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「擬似内発的動機づけ」の概念化可能性 を探る
一 自律 的動機 づ け形 成 の デ ユ ア ル プ ロセ ス モ デ ル構 築 ―
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This paper outlined SeliDeterrnination Theory(SDT)consisting of several rnini theories,
especially organismic integratlon theory,basic psychologcal needs theory and goal contents
theory, and discussed some problems about the deinitlons of intrinsic/extrinsic motivation,
and the discontinuity between integrated regtllation and intrinsic regulation ln」
t、vo―

apan,the

dimensional model of mOtivation has been established in which one dimension is

autonomy― heterOnomy and the otherヽ goal means The second quadrant(heterOnomy‐ goal)
is

quasi htrinsic mOtivatlon"that has not been recognized in SDT This paper suggested the

new version of two‐ dimensional classiflcation of motivational model, called
ヽlodel

Dual Process

for Autonomous ヽlotivation'', including integrated regulation as highest type of

autonomous motivation, and t、 vo types Of quasi‐ intrinsic regulations (arOused by other/

oneself)This dual prOcess from heterOnOmous/controlled mot市 ation to autonomous
motivation means that the internalization of task―

values occurs siFnultaneously v′ ith the

development of interest(irom situaiOnal interest to individual interest)

1

はじめに

教育心理学 の研究では この数十年 にわた つて,知 的好奇心 を土台 として学習す ることそれ自
体が 目的 とな ってい るような意欲 ,す なわち内発的動機 づ け (intrhsic motivaton)が 望 ま し
い と言 われて きた。一方 で, この概念 が 日本 で紹介 され た当初か ら,内 発的動機づ け と本人が
思 い込んでいて も実際には外発的動機 づ けになってい るような事例等へ の懸念が「擬似内発的
動機 づ け」 とい つた表現 によって示 されて きた (波 多野 稲垣 ,1971:速 水 ,1998)。 しか し
なが ら, こう した指摘が継続的 に議論 されるには至 らず,概 念 的にも精級化 されない まま今 日
に至 ってい る。
そ こで本論 では,内 発的動機 づ け研究 の領域 におい て世界的 に最 も主要 な理論 となってい る
自己決定理論 (Sel̲Determination Theory SDT)の 枠組 み をもとに しつつ,我 が国の論考 に
おい て示 されて きた内発的動機 づ けへ の懸念 を整理する とともに,興 味や価値 に関す る研究 の
知見 を敷行 しなが ら,「 擬似内発的動機 づけ」 の概念 を精緻化 したい。その際 ,先 行研究 にお
点か ら積極
いて指摘 されて きた懸念′
点のみな らず,擬 似 内発的動機 づ けが発達的 ・教育的な観′
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的な意味 を持 つ可能性 について も理論的に検討す る。そ して,内 発的動機 づ け と一部 の外発的
動機 づ け を包摂す る自律 的動機 づ け (autonOmous motlN7atlon)形 成 のプロセス について,擬
似 内発的動機づ けの概念 を含 めたモデルの構築 を試み,今 後 の動機づ け研究 の方向性 を示 した
ν｀
。

2

自己決定理論の概要と問題点
動機 づ け研究 のメイ ンス トリー ムに位 置づ く自己決定理論 は,い くつ かの ミニ理論か ら構成

されてい る。 ここでは内発的動機 づ けあ るいは 自律的動機づ けの概念化 に直接関わる有機的統
合理論 と,内 発的 。自律的動機 づ けの形成条件 に関わる目標内容理論 お よび基本的欲求理論の
計 3つ の ミニ理論 を取 り上げる。

(1)有 機的統合理論
自己決定理論 の中 で比較的 よ く知 られてい るのが有機 的統合理論 (orgamsmic integration

theow)で あ る。町 an&Ded(2009)は ,相 対的 な自律性 の程度 に着 目し,最 も自律性 の低
い非動機 づ けか ら,中 間段階にあ る外発的動機 づ け,そ して最 も自律性 の高 い内発的動機づ け
まで を連続的 に描 いて い る (Figure l)。 外発的動機づ け と内発的動機 づ け は,学 習 が手段で
あ るか,学 習す ることそれ自体が 目的であ るかによつて区分 され,外 発的動機 づ けはさらに自
律性 の程度に よつて外的調整 か ら統合的調整 までの 4段 階に細分化 される。
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外 的調整 は,オ ペ ラ ン ト条件 づ けの よ うに外 的な随伴性 によって行動 が 規定 されて いる状態
で あ る。報酬 や罰 によって直接 的に行動が コン トロール されてい る段 階 で あ り,学 習者 に とっ

ては仕方なくやらされているとい う感覚が強い。次の取 り入れ的調整 は,外 的調整が内面化 さ
れ,や らなければならないとい う感覚で行動が生 じている状態である。直接的な賞罰によつて
コン トロールされるというよりは,罪 や恥 といつた感覚を回遊 した り, 自尊感情を高揚させた
りするために行動する段階 と言える。図の 3段 目に描かれているように,こ の外的調整 と取 り
入れ的調整の2つ の段階は統制的動機づけとして括 られ,次 の同一化的調整から統合的調整お
よび内発的調整 までを括って自律的動機づけとして描かれている。
自律的動機づけの入口に位置する同一化的調整は, 自分にとつての重要性や将来的な必要性
ヒが一層進 んで,学 習す
を認識 して学習に取 り組むような状態 を指す。すなわち,価 値の内面イ
ることを意識的に価値づけ,学 習者が自ら行動 していると感 じている段階である。その次に位
置する統合的調整は,学 習行動が自己の価値観 と首尾一貫 したものとして価値づけられ,学 習
す ることの価値が完全に内面化 されている状態 を指す。Ryan&Deci(2000)で は,最 も社会
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的価値 の内面化 が進んだ段階 として統合的調整 を描 き,様 々な価値や欲求 との新 しい調和 が も
た らされる ことによ り,複 数 の 同一化的調整 が完全 に自己に同化 される と述べ られている。
この記述 は,Erikson(1968)が 児童期 にお ける同一化 と青年期 の 同一性 (ア イデ ンテイテイ)
形成 の関係 について述べ てい る内容 を思 い起 こさせ る。Eriksonは ,児 童期 の 同一化 を単純 に
足 しただけでは,十 分 に機能す るパー ソナ リテイを形成す るには至 らない とし,同 一化 とい う
機構 の有効性 には限界がある と指摘 してい る。そ して,同 一性形成 は,児 童期 の 同一化 を選択
的に拒否 し,相 互に同化 し,新 しく配置 し直す ことか ら生 まれて くる と続け られてい る。 さら
に,青 年期 の最後 に定着 した確 定的 な同一性 とい うものは,過 去 の さまざまな人間に対す る
個 々の同一化 を超越する ものであ り,重 要 な意味 をもつ 同一化 をすべ て含 む と同時に,そ れ ら
を作 りかえることによつて, 1つ の合理的に首尾一貫 した独特の統 一体 を形成 してい ると結論
づ けられてい る。
この ように,有 機的統合理論 にお け る統合的調整 は,学 習者 の心理社会的発達にも関わる概
念 で あ り,青 年期 以降の学習者 において立ち現 れる動機 づ け像 として想定す るのが現実的であ
ると考えられる。 しか しなが ら, この統合的調整 の概念 は, 自己決定理論 の研究史的 に見 て後
か ら挿入 された段階で もあ り,質 問紙法 による測定尺 度 の開発 も極 めて少 な く,上 述 した よう
な概念の複雑 さか らも他 の調整段階 と同列 での測定が難 しいのが現状 であ る。 また,Ryan&
Deci(2009)は ,統 合的調整 について,様 々な′
点で内発的調整 と共通す る性質 を持 つ としなが
らも,興 味 を土台 として学習 それ 自体が 目的 となってい る内発的調整 とは異 な り, 自己 と統合
された価値 を実現す るための手段 として学習が位置づ け られてい る点で,あ くまで外発的動機
づ け として記述 してい る。ゆえに,有 機的統合理論 の枠組 み 自体 は,内 発的動機 づ け

(内 発的

調整)が 最 も自律的かつ最 も望 ましい ものとして広 く認識 されて きた従来 の流れの延長線 上に
ある と言 えるが,上 述 した ような青年期 における同一性形成 を考慮す るならば,内 発的調整 よ
りも統合的調整 の方が発達的 に後か ら生 じる段階 として位置づ けられ るべ きだ と考 えられる。
ゆえに,有 機的統合 理論 における この問題点 を考慮 した新たな理論的枠組みあるいはモ デルの
構築が必要 であ ろ う。

(2)基 本的欲求理論 と目標内容理論
自己決定理論 の 中 の ミニ理 論 の 1つ で あ る基 本 的欲 求理 論 (basic psychO10jc」 needs

theory)で は,自 律性 の欲求 (need for autonOmy),有 能 さ (コ ンピテ ンス)へ の欲求 (need
for cOmpetence),そ して関係性へ の欲求 (need for relatedness)の 3つ が基 本的 な心理的欲
求 として挙 げ られて い る (Ryan&Deci,2102)。 自律性へ の欲求 は,自 分 の行動 は自分 で決
めたい, 自ら行動 を起 こ したい とい う傾向性 で あ り, この欲求 の充足 を促進す る働 きかけは 自
律性支援 (atltonOmy sLlppOrt)と 呼 ばれ, 自己決定理論 にお け る中心的な概念の 1つ として
多 くの研究で取 り上 げ られてい る。有能 さへ の欲求 は,環 境 との効果的 な相互交渉 を求める傾
向性 で あ り,課 題 の 達成や熟達 に伴 う認知 と感情 を含 む概 念 と して捉 え られ る。 古 くは
White(1963)と Erikson(1950/19631964)が コンピテ ンスの概念 をめ ぐって相互 に引用す
,

るな ど,パ ー ソナリテ イ発達 と動機づ け をつ な ぐ概念 として も位置づ け られる。関係性へ の欲
求 は,他 者 と関わつて社会 と結 びつ きたい とい う傾向性 のことで あ り,研 究史的 には他の 2つ
の欲求 よ りも後 か ら注 目されるようにな った ものである。前項 の有機的統合理論 に描 かれてい
た 自律性 の程度 は,価 値 の内面化 の程度 と解釈 で きるが,こ れ ら 3つ の基本的な心理的欲求が
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満 たされることによつて,価 値 の内面化が促進 され,外 発的動機 づ けか ら内発的動機 づ けへ と
(有 機的統合理論 の図式 では左か ら右へ と)移 行す ると考 えられる。
そ して, もう 1つ の ミニ理論 として 目標内容理論 (goal∞ ntents theory)が注 目される。通
常 ,人 は複数 の領域 にお いて課題に取 り組 んでい るので,課 題 の数 だけ動機づ けが 存在す る (少
な くとも測定 され うる)が ,そ れ ら複数 の動機 づ け を説明す る上位概念 と して「 目標」 を位置
づ け,そ の内容 に着 目す るものであ る。Kasser&Ryan(1996)は ,学 習者が価値 を置い てい
る 目標 ,特 に将来 目標 あ るい は人生 目標

(価 e

goals)と い った そ の個人 の生 活全般 の 目標

(personal goals)を その内容か ら内発的 目標 (mtri

ic goホ )と 外発的 目標 (exttdc goals)

の 2つ に分類 した◇内発的 目標 としては, 自分 自身の成長 ,他 者 との関係形成, コ ミュニテイ
ヘ の貢献 とい つた内容 が挙 げられ,外 発 的 目標 としては,富 ,名 声 ,身 体的魅力 などの獲得が
挙 げ られてい る:Vmttee」dste,Lens,&Deci(2u16)は

,様 々な指標 との関連か ら内発的 目
標 の優位性 を示 し,例 えば,内 発的 目標 はウェル ビー イ ングと正の関連 を示すのに対 して,外
発的 目標 は負 の関連 を示す こと,内 発的 目標 と外発的 目標 の両方 の 目標 を同時 に持つ よ りも
,

内発的 目標 のみの方が学習成果や持続性 の面 で優 れてい ることな どを挙げてい る。主な知見 を
総合す る とFigure 2の ようにな り,端 的には,内 発的 目標 を持っ こ と,そ して外発 的 目標 は持
たないことが望 ましい と考 えられるが, これ らの知見 が実験的場面

(目

標内容 の教示 等)で 多

く得 られてい る点 には注意が必要であ り,両 方 の 目標 を同時に追求する必要 に追 られることも
あ ると思われる現実場面 でのさらなる検討 が期待 される。

内発的 目標 (Intrmslc goals)
コ
・ ミュニテ ィヘ の貢献
・

様 々な従属変数
・ 自律的動機 づ け

麟

・ 自己の成長
・つなが り (』■ at■ on)

・深 い水準の処理
・学習成果

外発的 目標 (∝ 籠郎 lc
・ 名声
。経済的成功
。身体的魅カ

goals)

・ 持続性 (特 に長期)
・ ウェル ビーイ ング

Figure 2内 発的・外発的目標の内容とその効果
Vansteё nkiste,Lens,&Deci(211116)を 参考に作成

(3)自 己決定理論をめ ぐる疑間
上述 した 3つ の ミニ理論 を俯厳す ると,以 前 か ら指摘 されて きた内発的動機 づ けの概念化 を
め ぐる問題点が明確 に浮かび上が って くる。内発的動機 づ けの研究史 を展望 した鹿毛 (1994)
による と,内 発的動機 づ け と外発的動機 づ けの概念区分 は曖味 であ り,複 数 の概念化が混在 し
てい る。最 も広 く受け入 れ られてい るのは,目 的性―手段性 による区分 であ り,学 習それ 自体
が 目的の場合 は内発 ,学 習が何 らかの 目的を達成する手段 となっている場合 は外発 として分類
す る考 え方である。同時に,自 律性 の程度によって,他 律的な場合 を外発 ,自 律 的な場合 を外
発 とす る区分 も有力 であ り,有 機的統合理論 では 目的性―手段性の軸 と自律性 の軸が平行 に扱

●じ
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われていることになる。
しか しなが ら,鹿 毛 (1994)に よると,そ もそ も2つ の概念化 は研究史的な出 自が異 なる も
の として描 かれてお り,鹿 毛 の展望以降 の 自己決定理論 の展開 も踏 まえると次 の ようにまとめ
ることがで きよう。 1つ めの 自律性 による概念化 は,人 格 心理学や社会的動機 づ け研究 に由来
す る ものであ り,価 値 の内面化や統合 ,パ ー ソナリテイ発達 に深 く関係 してい る。 日標内容理
論 における内発的 目標 は,コ ミュニテイヘ の貢献 をは じめ として社会的動機 づ け に関係する内
容 が含 まれてお り,内 発的動機 づ けのみな らず統合的調 整等 も含めた自律的動機 づ け とい う枠
組 みを重視 す る方向に展開 してい る ことは研究史的 に必然 とも言 える。それに対 して, 2つ め
の 目的性―手段性 による概念化 は,動 物 の探索行動や認知的動機 づ け研究 に由来す るものであ
り,興 味や好奇心 に関係 してい ると解釈す る ことが で きる。
よって,こ の 2つ の軸 については概念的に独立 の関係 にあるとの指摘がなされ てお り

(鹿 毛

,

1995;速 水 ,1998),有 機的統合 理論 の よ うに一 次元化 して描 くことには無理 がある と考 え ら
れる。典型的には,統 合的調整 と内発的調整 は,そ の間に外発 (手 段性 )と 内発 (目 的性 )の
区分線が引かれ,概 念的に不連続 なもの と捉 えて,統 合的調整が内発的調整 と同程度 かそれ以
上に自律的で あ ると想定す る必要があると考 えられ る。 こう した問題点を踏 まえるな らば, 2
つの概念化 の研究史的由来 を踏 まえた形 で二 次元的 に動機 づ け を捉 え,統 合的調整 と内発的調
整 の位置関係 について矛盾 を解消す るのが現実的であると考 えられる。

3

擬似内発的動機 づけの概念化 と自律的動機づけ形成のデュアルプ ロセスモデル

(1)二 次元的なモデルと擬似内発的動機 づけの登場
自己決定理論 の枠組 みを援用 しなが ら国内外 の動機 づ け研究 を俯厳 し,自 律 的動機 づ けの形
成 につい て論 じた速水 (1998)は ,自 律―他律 の軸 と 目的―手段 の軸 を直交 させた図式化 を行 つ
自律 的かつ 目的的に位置づ くのが完 全 なる内発的動機 づ け (内 発的調整 )で
他律 的かつ手段的 に位置づ くのが完全 なる外発的動機 づ け (外 的調整)と なる。そ して, 自律
た

(Figtlre 3)。

,

的かつ手段的 に位置す るのが ,有 機的統合理論 における取 り入れ的調整や同一化的調整 に相当
す る動機づ けであ る。ちなみに,統 合的調整 につい ては,当 時 まだその概念 が動機 づ け研究者
間に広 く浸透 してい なか ったため, この図の 中には描かれてい ない。
この速水 (1998)に よる図式 の特徴 は, 自己決定理論 の枠組 夕では存在 しなか った他律的か
つ 目的的の位置 (第 二象限)に 疑似 (擬 似)内 発的動機づ けが描かれた ことにある。速水 は,「 こ
こで他律的な内発的動機づ けは,疑 似内発的動機 づ け と呼 び,真 の 自律的な完全 なる内発的動
機 づ け と区別 したい」 (p l14)と 述べ ,自 分 で 日標 自体 を見出す 自律的動機 づ け (図 の右半分 )
との違 い を強調 してい る。すなわち,表 層的 なお もしろさに着 目する と一見内発的動機 づ けの
ようであ るが, 日標 自体 が他者か ら与 えられた固定的な ものであ る点では実際 は外発的動機 づ
け とい うことになる。そ して,一 定時間たてばそれに慣 れ飽 きて しまって,そ れ以上 に興味深
い課題が与 えられる ことを期待す るようになる危険性 にも言及 してい る。
ここで留意 してお きたいのは,「 疑似 内発的動機 づ け」 とい う用語が速水 (1998)で 初め て
使 われたわけではないことであ る。使用 してい る漢字 こそ異な るが,波 多野・稲垣 (1971)が
「提似的な内発性 の社会的動機 づ け」 とい つた表現 で,ほ ぼ同様 の現象 を述べ てい る。具体的
には,擬 似的な内発的動機 づ けの強い子 どもの例 として,「 受験体制 のなかで,そ れ も受験 の
ため にしか役立 たない勉強 を,楽 しくつづ けてい け る子 ども」 (p168)を 挙 げ,認 知 的不協和
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理論 に基づ くと,ウ ソをつ くことの効用が小 さいほ ど,態 度 自体 の変化 は逆 に大 きくなること
を踏 まえて,「 本来疎外 されてい る労働や勉強 を,楽 しくや ってい るんだ と防衛的に思 い込ん
で しまい,そ れによつて不協和 を低減す る」 (p■ 69)こ とになる と警鐘 を鳴 らしてい る。

表層的なお も し
ろ さを与 えるこ
とか らくる疑似
内発的動機 づ け

完全なる
内発的
蟻 づけ

完全な る
構 的
動機 づ け

Figure 3 動機づけの二次元分類

(速 水,1998を 修正)

さて,国 内の文献 におい て「擬似 (疑似 )」 的な内発的動機 づ け とい った表現 が登 場す るのは
上述 した速水 (1998)と 波多野・稲垣 (1971)の 2篇 のみであ り,そ れ らを引用 した伊 田 (2008)

,

や伊田・乾 (2011)な どを含 めて も提似内発的動機づ けに関 しての議論 はほとんど見当たらな
いのが現状 である。 また,国 外 の文献に目を向けて も,擬 似内発的動機 づ けの訳語 として想定
しうる つseudO‐ intrinsic mouva

n", ̀quasiintrmslc moivaion",

あ るい は assurnedintrm」 c

mOtivatlon"と い った表現 を用 い てい る論文等 は極めて稀 で あ る。例 えば,心 理学 文献 デー タ

ベ ー ス PsycINFOに よる と,2013年 までの記事 の 中で 1件 (Morg読 &Trauth,2013)の み
assume■ "が 使 われてい た。二般 に公 開されてい る学会発表等 の 中では
用 い てい

,"quasi"を
る研究例が 1件 (Ru」血お,2013)見 られたが,内 面化 された外発的動機 づ け (同 一化的調整

や統合 的調整)を 意味する もの として用 い られていた。 さらに,"pseudo‐ "に ついて も海外 の

学位論文上で用いられている例 はあるが,学 術用語 として必ず しも定着 しているとは言えない
状況にあ り,表 記のゆれ (疑 似 と擬似)や 英訳可能性,そ して概念定義や研究の方向性を含め
て以下に整理を試みたい。

(2)本 研究における「擬似内発的動機 づけ」 の概念化
ここで, 日本語表記 について整理 してお きたい。速水 (1998)の 用 いてい る「疑似」 と波多
野 :稲 垣 (1971)が 用 いてい る「擬似Jは ,特 段区別 されるものではないか もしれないが,教
師 をは じめ とする指導者側が,あ るい は学習者 自身が方略 と して意図的に「表層的 なお もしろ
さ」 を用 い る可能性 もあると考 え,本 論 にお ける以降 の議論 では,能 動的な意味 を含 めて考 え
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やすい「擬似内発的動機 づ け」 の表記 を用 い る ことにす る。
英語表記 について も,上 述 したように定 まった ものが見 られない。上述 した速水 (1998)と
波多野・稲垣 (1971)は ,擬 似 内発的動機 づ けの問題点や危険性 を強調 してい るので,そ のよ
・
うな意味では,見 せか けの内発的動機 づ け を意味す る assulned m」 ic mouvaton",ぁ るい
は偽物 の 内発的動機 づ け とい う意味 になる pseudo‐ intnnslc mouvatOn"が よ り適切か もしれ
ない。ただ,本 研究 では,擬 似内発的動機 づ けが発達や教育 の文脈 において積極的な意味 を持
つ可能性 につい て も検討 した い と考 え,内 発 的動機 づ けに準 じる もの とい う意味 で quad‐
intrinsic motlvttbピ を用 い ることに したい。

さて,こ れまでの理論的な検討 を総合 して,本 研究 として擬似内発的動機 づ けの定義 を整理
してお きたい。速水 (1998)が 述べ てい る「表層的 なお もしろさ」は,内 発的動機 づ けの よう
な学習内容それ自体 に由来す るお もしろさではな く,学 習内容 とは関連 の薄 い (あ るい は無関
係 な)刺 激 によるお もしろさと考 えられる。また,Figure 3の ような二 次元的な理解 に基づ く
ならば, 自律性 の程度が高 くはなvヽ ことが挙げ られるが,表 層的 なお もしろさが他者か ら与 え
られるのか,そ れ とも自分か ら作 り出す のかによって幅があ ると考 えられる。 よって,本 研究
では,擬 似内発的動機 づ けの概念 を「学習内容 との関連が薄い

(あ

るい は無関係 な)表 層的な

お もしろさに よって生 じる動機 づ けJと して定義 し,そ の表層的 なお もしろさを他者が与 える
場合 を「他者喚起型擬似内発的動機 づ けJ,学 習者 自身が作 り出す場合 を「 自己喚起型擬似内
発的動機 づ け」 と呼ぶ ことに したい。

(3)擬 似内発的動機 づけの二面性
他者喚起型擬似内発的動機 づ け と自己喚起型擬似内発的動機 づ けは,字 面 だけ見れ ば前者 が
他律的で後者が 自律 的である ように見えるか もしれない。 しか しなが ら,本 論 では, どちらも
自律性 の程度には幅があ ると考 え, どち らが よ り望 ましいか とい うことをアプリオリに決め る
ことな く,そ れぞれに肯 定面 と否定面があると考 えて議論 してお きたい。
まず,他 者喚起型擬似内発的動機 づ けの肯定面 として,指 導者側 の創意工 夫 によって学習者
に表層的 な興味 関心 を持 たせ,そ れを導入 として後 に自律的動機 づ けへ と移行す る機会 を得
やす くす る ことが挙げ られる。現象 としては学習者 が教師 に楽 しませて もらっているとい う受
動的な姿 で しかないか もしれないが,岡 田 (2009)が 論 じてい るように, 自律 の前段 として他
律が必要 とい う発想 に立つ ならば,極 めて教育的な営 みであると言 えよう。一方,否 定面 とし
ては,速水 (1998)が 指摘す るよ うに,指 導者側 の工夫 によって興味・ 関心が喚起 されなか っ
た場合 に学習行動 が続 かな くなるおそれがある こと,指 導者側 の工夫 に依 存す る姿勢 を作 り出
して しまい 自律的な学習へ と移行 しづ らくなるおそれな どが考 えられる。
次に, 自己喚起型擬似内発的動機 づ けの肯定面 としては,同 一化的調整等 の比較的自律 的な
動機 づ けで学習活動 に取 り組 んでい る中で何 らかの困難 に直面 した際,そ こで 中断 放棄す る
ことを避け,学 習活動 をより長 く持続 させることに寄与す る可 能性 が期待 される。学習者 自ら
表層的 なお もしろさを作 り出 し 自らの学習行動 を維持す る営 みは, 自己調整学習 にお いて見

=

られる自己動機づ け方略 (伊 藤,2009)と して捉 えることがで きよ う。一方 ,否 定面 としては
波多野・稲垣 (1971)が 指摘す るよ うな認知的不協和 による態度変容 ,す なわち本来は楽 しく
,

なか った活動 を楽 しい と防衛的に思 い込む ような自己疎外が考 えられる。 これは,近 年 におけ
る「感情労働」や「ゲ ー ミフィケ ーシ ョン」 をめ ぐる議論 で しば しば指摘 される「や りが いの
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搾取 J(阿 部,2006)に も重なるように思われ, 自己喚起型 とい うよ りは雇用環境 を作 る側 に
よる他者喚起 型擬似内発的動機づ けの否定面 となる場合 もあるだろ う。
本論 では十分な紙数 を割 くことがで きないが,感 情労働やゲー ミフィケー シ ヨンの議論 にお
い て も,上 述 した擬似内発的動機づ け と同様 の二面性 について論 じられることがある。感情労
働 について,伊 佐 (2009)は , 自律的な教師がス トラテジー として感情労働 を用 いてい る可能
性 に言及 しつつ,そ の自律性が阻害 される環境 に置かれた場合 には負担が大 きくなるおそれ も
ある と述べ てい る。また,ゲ ー ミフイケー シ ョンについて,Werbach&Hunter(2012)は
,

外部 (消 費者 )向 けのゲー ミフィケー シ ヨンならば参加者 はいつで もプ レー をやめ られるのに
対 して,内 部 (従 業員)向 けのゲニ ミフイケ ーシ ヨンでは無意識 の うちに隷属状態 にさせて し
ま う懸念 な ど,倫 理的・法的リス クがあることにも言及 してい る。学習場面 に置 き換 えるなら
ば,学 習者 を消費者 として見るか,そ れ とも知 の生産者 として見 るかによって議論 が変 わつて
くるよ うにも思われる。いずれに して も,感 情労働 やゲー ミフィケ ーシ ヨンは,動 機づ け研究
の応用領域 に含 まれる と考 えられ,擬 似内発的動機 づ け研究 の今後 の展開 にお いて理論的な関
係 をさらに整理す る必要があるだろ う。

4

自律的動機づけ形成のデュアルプロセスモデルの構築

(l)興 味 と価値に着 目 した新たな二次元モデル
ここで,上 述 した自己決定理論 (特 に有機的統合理論 にお け る統合的調整)お よび 自律―他
律 と目的―手段 による二次元モデル,そ して擬似内発的動機 づ け (他 者喚起型 と自己喚起型
,

それぞれの肯定面 と否定面)を 包括的に整理 し,「 自律 的動機 づ け形成 のデ ュアルプ ロセスモ
デルJ(Figure 4)を 構築す る。
基礎 となってい るのは,速 水 (1998)に よる二次元 モデルであ り,図 の横軸 には 自律―他律
の次元 ,縦 軸 には目的性―手段性 の次元 をそのまま用 いてい る。その上で, 目的性―手段性 の
意味す る内容 をよ り具体的 に示 す ために,興 味 の発達段階 につ い て論 じてい るI■ dl&A皿 ey

(2008)に よる状況的興味 (sltu面 clnal interest)と 個人的興味 ∈d宙 dual hteresOの 区別 を
対応 させた。Hidiら によると,状 況的興味が環境要因による一時的な興味 であ るのに対 して
,

個人的興味 は学習内容等 に関す る知識 に価値 づ け を行 うことで生 じ,状 況的興味 か ら個人的興
味へ と発達す る方向性が示 されてい る。 この うち,個 人的興味については,有 機 的統合理論が
論 じてい る価値 の内面化 に対応す ると考 えられ,図 の下部に左か ら統制的動機 づ けであ る外的
調整 と取 り入れ的調整 ,右 に自律的動機づ けであ る同二化的調整 と統合的調整 を配置 した。 ま
た,図 の上 部 に位置す る目的性 につい ては,一 時的あ るい は瞬間的にその都度 の感情が関係す
る状 況的興味 を対応 させ ,擬 似内発的動機 づ けお よび内発的動機 づ け を配置 し,下 部 の各調整
段 階 と名称 を揃 えて,他 者喚起型擬似 内発的調整 , 自己喚起型擬似 内発的調整 ,内 発的調整 と
表記 した。
ちなみに, 自己決定理論 を援用 してい る Vttlerand&Ratelle(2002)は , 3つ の水準 か ら成
る動機 づ けの階層構造を描 いた。具体的 には,パ ー ソナリティとしての動機 づ け を意味す る全
体 的水準 (globa1/personalty Lvの

,学 習,余 暇,仕 事 などの具体的 な生活領域 にお け る動機

づ け を意味す る文脈的水準 (contextual level),そ して各生活領域

(Ⅲ e

dOmams)に おける個

別具体的な場面や瞬間における動機づ けの状態 を意味する状況的水準 (situa歯 ¨ l level)の 3
水準が設定 されてい る。 この階層構造 モ デルに当てはめるならば,擬 似内発的動機 づ けの概念
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は,状 況的水準 と関 わ りが深 い ように思われる。す なわち,そ の瞬間 にお け る状況的興味 の喚
起や行動 の維持 に焦点づ け られてい る。一方 で,価 値 の内面化 に関わ りが深 いのは文脈的水準
さらには全体的水準 であ り,持 続的 な個人的興味 の形成がそ こに含 まれると言えるだろう。

本研究 が想定 す る
デ ュアル プ ロセス
(一 進 一 退・ 紆余 曲抑

自己喚起 型
擬似 内発的調整
(方略使用による
楽しさ
できる喜び 詢力惑)

剛
罐¨
¨

他 者喚起 型
擬 似 内発 的調 整
(他者が用意した楽しき
参加の楽しさ 刺Ю

状況的興 味 =一 時的 :表 層的刺激 か ら課題 内容 ヘ

Con●olled IIotlvatlon ̲

個人的興味 =持 続的 :課 題価値 の内面化

Figure 4自 律的動機づけ形成のデュアルプロセスモデル
(速 水,1998お よび伊田 乾,2011を もとに作成)

さて, ここで統合的調整 の位置づ けについ て議論 してお きたい。Ryan&Deci(2009)に よ
る有機的統合理論では,統 合的調整 の右側 に内発的調整が描かれてい たが,そ の間には外発的
ヽ
動機 づ け (手 段性)と 内発的動機 づ け (目 的性 )を 区分す る線が3ビ れていた。す なわち,速
水 (1998)の ように二次元化す ると,手 段的である統合的調整 は図の下部に, 目的的で あ る内
発的調整 は図の上 部 に位置づ け られることになる。 ところが,Figure 3に は当時まだ概念 とし
て浸透 してい なか った統合的調整が描かれず ,二 次元 モデルにおける統合的調整 の位置づ けに
ついてはその後 も議論が深 まってい なか った。 ここで本論 の前半部 において有機的統合理論 の
概略 を述べ る中で言及 した Ryan&Deci(2000)お よび Erikson(1968)に 立 ち返る と,統 合
とは単 にそれまでの 同一化 の総和 ではな く,む しろ総和以上の何 かが立ち現 れる ことを意味 し

ているように思われる。ゆえに,状 況的興味 と個人的興味の統合 という意味 を含めて,ま た
Vallerand&Ratelle(2002)の 言う全体的水準に相当す る可能性 を表現するために,上 部 と下
,

部 を貫いて自律的動機づけの要 となるよう統合的調整 を描 くことにした。
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(2)デ ュアルプロセスモデルの課題と応用可能性
以上のような議論 を踏まえて,Figure 4が示す 自律的動機づけ形成のデユアルプロセスモデ
ルについて,今 後 の研究課題 と応用可能性についてまとめてみたい。 1つ には,図 の中央部を
左から右へ蛇行 しながら示 されている「デュアルプロセス」 について,ま だ仮説段階にあり
質問紙法 による調査やケーススタデイを通 して検証する必要があるだろう。例えば,価 値の内
,

面化プロセスと興味の深化プロセスが同時並行的に展開されるとい う仮定が妥当か どうかの検
証 をはじめ,価 値の内面化プロセスにおいて複数の調整プロセスが同時に使用される場合があ
りうる (岡 田 。中谷,2006)の と同様に,興 味の深化 プロセスにおいても複数の調整 プロセス
が同時発生す ることを想定すべ きかもしれない。図では, 自律 の方向へ進む形で 1本 の蛇行線
を描いているが,実 際には一進一退やさらなる紆余曲折があるものと思われる。いずれにして
も,興 味の深化 を伴わないような価値の内面化,あ るいは価値の内面化なき興味の深化は考え
に くい ということ,そ して興味の深化 と価値の内面化が相補的な役割を果たしている可能性 な
どについて議論を深めなければならないだろう。

2つ めには,本 論で整理 しきれなかった目標内容理論や基本的欲求理論など, 自己決定理論
全体の中でデュアルプロセスモデルのような二次元的理解が,有 機的統合理論のような一次元
的理解 よりも理論的な整合性に優れているのかどうかを追究する必要があるだろう。教育学者
の岡田 (21D4)は ,「 愛着が加 わつた場合 には,大 人 と子 どもとい う落差 にもかかわらず同一
化 を引き起 こし,相 手の判断をわが判断 とし得 るのである。 これは往 々にして他律の一言で片
付けられることの多い現象であるが, 自律の敵対物 と考えるのではなく, 自律 の前提 としての
世界 の構造化 のための要素蓄積 を可能にする機序 として理解することが重要である」 (p165)
と記 している。擬似内発的動機づけが価値の内面化を促 し,学 習者 を自律へ と導 く潤滑油 とし
て機能する可能性があると読み替 えることができそうであるが,基 本的欲求理論の視点から考
えるならば,愛 着 とい う要素が単に関係性への欲求 につながるだけではな く, 自律性への欲求
や有能さへの欲求の充足 とどのように関わるのかについて,学 習場面 における動機づけを例に
検証する必要があるだろう。
さて, 自律的動機づけ形成のデュアルプロセスモデルの実践的な応用可能性 としては,他 者
と学ぶことが,関 係性への欲求 を満たす中で,擬 似内発的動機づけの喚起 にとどまらず,学 習
それ自体を促進する内発的動機づけにつながる可能性 も考えられ,い わゆる「21世 紀型スキル」
の育成等 との関係についての議論 も望まれる。また,特 別支援教育においても擬似内発的動機
づけに関して興味深い事例が見 られる。例えば,教 材・教具の創作 と活用の工夫 により知的好
奇心 を引き出そうとする村上 ・赤木 (2011)の 実践例 は,擬 似内発的動機づけの喚起 と内発的
動機づけの喚起が同時に追求されているように見える。今後,イ ンクルーシブ教育あるいは共
生社会 といった理念お よび合理的配慮 といつた概念 を教育場面で実践 に生かす上で,興 味 と価
値に注 目する動機づけ理論の果たすべ き役割は大 きい と考えられる。
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