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Abstract

This research investigated the effect of studying intention and subjective

temporal distance on prediction of amount of study time. Previous research

suggested that task intention could lead to an optimistic prediction, and that

subjective temporal distance moderated this optimistic prediction. 127 participants

were asked to report subjective temporal distance before the final exam and

studying intention, and predict amount of study time they would spend for the

exam. Results showed that participants who were high intention to study showed

more optimistic estimate of study time than participants who were low intention.

Subjective temporal distance moderated this tendency. The role of intention and

subjective temporal distance on optimistic prediction, and their implication for the

future research will be discussed.

Key words: prediction, Construal Level Theory, subjective temporal distance,

intention

問題

希望は人間の胸中の盡きせぬ泉だ。人間は幸福ではない，然し常に将来に幸福を期待する存

在なのだ。

アレグザンダー・ポウプ『人間論』
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私たちが描く将来は，しばしば楽観的である。ほとんどの人が，将来の自分はうまくいくと

信じて疑わない。夏休みの宿題という卑近な例で考えてみよう。誰もが夏休みを迎えるにあた

って，自分が夏休みの宿題を終えられずに，夏休みの終わりになって慌てている姿は想像しな

い。むしろ，7月中には終えてとか，少なくともお盆までには終わると考える。しかし，これ

は不思議なことである。なぜならば，昨年や一昨年の，終らなかった夏休みの宿題を少しでも

思いだしてみれば，今年もきっとそれほど早く終らないと考え付きそうなものだからである。

では，なぜ懲りもせずに，私たちは楽観的な予測を繰り返してしまうのだろうか。本研究では，

この点について，人の情報処理のあり方（解釈レベル）に注目して検討する。

楽観的な予測

私たちは，楽観的な予測を行いやすい（Dunning, 2007, for a review）。例えば，夏休みの宿

題などの，課題の遂行計画を立てるとき，遂行にかかる時間をしばしば人は実際よりも少なく

見積もる（Buehler, Griffin, & Ross, 1994）。このような現象は計画錯誤とよばれ，頑健な現象

の 1つと考えられている。実際，計画錯誤は，類似した過去の失敗経験を想起させても

（Buehler et al., 1994; 村田・高木・高田・藤島, 2007），将来起こりうる障害を想起させても

（村田他, 2007）生じる。

では，なぜ将来の予測は，楽観的になりやすいのだろうか。その理由の1つとして，人は自

分がもつ動機や意図通りに将来も行動できると考えやすいことがあげられる。例えば，

Buehler, Griffin, & MacDonald（1997）は，まず参加者にある課題を解かせ，その課題にどの

程度時間がかかったかを参加者にフィードバックした。その後，次の同様の課題で，先程フィ

ードバックした時間よりも速く課題を解けた場合には報酬が出ると説明し，課題の遂行時間を

予測させ，課題を解かせた。その結果，参加者は，実際にかかった時間よりも速く解けると予

測する傾向がみられた。またKoehler & Poon（2006）は，大学の献血週間に，大学生に対して

献血しにいくかどうかを尋ねた。このとき，献血に行くかどうかを予測させる前あるいは後に，

献血に対するポジティブな意見（e.g.,「献血に時間を使うことは，価値がある」）に対する態

度を尋ねることで，献血意図の活性化を操作した。その結果，献血に対する意見を予測の前に

尋ねられ，献血意図が活性化していた参加者の方が，予測の後に尋ねられた参加者に比べて，

献血に行くという予測が高かった。これらの結果は，将来の予測には，活性化している動機や

意図が影響を及ぼすことを示唆している。

これまで，将来の予測には，過去の類似した失敗経験や遂行上の障害といった情報は反映さ

れにくく，個人の動機や意図といった情報が反映されやすいことを述べてきた。このことを解

釈する枠組みは，大別して2つある（Dunning, 2007）。1つは，将来の予測には過去の失敗経験

や障害といったネガティブな情報は反映されにくいという解釈である。人は，将来のネガティ

ブな情報を軽視し，ポジティブな情報を過大視するために，楽観的な予測が生じやすい。もう
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1つは，将来の予測には過去の失敗経験などの具体的な情報は反映されにくく，動機や意図と

いった抽象的な情報が反映されやすいという解釈である。以下では，後者の立場から，楽観的

な予測の生起因についてさらに検討していく。

解釈レベル理論（Construal Level Theory）

解釈レベル理論は，心理的距離――時間的距離（temporal distance），空間的距離（spatial

distance），社会的距離（social distance），仮想性（hypotheticality）――と解釈に関する包括

的理論である（Trope & Liberman, 2003; Liberman, Trope, & Stephan, 2007）。解釈レベル理論

によれば，ターゲット情報の解釈の仕方は，心理的距離に依存する。すなわち，ターゲット情

報は，心理的距離が近い場合には具体的に，遠い場合には抽象的に解釈される。例えば，

Nussbaum, Liberman, & Trope（2006）は，テストに対する自信を回答する際，テストまでの

時間的距離によって用いられる情報が異なることを示している。具体的には，テストまでの時

間が近いと告げられた場合（15分後）にはテストの形式（e.g., 選択肢の数）などの具体的な情

報の影響がみられ，選択肢の数が少ないときの方が多いときよりも，テストに対する自信が高

かった。他方で，遠いと告げられた場合（1ヵ月後）には具体的な情報の影響はみられなかっ

た。このように，ターゲットに関する具体的な情報は，当該対象との時間的距離が近い場合に

考慮されやすく，時間的距離が遠い場合には考慮されにくい（cf. Shepperd, Sweeny, & Carroll,

2006）。

解釈レベル理論にもとづいて考えた場合，将来の予測が動機や意図といった抽象的な情報の

影響を受けやすいのは，予測する将来が遠い将来であるためだと考えることができる。実際，

Gilovich, Kerr, & Medvec（1993）は，参加者に，学期始め，あるいは試験当日に自分の成績を

予測させた。その結果，学期始めに成績を予測させた場合の方が予測は楽観的であった。この

ことは，課題の遂行までに時間がある場合に，よい成績をとりたいという動機を反映した予測

が行われやすくなることを示唆している（cf. Shepperd et al., 2006）。

これまでの議論から，将来の予測が楽観的になるのは，遂行までの時間的距離が遠い場合に，

動機や意図といった抽象的な情報を予測に反映させやすくなるためだと考えられる。また，さ

らに重要なことは，解釈レベル理論が想定する心理的距離は，あくまで主観的距離であるとい

うことである。Gilovich et al.（1993）の研究では，実際の時間的距離を問題としていたが，解

釈レベル理論によれば，その限りではない。すなわち，課題の遂行までの時間的距離が主観的

に遠い場合にも，予測は動機や意図を反映して楽観的になるだろう。

本研究の概要と仮説

以上の議論から，本研究では，主観的時間的距離（以下，時間的距離感）と意図が予測に及

ぼす影響を検討する。これまで，将来の予測には，動機や意図といった抽象的な情報を反映し
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やすく，具体的な情報が考慮されないため，楽観的になることが示されてきた（Dunning,

2007）。このような楽観的な予測は，解釈レベル理論によれば，ターゲットとなる将来までの

時間的距離が遠いために生じうる。いいかえれば，時間的距離が近い場合には，動機や意図と

いった抽象的な情報は反映されにくくなり，結果として予測は楽観的ではなくなるだろう。

この仮説について検討するために，本研究では，大学の講義科目の試験勉強に費やす時間に

関する予測を扱った。大学の試験の約1ヶ月前に，試験までの時間的距離感と試験勉強に対す

る意図，および試験勉強をどの程度行うかという予測に回答してもらった。勉強時間の予測は，

勉強意図が強いほど，長くなるだろう。ただし，この傾向は，試験までの時間的距離感が遠い

場合にのみ，みられるだろう。

方法

参加者 : 大学生127名（男性48名，女性79名; 平均年齢19.32歳）

手続きと材料 : 大学の講義内に，当該講義の試験に対する要望を聞くための調査であると説明

し，質問紙を配布した。質問紙の構成は，以下のとおりである。なお回答の際には，丁寧に読

んで，正直に回答するように求めた。

1）1ヵ月後に迫ったテストをどの程度近くに感じるかについて，2項目（1 : 非常に近くに感じ

る～7 : 非常に遠くに感じる，1 : まだまだ先のように感じる～7 : もうすぐそこのように感じ

る）7件法で回答を求めた。

2）今回の当該講義の試験にどのくらい時間をかけるつもりかを回答させた（回答形式は，○

時間○分）。

3）試験に対する意見について3項目7件法で尋ねた。このうちの1項目に，試験に対する勉強

意図が含まれていた（1 : 全然頑張るつもりはない～7 : 非常に頑張るつもりだ）。

4）試験に対する要望について，自由に記述させた。

5）最後に，情報処理の抽象度に関する個人差尺度である行動認識尺度（B e h a v i o r

Identification Form (BIF): Vallacher & Wegner, 1989 ; 翻訳版として原島，2009）に回答させた。

なお，本論文では，この尺度に関する分析結果については割愛する。

結果

本研究の仮説は，試験勉強に対する意図が強いほど，試験勉強に費やす時間の予測が多くな

るが，この傾向は試験までの時間的距離感が遠い場合にのみ，みられるというものであった。

この仮説を検討するために，以下の分析を行った。

まず試験までの時間的距離感に関する2項目を合算平均化した（ r（119）=.92, p < .01）。また
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この時間的距離感に関する項目と勉強意図に関する1項目をそれぞれセンタリングした（時間

的距離感 : M = 3.32, SD = 1.53 ; 勉強意図 : M = 5.65, SD = .97）。

続けて，センタリングした時間的距離感と勉強意図，およびその積の項を説明変数，試験勉

強にかける時間（時間単位に変換したもの）を基準変数とした重回帰分析を行った。その結果，

時間的距離感と勉強意図の交互作用効果のみが有意であった（B = .53, t = 2.07, p < .05; Fig. 1）。

この交互作用を解釈するために，時間的距離感の平均値±1SDの時点での勉強意図の効果を

simple slope analysisにより検定した。その結果，テストまでの時間的距離感を遠くに感じてい

た参加者は，勉強意図が強い方が（予測値= 5.98時間）の方が弱い場合（予測値=2.97時間）に

比べて，勉強時間を有意に多く見積もっていた（B = 1.54, t = 2.47, p < .05）。他方で，時間的距

離感を近くに感じていた参加者は，勉強意図が強い場合でも（予測値=4.35時間）弱い場合（予測

値=4.71時間）でも，勉強時間の予測に有意な差はみられなかった（B =－.07, t = .12, ns.）。

考察

本研究の結果，試験勉強時間の量は，勉強意図が強い参加者ほど多く見積もっていたが，そ

の傾向は試験までの時間的距離感が遠い場合にのみ，みられた。この結果は，本研究の仮説を

支持していた。

これまで将来の予測をする際に，人は自分自身のもつ動機や意図を反映させやすい一方で，
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Fig. 1. Prediction of amount of study time as function of temporal distance
and studying intention. Near future is one standard deviation below the
mean, and distant future is one standard deviation above the mean.



過去の失敗経験や将来起こりうる障害を考慮できないため，予測がしばしば楽観的になること

が指摘されてきた（Buehler et al., 1994; 村田他, 2007）。本研究では，そのような理由の1つと

して，情報の抽象度に着目した。すなわち，人は遠い将来の予測をする際に，動機や意図とい

った抽象的な情報を重視しやすいことが考えられた。解釈レベル理論（Trope & Liberman,

2003; Liberman et al., 2007）によれば，私たちはターゲットに対する心理的距離によって，用

いる情報が異なり，心理的距離が遠いほど抽象的な情報を用いやすい（Nussbaum et al., 2006）。

このことから，予測する将来が遠い場合には，先行研究と同様，動機や意図を反映した楽観的

な予測が生じるが，近い場合にはそのような予測が生じないことが予測された。本研究の結果

は，この予測を支持するものであった。

予測に関する研究は，これまで，将来を一義的に捉えてきて，将来までの時間的距離を考慮

した研究は限られていた。それに加えて，実際の時間的距離の影響を検討したものはいくつか

あるものの（Gilovich et al., 1993），主観的な時間感覚である時間的距離感の影響を検討したも

のはほとんどない。本研究は，実際の時間的距離を試験の約1ヶ月前に統一して，実際の時間

的距離が同じであっても時間的距離感が異なる場合には，予測が異り得ることを示した。この

ことは，時間的距離感が情報の重み付け（具体的な情報を重視するか，抽象的な情報を重視す

るか）に重要な影響を及ぼすことを示唆している。

このように本研究には一定の意義があるものの，限界もある。第1に，本研究は相関研究で

あり，時間的距離感，意図，予測の間に本研究で想定したような因果関係があることを保証す

るものではない。とくに，本研究では勉強時間を予測させた後に勉強意図を尋ねているために，

因果関係が逆になっている（勉強時間をたくさん見積もったということは，勉強をする気があ

るのだろうと推測した）ことも十分に考えられる。そのため，時間的距離感や意図を操作した

研究を行う必要がある。

第2に，上記の問題と関連して，時間的距離感の源泉が不明確なことがあげられる。本研究

では，試験の約1ヶ月前に試験までの時間的距離感について尋ねたが，時間的距離感が何に規

定されているか定かではない。例えば，勉強を意図が強いために，自分がその意図どおりに勉

強できるよう，試験までの残された時間的距離感を多く見積もった可能性も考えられる。ただ

し，本研究に限っていえば，勉強意図と時間的距離感の相関がなかったために（ r（119）

=－.07, ns.），この可能性は排除できる。しかしながら，上記のようなプロセスも考えられるた

め，時間的距離感を規定する要因は今後も検討が必要であろう。

第3に，本研究では時間的距離感が遠い場合には抽象的な情報が用いられやすいという解釈

レベル理論の知見にもとづいて検討を行った。しかしながら，時間的距離感が近い場合に具体

的な情報が用いられやすいかどうかは本研究では検討できていない。そのため，今後は過去の

失敗経験や将来の障害を想起させることなどして，その効果が時間的距離感が近い場合にのみ

影響を及ぼすかを検討する必要があるだろう。
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最後に，本研究では，勉強意図が勉強時間の予測に影響を及ぼすことは示したものの，予測

した勉強時間の多いことが本当に楽観的なことであるかどうかは明らかではない。この点につ

いては，計画錯誤の研究のように実際の遂行時間と予測を比較するなどして，改めて検討する

必要があるだろう。

結語

私たちは，幸せになりたいと思えば思うほど，そしてその思い描く将来が遠ければ遠いほど，

本当に幸せになれる気がするのかもしれない。しかし，遠い将来にばかり思いをはせて，いつ

かは幸せになれると考えていては，目の前にある大きな障害にすら気づかず，結局幸せになる

ことはできないのかもしれない。
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