1991）が想定している自己決

定的な動機づけとは異なる動機づけのあり方と言ってよいであろう。このような動機づけが日

本人に特有なものかどうかは議論の余地があるが、東（1994）が指摘したような、与えられた

課題を退屈な課題であっても勤勉にやるといった「受容的勤勉性」や、人の気持ちを重視し、

気持ちを知ろう、読もうとする傾向としての「気持ち主義」といった日本人の特徴とも符合す

る。さらに東は「日本的な意欲では、まわりの人々、特に強い相互依存で結ばれた親、妻子そ

の他身近な人々の期待を感じとり、それを自分自身のものとして内面化したものが原動力にな

る傾向が顕著である」と記述している。
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伊藤（2004a）は、達成行動の理由を語る際に用いられる「自分のため」という動機と「他

人のため」という動機について、自分の思うところを大学生に自由に記述してもらい、その内

容を分類した。その結果、「他者のため」ではなく「自分のため」に努力することが重要であ

るとする記述や「家族のため」や「仲間のため」と言っても最終的には「自分のため」である

とする記述とともに、「自分のため」に努力することが同時に「他者のため」になることがあ

るという記述や「誰かのために」と考えた方が努力しやすいといった記述も確認された。

この結果に基づいて作成した自己・他者志向的動機への態度に関する72項目からなる尺度

を因子分析した結果、「他者のため」に努力することを積極的に肯定する「他者志向的動機傾

向」、「自分のため」に努力することを積極的に肯定する「自己志向的動機傾向」、達成状況に

おいて評価する他者の存在を強く意識しプレッシャーなどを強く感じるとする「他者からの評

価への関心」の3因子を抽出している（伊藤,2005）。また伊藤（2004b）は高校生に対して自

己・他者志向的動機への態度に関する尺度と学習動機に関する尺度を実施してパス解析を行っ

た。その結果、自律的かつ適応的とされる、学習内容を重視する学習動機に対して、「自己志

向的動機傾向」からの正のパスとともに「他者志向的動機傾向」からも正のパスが認められた。

この結果は、親のような重要な他者を喜ばせるために努力したり、援助してもらったことへの

お返しとして努力したりすることを肯定的に受け止めている学生が、学習内容それ自体に興味

をもって学習を行うこと、言い換えれば重要な他者とのそのような関係の存在が学習自体に対

する興味を高めることに寄与している可能性を示唆している。

このような結果は、自律的な学習のためには親のような重要な他者との関係性が重要とする

Deci & Ryan（1991）の主張とも重なってくるが、同時に外発的に動機づけられた状態から他

者の価値の内面化に伴って内発的に動機づけられた状態へと一方向の道筋を仮定する理論化が

単純すぎるという問題をも明らかにしている。また「自分のために」努力することとと「他者

のため」に努力することのどちらが適応的か、といった二分法的な問題設定の不適切さも明ら

かにしている。このような問題を越えて現実の達成動機づけを今まで以上に理解していくため

には、「自己志向的動機」と「他者志向的動機」という一見相反する動機をどのように調整し

統合して自分を動機づけているかという観点が必要であると考えられる。本研究ではこの主張

の妥当性に対して、著者が作成した尺度と他の尺度の関連から探索的にアプローチする。

研究1

目的

自己・他者志向的動機への態度尺度（伊藤,2005）を実施し、クラスター分析を行って被験

者群を選択し、各群の自己・他者志向的動機への態度や他の尺度得点を比較する。個々の群の

特徴から自己・他者志向的動機の調整、統合のされ方を推測していく。
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方法

被験者　大学生177名（男性143名；女性34名）

手続き　東京都内の私立大学の「心理学」の授業時間中に質問紙①と②について回答を求め、

そのおよそ1カ月後、再度の調査協力の要請に応じた123名に対し郵送もしくは対面状況にお

いて質問紙③～⑥について回答を求めた。なお、二度目の調査協力は出席点として評価に加え

ること、および調査協力の代わりにレポート提出によっても同様の評価点を得られ、どちらか

を必ず選択することを教示している。レポートを選択したり単位取得を断念した被験者につい

ては、二度目の調査によるデータが得られていない。

質問紙　①自己・他者志向的動機への態度に関する尺度（20項目4件法）；②自尊心尺度

（山本・松井・山成,1982；10項目5件法）；③達成動機測定尺度　堀野（1987）の尺度に他者

や社会に貢献したいという動機の項目を独自に作成して加えて作成（28項目4件法）；④独

立・相互依存的自己理解尺度（木内,1995；16項目4件法）；⑤心理的負債感尺度（相川・吉

森,1995；4件法）；⑥親に対する信頼感　「あなたの母親（父親）はあなたの気持ちをどのく

らい分かってくれていると思いますか」など、母親と父親それぞれ4項目（5件法）

データ収集後、達成動機測定尺度についてはあらためて主因子解バリマックス回転の因子分

析を行い、3因子を抽出した。各因子に0.40以上の因子負荷量を持ち、他の尺度に0.35以上の

因子負荷量を持たない項目を用いて下位尺度を構成した。各下位尺度の項目数は、挑戦・成功

欲求が9項目、社会的達成欲求が6項目、社会的貢献欲求が6項目、であった。心理的負債感尺

度についてもあらためて主因子解バリマックス回転の因子分析を行い、返報性規範と心理的負

債の2因子を抽出し、各因子のみに0.40以上の因子負荷量をもつ項目により下位尺度を構成し

た。各下位尺度の項目数はそれぞれ、4項目、5項目であった。

結果

自己・他者志向的動機への態度に関する尺度について主因子解バリマックス回転の因子分析

を行った。尺度構成時に5因子を想定していたため5因子解による分析を行った。どの因子に

も負荷量が.30を越えなかった項目を除き、それ以外については各因子に負荷量の高い項目で

下位尺度を構成することにした（表1）。さらに各下位尺度間の相関係数を確認したところ、第

4因子と第5因子に負荷量が高い項目によって構成される下位尺度間の相関が0.41と非常に高

かった（それ以外の相関はいずれも0.30を越えていなかった）。クラスター分析を行うにあた

って相関の高い尺度が複数存在すると、それらの尺度を中心にクラスターが構成されるという

歪みが生じる可能性が考えられたため、この2つの因子に負荷量が高い項目は1つの下位尺度

として構成することとした。その結果、①自己志向的動機の重視（自己志向的動機）、②他者

を喜ばせることの自己目的化（他者志向的動機）、③他者志向的動機の否定的側面の認知（否

定的認知）、④他者からの期待・評価・承認の重視（評価重視）の4つの下位尺度を構成した

（2つの因子に負荷量が高い項目で構成された下位尺度は「評価重視」である）。
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各下位尺度得点（合計得点を項目数で割った値）に基づいてウォード法によるクラスター分

析を行い、クラスターの数の適切さと各クラスターに含まれる被験者数がなるべく均等になる

ように被験者を4群に分類した。各群の人数および自己・他者志向的動機への態度の下位尺度

得点の平均および標準偏差は表2のとおりである。第1群は他者評価を気にかけず他者志向的

動機も低く、動機づけに対して他者が重要な役割を果たしていないと考えられる。ここでは他

者と距離を置いていると意味で「独立的」という言葉を用いて、「独立的自己志向的動機群」

（以下、独立的自己群と略）と呼ぶことにする。第2群も他者評価を気にしていないが他者志

向的動機が高い。他者志向的ではあるが、そのような行動が「自律的」になされているという

伊藤：自己・他者志向的動機の調整・統合過程への探索的研究
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項目 Fac1 Fac2 Fac3 Fac4 Fac5

15
他人に気持ちを向けるには自分に満足していなければならないと思
うので、まず自分のために頑張るようにする

0.66 0.15 0.06 0.05 0.06

19
他人のために頑張ってしまうと、自分の満足が他人の態度や反応に
依存してしまうので良い結果にはつながらない

0.61 －0.13 0.26 －0.07 －0.07

20
「他人のために」の「他人」はあくまで支えであり、頑張るための
目的にはならない

0.59 －0.22 0.07 －0.19 0.06

3
「自分のために頑張る」というやり方でなければ自分を高められな
い

0.47 －0.15 0.03 0.05 0.05

16
自分が幸せになるいうことは、自分が一番大切にしている家族、友
人等が幸せになることだと考える人が多くいると思う

0.08 0.61 0.04 0.03 -0.07

2
「他人のために頑張る」ということは「他人が喜ぶと自分も嬉しい
から頑張る」ということである

－0.28 0.60 0.04 0.07 0.20

10 頑張れば他人のためにも自分のためにもなると思う －0.05 0.54 －0.25 0.09 0.08

6
「応援してくれる人のために頑張る」ということは、その人の喜ぶ
顔やしぐさが見たいという思いと重なるものである

－0.27 0.51 0.00 0.26 －0.03

1
「応援してくれる人のために頑張る」ということは、それに応えら
れるという理想の自分になることが目標である

－0.08 0.23 0.06 －0.07 0.18

5
「みんなのために頑張る」というのは、「失敗できない」というプ
レッシャーを感じてしまう

0.00 －0.03 0.66 0.07 －0.02

11
「他人のために頑張る」というのは、うまくいかない時に申し訳な
いと思ってしまうのでつらい

0.11 0.26 0.65 0.04 0.13

4
「自分のため」と考える方が、「他人のため」と考えるより、責任
感が軽くなる

0.12 －0.09 0.55 0.16 0.07

17
「応援してくれる人のために頑張る」といっても、彼らに嫌われな
いように頑張るということだと思う

0.20 －0.16 0.35 0.13 0.28

13
「他人のため」に頑張ると、他人が期待してくれなくなった時にや
る気が無くなってしまうと思う

0.18 －0.11 0.29 0.61 －0.01

14 他人を意識しないで「自分のため」だけに頑張るのは難しい －0.06 0.07 0.05 0.56 0.27

7
「自分のために頑張る」と言っても、途中で他人からの応援や期待
に応える気持ちが無いと頑張りは続かないと思う

－0.14 0.10 0.05 0.44 0.03

8
「両親や先生のために頑張る」というのは、彼らを喜ばせている自
分が好きだからと考えられる

－0.01 0.15 0.01 0.32 0.13

18
人のために頑張るのは人に認めてもらいたいということなので、結
局は自分のためでもあると思う

0.20 0.10 0.09 0.20 0.68

9
私は、自分がよくやったと思う時よりも他人に認められた時に満足
をより強く感じる

－0.24 0.25 0.01 0.25 0.48

12
「自分のため」にやるといっても、結局は他人がそれを評価してく
れるからやるのだと思う

0.16 －0.13 0.13 0.36 0.41

表1　自己・他者志向的動機への態度尺度の因子分析



意味で、「自律的他者志向的動機群」（以下、自律的他者群と略）と呼ぶことにする。第3群は

他者評価を重視し他者志向的動機の否定的側面を認知しているが、依然として他者志向的動機

が高い。他者との関係性のなかで「相手が応援、援助してくれるから自分も頑張らなければ」

といった互恵性が重要な役割を果たしていると推測し、「互恵的他者志向動機群」（以下、互恵

的他者群と略）と呼ぶことにする。第4群は他者評価に対する関心が高い点で互恵的他者志向

動機群と類似しているが、他者志向的動機は低く自己志向的動機を最も重視している。他者か

らの評価を意識しながら自己志向的であろうとしていることから「葛藤的自己志向的動機群」

（以下、葛藤的自己群と略）と呼ぶことにする。

続いて各被験者群間でその他の尺度得点に差異があるかどうかを明らかにするために分散分

析を行った（表3）。達成欲求については、自律的他者群が挑戦・成功欲求が高く、また他者志

向的動機が高い自律的他者群と互恵的他者群で社会的貢献欲求が高かった。独立・相互依存的

自己理解については、互恵的他者群が相互依存的自己理解を保持している傾向が強いのに対し

て、自律的他者群と独立的自己群が独立的自己理解を保持している傾向が強かった。心理的負

債感については、自律的他者群が返報性規範を強く意識し、葛藤的自己群が返報性規範を重視
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自己志向 他者志向 否定的 評価
的動機 的動機 認知 重視

Ｍ 2.31 2.51 2.37 2.19
ＳＤ 0.66 0.50 0.54 0.35
Ｍ 2.39 3.52 2.14 2.18
ＳＤ 0.54 0.38 0.76 0.42
Ｍ 1.76 3.57 2.68 3.02
ＳＤ 0.44 0.29 0.71 0.32
Ｍ 2.70 2.85 2.80 3.04
ＳＤ 0.53 0.52 0.51 0.31

表2　各ラスター群の人数と自己・他者志向的動機への態度得点の平均値および標準偏差

独立的自己志向的動機群

自律的他者志向的動機群

互恵的他者志向的動機群

41

23

33

クラスター 人数 男性

葛藤的自己志向的動機群

45

33

41

41

女性

33

4

10

8

8

挑戦・ 社会的 社会的 相互 返報性 心理的 母親へ 父親へ
成功 達成 貢献 依存 規範 負債 の信頼 の信頼

独立的自己 Ｍ 29.05 25.38 16.46 17.19 41.12 11.23 12.50 14.88 13.50
志向的動機群 7.09 4.19 2.81 3.10 5.33 1.61 3.05 2.37 2.90

自律的他者 Ｍ 31.82 29.21 17.00 19.58 40.75 12.33 12.83 15.29 13.86
志向的動機群 6.84 4.41 3.50 2.96 6.24 2.10 3.21 4.19 4.64

互恵的他者 Ｍ 31.51 26.50 17.68 20.11 45.48 11.75 13.75 16.00 14.79
志向的動機群 5.75 3.81 3.08 2.75 7.43 2.56 2.61 2.84 2.73

葛藤的自己 Ｍ 29.98 24.46 16.96 17.73 42.35 10.12 13.71 14.73 13.08
志向的動機群 ＳＤ

ＳＤ

ＳＤ

ＳＤ

6.59 3.81 3.32 3.39 6.08 2.34 2.07 2.20 3.03
分散分析 Ｆ値 1.55 6.38＊＊ 0.67 5.62＊＊ 3.04＊ 4.70＊＊ 1.33 0.99 1.27
被験者数 158 104 104 104 103 104 102 104 101

注）＊＊　p<.01　＊　p<.05

表3　各クラスター群の平均および標準偏差

自尊心クラスター



していなかったが、心理的負債では、有意な結果ではないが葛藤的自己群、互恵的他者群で高

かった。自尊心および母親・父親への信頼感は有意な結果は得られなかったが、互恵的他者群

の両親への信頼感が高く、自己志向的動機の高い独立的自己群と葛藤的自己群で両親への信頼

感が低かった。

考察

クラスター分析によって抽出された4つの被験者群の特徴を整理する。自己・他者志向的動

機に対する態度の下位尺度のパターンから、社会志向的動機の高低と、他者評価の重視とそれ

に伴うプレッシャーなどの否定的な認知の高低によって4つの群を整理する枠組みが呈示され

ると考えられる。

互恵的他者群および自律的他者群はいずれも社会志向的動機に対する態度が肯定的である

が、両者の違いは他者からの評価に伴う重荷やプレッシャーを意識しているどうかにある。互

恵的他者群は他者志向的動機に対する態度が肯定的であり、おそらく他者からの期待に応える

べく努力するといった他者志向的動機に基づいて現に達成行動に従事していると考えられる

が、同時にその期待に伴うプレッシャーをも強く感じており、他者に認めてもらう、あるいは

喜んでもらうために努力するということで、他者志向的動機が他者から肯定的な評価を得るこ

とと最も結びついている群と言えるだろう。同時にこの群は自己志向的動機づけに対する態度

が否定的であり、「自分のため」を放棄して、あるいは犠牲にして他者を優先した努力をして

いることが予想される。これに対して自律的他者群は他者志向的動機に対する態度が肯定的で

あるが、他者からの期待に伴う圧力やプレッシャーをあまり意識していない。自己志向的動機

に対する態度が肯定的であることから、互恵的他者群のように「自分のため」を放棄して「他

者のため」に無理して努力しているという意識はなく、「自分のため」と「他者のため」が実

際に努力経験のなかで矛盾することなく経験されていると考えられる。すなわち自分のやりた

いことを追求していくことによって結果的に相手も喜んでくれるといった、「自分のため」に

行動することが結果的に「相手のため」にもなっている状況にあるか、努力し達成した結果を

他者が喜んでくれる姿を見て自分も喜びを感じるといった、「他者のため」に行動することが

最終的に「自分のため」にもなっているという状況にあることが推測される。

他者評価およびそれに伴う否定的な結果に対する敏感さという点では、葛藤的自己群も互恵

的他者群と同様に高い。他者評価に対する敏感さゆえに互恵的他者群が「自分のため」に努力

することを放棄していると考えられるのに対して、葛藤的自己群は逆に「他者のため」に他者

の期待に応えるべく努力することを放棄して「自分のため」に努力することを選択したのでは

ないかと推測される。その意味では葛藤的自己群は自分の目標と他者が期待する目標の間に葛

藤が生じていたことを最も強く意識している群と言えるかもしれない。互恵的他者群も同様の

葛藤状況にあることが予想されるが、この群はその葛藤が自覚されていないか、「他者のため」

に自分を埋没させていることも予想される。いわゆる過剰適応した「よい子」がこの互恵的自
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己群に含まれるのではないだろうか。葛藤という点から考えると自律的他者群は、自分の目標

と他者の目標が一致することによって、そのような葛藤を経験していないか、もしくは葛藤を

経験した結果として両者を統合すべく自分の目標と他者の目標を調整したと考えることもでき

る。

独立的自己群は他者評価やそれに伴うプレッシャーを感じておらず、また他者志向的動機に

対する態度も否定的であることから、他者の存在が動機づけにおいて全く重要ではないことが

推測される。何かに向けて努力するという場面で、他者から自分が評価されたり、あるいは期

待されたりという経験をあまりしていないかもしれない。ただし自己志向的動機に対する態度

が他の3群と比較して特に高いという結果も得られておらず、達成動機づけ全般が後退してい

るという可能性も考えられる。

この他の関連する尺度得点を群間で比較した結果も上記の分析を支持する。たとえば何か援

助してもらった際の「心理的負債感」は、他者の評価やそれに伴う否定的影響を認知している

互恵的他者群と葛藤的自己群の2つの群で高い。一方「返報性規範」については、他者志向的

動機が高い自律的他者群と互恵的他者群で得点が高い。動機づけにおいて「社会的貢献」も自

律的他者群と互恵的他者群の2つの群で得点が高いが、「挑戦・成功」は自律的他者群のみが

高い。また互恵的他者群が相互依存的自己理解を保持しているのに対して、自律的他者群は自

己志向的動機に対する肯定的態度を保持する2つの群以上に独立的自己理解を保持していた。

独立的自己群と葛藤的自己群の2群の差異は「心理的負債感」を除くと明らかではなかった。

研究2

目的

クラスター分析によって抽出される4つの群の構成は、基となる被験者によって影響を受け

ることが予想される。研究2では、第1に研究1と同様の4つのクラスターが再び得られるかど

うかを異なる被験者群にて確認する。第2に各クラスター群における自己・他者志向的動機へ

の態度は、それまでの人間関係のあり方によって形成されることが予想される。そこで各群に

おける友人関係、親子関係、人間関係一般に対する態度に関する質問紙を同時に実施し、群間

の差異を比較する。

方法

被験者　大学生154名（男性91名、女性47名、不明16名）

手続き　東京都内の私立大学の「心理学」の授業時間中に質問紙を配布し回答を求めた。

質問紙　①自己・他者志向的動機への態度に関する尺度（伊藤,2005；20項目4件法）；②

対人関係観尺度（多川・吉田,2002；28項目4件法）；③子どもから見た親の期待尺度（庄

司・藤田,1999；39項目5件法）；④依存欲求・独立欲求・葛藤尺度（井上,1999；41項目5件
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法）

なお、対人関係観尺度、親の期待尺度については、従来の研究で確認された下位尺度の構成

をそのまま採用した。親に対する依存欲求・独立欲求・葛藤尺度については、先行研究による

中学生、高校生、大学生の因子分析の結果が一致していなかったため、あらためて主因子解バ

リマックス回転の因子分析を行い3因子解を採用し、1つの因子にのみ因子負荷量が0.35を越

える項目によって下位尺度を構成した。

結果

自己・他者志向的動機への態度尺度の回答に対して主因子解バリマックス回転による因子分

析を行った。今回は研究1の結果を踏まえて、本尺度への被験者の回答に基づいてスクリー法

と因子の解釈から3因子解を採用した。下位尺度の名前については含まれる項目の類似性から

研究1と同様に、①他者の期待に応えることの自己目的化（他者志向的動機）、②他者志向的

動機の否定的側面の認知（否定的認知）、③自己志向的動機の重視（自己志向的動機）とした
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項目 Fac1 Fac2 Fac3

2
「他人のために頑張る」ということは「他人が喜ぶと自分も嬉しいから頑張
る」ということである

0.74 －0.02 －0.23

6
「応援してくれる人のために頑張る」ということは、その人の喜ぶ顔やしぐさ
が見たいという思いと重なるものである

0.56 0.03 －0.20

14 他人を意識しないで「自分のため」だけに頑張るのは難しい 0.52 0.13 －0.11

1
「応援してくれる人のために頑張る」ということは、それに応えられるという
理想の自分になることが目標である

0.50 0.14 0.05

8
「両親や先生のために頑張る」というのは、彼らを喜ばせている自分が好きだ
からと考えられる

0.47 0.15 －0.11

18
人のために頑張るのは人に認めてもらいたいということなので、結局は自分の
ためでもあると思う

0.46 0.20 0.09

16
自分が幸せになるいうことは、自分が一番大切にしている家族、友人等が幸せ
になることだと考える人が多くいると思う

0.40 －0.01 0.16

10 頑張れば他人のためにも自分のためにもなると思う 0.39 0.05 0.00

11
「他人のために頑張る」というのは、うまくいかない時に申し訳ないと思って
しまうのでつらい

0.06 0.65 0.16

4
「自分のため」と考える方が、「他人のため」と考えるより、責任感が軽くな
る

0.05 0.53 0.04

5
「みんなのために頑張る」というのは、「失敗できない」というプレッシャー
を感じてしまう

0.07 0.48 －0.03

17
「応援してくれる人のために頑張る」といっても、彼らに嫌われないように頑
張るということだと思う

0.19 0.45 0.01

15
他人に気持ちを向けるには自分に満足していなければならないと思うので、ま
ず自分のために頑張るようにする

0.13 0.04 0.65

20
「他人のために」の「他人」はあくまで支えであり、頑張るための目的にはな
らない

－0.20 －0.09 0.55

19
他人のために頑張ってしまうと、自分の満足が他人の態度や反応に依存してし
まうので良い結果にはつながらない

－0.08 0.20 0.52

表4　自己・他者志向的動機への態度尺度の因子分析



（表4）。なお、同様の3因子解による解釈は伊藤（2005）においても行われている。

各因子に負荷量が0.35を越える項目で下位尺度を構成し、その尺度得点（合計得点を項目数

で割った値）に基づいてウォード法によるクラスター分析を行い、研究1と同様にクラスター

の数の適切さと各クラスターに含まれる被験者数がなるべく均等になるように被験者を4群に

分類した。各群の人数および自己・他者志向的動機への態度の下位尺度得点の平均および標準

偏差は表5のとおりである。この4つのクラスターについては、自己志向的動機、他者志向的

動機、否定的認知の平均値のパターンから、研究1とある程度共通した群が構成されたことが

確認されたので、同様の命名を行うこととした。

続いて各被験者群間でその他の尺度得点に差異があるかどうかを明らかにするために分散分

析を行った（表6）。有意もしくは有意に近い傾向が得られたのは、対人関係観尺度の4つの下

位尺度では「防衛的な見方」と「主張性」の2尺度、親の期待尺度の9つの下位尺度では「よ

い子」と「進学・学歴」の2尺度であった。依存欲求・独立欲求・葛藤尺度では有意な結果は

得られなかった。独立的自己群は「よい子」であることや「進学・学歴」を望む親の期待を認

知していない。互恵的他者群は逆に「よい子」であることや「進学・学歴」を望む親の期待を

強く認知し、人間関係に慎重な「防衛的な見方」をしており、他者に対して自分の意見を「主
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自己志向 他者志向 否定的
的動機 的動機 認知

Ｍ 2.44 2.51 1.89
0.50 0.57 0.37

Ｍ 1.80 2.94 2.41
0.38 0.34 0.46

Ｍ 2.19 3.36 3.21
0.38 0.24 0.47

Ｍ 3.08 2.69 2.91
ＳＤ

ＳＤ

ＳＤ

ＳＤ

0.43 0.54 0.45
分散分析 Ｆ値 56.56＊＊ 19.9＊＊ 58.52＊＊

不明クラスター 人数 男性 女性

葛藤的自己志向的動機群

表5　各クラスター群の人数と自己・他者志向的動機への態度得点の平均および標準偏差

独立的自己志向的動機群

自律的他者志向的動機群

互恵的他者志向的動機群

37

39

27

40

25

16

17

26

17

9

7

10

4

5

3

4

クラスター よい子 進学・
学歴

防衛的な
見方

主張性

Ｍ 3.68 3.02 2.41 2.64
0.87 1.11 0.54 0.52

Ｍ 3.75 3.44 2.35 2.55
0.79 1.07 0.46 0.68

Ｍ 4.21 3.89 2.65 2.47
0.64 1.15 0.46 0.63

Ｍ 3.89 3.25 2.68 2.82
ＳＤ

ＳＤ

ＳＤ

ＳＤ

0.73 1.14 0.54 0.61
分散分析 Ｆ値 2.88＊ 3.30＊ 4.06＊＊ 2.06

注）＊＊　p<.01　＊　p<.05

葛藤的自己志向的動機群

表6　各クラスター群の平均および標準偏差

独立的自己志向的動機群

自律的他者志向的動機群

互恵的他者志向的動機群



張」すべきではないと考えている。葛藤的自己群は人間関係に「防衛的な見方」をしているが、

同時に他者に自分の意見を「主張」すべきであるとも認知していた。自律的他者群は人間関係

に「防衛的な見方」をしていなかった。

考察

研究1のクラスター分析によって明らかにされた4つの群を分類した枠組みは、研究2の4つ

の群の特徴を説明する際にも有効である。この4つの群は他者志向的動機に対する態度が肯定

的な群と否定的な群に分けられる。自律的他者群と互恵的他者群は他者志向的動機に対する態

度が肯定的であり、独立的自己群と葛藤的自己群は否定的である。また互恵的他者群と葛藤的

自己群では、他者のために努力する際に感じるプレッシャー等の否定的な認知が高い。自己志

向的動機に対する態度が最も肯定的であったのは葛藤的自己群であった。独立的自己群は他者

の期待に伴う否定的認知が少ないにもかかわらず、他者志向的動機に対する態度が否定的であ

り、自己志向的動機に対する態度も肯定的でも否定的でもないため、他の3群と比較すると特

徴が明確ではない。

他者との関係性に関する尺度得点の群間比較では、互恵的他者群が親からの期待として「進

学・学歴」と「よい子」であることを意識しているという結果は、この群が過剰適応で「よい

子」志向の被験者を含んでいる可能性を指摘した研究1の分析と一致する。さらに対人関係観

として他者志向的動機の否定的側面を認知する互恵的他者群と葛藤的自己群の2群は人間関係

に対する防衛的な見方が認められるのに対して、葛藤的自己群が自分の意見を主張することの

重要性を意識していることは、この群が「自分のため」の努力と「他者のため」の努力が葛藤

する状況に置かれた経験を持ち、そのなかで他者の期待に応えるべく努力することよりも「自

分のため」に努力することを選択したとする研究1の考察に対応した結果と言える。

全体的考察

本研究で得られた結果は、自己・他者志向的動機に対する態度尺度の妥当性および達成動機

づけにおいて「他者志向的動機」を考慮することの重要性を示唆していると言える。以下では

今後検討すべき点を整理する。

・自己・他者志向的動機への態度尺度の因子分析の結果の安定性

今回の2つの研究では因子分析で仮定した因子数が異なっていたことから、安定した尺度の

構造を確認することができなかった。研究1では、尺度作成の際に仮定した5因子に基づいて

分析を行い、事前に想定した5つの項目群に分かれることを確認した。一方で研究2では探索

的に行った因子分析の結果に基づいて3因子解を採用した。2つの研究の各因子に負荷量が高

い項目を比較すると、研究1の第3因子と研究2の第2因子は、「他者志向的動機の否定的側面

の認知」という内容で4つの項目は完全に一致しており、また研究2の第3因子の3項目は研究
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1の第1因子の4項目に含まれるものであり、「自己志向的動機の重視」という内容で一致して

いると言える。研究2の第1因子は研究1の第2因子に負荷量の高い5項目に加えて、第4因子

の2項目と第5因子の1項目を含んでおり、「他者の期待に応えることの自己目的化」という内

容で解釈が可能である。この結果から被験者を分類する際の基準としては、研究2のように3

つの概念的観点から解釈することが妥当であるかもしれない。

・クラスター分析の結果の安定性

続いてクラスター分析で得られた4つの被験者群が2つの研究で対応しているかどうかとい

うクラスター分析の結果の安定性について検討する。2つの研究で共通する3つの因子に対応

する下位尺度（自己志向的動機、他者志向的動機、否定的認知）の平均値について、クラスタ

ー分析による4つの群を比較すると、2つの研究でほぼ相対的な特徴が一致していた。すなわ

ち、「独立的自己群」は他者志向的動機に対する態度が最も否定的で自己志向的動機に対する

態度は肯定的でも否定的でもない。「自律的他者群」は他者志向的動機が肯定的であり他者志

向的動機に伴う否定的認知は少ない。「互恵的他者群」は他者志向的動機が肯定的であるが否

定的認知も多い。一方、「葛藤的自己群」は自己志向的動機に対して肯定的であり、他者志向

的動機に対して否定的で、否定的認知も多い。ただし詳細に見ていくと、自己志向的動機の得

点が研究1では互恵的他者群が低いのに対して研究2では自律的他者群が低かったり、下位尺

度項目が対応している否定的認知の平均値も、独立的自己群や互恵的他者群では2つの研究間

で異なっていた。2つの研究において分析に用いた下位尺度項目が異なるので、今回の研究で

得られた4つの被験者群の安定性についてはさらに研究を必要とする。

・性差

今回の分析では性差について直接検討を行っていないが、研究1では独立的自己群において

女性よりも男性の人数が圧倒的に多いのに対して、研究2では女性の占める比率が多くなって

いる。また研究1において男性では独立的自己群、女性では自律的他者群が多くなっているの

に対して、研究2において男性では自律的他者群、葛藤的自己群が多いのに対して、女性では

独立的自己群が占める割合が多くなっている。このように各群の構成比について性差は認めら

れるものの、2つの研究で必ずしも一貫していないため、さらに今後の研究が必要である。

・クラスター分析を行うことの妥当性

本研究ではクラスター分析を行い、被験者の群を構成して、関連すると考えられる尺度得点

を比較している。このような分析方法を採用したのは、自己志向的動機に対して肯定的な態度

を保持した方が適応的であるとか、社会志向的動機に肯定的な態度を保持した方が適応的であ

るといった単純な関係を仮定せず、むしろ自己志向的動機と他者志向的動機の調整の仕方が重

要であると考えているからである。

クラスター分析による被験者群の比較結果（表3；表6）と自己・他者志向的動機への態度

尺度との相関（表7；表8）を比較すると、例えば研究1では「他者志向的動機」は「挑戦・成
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功」、「社会的貢献」、「返報性規範」と正の相関があるが、群間比較によれば自律的他者群は

「挑戦・成功」という自律的達成動機づけが高いが、互恵的他者群はそれほどではない。また

「相互依存」は「他者志向的動機」とは相関が認められないが、自律的他者群と互恵的他者群

では大きな差異が認められている。また「否定的認知」は「自尊心」、「挑戦・成功」、「社会的

貢献」と負の相関が認められているが、他者志向的動機の否定的な側面を認知している互恵的

他者群と葛藤的自己群の間にはこの3つの尺度得点間にある程度の差異も認められる。研究2

では、親からの「進学・学歴」の期待が自己・他者志向的動機への態度の3つの下位尺度と相

関は認められないが、群間比較では互恵的他者群が他の3群と比較して最も期待されていたと

認知していることが明らかにされている。

また「自己志向的動機」が対人関係に対する「防衛的な見方」を除く他の尺度と相関が認め

られず、「防衛的な見方」との相関も正の相関、すなわち自己志向的動機に肯定的な回答者が
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挑戦・ 社会的 社会的 相互 返報性 心理的 母親へ 父親へ
成功 達成 貢献 依存 規範 負債 の信頼 の信頼

自己志向的動機 －0.15 －0.17 －0.01 －0.23 －0.02 －0.14 0.02 0.04 －0.17
他者志向的動機 0.14 0.39** 0.06 0.43** 0.14 0.32** －0.01 0.11 0.26
否定的認知 －0.26** －0.40** 0.00 －0.27** 0.17 －0.06 0.21 －0.06 －0.15
評価重視 0.09 －0.33** 0.23 0.09 0.29 －0.23 0.18 0.00 －0.11
**　p<.01

自尊心

表7　自己・他者志向的動機への態度尺度と他の尺度の相関（研究1）

自己志向
的動機

他者志向
的動機

否定的
認知

庄司・藤田(1999) 人間的成長 －0.05 0.09 0.01
よい子 0.04 0.20 0.28**
結婚・家庭生活 －0.10 0.18 0.02
社会貢献 －0.07 0.11 0.09
身体的活動 0.00 0.18 0.03
健康性 0.09 0.17 0.12
社会・経済的地位達成 0.05 0.21 0.19
進学・学歴 －0.01 0.12 0.17
友人関係 －0.03 0.18 －0.02

多川・吉田(2002) 自己成長の契機 －0.11 0.26** 0.03
協調性・誠実性 －0.17 0.30** 0.01
防衛的な見方 0.25** －0.07 0.34**
主張性 0.14 －0.02 －0.05

井上(1999) 依存 0.04 0.02 －0.02
葛藤 －0.02 －0.12 0.05
独立 －0.12 －0.06 －0.01

**　p<.01

表8　自己・他者志向的動機への態度尺度と他の尺度の相関（研究2）



防衛的な対人関係観を保持しているという結果が得られた。これもまた、自己決定的な動機づ

けを保持していることが望ましいという従来の主張に対して疑問を投げかけるものであり、自

己志向的動機に対する肯定的な態度がどのように形成されているか、他者志向的動機とどのよ

うに調整されているかといった点を考慮することが重要となると考えられる。「自己志向的動

機」の高い葛藤的自己群、低い互恵的他者群、そして中程度の自律的他者群と独立的自己群の

個々の尺度得点について持っている特徴から、単純な相関が認められなかった理由も推察され

る。先に述べたように本研究における個々の群の解釈の妥当性と安定性についてはさらにデー

タを収集し確認すべき点は多くある。しかしそれでもなお、今回のような下位尺度どうしの関

係に基づくクラスターの形成による分類という視点が、自己志向的動機と他者志向的動機の現

実の達成状況への影響を考える場合には重要であることが示されたと考えられる。

・他者との関係性と自己・他者志向的動機への態度との関係

本研究では、自己・他者志向的動機への態度、さらにはその両者の調整・統合に対して、重

要な他者との関係性が重大な役割を果たしているとの仮説を立て、特に両親との関係について

尋ねる項目を用意した。しかし本研究で作成した両親との関係を尋ねる項目（研究1）と井上

（1999）による親に対する欲求の尺度（研究2）については、自己・他者志向的動機への態度と

の相関と被験者群間の比較のいずれにおいても有意な関係は認められなかった。また親からの

期待（庄司・藤田,1999）についても、「よい子」、「進学・学歴」で予想された方向の結果が確

認されたものの、それ以外の関係は認められなかった。期待そのものは自己・他者志向的動機

への態度を直接決定するものではないが、その影響は親との関係性によって媒介されていると

予想した。しかし、それを明確に示唆するような結果には至らなかった。

・今後の研究の展望

本研究の目的は、「自己志向的動機」と「他者志向的動機」という一見相反する動機の調整、

統合のされ方、およびそれに影響を与えると考えられる対人関係観や両親との関係性について、

探索的なデータを収集することであった。先に述べたように両親との関係性や期待との関係が

明らかにならなかった理由は、質問項目の内容にあると考えられる。

例えば研究1では、両親に対する「信頼感」という観点から親に対して肯定的な態度を保持

しているか、否定的態度を保持しているかについて回答させた。しかし尺度の平均値は全体と

して比較的肯定的に回答していることを示していた。自己・他者志向的動機に対する態度とそ

の調整・統合過程を問題にするならば、両親との関係が肯定的か否定的かを尋ねるのではなく、

その関係の質に踏み込む必要があるかもしれない。例えば両親との関係が良好であると回答し

た場合でも、「自分の学業や進路に対して干渉せず自分で決めさせてくれている」両親と「積

極的に自分の学業や進路のことに関わり相談に乗ってくれて応援してくれる」両親の双方が考

えられる。どちらも良好な関係ではあるが、両者は自己・他者志向的動機への態度に異なる影

響を与えることが予想される。
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また親からの期待についても今回は対象ごとに分けて測定する尺度を実施したが、両親から

「何を期待されているか」を面接調査によって尋ねると、「自分のやりたいことをやること」、

「悔いを残さないこと」、あるいは「自分で決めたことを途中で投げ出さないこと」といった表

現で親からの期待が語られることがある。このような期待の内容をくみ取ることができるよう

な質問項目が自己・他者志向的動機への態度に及ぼす影響を考える場合には有効かもしれな

い。

本研究で得られたクラスターによる被験者群は、「他者志向的動機（他者のため）」と「自己

志向的動機（自分のため）」の葛藤と統合のあり方を反映していると考えられる。両者が葛藤

状況にあり、他者からの期待に伴うプレッシャーを意識し受け止めているのが互恵的他者群と

葛藤的自己群であるが、両者はその葛藤を解決しようとする方向において、「他者志向的動機」

を重視するか「自己志向的動機」を重視するかで異なっていると考える。一方、現時点で両者

の葛藤を意識していないのが、自律的他者群と独立的自己群であり、両者は「他者」が達成動

機づけに果たす役割において異なっていると考える。自律的他者群は、自らの達成行動におい

て「他者」が重要な役割を果たしているが、独立的自己群では「他者」の存在は重要ではない。

「自己志向的動機」と「他者志向的動機」が統合されているのが自律的他者群と考えることも

できるかもしれないが、これを理想型で適応的と見なすべきなのかどうかは今のところ明らか

ではない。また葛藤と統合のあり方をこれら4つの型だけで代表させることが、「他者」の達

成動機づけに及ぼす影響を理解する上で有効であるのかどうかについても今後の研究が待たれ

る。

さらにこのような葛藤と統合のあり方は各個人において固定したものではなく、日常の重要

な経験のなかで変化、移行していくことが予想される。例えば他者の期待に伴うプレッシャー

を感じながらも「他者志向的動機」に従って達成行動に従事してきた互恵的他者群が、何らか

の出来事を契機として「自己志向的動機」に従って行動することを選択して葛藤的自己群に移

行したり、あるいは他者からのプレッシャーを調整することによって自律的他者群に移行して

いくという過程を考えることもできる（図1）。このような変化、移行過程についての研究も今
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図1　4つの被験者群の変化・移行モデル�

自律的他者志向� 互恵的他者志向�

独立的自己志向� 葛藤的自己志向�



後行っていく必要があるだろう。
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