
27

In this study, 42 undergraduates were asked to remember the activities that they 

would achieve most eagerly in their lives and to talk about the role of intimate 

others in such activities. In addition, they were asked whether they were aware of 

others' expectations toward them and pressure from others. The results showed 

that not only intrinsic motivation, will and desire to achieve, and perceived 

contingency between effort and outcome but also the role of intimate others were 

important for achievement situations. The existence of other-directed motive was 

recognized in their narratives about supports and encouragements from others, 

about others' effort toward common goals, and about others' affects. Some 

undergraduates perceived others' expectations as pressure and obligation, and 

talked about negative effects of them. Some told that they had never been aware of 

pressure from others. Some couldn't remember the experiences in which they were 

aware of others' expectations. This study suggested that their perceived relationship 

between achievement and others' expectations depended on what and how they 

had achieved.

問題

　従来の達成動機づけの研究は、内発的動機づけの研究に代表されるように、自らの興味関心

に従って課題に従事する動機づけを重視しており、達成動機づけにおいて「他者」が果たす役
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割は、多くの場合、重要な他者からの承認を求める動機づけとして、内発的動機づけを阻害す

る要因として扱われることが多かった。しかし日常の動機づけにおいては、他者が課題遂行に

対する動機づけの重要な役割を果たす状況が多く認められる。例えば、真島（1995）は野口英

世の伝記の分析から、医者を志すに至った動機づけにおいて、「自分を助けてくれた、先生や

友だちへの、一番いいご恩返しになる」や「はやく大きくなって、おかあさんを楽にしてあげ

たい」といった表現のなかに、恩返しとしての他者志向的動機の存在を指摘している。シドニー

オリンピック女子マラソンの金メダリスト高橋尚子の動機づけのなかにも同じような他者志向

的動機が認められている。彼女は小出監督との関係でシドニーオリンピックを目指すにあたり、

「しかし、やはり監督の考えには一理も二理もある。その時です。『私は人形』と心の中で決め

ました。監督の言われたことは忠実にこなそう、と」考えたことを明らかにしている。「私は

人形」という表現は達成行動における自律性の放棄と受け取れるが、そのようなやり方で高橋

選手が高い動機づけを維持し素晴らしい成績を残せたことは注目される。彼女はまたアテネオ

リンピックの代表選考から洩れた際の記者会見でも、「やっぱり私が目標をもって全力でやる

ことが監督への恩返しになると思います。」と語っている（伊藤，2004a）。

　他者志向的動機は、「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」と定義できる（真島，1995）。東（1994）は日本人

に見られる意欲の特徴として、「受容的勤勉性」と「気持ち主義」の二点を挙げている。「受容

的勤勉性」とは、日本人の子どもが与えられた課題を、それ自体が退屈な課題であっても黙っ

て受け取って勤勉にやる傾向が、アメリカの子どもより高かったという研究結果に対して、ア

メリカの「自主選好性」と対比して名付けられている。このような高い動機づけは、「役割」

を十分に果たしているという意識、自分の「つとめ」として受け止めること、に裏打ちされて

いると考えられる。同様の実証的結果は Iyengar & Lepper（1999）によっても明らかにされて

いる。彼らはサンフランシスコの7歳から9歳までのアジア系とヨーロッパ系の子どもたちに

アナグラム課題を行うように求め、その後の自由遊び時間中にアナグラム課題に従事する時間

を内発的動機づけの指標として測定した。3つの実験条件が設定され、自己選択条件では、複

数の課題の中から自分がやりたいものを自由に1つ選ばせたのに対して、実験者選択条件では、

実験者が「これをやってほしい」と子どもたちにお願いをした（行った課題が条件間で異なら

ないように、対応する自己選択条件の子どもが選択した課題と同じ課題を与えている）。母親

選択条件でも実験者が課題を与えるが、その課題を選んだのがそれぞれの子どもの母親である

と教示した。結果は、ヨーロッパ系の子どもたちは、自己選択条件のみでアナグラム課題に対

する内発的動機づけが高かったが、アジア系の子どもたちは自己選択条件でも高いが、それ以

上に母親選択条件での内発的動機づけが高かった。

　「気持ち主義」は「人の気持ちを重視し、したがって気持ちを知ろう、読もうとする傾向」

と定義されている（東，1994）。その典型的な例は育児の仕方に見ることができる。子どもが
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何か望ましくないことをしてしまった場合、アメリカの母親が特に理由を説明せずに親やその

他の権威にかけて制止するのに対して、日本の母親はその行為によって望ましくない結果が生

じること、特に人の気持ちを傷つけたり苦痛を与えたりする可能性があることを説明して説得

する。例えば嫌いな野菜を食べない子どもに対して、「食べないとお百姓さんに悪いじゃない」

といった言い方をする。

　東（1994）はこのような日本人の特徴から、「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」（p.51）と述べている。また真島（1995）

も「確かに、自分がおもしろいから、頭が良くなりたいから、自分でしたいことを決めていく

といった、より自己主張的、自律的態度も学びのあり方として存在するのは確かであるが、こ

うした欧米的価値に根ざした動機だけでなく、人の動機には『親を喜ばせたい』『期待に応え

たい』といった他者との一体感の中で他者の意向や気持ちを汲み取った『他者志向的動機』の

あり方を考慮しないと説明できないものがあるのではないだろうか」（p.133）と述べている。

　伊藤（2004b）は、達成行動の理由として挙げられる「自分のため」と「他者のため」とい

う2つの動機について、大学生を対象に自分の思うところを自由に記述させ、その記述に基づ

いて72個の質問項目を作成した。この質問紙を同じく大学生に実施し、因子分析の結果、6つ

の因子を抽出した。さらに伊藤（2004c）は、この6つの因子を代表する項目に基づいて、23

項目の自己・他者志向的動機への態度に関する質問項目を作成し、学習動機に関する質問項目

（伊藤，2004b）と共に高校生に実施した。自己・他者志向的動機への態度に関する質問項目は、

再び因子分析を行った結果、「他者志向的動機」（「他者のため」に努力することを積極的に肯

定し、それは「自分のため」でもあるとする項目に代表される）、「他者評価への関心」（達成

状況において評価する他者の存在を強く意識し、「他者のため」とは評価を気にしたものであ

ることを認める項目に代表される）、「自己志向的動機」（「自分のため」に努力することを積極

的に肯定する項目に代表される）の3因子と解釈し、これらと学習動機との相関を調べた。そ

の結果、「他者志向的動機」は、「他者からの承認重視」、「同調」、「親との関係重視」といった

学習動機と正の相関が認められただけでなく、自律的な学習態度を表す「学習内容重視」との

間に「自己志向的動機」との相関（.254）と同程度の正の相関（.274）が認められた。この結

果は、他者志向的動機を重視する態度が、遂行目標（performance goal）と内容的に一致して

いる「他者からの承認重視」や「周囲の人が勉強するから」という「同調」など、適応的と考

えられていない学習動機と共に、自己志向的動機を重視する態度と同程度に、学習目標（learning 

goal）と内容的に一致し適応的と考えられている学習動機の双方と関連していることを示して

いる。

　本研究の目的は日常的な達成動機づけ場面における他者志向的動機の果たす役割を調べるこ

とにある。自由記述および質問紙の回答では、確かに他者志向的動機を積極的に受容する態度
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が存在していることが認められるが、現実の達成状況においても、「他者を喜ばせたい」や「他

者の期待に応えたい」という動機づけが重要な役割を果たす事例が存在しているのかどうか

を、過去の努力経験についての面接調査によって明らかにする。また先行研究が示唆するよう

に他者志向的動機が達成動機づけを阻害することもあるかもしれない。そこで他者志向的動機

が達成動機づけにおいて否定的な影響をもたらす事例が存在しているかどうかも同時に明らか

にする。

方法

研究協力者　大学生・短大生1年生～3年生42名　女性13名　男性29名

面接実施日　平成17年7月30日～8月15日

面接場所　帝京大学心理学科実験室

　手続き　「心理学」の授業時間中に「自己・他者志向的動機に対する態度」尺度（伊藤，

2004c）を受講者に実施した。因子分析の結果、4因子が抽出され、因子負荷量の高い項目で

下位尺度を構成した。次にそれぞれの回答者の4つの下位尺度得点に基づいてクラスター分析

を行い、回答者を4つのクラスターに分類した。各クラスターの下位尺度得点の平均値を算出し、

他のクラスターと比較した各クラスターの特徴が下位尺度得点に現れていると考えられた回答

者に面接調査への参加を依頼した。なお受講者には調査への参加が授業の平常点となることを

説明している。

　研究協力者（以下、協力者と略記）に対して、今回の研究の目的が動機づけ（協力者にわか

るように「やる気」という表現も使用）における他者の役割を調べることであると告げ、研究

協力承諾書を提示しながら、得られた情報の取り扱い（プライバシー保護の問題）について説

明し、面接内容の録音の許諾、研究報告書における面接内容の引用の許諾の是非を確認した。

なお面接終了後に録音内容の使用の許可が得られなかった1名の協力者には録音済みのミニ・

ディスクを渡した。

　続いて質問紙への回答を求めた。この質問紙は、独立・相互依存的自己理解尺度（木内，

1995）、達成動機尺度（堀野，1987）、返報性規範尺度（相川・吉森，1995）の両親および高校

時に最も関係が深かった教師に対する信頼感を測定する項目（伊藤，2004b）から構成されて

いた（質問紙の結果は本論文では報告しない）。回答所要時間は10分から15分であった。回答

終了後、半構造化面接を行った。面接調査の所要時間は40分程度であり、調査全体に要した

時間は1時間程度であった。

　面接の基本的な質問は表1の通りである。最初に「これまで一生懸命やった、努力した、あ

るいは打ち込んだ経験」を小学校、中学校、高校、大学という時代ごとに尋ねた。原則として

2つ以上挙げてもらうこととし、挙がらない場合には面接者が、学校の部活動・クラブ活動、
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習い事、塾、学校外のサークル活動、アルバイトといった例を挙げて思い出すように促した。

そのような経験が（他に）ないと回答した場合には次の質問へ移った。各活動については、従

事していた期間、始めたきっかけ、活動頻度とその内容、印象等を各時代ごとに順番に尋ねた。

次に先に挙げてもらった努力経験に受験勉強などを含めて、「最も自分で一生懸命やった、努

力した、あるいは打ち込んだ経験」を1つ挙げさせ、その経験に対して自分を動機づけたと考

える要因と重要な役割を果たした人物（必要に応じて、「助けてくれた人」、「応援してくれた人」

と補足した）について回答させた。その後、高校時代の勉強、達成行動における葛藤経験、自

己決定感のない達成行動経験（以上は本論文では扱わない）について質問し、最後に「他者か

ら期待された経験」について回答させた。

表1　基本的な質問項目

1．これまでの努力経験（小学校、中学校、高校、大学）
　①努力した活動に従事していた期間
　②始めたきっかけ
　③活動の頻度と内容
　④クラブ・部の場合には人数や成績
　⑤自分のポジションや役割等
　⑥途中で辞めた場合にはその理由
　⑦その活動の現在の印象
2．最も努力した経験（1つ）
　①自分にとっての目標
　②そのように努力したり打ち込むことができた理由
　③目標に向かって努力していくために自分にとって必要だと考えること
　④目標に向かって努力していくなかで重要な役割を果たした人物
3．高校時代の勉強
　①大学に進学した理由と現在の学部学科専攻の理由
　②勉強や進学に対する両親の希望や要求の有無とそれに対する自分の考え
　③将来の進路や職業に対する両親の希望や要求の有無とそれに対する自分の考え
4．達成行動における他者の自分に対する希望や欲求との葛藤経験の有無とその内容
5．自己決定感、自律性を感じない達成行動経験の有無とその内容
6．他者から期待された経験の有無とその内容
　①他者から期待されていると感じた経験
　②他者の期待を重荷に感じたり、プレッシャーを感じた経験

※本論文では2と6の質問に対する回答を分析する
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結果と考察

・分析の観点

　今回の分析では、以下の観点から面接内容を検討する。

1．他者が自分に対して送った応援やサポートに応えようとすること、あるいは他者が自分の

遂行結果に対して抱いている期待に応えようとすることが、自分にとって重要な達成課題に対

する努力を動機づける要因となる具体的な事例を収集する。

2．逆に、他者の自分に対する応援やサポート、期待がプレッシャーとして課題遂行に阻害要

因として働く具体的な事例を収集する。

3．1の事例と2の事例を対比させることによって他者が動機づけに及ぼす影響の差異をもたら

すものを探る。

　なお以下の分析で引用した面接内容についてはその一部を付録に掲載する。

・一生懸命努力した経験

　まず最も一生懸命努力した経験として挙げられた活動は表2の通りである。中学校と高校で

の部活動の経験と高校・大学受験の受験勉強が多く挙げられたが、この他に習い事、資格取得

や専門技術習得が挙げられている。

・自分を動機づける要因の分類

　これまでで最も努力した経験に対して、そのように努力したり打ち込むことができた理由、

および目標に向かって努力していくために自分にとって必要なことについて語った内容を面接

者が要約してカード化し、KJ法の要領で分類した。最初に比較的小さな分類を作り、さらに

それらをまとめて大きな分類を構成した。最終的には本研究の分析の枠組みである、「自己志

向的動機」と「他者志向的動機」という観点から、「自己」に含まれる要因と「他者」と関連

する要因の２つに分類した（表3）。

　「自己」に含まれる動機づけ要因は4つの大分類を含む。1つ目の大分類を構成するのは、い

わゆる内発的に動機づけられている状態こそが努力を促進すると考えている「内発的動機づけ」

である。以下、そこに含まれる小分類について見ていくと、「楽しさ、好き、興味」では、バ

スケットボール（14）、野球（23）、サッカー（29）、英会話（32）といった活動に対して一生

懸命努力した理由として「好きだった」ことを挙げている。ある協力者は「自分が好きなこと

なら一人でもできる」（11）と述べていたり、「自分が興味をもてること、おもしろいと感じる

こと」（7）が努力するために重要であると語っていた。「自律性」に含めた協力者は、演劇部

の活動を「自分の個性や感性を発揮」（38）できる場と語ったり「自由にやらせてもらうこと」

（17）が重要であると語っていた。
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　2つ目の大分類は「自分の意志・欲求・感情」に関連する動機づけである。その中で、含ま

れる回答が最も多い小分類は、自分の意志、やる気、願望の強さ、あきらめないという気持ち

が課題に対して努力を傾けるために重要であることを強調する「自分の意志、気持ち」である。

この他には、将来に対する「あこがれ・夢・目標の存在」、「自信・自己満足」が課題に対する

努力を動機づけるものとして語られていた。

表2　最も努力した経験

ID 性別 時代 活動 ID 性別 時代 活動

1 男 高校 硬式野球部 22 男 高校 大学受験

2 男 高校1年 硬式野球部 23 男 中学校 野球部

3 男 中学校 バスケットボール部 24 女 高校 大学受験

4 男 小学2～6年 バスケットボール少年団 25 男 大学 アルバイト

5 女 高校 大学受験 26 男 中学校 塾

6 男 高校 簿記 27 男 高校 大学受験

7 男 中学校 軟式テニス部 28 女 中学校 塾（高校受験）

8 女 高校 大学受験 29 男 高校 サッカー部

9 男 中学校 卓球部 30 男 小学 3年～
中学3年

塾

10 男 高校 リハビリ 31 男 高校 ラグビー部

11 女 中学校 吹奏楽部 32 男 高校1～2年 留学（英語の勉強）

12 男 高校 公務員試験の勉強 33 女 高校 バトン部

13 男 中学校 パソコン 34 男 小学1～5年 スイミング

14 男 高校 バスケットボール部 35 女 中学校 塾（高校受験）

15 男 幼稚園～
高校2年

習字 36 女 小学 1年～
高校3年

ピアノ

16 男 大学 弓道部 37 男 高校 野球部

17 男 中学校 塾（高校受験） 38 女 高校 演劇部

18 男 高校 バスケットボール部 39 女 高校 ボランティア

19 男 浪人 ダイエット 40 女 高校 大学受験

20 男 中学校 陸上部 41 男 小学 1年～
中学2年

空手

21 女 小学校 テスト勉強 42 女 高校 硬式テニス部

本文中の（　）内の番号はこの表の研究協力者 IDを表す
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　3つ目の大分類は「状況の随伴性」であり、高校受験に向けた塾の成績（35）、ピアノ（36）、

演劇部の演技（38）について「努力すれば努力した分、結果が見えること」（36）の重要性が

語られた。

　4つ目の大分類は、「結果に伴う感情」がその活動へのさらなる努力を動機づけるとする回

答である。部活での試合に勝ったときの喜びやうれしさ（7、18、42）、塾の勉強でのわからな

いところが解けたという快感（26）、難しい曲がピアノで弾けたという達成感（36）や、逆に

うまくいかない結果に対して「納得いかない」という気持ちや悔しさの存在が挙げられている。

　「他者」と関連する動機づけ要因は5つの大分類を含む。1つ目の「他者からの受ける動機づ

け」は、「他者の支え・サポート・アドバイス」、「一緒に努力している人の存在」、「他者から

のプレッシャー」、「他者からの期待」の4つの小分類を含む。「他者の支え・サポート・アド

バイス」の中では、簿記（6）、大学受験（8、27、40）、高校受験（28）、リハビリ（10）、吹奏

楽部（11）、バスケット部（14）、サッカー部（29）、スイミングスクール（34）といった多様

な達成場面で周囲の人の支えや励ましが課題に対する努力を動機づけたことが語られている。

「一緒に努力している人の存在」の中では、硬式野球部（1）、バスケットボール部（4）、卓球

部（9）、野球部（37）、演劇部（38）といった部活動において、同じ部内の仲間の努力してい

る姿が自分の努力を動機づけたことが語られている。ただし、このような動機づけに対する評

価は協力者によって微妙に異なっているかもしれない。「みんなで何かをやろうとするとき一

番頑張れる」（4；付録参照）と語る者がいる一方で、「やらなくてはいけない」（37）、「プレッ

シャー」（38）といった言葉が用いられる場合もある。例えば、「自分がやっていないときに（他

表3　自分を動機づける要因の分類カテゴリー

1　「自己」に含まれる要因
　1－1　内発的動機づけ
　　（1）楽しさ・好き・興味
　　（2）自律性
　1－2　自分の意志・欲求・感情
　　（1）自分の意志・気持ち
　　（2）あこがれ・夢・目標の存在
　　（3）自信・自己満足
　1－3　状況の随伴性
　1－4　結果に伴う感情
　　（1）肯定的結果に対する喜び
　　（2）否定的結果に対するくやしさ

2　「他者」に関連する要因
　2－1　他者から受ける動機づけ
　　（1）他者の支え・サポート・アドバイス
　　（2）一緒に努力している人の存在
　　（3）他者からのプレッシャー
　　（4）他者からの期待
　2－2　他者との関係
　　（1）良好な人間関係
　　（2）先生・先輩
　2－3　他者からの評価・承認
　2－4　他者に対して向けられる感情
　　（1）他者の感情への配慮
　　（2）他者のためになっているという意識
　2－5　競争
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の人が）練習しているのを見ると『自分もやらないと』」と考え、「他の人が伸びていると焦り

を感じる」（38）と語る者や、留学時の英語の勉強で同じクラスの友だちが「自分の知らない

単語を使った」りすると刺激されてお互いに英語がうまくなっていくことを語る者（32）がい

た。「他者からのプレッシャー」の中では、親、周囲、同じ部内の仲間からのプレッシャーが

自分を動機づける役割を果たしたことを明確に述べている者（42；付録参照）もいた。「他者

からの期待」についても、「人に期待されなくなったらやる気がなくなる」（5；付録参照）と

いうように、動機づけへの影響の重要さを語る者がいる一方で、習い事を続けることへの親の

期待がプレッシャーになったことを語る者（41；付録参照）もいた。

　2つ目の大分類は「他者との関係」に言及しているもので、運動部内において友人との「良

好な人間関係」の重要さか、運動部の監督や顧問を含めた、尊敬できる、おもしろい、やる気

のある「先生・先輩」の存在の重要さが挙げられた。

　3つ目の「他者からの評価・承認」では、特に親から褒められた経験が努力を動機づけた要

因として挙げられている（以下の具体的内容については付録参照）。例えば、両親に褒められ

たいと思い小学校のテスト勉強を頑張ったと語った者（21）は、「目標をもってたどり着いたら、

人に認められたり、褒められたりすること」が自分を動機づける要因であり、「努力したかい

があった」と感じると述べている。また家族から「いい曲だ」と言われることを目標に小学生

から高校生までピアノを習い続けたと語った者（36）は、家族だけでなくピアノの先生や友だ

ちからの評価についてもその重要性について言及し、褒められることがうれしいと述べている。

一方、中学時代に、テストでよい成績をとり親の期待に応えることを目標に勉強したと語った

者（30）は、よい成績で褒められることがうれしく勉強への動機づけが高められたことを認め

つつも、それが重荷、プレッシャーであったと語っている。

　4つ目の大分類は「他者に対して向けられた感情」が活動に対する努力を動機づけたとする

もので、「他者の感情への配慮」の中では、親を「安心させてやらないといけない」と大学受

験に取り組んだこと（22）や相手から感謝されることが活動への動機づけの重要な要因である

こと（21）が語られている（付録参照）。また自分の行動が「他者のためになっているという

意識」の重要さを語る者もいた。

　5つ目の大分類は「友だちに『負けたくない』」という「競争」心の動機づけへの影響を指

摘するものである。

　以上のように、自分を動機づける要因を「自己」に含まれる要因と「他者」と関連する要因

の2つに分類したが、両者が同時に同じ協力者から語られる場合が多く認められたことを指摘

しておく必要がある。例えば、「自分が好きなことなら一人でもできる」と課題遂行において「好

き」であることの重要さを協調している協力者が、同時に母親の援助に対して感謝の気持ちを

語っている。この他にも、自分を動機づける際に重要なこととして、自分のやる気や意志と共

に友人からの支えを挙げる者（14、35、40など）や勝った時の喜びと他者からの期待を挙げ
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る者（42）がいて、両者が同時に語られるケースは少なくなかった。

・他者志向的動機の存在

　従来の「自律性」を強調する動機づけ理論は、どちらかと言うと「他者」に対して課題に対

する内発的な動機づけを阻害する要因という否定的なレッテルを貼ってきた。今回の調査では、

他者の支えや励ましが自分が最も努力した経験においてその努力を動機づける要因として重要

視されていることが確認された。しかしこのような他者の支えや励ましの重要さの報告は、そ

れ自体が必ずしも他者志向的動機の存在を示すものではない。自己志向的に動機づけられてい

る場合でも他者からの援助やサポートの存在が達成課題への動機づけを高めることは予想され

る。自己志向的動機と他者志向的動機ではむしろそのとらえ方に差異があると考えられる。自

己志向的動機では、あくまで自分が選択した目標に対して自律的に努力していることに対して、

他者が側面から支援することになる。一方、他者志向的動機では、他者の願いや期待を内在化

しそれ自体を目標として努力していく動機づけのあり方と考えられる。あるいは他者からの支

えや励ましに対して感謝し、それに応えようとして努力すると考えられる。

　同じように、他者からの期待やプレッシャーの存在もそれ自体を他者志向的動機の証拠と見

なすことはできない。他者志向的に動機づけられている場合では、他者からの期待に対して積

極的に応えようとすることが予想されるが、自己志向的に動機づけられている場合では、この

ような期待やプレッシャーに対して否定的に反応することが考えられる。

　動機づけ要因としての「周囲の人の努力」の重要さは、比較的多くの協力者が挙げているに

もかかわらず、これまでの動機づけ研究では取り上げられてこなかった。特に部活動のような

集団全体での遂行が問題になる場合には、自分の友人や同じ部内の仲間、先輩が率先して努力

している様子を目の当たりにすることが、「やらなくてはならない」状況を構成して自分を動

機づけていることがうかがえる。同じ目標に向かって共に努力する姿勢を見るという点では、

親、教師、コーチに向けられた語りの中に同様の表現が認められる。例えば親に対して、吹奏

楽部の活動で母親が「弟が小学生なのに部活の世話人を引き受け、夏休みに毎日飲み物の世話

などしてくれたり」、「（40万円もする）フルートを買ってくれた」ということで「感謝でいっ

ぱい」と語られたり（11）、大学受験に向けた勉強で「（両親が）一緒にオープンキャンパスに

行ったり、ガイドブックを取り寄せて見てくれたり」して、「親がやってくれるんだから頑張

ろうという気持ちになった」（40）と語られている。部活動のコーチや教員に対しても、「厳し

かったが自分のことを思ってくれていた」コーチが「暑い日でも絶対練習を見に来ていて試合

も来る」（4）、「（ラグビー部の顧問が）予算が少ないのにボールを用意してくれ、試合を組む

のも大変なのに、ありがたい」（31）と語られている。このような表現の中には同じ目標に向かっ

て自分と共に厳しい努力を共有する他者が具体的に語られている点で、単なる援助や励ましを

与えてくれる相手としての他者とは異なっていると考えられるであろう（付録参照）。
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　他者志向的動機が自分を応援してくれたり期待してくれた他者に対する「お返し」としての

努力を含んでいるなら、「他者に対して向けられた感情」を動機づけの要因として語る場合に

は他者志向的動機と関連があると考えられる。ある協力者が「『・・・してくれてありがとう』

と言われるのが好き」（21；付録参照）と語る動機づけの背後には、他者に喜んでもらい感謝

されたいということがある。これは「他者からの評価・承認」の中に含まれる動機づけとかな

り類似している。従来、承認欲求に基づく達成行動は動機づけという観点からは否定的にとら

えられており、今回の面接調査においても否定的に語る者がいた。しかし「他者からの承認」

の経験は、「他者を喜ばせる」、「他者の期待に応える」といった他者志向的動機の基盤と言え

るかもしれない。またこのような肯定的な感情に基づく動機づけとは別に、大学受験の勉強を

「高校をやめたときに親に泣かれ迷惑をかけたので、安心させてやらないといけない」（22；付

録参照）と努力するといった、家族の抱くであろう否定的な感情を避けようとしたり、すでに

抱いている否定的な感情を穴埋めしようとして努力したという事例も報告された。このような

他者の感情に配慮した動機づけもまた他者志向的動機に含まれると考えられる。

　他者志向的動機の存在を示唆する別の証拠としては、達成行動において十分満足できるよう

な遂行結果が残せなかった際に他者の感情を配慮したことを語る者もいた。例えば、「フォー

ムがきれい」と自分を期待してくれていた部活動の顧問に対して「最後にレギュラー落ちし、

期待に応えられなかったのが残念」（9；付録参照）と語っている。また特に部活動においては

試合に出られなかったり、レギュラーになれない仲間の気持ちを配慮して、それが努力を動機

づける要因となったことが語られた。例えば、部活動で同じポジションを争っていたライバル

から「俺がでないのだから頑張れ」という期待（6）を受けた者や「レギュラーになれない子

もいる」ということが動機づけ（42）となったと語る者がいた（付録参照）。両者ともこれを

プレッシャーとして「期待に応えなくちゃいけない」と感じていたことが明らかにされている。

・他者志向的動機の否定的側面

　先ほど述べたような他者からの期待がプレッシャーとして働くと、達成課題の遂行を妨げ、

さらには課題そのものから後退してしまうことがこれまでも指摘されてきた。親の期待に応え

ようとして過剰に反応して「よい子」を演じようとする子どもは、不適応な状態に至りやすい

ことも指摘されている。他者志向的動機の概念は、「他者」が達成課題に対する動機づけを高

めるという肯定的な影響を仮定しているが、概念を精緻化していくためには、他者からの期待

とそれに応えようとする動機が、なぜある状況（あるいは人）においては課題への努力を動機

づけ、ある状況（あるいは人）においては課題遂行を妨げたり、課題自体から後退させたりす

るのかを明らかにしていく必要がある。

　今回の面接調査では、他者から期待された経験について、他者から期待されていると感じた

経験と、他者の期待を重荷に感じたりプレッシャーを感じた経験に分けて語ってもらった。両
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者の記述内容に従って回答のパターンをグループ分けした。

　まず、最初に挙げた他者から期待されていると感じた経験においてプレッシャーを同時に感

じたと語るケースがある。この中のおよそ半分は受験勉強や資格試験に関するものであり、期

待している他者は親を含む家族あるいは周囲の人である。残りの半分は部活動がほとんどを占

めており、期待している他者は同じ部内の仲間あるいは顧問の教師等である。そして期待につ

いては、「（リレーの）代表になったからには期待に応えなきゃとすごく頑張った」（39）、「周

りの人がいいように思ってくれる大学に行かなくては」（38）、「自分を選んでくれたからには

成果を出さなければならない」（42）、などと「・・・しなくてはいけない」という形で語られ

ている。なかには、勉強のできた父親と比較されて勉強ができるというイメージをもたれ、そ

の期待に応えないと、と考えて受験の時に体調を崩した経験を報告する者もいた。勉強や生活

全般に対する親の期待に「期待してほしくはなかったけど、結果は出さなければいけない」（23）、

資格の獲得について「ほっておいてほしい、口に出さないでほしい」（25）、大学受験に対して

「うれしいがそこまで期待しないでほしい」（34）と、他者から期待されることを回避しようと

する表現が認められた（付録参照）。他者からの期待をプレッシャーと共に感じており、その

中には期待されることを避けたいと考えたケースが含まれている。

　また他者から期待された経験を挙げずに、期待をプレッシャーと感じた経験については回答

しているケースや、他者から期待された経験のみを回答し、プレッシャーを感じたことはない

と回答するケースがある。後者の中には、大学受験に対する親の期待に対して「プレッシャー

は感じない」（7）と回答する者や「プレッシャーがやる気につながることが多い」（36）と回

答する者が含まれていた。

　さらに他者から期待された経験とプレッシャーを感じた経験として、それぞれ別の経験を挙

げたケースがある。ここでは期待された経験については動機づけを高められたことが述べられ

ている。例えば、大学受験に対する担任教師の期待を「嫌みがないので気合いが入る感じ」（8）

と語っている。一方でプレッシャーを感じた経験として、特に運動部の顧問やコーチからの評

価に基づくプレッシャーを感じた経験を挙げており、動機づけに対する他者からの期待の肯定

的側面と否定的側面の双方を認識していることがうかがえる。

　これ以外に他者から期待された経験およびそれをプレッシャーと感じた経験のいずれも挙げ

なかった者が8名いた。また他者からの期待が果たす役割について自らの考えを述べる者もい

た。例えば、「他者の期待は考えないようにしている。口で言われるものなので上辺のものが

多い。自分の中の目標の方が達成できる」（19；付録参照）のように他者からの期待に対して

否定的な印象を述べる者や、「誰にでも言えることだが、目標に向かっていくところで、ある

程度の期待は伴うもので、自分のためというわけではない。昔の考え方から変わったので、1

つの目標がダメでも選択肢がある。今はプレッシャーはあまりない。」（24）と語る者がいた。

両者とも他者からの期待がもたらすプレッシャーを経験し、そのプレッシャーに対処していく
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過程で他者の期待に対する考え方を変化させていったことがうかがえる。

まとめ

　本研究では、協力者にこれまでに最も努力した場面を振り返ってもらい、自分自身を動機づ

けた要因およびその中で他者が果たした役割を尋ねた。また他者から期待された経験、そして

期待をプレッシャーと感じた経験を想起してもらい、そのような状況のとらえ方を尋ねた。今

回、他者の期待に応えようと努力する他者志向的動機と関連して明らかになった点をまとめる

と以下の通りである。

　①回顧的に語られた最も努力した経験において、「楽しさ・好き・興味」といった内発的に

動機づけられた状態、「自分の意志・気持ち」、「あこがれ・夢・目標の存在」といった自分の

意志や欲求、そして努力した分の結果が得られるという状況の随伴性など、従来の動機づけ理

論で扱われてきたような要因の重要性を指摘する者と共に、「他者」が重要な役割を果たした

と語る者も多くおり、自分を動機づける要因の認識には個人差が存在していた。

　②「他者」と関連する動機づけ要因として、「他者の支え・サポート・アドバイス」、「一緒

に努力している人の存在」、「良好な他者との関係」が多く挙げられた。他者の期待について直

接言及するケースは少なかったが、他者からの支えや励ましに対する反応、周囲の人が自分と

共に同じ目標に向けて努力している姿勢に対する反応、あるいは他者の感情に配慮した動機づ

けなどの中に他者志向的動機の存在が認められた。

　③達成動機づけにおける他者の期待の果たす役割について、その評価は大きく分かれた。受

験勉強などの場面において、他者の期待をプレッシャーとして感じ、達成状況を「・・・しな

くてはいけない」状況として語る者が多くいた。その中には他者、特に親からの過大な期待を

避けたかったことを語る者もいた。一方で、他者からの期待がもたらした肯定的な経験とプレッ

シャーのような否定的な経験の双方を想起できたケースや、期待に伴うプレッシャーを感じな

いと語ったケース、さらには他者から期待された経験を想起しないケースも見受けられ、達成

状況と他者の期待の関係はそれまでの個個人の経験に基づき評価が大きく分かれることが示さ

れた。

　本研究では、現実の達成場面の動機づけにおける他者志向的動機の存在が努力経験の回顧的

データの中に確認されたが、他者志向的動機における他者の役割に対する考え方は、それまで

の経験に伴って多様であり、質問紙研究で示唆されたように、他者志向的動機の強さについて

も個人差が存在することが予想される。今後の研究では、今回示されたような達成行動にアン

ビバレントな影響を持ちうる「他者の期待」に対する認識の差異がどのように形成されていく

のか、またそのような認識の差異が達成状況における動機づけのあり方の個人差とどのように

結びついていくのかを明らかにしていく必要があるだろう。
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付録　他者志向的動機に関連する面接内容

（注：最初の数字は研究協力者の IDを表す）

4

（それだけ努力できたのはなぜだと自分で思いますか）みんな努力してたんで。自分も努力して頑張ろうって。（自

分で努力していくという状況になるためには自分にとって何が必要だと思いますか）やっぱ、環境ですか。何

か頑張れっていう気になるのは、例えば、みんなで何かをやろうっていった時に多分一番頑張れると思います。

（中略）（こういう人が助けてくれたとかお世話になったという人がいますか）コーチとかはすごくきびしかっ

たんですけど、すごい自分のことを思ってくれてたりしてたんで、やっぱりコーチですかね。（中略）（コーチ

が自分のことを思ってくれてるというのはどういうところで、エピソードとか具体的にこういうことがあった

とか）中学まで教えてくれてたんですけど、すごいあんまり若くないんですけど、休みの日とか暑い日とかで

も絶対に練習を見に来ててくれて、試合とかでもずっと一番声出してくれたりしてて、すごいコーチの言って

たこともわかってたし、それでうまくなってみんながまとまっているというのもわかったし、それでちょっと

尊敬している部分もありますね。
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42

（一生懸命努力して、目標に向かって打ち込むことができたのはどうしてだというふうに？）やっぱり周りから

のプレッシャーですかね。他の高校からも強いからって警戒されてたりしてたんで、これ勝たなきゃいけないっ

ていうプレッシャーもあって、親からのプレッシャーもあって。それで頑張れたんだと思いますねえ。でも精

神的に一時期辛いときもあって、辞めたいと思ったこともあったんですけど、辞められる状態じゃあなかった

んで。練習もきつくて、通学時間も大変だったんで、毎日行くのも大変で、あと親も毎日テニスのことばっか

り聞いてきたりして、本当に辞めたいって一時期すごい思っていました。あとレギュラーになったんですけど

なれない子もいるわけなんで、その子たちにも期待に応えなきゃってのが強かったですね。

5

（こういう状況だとやる気がなくなっちゃうとか、こういう状況だとだめだなっていうのはありますか）人から

期待されなくなったらやる気がなくなりますね。（中略）（大学受験の時というのは誰かから期待されていると

かいう感じというのは持っていたんですか）はい、やっぱり両親とか、お世話になっている先生とか。（中略）（ご

両親は大学を受験して勉強しているときに、どういう面で助けてくれたというのが何かありますか）やっぱり

応援してくれることが一番サポートになっていたと思います。（それは言葉で？）言葉ですね。（どういうこと

をご両親は言われたりするんですか）特にないですけど、やっぱり頑張れとか、普通にそんな感じなんですけど。

（応援してくれたことに関してどういうふうに考える？）期待に応えなくちゃっていう感じでしたね。

41

（期待を受けながら努力したっていう経験はありますか）やっぱり期待されているとやらなきゃいけないってい

うことがあるんで、期待に応えられるようにやってたけどやめてしまったとか・・・（期待が重荷になったとか

プレッシャーになったという経験はありますか）プレッシャーは毎日感じてましたね・・・

21

小学校のときにテストあるから、今も高校の時も中学校の時もテストあるから頑張ろうってのはあるんですけ

ど、小学校のときとかけっこういい点数とらなきゃだめかなとかそういうのを感じてて、そのときが自分でも

一番頑張ってたのかなあ。（中略）80、90とかとって、そのときお父さん、お母さんにほめられたいとか、そう

いう気持ちがあって、がんばろうかなあというのがありました。（中略）やっぱ、人に褒められるってすごい、

なんて言っていいかわからないんですけど、人に褒められたりするのが結構好きで、何かしてくれてありがと

うとか言われるのが好きで、そういう達成感とかそのときはテストでお母さんとかに褒められるのが多分自分

的にも良かったんじゃないかなあと思いました。（目標に向かっていくために、努力していくのに必要なものは

何でしょう）何か目標持っていったらけっこう、そこの目標にたどり着いたら人に何か認められたり人から褒

められたりするのが、結構努力したかいとかあったのかなあと思って、そういうのが自分的に好きです。

36

（重要な役割を果たした人って周りにいました？）ピアノの先生と母親です。（中略）自分のいいところをほめてっ

てくれて、あとはやっぱり練習がいやになった時もあってあまり練習しないでピアノのレッスンに行ったこと

もあったんですけど、そのときも怒るというのではなく、指ならしの練習曲があってそういうものでもいいか
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らちょっとずつ弾いていくといいですよって丁寧に教えてくれたのでイヤにならずに続けていくことができま

した。（お母さんはどういうふうに関わっていましたか）曲を練習してていい曲だねって言ってくれたり、うま

くなったねって言ってくれたり、そういう褒めてくれたのでそこでさらにやる気が出て頑張ることができまし

た。（他に応援してくれた人はいますか）家族ももちろんそうなんですけど、あとは友達も応援してくれたりし

ました。（どういうふうに）学校の演奏会とかで弾いたこともあったりしたので、ピアノが好きだってことを知っ

ていたので、いろんな休み時間とかそういうときにもピアノを弾いてって言われることがあって、それで弾い

た時に、うまいねって言われるとうれしいなって思いました。

30

（期待というのは自分にとっては重荷とかプレッシャーとかそういうふうな感じ方をされていましたか）なって

いました。（プレッしゃーをどういうふうに自分で処理するというのは何かこういうふうにしたとかありますか）

いい成績とれば褒められてうれしいって感じですかね。

22

（その時それだけ一生懸命努力できたのはどうしてだと思いますか）やっぱり高校を辞めた時に親とかにすごい

泣かれたりとかしたんで、で、今までもいろいろ迷惑かけてきたんで、やっぱりこの辺でちょっと安心させて

やんなきゃなあっていうのが、それはありましたね。

11

弟がまだ小学校で忙しいにもかかわらず世話人をやってくれたり。すごくきついんですよ、それが。夏の大会

があるので、毎日夏休みは学校に来てくれたり、であの、飲み物の用意とか、先生のお弁当とか。年に一度定

期演奏会を、○○文化センターというところを貸し切ってやるんですよ、そういう手配とかも全部陰でやって

くれる人なんです。すごいきつかったと思います。（中略）あと楽器を買ってくれましたね。（フルートってお

いくらぐらいするんですか。）ピンキリなんですけど、私はちょっと贅沢を言ってしまって40万ほどの買って

もらっちゃいました。（中略）今振り返ると感謝でいっぱいですね

40

（ご両親はどういうふうに大学受験には関わっていますか。）一緒にオープンキャンパスに行ってくれたりとか、

大学のガイドブックを取り寄せてくれたりとか、あと一緒にそれを見てくれたりとかして、積極的に。（それに

対してはどのような印象を持っていますか。）すごい感謝って言うか、すごく励まされた部分もあったし、自分

で頑張ろうというふうに、親がこういうふうにやってやってくれるんだから頑張ろうという気持ちになりまし

た。

31

うち全然人少ないのにうちまで見てくれて、○○のコーチ蹴っていた人ですから、こっちでやるって言って・・・。

わざわざ人数少ないのに予算とかもけっこう、ポール立てたりとかしてくれたんですよ、立ってなかったんで

すけど。無理言った、立てたよとか。優先的に人数少ないのに部費は上から数えた方が早いくらいでしたから、

結構無理しりてくれてたんで・・・。水面下でも、知らないところでも結構こっちのためにやっててくれてた

みたいなんで・・・。今となってはこういう気持ちだったんだっていうのがわかりますねえ。・・・手間かけて
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くれてありがたいなって。部活とかいないときは常に書類書いたりしてましたから、その分削って来てくれた

んだなあって、今はもうわかりますねえ。試合とかこう組むのって大変でしょうし、わざわざ自分たちのため

に・・・今考えれば、すごい人だったんだなあっていうのが。

9

（顧問の先生とは直接つながりみたいなのはあったんですか）左利きなんですよ。・・・左でフォームきれいだっ

たらしくて、最初の方で顧問の先生に目をつけられて、期待できるって言われたんですよ。結構それでああじゃ

あ期待に応えなきゃなあって頑張ったんですよ。でもいまいちこう最後の壁を乗り越えなれないっていうか、

今一歩でだめだったんですよ。レギュラー落ちしちゃったんですけど。それが残念だったですね。

6

（周りの人から自分が期待されていると感じた経験はありますか）バレーをやっていた時ですかね。（それはど

ういう人のどういう期待を感じていました？）自分はセッターやってたんですよ。それでやっぱりアタッカー

の人からの期待というのがあったし、監督からの期待というのもあったし。セッターを争っていた友だちの。（そ

ういうポジションを争っている友だちがいる？）はい、人数が多かったんで大混戦だったんですよ、ポジショ

ン争いも。最後はレギュラー落ちしましたけど。（中略）（セッターをやっていたライバルの人、争っていた人

の期待っていうのもあるんですか）はい、俺がでないんだからお前が頑張れって。（そういう発言があったりす

るんですか）はい。（そういうふうな期待にかけられているということに対して当時はどういうふうに感じてい

ましたか）やっぱり期待に応えなくちゃいけないって思っているんですけど、そう思うと力が出せないんですよ。

気楽にいけばいいんですけどなんか力んじゃって。

23

（期待をプレッシャーに感じた経験はありますか）やっぱりありますね。全体的に。期待はあんまりしてほしく

なかったんで、やっぱり。期待されると結果出さなければならないっているのがあるんで。できればあんまり

そんな期待はしてほしくないなというのはありますね。（勉強とか、そろばんとか、塾とかも含めて？）塾とか、

まあ全般的に勉強ですかね、やっぱり期待は何事にもされますから、生活全般ですかね、総括すると。されな

いということはないんで。親はまあどうしても何らかのことをこっちに要求してくるというか、まあそんな直

接的にはあんまり言われたことはないですけど、そういうとこには、すごいプレッシャーは感じることはあり

ましたね。

25

（教師とかご両親はたくさん資格を取るのを期待されていた、それはどうしてですか）一回高1のときにうちの

学校では受からない簿記の3級の資格をたまたまとっちゃって、そしたらもうこういうのも受かるんだから他

の資格も受かるでしょみたいな。（そういうふうな期待をされることに対してどういうふうに感じていましたか）

そのときはやっぱりほっといてほしかった。自分でやっていることに口を出さないでほしい。（他の人の期待が

プレッシャーに感じたりすることはあるんですか）たいてい期待はすべてプレッシャーになります。（それは誰

のっていうのはありますか）先輩とか、同年代、同期以外の人からの期待っていうのは全部、後輩とか、上の

人とか、教師とか（中略）（プレッシャーっていうのはやはりイヤな感じ？）イヤだったところもありますけど、
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そのプレッシャーがなかったら甘えていたのかもしれないとは今は思います。

34

（自分のやっていることが他の人から期待されているという感覚をもたれたことは何かありますか）ありますね。

○○（田舎）におばあちゃんとおじいちゃんがいるんですけど、よく電話してきて、受験前とかもいい大学受かっ

てねみたいなこと言われて、結構期待されていますね、特に父からも。（お父さんからはどういうふうなことを

期待されていますか）自分の能力以上に求めてくるというか、お前はできるんだぞみたいな。たまになんです

けど。（それに対してはどういうふうに感じますか。おじいさん、おばあさんが受験に対しては？）期待される

のはうれしいですけど、なんかそこまでの力は持っていないっていうか。そこまで期待しないでほしいですね。

（お父様に対しては？）多少はわかってくれているとは思うんですけど。父自体は昔の話を聞くと僕と同じで勉

強できる方ではなかったので、俺ができない分お前が頑張れみたいな。（それに対してはどういうふうに思いま

すか）まあそんなことを言われてもみたいな。

19

（他の人から期待をされているという経験、期待を受けて努力をしたという経験はありますか）他の人からの期

待はあまり自分の中では考えないようにしています。やっぱりどうしても口で言われるものだと思うんですよ。

それはやっぱり本心からでているものもあるかと思うんですけど、上辺だけっていうのもあるかと思いますの

で、そういう他者からの期待、まあ口で言われる期待ですね、そういうものよりは自分の中で明確に決めた目

標に従ってやる方が達成できるので。


