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本論文の主旨

集団内成員の助け合い，すなわち協力は，職場組織の発展 (Adler & Kwon, 2002; Cohen &
Prusak, 2001; Nahapiet & Goshal, 1998) や，地域の福利厚生 (Coleman, 1988; 稲葉, 2011;
Putnam, 2000) など，さまざまな文脈において重要である。こうした人々のつながりが個人
や集団にもたらす利益は，社会関係資本 (social capital) と呼ばれ，近年重要視されている。
個々人は，こうしたつながりを通して，情報や物資を他者と交換し，双方の利益を最大化
しているのである。本研究では，個人が他者に協力し，また他者から返報を受けるという，
社会的交換を規定する個人内の要因について検討する。
社会的交換は，二者が協力すれば全体の利益の総和を最大化できるが，一方が裏切れば
他方の個人は搾取されるという，社会的ジレンマの構造を含む。つまり個人は，他者に協
力するコスト，被搾取のリスク，そして相互協力によってもたらされる利益を総合的に考
慮し，意思決定を行う必要がある。社会的交換における利益とコストの認知には，行為者
の自己制御の指針である制御焦点 (regulatory focus; Higgins, 1997; 1998) が関与すると予測
される。本研究では，行為者の制御焦点が社会的交換にいかなる影響を及ぼすのかを検討
する。
本論文は，6 つの章から構成される。
第 1 章では，制御焦点の特性についてレビューを行い，制御焦点が社会的交換に与える
影響について仮説を立てた。第 2 章の研究 1 では，社会的交換におけるもっとも単純化さ
れた協力のモデルとして，利得構造を参加者に明示した囚人のジレンマ課題を用い，参加
者の制御焦点が協力への選好に与える影響を検討した。第 3 章の研究 2 では，返報の相手
を限定しない一般交換のモデルを想定し，個人の制御焦点が集団内の不遇な他者に対する
寄付（向社会的行動）の意思決定に与える影響を検討した。第 4 章の研究 3 では，生態学
的妥当性の検証のため，社会人を対象にした調査を行い，従業員の制御焦点が職場での他
者援助に及ぼす影響を検討した。第 5 章の研究 4 では，公共財のモデルの検討のために，
企業組織における目標管理制度を援用し，職務成果に対する報酬の認知（促進焦点的動機
づけ）とプレッシャー（予防焦点的動機づけ）が，成果査定に関与しない隙間仕事（e.g., 組
織市民行動）の遂行に及ぼす影響を検討した。第 6 章では，4 つの研究の知見を統括し，本
論文の意義や今後の展望について議論した。
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第1章

序論：研究の理論的背景

5

本研究は，行為者の制御焦点と，集団内での協力への選好の関連を検討する。第 1 章で
は，まず協力と制御焦点の理論的背景をまとめ，それぞれがどのように結びつきうるかを
概観する。

社会的交換の理論的背景

人々の協力と社会的交換
集団内の助け合いは，職場組織の発展(Adler & Kwon, 2002; Cohen & Prusak, 2001; Nahapiet
& Goshal, 1998) や，地域の福利厚生 (Coleman, 1988; 稲葉, 2011; Putnam, 2000) など，さま
ざまな文脈において重要である。こうした人々のつながりが個人や集団にもたらす利益は，
社会関係資本 (social capital) と呼ばれ，近年重要視されている。社会関係資本とは人々の間
の協調的な行動を促す「信頼」
「互酬性の規範」
「ネットワーク（絆）」を指すとされ (稲葉,
2011)，集団全体で一つの目標に向かう結束力を生んだり，個人間の物資や情報，技術等の
社会的交換 (social exchange) を可能にしたりするものである。
近代産業組織においても，社会関係資本への関心が高まっている。Cohen & Prusak (2001)
は，企業組織における業務内容の複雑さに伴い，従業員が自身の職務を遂行するために必
要な知識を個人レベルで全て知りえた時代は過ぎ去ってしまったと論じた。情報量が増大
し業務が複雑になる中で，いわゆる「個人の天才」は機能しなくなってきており，従業員
は限界をもつ個人としての知識量を補い高めるために，異なる知識を持つ個人で構成され
た社会的ネットワークに所属し，そこから利益を受ける必要があると主張した。実際に，
多くの先行研究において，従業員同士の相互援助関係や協力関係が，職場や組織の生産性
を向上させることが明らかとなっている (Podsakoff, Whiting, Podsakoff, & Blume, 2009)。職
務の複雑化した近代産業組織においては，個々の従業員が各自の職務を高い水準で遂行す
るために，他の従業員との協力は欠かせないものとなっている。
本研究では，個人が他者に協力し，また他者から返報を受けることで双方の利益を高め
る，社会的交換を規定する個人内の要因について検討する。また本研究の知見を産業組織
での従業員間の協力関係の強化へと適用し，組織の生産性向上への応用可能性を検討する。
そもそも，なぜ個人は助け合うのだろうか。社会的交換理論 (e.g., Gouldner, 1960; Homans,
1958; Thibault & Kelley, 1959) は，個人間の相互作用を，情報や物資の交換という観点から
とらえている。ある個人がコスト c を負って，他者に利益 b を送ったとき (このとき 0 < c <
b)，相手もまたコスト c を負って利益 b を返報してくれれば，互いに b － c の純利益 (net
benefit) を得ることができる。Trivers (1971) は，こうした将来の返報を通して自身の適応を
6

高めるために他者を利する行為を，互恵的利他主義 (reciprocal altruism) と呼んだ。こうし
た互恵関係の価値は，送り手と受け手の間で異なるコスト／利益の比に依存しており，利
他行為の受け手にとっての利益が，与え手にとってのコストを上回る際に生じる。人間に
おける互恵的利他主義は，例えば (1) 危機における援助，(2) 食べ物の共有，(3) 傷病者や
老若年者への援助，(4) 道具の共有，(5) 知識の共有のような行動にみられる。いずれも，
与え手にとってのコストは低く，受け手にとっての利益は大きいという基準を満たすこと
が多い。
しかし，他者から利益を受け取って返報を行わない者の存在によって，互恵関係は脅か
される。自身がコストを負って他者を利しても，相手が返報をしてくれなければ，行為者
は－c のコストを負う一方で，相手は b の利益を得ることになり，行為者は相手に搾取され
ることになる。したがって社会的交換は，他者の選択と自身の選択の組み合わせによって
自身のアウトカムが決定するという，他者との相互依存関係を含んでおり (Blau, 1964)，こ
の構造は社会的ジレンマの図式で表される。社会的ジレンマとは，(1) 個々人は，他者の選
択にかかわらず，協力を選択するより非協力的な選択をした方が当人にとってのペイオフ
が大きくなるが，(2) 全員が非協力を選択するより，全員が協力を選択する方が，全員が受
け取るペイオフの合計が大きくなるような状況のことである (Dawes, 1980)。このように，
自己と他者の選択とアウトカムが相互に依存する状況において，相互協力による共栄を志
向するか，自己の利益のみを追求するかといった選択の規定因については，これまで多く
の議論がなされてきた。次項ではまず，社会的交換の構造における，協力の生起要因につ
いて概観する。

限定交換と一般交換
社会的交換は 2 つの基本的形態に分類される。一つは，固定された二者間で起こる限定
交換 (restricted exchange) である。もう一つは，一般交換 (generalized exchange) と呼ばれる，
二者間の直接的な貢献・返報という一対一の対応が欠如した交換関係である (Ekeh, 1974)。
前者の社会的交換は直接互恵性 (direct reciprocity; DR) によって，後者は間接互恵性
(indirect reciprocity) によって成立する。
直接互恵性は固定された二者が繰り返し相互作用を行う場合に生じる。この場合，有効
な戦略の一つは，前回の相互作用における相手の選択を自身の選択に反映させる，しっぺ
返し戦略（tit-for-tat）である (Axelrod, 1984)。個人は過去の自身の選択が次回の相互作用に
影響を与えることを認識するため，将来の返報を期待して他者にコストを払う，すなわち
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協力をする可能性が高くなるのである。したがって，同じ相手との繰り返しの相互作用が
生じる可能性が高いほど，協力確率は高くなる (Rand & Nowak, 2013)。
間接互恵性は，固定化されていない二者間で発生する。近年では，間接互恵性をさらに
二種類に分類することが提唱されている (Stanca, 2009)。
間接互恵性の一つは，人物 A が人物 B に協力した時，次に第三者 C が A に協力するとい
う互恵性の形態であり，社会化間接互恵性 (socialized indirect reciprocity; SIR) と呼ばれる。
この現象は，繰り返し相互作用の生じうる集団内で発生し，「情けは人のためならず」とい
ったことわざで表現される。なぜこのような間接的な返報が生じるのかについては，Nowak
& Sigmund (2005) がまとめている。個人は，ワンショットの取引でもできるだけ高い利益
を得られるような戦略を用いる。その一つとして，自身と直接相互作用のあった相手のみ
ならず，第三者の行動をモニタリングし，評判 (e.g., ゴシップ) を形成する。そして，相手
が以前いかなる行動をとったかに依存して，協力すべきかを決定する（識別戦略）。この識
別戦略の効果によって， 他者に利することが第三者からの貢献の可能性を上げるのである。
具体的に言えば，個人 A は個人 B に貢献することで，協力的な人物としての評判を高める
ことができる。第三者 C はこうした A のポジティブな評判を聞きつけ，自分に返報がある
ことを期待して，A に協力する傾向がある (Wedekind & Milinski, 2000)。このように，行為
者は評判を介した間接互恵性が成立することを認識しており，評判が機能する状況では他
者に協力的にふるまう傾向がある (Engelmann & Fischbacher, 2009)。つまり SIR は，経済的
合理性の観点から成立する互恵関係であり，個人の適応性を高める社会的交換戦略の一つ
ととらえることができる。
もう一つの間接互恵性は，人物 A が人物 B に貢献した時，B が第三者 C に貢献するとい
う互恵性の形態であり，一般間接互恵性 (generalized indirect reciprocity; GIR) と呼ばれる。
これは，B が A から受けた恩を，A ではなく第三者である C に返報するといった現象であ
り，一般的に「恩送り」という言葉で表される。GIR は，高次の認知機能を有さないチンパ
ンジーや幼児においてもみられるが (Leimgruber, Ward, Widness, Norton, Olson, Gray, &
Santos, 2014)，SIR と異なり，進化的適応の観点からそのメカニズムを説明することについ
ては多くの議論がある。近年では，SIR と GIR の行使では神経基盤が異なることが示唆さ
れ，SIR の行使の際は，理論的な損得計算に関連する背側楔前部が活性化する一方で，GIR
の行使の際は，共感に関連する前頭皮質が活性化することが明らかになっている (Watanabe,
Takezawa, Nakawake, Kunimatsu, Yamasue, Nakamura, Miyashita, & Masuda, 2014)。
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互恵関係を支えるもの
限定交換，一般交換のいずれのケースにおいても，互恵関係の成立には，個人が短期的
なアウトカムより長期的なアウトカムに目を向け，
「自分は受け取るが，他者には与えない」
という選択への誘惑を断ち切るためのメカニズムが必要となる。近年，こうした互恵関係
を支える神経基盤の存在が示唆されている。例えば，Rilling, Gutman, Zeh, Pagnoni, Berns,
Kilts (2002) は，fMRI を用いて，連続型囚人のジレンマゲーム1の最中におけるプレイヤー
の脳活動を測定した。その結果，対人での相互協力が生起した時は，両腹側線条体，吻側
前帯状皮質，眼窩前頭皮質といった報酬系が活性化し，眼窩前頭皮質以外はコンピュータ
相手の非社会的ゲームでは活性化しなかった。また，金銭的には最も利得の大きい裏切り
の成功（相手は協力，自身は非協力）は，むしろ両腹側線条体の非活性化と関連していた。
Rilling らは，これらの報酬系の活性化は，社会的関係における互恵関係が有益 (rewarding)
であるとラベル付けされていることを示唆しており，このことが互恵関係を維持させる機
能を果たしている可能性について考察している。また，寄付行為は評判を高める向社会的
行動 (prosocial behavior) として知られているが (Benabou & Tirole, 2006; Harbaugh,1998;
Holländer, 1990)，実験参加者が観察者の目前で寄付を行った場合，観察者が不在で寄付を行
わなかった（潜在的に金銭を獲得した）場合と同様に，腹側線条体などの報酬系が活性化
することが示されている (Izuma, Saito, & Sadato, 2010)。寄付行為などの向社会的行動は，一
見コストを払って他者を利する行為であるが，評判を高めることで将来的な他者からの返
報可能性を高めるので，神経基盤上では潜在的な物質的報酬を得たのと同様に処理される
と考えられる。

1

連続型囚人のジレンマゲームは，相互的利他主義に基づく社会的関係をモデリングするた

めに広く用いられる。囚人のジレンマゲームでは，2 人のプレイヤーは，相手の選択とは独
立してそれぞれ協力 (C; Cooperation) もしくは非協力 (D; Defection) を選択することがで
きる。各プレイヤーにとって選択の結果の組み合わせは，自身も相手も協力 (CC)，自身は
非協力で相手は協力 (DC)，自身は協力で相手は非協力 (CD)，自身も相手も非協力 (DD) の
4 種類となり，各プレイヤーのペイオフは DC > CC > DD > CD かつ CC > (CD + DC)/2 を満
たす。繰り返しのないゲームの場合は常に非協力を選択する方がプレイヤーにとってペイ
オフの期待値が高くなるが，連続型ゲームの場合は相互協力の構築が長期的な利益の獲得
につながる (e.g., Axelrod, 1984)。
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制御焦点 (regulatory focus) が社会的交換に及ぼす影響

社会的交換に内在する社会的ジレンマにおいて，行為者は協力のコスト，相手に搾取さ
れるリスク，そして直接的・間接的返報による長期的な利益などを総合的に考慮し，協力
するか否かを決定している。社会的交換状況において，どのような情報に敏感になり，ど
のような戦略を選択するかは，行為者の自己制御の指針である制御焦点 (regulatory focus;
Higgins, 1997,1998) が影響を与えると考えられる。そこで本研究では，行為者の自己制御の
指針が社会的相互作用における戦略を決定するという観点から，制御焦点が社会的交換に
影響を及ぼす可能性を検討する。
制御焦点理論
自己制御とは，個人が志向する望ましい最終状態 (end-state) に近づくため，また望まし
くない最終状態に陥ることを避けるために，個人が自己の行動を制御することである。Gray
(1982) は，不快の回避のために自らの行動を抑制する行動抑制系 (behavioral inhabitation
system; BIS) と，快への接近のために行動を解発する行動賦活系 (behavioral activation
system; BAS) の 2 つの動機づけシステムを提唱した。Higgins (1997, 1998) は，こうした快
への接近および不快からの回避という快楽主義的 (hedonic) な動機づけのシステムは，根本
的に異なる欲求を満たす際には異なって機能すると指摘した。すなわち，個人の自己制御
の指針として，従来提唱されてきた快への接近と不快の回避という軸とともに，個人が志
向する望ましい最終状態のタイプの違いによる軸が存在するとし，望ましい最終状態のタ
イプによって個人がとる接近手段にも違いが生じるという，制御焦点理論 (regulatory focus
theory) を提唱した。たとえば，子どもは養育者に世話 (nurturance) をしてもらう欲求と，
自身の安全を確保する欲求をもつが，これらを満たすためには，それぞれ異なる自己制御
を行う必要がある。ある親子関係では，子どもが望ましい行動を取れば，親は褒美（キス
やハグをするなど）を与え，もし望ましい行動をとらなければ，褒美を取り上げるとする。
この場合，子どもは「褒美が存在する」という快への接近と，「褒美が存在しない」という
不快の回避に動機づけられた自己制御を行う。こうした自己制御においては，子どもは褒
美をもらえるような理想的な行動とは何かを考え，行動する必要がある。一方で，ある親
子関係では，子どもが望ましい行動を取らなかった時に，親は罰（大声で叱るなど）を与
え，もし望ましい行動をとれば，罰を与えないものとする。この場合，子どもは「罰が存
在する」という不快の回避と，
「罰が存在しない」という快への接近に動機づけられた自己
制御を行う。こうした自己制御では，子どもは罰を受けないために最低限果たすべき義務
となる行動とは何かを考え，行動する必要がある。つまり，快に接近し，不快を回避する
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という自己制御の指針は同じであるが，望ましい最終状態のタイプの違いによって，用い
る方略が変わるのである。
以上のように，Higgins (1997, 1998) は，個人が志向する望ましい最終状態として，これ
まで同一視されてきた「報酬の存在 (reward) 」と「罰の不在 (nonpunishment) 」を区別し，
どちらを志向しているかによって自己制御方略が異なることを主張した。制御焦点理論に
おいて，ポジティブな結果や利益の有無に基づく自己制御は促進焦点 (promotion focus) と
呼ばれ，ネガティブな結果や損失の有無に基づく自己制御は予防焦点 (prevention focus) と
呼ばれる。
2 つの制御焦点の持つ目標と方略が明らかに異なることは，周囲の環境に対する彼らの反
応や意思決定において見ることができる。Crowe & Higgins (1997) は，促進焦点と予防焦点
の異なる目標を，信号検出理論の用語を用いて説明している。まず，促進焦点の目標は hit
（信号があった時に，信号ありと正しく検出すること）を増やし，miss（信号があった時に，
信号なしと誤判断すること）を減らすことである。これを，熱望 (eagerness) 方略とよぶ。
一方，予防焦点が志向するのは，correct rejection（信号がない時に，信号なしと正しく判断
すること） を増やし，false alarm（信号がない時に，信号ありと誤検出すること）を減らす
ことである。これを，警戒 (vigilance) 方略とよぶ。言い換えれば，促進焦点の目標は，獲
得すべき対象を確実に検出できることであり，避けるべきなのは検出すべき対象を見逃し
てしまうことである。反対に，予防焦点の目標は間違った検出を行わないことであり，避
けるべきなのは誤った対象に反応してしまうことである。
Crowe & Higgins (1997) の実験では，促進焦点をプライミングされた者は，予防焦点をプ
ライミングされた者よりも，認知記憶課題 (i.e., 以前見た単語を検出する課題) において，
単語刺激を「以前見た」と答える傾向が高く，反応時間も速かった。つまり，hit 率の向上
のために，よりリスキーな意思決定を行うのである。一方，予防焦点をプライミングされ
た者は，false alarm を減らすために，意思決定がより慎重になる。こうした制御焦点とリス
キーバイアスの関係については，Förster, Higgins, & Bianco (2003) の実験でも追証されてい
る。異なる困難度のエラーを含む文章校正課題において，促進焦点をプライミングされた
者は，予防焦点をプライミングされた者よりも，主に単純なエラーの時間当たりの検出率
（スピード）が高かった。一方，予防焦点をプライミングされた者は，促進焦点をプライ
ミングされた者よりも，困難なエラーの検出率（正確さ）が高かった。まとめると，促進
焦点が優勢な個人の意思決定は，利益を確実に獲得するために，より素早くリスキーであ
る。これに対して，予防焦点が優勢な個人の意思決定は，損失を確実に避けるために，よ
り慎重である。
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以上のような制御焦点による意思決定方略の違いは，環境への選好にも表れる。たとえ
ば，Liberman, Idson, Camacho, & Higgins (1999) の実験では，促進焦点をプライミングされ
た者は，予防焦点をプライミングされた者より，変化 (e.g., 課題を中断された時，続行す
るよりも，次の新しい課題を始める) を選好することが明らかとなった。変化は，現状には
ない新しい利益をもたらしてくれる可能性がある一方で，現状にはない損失をもたらすか
もしれない。促進焦点が優勢な個人は前者の獲得を重視するため変化を好むが，予防焦点
が優勢な個人は後者の回避を優先するために現状維持を好む。変化への選好は，行動を起
こすこと (action) への評価とも関係する。Roese, Hur, & Pennington (1999) の実験では，促
進焦点にフレーミングされた失敗状況 (e.g., 最高成績の A を取りたかったが，B になって
しまった) は，現実に対して行動を追加する反実仮想 (「～しておけばよかった (action)」)
を導いた。これに対して，予防焦点にフレーミングされた失敗状況 (e.g., 金を減らしたく
なかったのに，ギャンブルですってしまった) は，現実に対して行動を差し引く反実仮想
(「～しなければよかった (inaction)」) を高めた。つまり，利益獲得に結び付きやすいのは
行動を起こす (action) 方略であり，損失回避に結び付きやすいのは行動を起こさず現状を
維持する (inaction) 方略であると認識されていることが示唆された。
促進焦点と予防焦点は，上記のような目標の違いにより，情報処理の方略にも影響を及
ぼす。Förster & Higgins (2005) は，Glocal 文字列（e.g., 小さな A が集まってできた大きな B
など，局所もしくは大局で異なる情報を与える文字列）を用いた実験で，促進焦点が大局
的な (global) 情報処理を促進し，予防焦点が局所的な (local) 情報処理を促進することを明
らかにした。現状の安全の維持を重視する予防焦点は，より微細な危機信号に敏感になる
ため，局所的で具体的な認知を促進するとみられる。一方，現状を超えた自己充足や成長，
達成に焦点を当てる促進焦点は，現在ある情報の詳細な検討よりも，それを超えて行動す
ることにより利益を受けるため，大局的で抽象的な認知を促進するという説明がなされた。
さらに，制御焦点は時間的展望にも影響を及ぼす。Pennington & Roese (2003) は，促進焦
点は時間的に遠く離れた目標達成と結びつき，予防焦点は時間的に近接した目標達成と結
びつきやすいことを明らかにした。例えば，実験参加者が記述した促進焦点的な目標（e.g.,
「今後達成するであろうポジティブな事柄」）は，予防焦点的な目標（e.g., 「今後避けられ
るであろうネガティブな事柄」
）よりも，時間的に遠い将来に達成されると見積もられた。
なお，この効果は将来の目標についてのみ生じ，過去の目標への回想については生じなか
った。Pennington & Roese は，この結果について，促進焦点的な目標は達成に資源を必要と
するため，時間的に長くかかると見積もられやすく，一方で予防焦点的な目標は達成が必
要不可欠であると認識されるため，今ここで行うべきものとして認識されると解釈した。
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脳活動の観点からは，促進焦点がポジティブな誘因 (valence) をもつ刺激に対して扁桃
体，前帯状回，外線条皮質といった脳領域の活性を強める一方，予防焦点はネガティブな
誘意性を持つ刺激に対して，同じ脳領域の活性を強めることが示されている (Cunningham,
Raye, & Johnson, 2005)。これらの脳領域は，動機づけにおいて重要な情報の検出に関わって
おり，促進焦点と予防焦点は，利益の有無もしくは損失の有無という，それぞれの焦点に
合致した情報へのセンシティビティを高めているといえる。
最後に，制御適合 (regulatory fit) の概念についても触れる。制御適合とは，個人が目標の
達成に向けて，自身の自己制御の指針（制御焦点）に合致する方略を取るときに，その行
動の価値が高まるという概念である (Higgins, 2000; 2005)。たとえば，Idson, Liberman, &
Higgins (2004) の実験では，ある商品が現金払いなら$60，カード払いなら$65 という状況に
ついて，Gain/Non-gain のフレーミング (現金で$5 得をするか，カード払いで$5 諦めるか) を
行って促進焦点を喚起された参加者は，現金払いに対するポジティブ評価が，Non-loss/Loss
のフレーミング (現金払いで$5 の損を防ぐか，カード払いで$5 損をするか) で予防焦点を
喚起された参加者は，カード払いに対するネガティブ評価が，それぞれ他方の群より高か
った。Lockwood, Jordan, & Kunda (2002) の実験では，促進焦点をプライミングされた者は
ポジティブなロールモデル (e.g., 学業で成功し，よい就職先に恵まれた卒業生) に，予防焦
点をプライミングされた者はネガティブなロールモデル (e.g., 学業に失敗し，つまらない
就職をした卒業生) に強く動機づけられる傾向にあった。また，Spiegel, Grant-Pillow, &
Higgins (2004) の実験では，促進焦点が優勢の参加者は，熱望方略 (e.g., どうやって面白い
レポートにするか) をイメージした場合の方が，また予防焦点が優勢の参加者は，警戒方略
(e.g., どうやってつまらないレポートになることを防ぐか) をイメージした場合の方が，そ
れぞれレポートの提出率が良いことを示した。さらに，Freitas & Higgins (2002) の実験では，
促進焦点が優勢な個人は，熱望方略（e.g., 高い GPA を取るために，全てのクラスに出席し
たり，図書館に通ったりすること）や，熱望方略にフレーミングされた課題（e.g., 有益な
物質を探してマルで囲む課題）をより楽しむことが明らかとなった。一方，予防焦点の優
勢な個人は，警戒方略（e.g., 高い GPA を取るために，だらだらするのをやめたり，懇親会
やパーティに行くのを控えたりすること）や，警戒方略にフレーミングされた課題（e.g., 危
険な物質を探してバツで消す課題）をより楽しんでいた。要約すると，個人の制御焦点は，
それぞれ参照している望ましい結果の獲得にそれぞれ最適な方略（e.g., 価値判断やモデル
の参照）を使用するよう動機づけられており，また方略が自身の制御焦点と一致している
際に，動機づけやパフォーマンスは最大になるといえる。
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以上を総括すると，次の通りとなる。促進焦点の優勢な個人は，損失の有無よりも利益
の有無によりセンシティブになっており，損失の回避ではなく利益の獲得に動機づけられ
る。そのため，失敗を恐れずリスクテイキングをし，新しい利益をもたらすかもしれない
状況の変化を好み，行動を起こし (action)，大局的な情報処理を行い，長期的な展望を持つ。
一方，予防焦点の優勢な個人は，利益の有無よりも損失の有無にセンシティブになってお
り，利益の獲得よりも損失の回避に動機づけられる。したがって彼らは慎重でリスク回避
的であり，現状維持を好み，行動を起こすことを控え (inaction)，局所的な情報処理を行い，
短期的な視点を持つ。
制御焦点が社会的相互作用に及ぼす影響
行為者の制御焦点が社会的相互作用に及ぼす影響についても，これまでにいくつか検討
が行われてきた。たとえば，Galinsky, Leonardelli, Okhuysen, & Mussweiler (2005) は，交渉
(negotiation) と行為者の制御焦点の関係を検討した。その結果，促進焦点の優勢な行為者は，
予防焦点が優勢な行為者よりも，交渉における最初の要求が高く，最終的に優れたアウト
カムを手にすることが示された。また，促進焦点の優勢な個人同士のペアは，パレート最
適解（i.e., 資源分配が最適化された状態）に至る確率が高いことが明らかとなった。促進焦
点の優勢な行為者は，自分の利益を強く主張するという観点において利己的といえるが，
このことが最終的に全体（相互作用を持つ両者）にとって最適化された資源配分をもたら
す点は興味深い。
また，Gu, Bohns, & Leonardelli (2013) は，経済的意思決定（金銭の分配）課題を用いて，
制御焦点が社会的価値志向性に及ぼす影響を実験的に検討した。実験 1 では，参加者に制
御焦点をプライミングした後に，リング・メジャー (Griesinger & Livingston, 1973; Liebrand,
1984) と呼ばれる手法を用いて，回答者が自身と他者に対してどのような利益配分を行うか
を測定した。リング・メジャーでは，自身と他者に対する 24 通りのペイオフの組み合わせ
が同心円状に布置されており，回答者の社会的価値志向性は，これらの中から選択された
ひとつの組み合わせに基づいて分類される。分析の結果，制御焦点の操作は，向自己的志
向性と向社会的志向性のいずれとも直接関連していなかった。その一方で，向自己的志向
性を絶対利益と相対利益に分類したところ，促進焦点のプライミングは絶対的な自己利益
への志向性と，予防焦点のプライミングは他者と比較した相対利益への志向性とそれぞれ
正の関連を示した。また，向社会的志向性を結合利益と平等に分類したところ，促進焦点
のプライミングは結合利益への志向性と，予防焦点のプライミングは平等への志向性とそ
れぞれ正の関連を示した。これらの結果は，促進焦点が絶対利益への選好を，予防焦点が
相対利益への選好をそれぞれ高める可能性を示唆する。
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一方，Keller & Pfattheicher (2011) は，予防焦点の警戒方略と，社会的ジレンマ状況におけ
る評判への懸念を関連付けた。実験では，特性的な予防焦点の強い個人ほど，向社会的行
動（i.e., 環境保護団体への寄付）を控える傾向にあるが，目のイラストなどの評判を意識さ
せる刺激が呈示されると，逆に予防焦点の強い個人ほど，向社会的行動を行いやすくなる
ことを示した。また，Keller, Mayo, Greifeneder, & Pfattheicher (2015) は，予防焦点の強い個
人ほど，他者への信頼が低い傾向があり，信頼ゲーム（手持ちの金額のうち，一部もしく
は全部を相手に送ると，その金額が倍増され，相手はそのうちの一部を自分に送り返して
くるというゲーム）では，相手に低い金額を送ることを示した。
以上をまとめると，促進焦点の優勢な個人は社会的相互作用を通した利益の獲得に貪欲
であり，このことは当人の個人利益に限らず，集団における結合利益の増大につながる可
能性もあることが示唆されている。一方で，予防焦点の優勢な個人は他者への信頼が低く，
予防焦点の優勢な個人の向社会的行為は，集団における利益の創出というより，評判を意
識した義務の観点から行われることが示唆されている。Gu et al. (2013) の結論では，制御焦
点は向社会性に影響を及ぼさないことが間接的に示唆されたが，予防焦点の優勢な個人に
とっての向社会性は結合利益の増大ではなく平等の追求であり，これがある意味で「共貧」
への志向性を表していることは，先の議論と整合している。

本研究の目的

制御焦点が社会的交換に及ぼす影響プロセス
以上のように，先行研究では，さまざまな社会的ジレンマ状況に対する個人の反応が，
制御焦点によって影響を受けることが示されており，このことは，個人の制御焦点が社会
的交換に影響を与えることを示唆している。しかし，個人の制御焦点が，社会的ジレンマ
状況に対する反応と同時に，相互作用相手の選択の予測や，相互作用相手の選択への反応
にどのように反応するかといった，双方向的な相互作用の認知に及ぼす影響については十
分検討されていない。本研究の目的は，制御焦点が社会的交換に含まれるさまざまな側面，
特に，協力のコスト，被搾取のリスク，そして直接的・間接的な返報による利益の認識に
どのように影響を与え，最終的に意思決定を行うのか，そのプロセスを明らかにすること
である。
社会的交換を通じた利益の獲得や損失の回避においても，促進焦点の優勢な個人は hit を
増やし miss を減らす熱望方略を，予防焦点の優勢な個人は correct rejection を増やし false
alarm を減らす警戒方略をとると予測される。予防焦点の優勢な個人にとって，社会的交換
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における警戒方略とは，非搾取のリスクを抑えるために協力を控えることだろう。他者に
協力をしなければ，もちろん他者から新しい利益（情報や物資など）を得ることはできな
いが，現状よりも資源を失うことはない。また彼らが短期的な損得勘定を重視する傾向が
強いのであれば，他者との協力は繰り返しのない囚人のジレンマゲームのように，非協力
への誘意性の高いものとして認識される可能性がある。
一方，促進焦点の優勢な個人にとって，社会的交換における熱望方略は，積極的に他者
に協力を行うことだろう。こうした人々にとっては，信ずるべきでない他者を信じて搾取
されてしまうことよりも，社会的交換によって得られる可能性のあった新しい資源を見逃
してしまうことの方が避けるべきと認識されると考えられる。また，社会的交換関係を長
期的な相互依存関係ととらえるのであれば，非協力は得策ではない。無限回反復型の囚人
のジレンマゲームでは，長期的な利益の獲得のために，相手の選択をそのまま次の自身の
選択に反映させるしっぺ返し戦略（tit-for-tat）などの条件付き協力を用いた，相互協力の達
成が必要となる (Axelrod, 1984)。このことは，社会的交換に長期的な展望を持つほど，協力
を行いやすくなることを示す。
以上の理由から，促進焦点の優勢な個人の方が，予防焦点の優勢な個人よりも，協力行
動をとりやすいと本研究では予測する。本研究ではさらに，行為者の制御焦点が社会的交
換に及ぼす影響のプロセスを詳細にすることを目的とする。
予防焦点は，社会的ジレンマ状況において協力を抑制することが先行研究で明らかにな
っている (Keller & Pfattheicher, 2011; Keller, et al., 2015)。しかし，こうした予防焦点の影響
が，損失回避志向 (Idson, Liberman, & Higgins, 2000; Liberman, Idson, & Higgins, 2005) に基づ
く，純粋な協力コストの削減を指針としたものであるのか，それともリスク回避志向
(Crowe & Higgins; 1997) に基づく，他者からの搾取の回避を指針としたものであるのか，も
しくはその両方であるのかについては，未だ明らかになってはいない。Keller らの指摘する
通り，予防焦点がもたらすネガティブな情報へのセンシティビティが，他者への信頼を減
退させることで，社会的ジレンマにおける協力率を減少させるのであれば，他者の協力が
確実となる状況では，予防焦点は協力率を減退させないはずである。この点を明らかにす
るためには，Kollock (1998) の指摘するように，利己的な動機による非協力と搾取への警戒
による非協力を区別した検討を行ったり，予防焦点が返報への期待を減退させることが，
協力行動が減少する規定因となっているかを検討したりする必要がある。
促進焦点が社会的交換に影響を与えるプロセスは，先行研究においてもいまだ明らかに
なっていない。先述の通り，社会的交換における熱望方略は，コストを顧みず他者に協力
し，直接的・間接的返報による純利益の獲得を目指す方略であると考えられる。促進焦点
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は利益獲得を指針とするため，促進焦点の優勢な個人がもし経済的合理性をもとに意思決
定を行うのであれば，他者からの返報の可能性を高く見積もり，純利益の獲得のために積
極的に他者に協力するという意思決定プロセスが考えられる。これは，促進焦点のもたら
すリスクテイク傾向 (Crowe & Higgins; 1997) や強い楽観性 (Grant & Higgins, 2003) によっ
て予測される。しかし一方で，促進焦点は具体的な利得計算を介さずに他者への協力を増
大させる可能性もある。Pham & Avnet (2004, 2009) によれば，促進焦点の優勢な個人は，予
防焦点の優勢な個人よりも，意思決定において感情ヒューリスティックに依存しやすい。
感情ヒューリスティックとは，認知的推論プロセスとは対照的に，取るべきオプションに
対する主観的な感情反応に依存した意思決定プロセスである。促進焦点が感情ヒューリス
ティックへの依存を高めることを考慮すると，促進焦点の優勢な個人は，コストや返報を
考慮した利得計算を介した協力よりも，むしろ感情によって駆動される直観的な意思決定
としての協力を増加させる可能性がある。関連して，協力の二重過程 (dual-process) モデル
を検証した Rand, Greene, & Nowak (2012) の研究では，社会的ジレンマを含む経済的意思決
定ゲームにおいて，協力を選択する者はより素早い意思決定を行っており，同様に，素早
い意思決定を促した場合は，時間をかけた意思決定を促した場合よりも，協力率が上がる
ことが見出された。Rand et al. (2012) はこれらの実験結果を受け，協力的選択はヒューリス
ティックを基に直感的になされるものであり，反対に，熟考は合理的な利得計算を可能に
することで協力を減退させると結論づけた。促進焦点が精密な情報処理よりも素早い意思
決定を優先させることを考慮すると (Crowe & Higgins, 1997; Förster, Higgins, & Bianco,
2003)，促進焦点は利得計算を考慮しない直感的な協力を促進する可能性がある。したがっ
て本研究では，行為者の促進焦点が協力を促進するプロセスにおいて，他者からの返報を
期待した上で具体的な利得計算に基づき協力を行うのか，もしくは利得計算に基づかない
直感的なプロセスにおいて協力を行うのかについて検討することを目的とする。
産業組織への応用可能性
また本研究では，産業組織をフィールドとした応用研究を行い，実社会における知見の
応用可能性を併せて検討する。近代産業組織においては，個々の従業員の能力や技術を高
めることで創出される人的資本 (human capital) とともに，従業員同士の関係性を通じて創
出される社会関係資本 (social capital; Coleman, 1988) への関心が高まっている。社会関係資
本の概念は，従業員同士の信頼関係や協力関係が，職場における職務遂行を効率的にする
ことで，物的資本や人的資本と同様に，組織の生産性を高めるという視点に立脚している。
実際に，多くの先行研究において，従業員の自発的な他者援助や職場への協力（i.e., 組織市
民行動 (organizational citizenship behavior; Organ, 1988）が，職場や組織の生産性を向上させ
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ることが明らかにされている (Podsakoff, Whiting, Podsakoff, & Blume, 2009)。職務の複雑化
した近代の産業組織においては，個々の従業員が各自の職務を高い水準で遂行するために，
他の従業員との協力は欠かせないものとなっている (Cohen & Prusak, 2001)。
その一方で，バブル崩壊以降の日本企業は，大企業を中心に，個々の従業員の職務成果
に報いることを目指した人事システム，すなわち成果主義人事システムの導入を進めてき
た (厚生労働省, 2012)。成果主義人事システムは，高い業績を上げる従業員の発掘・活用・
育成や，企業が従業員に求める成果・役割・能力の明確化，若年層の登用・抜擢の促進な
どの目的によって導入され (産業能率大学総合研究所, 2003)，多くの場合，組織の主体的な
構造転換や改革を基調とする，ポジティブな目的のために導入されている (古川・池田・柳
澤, 2010)。ところが，個人の職務成果に報いるシステムは，個々の従業員の動機づけを高め
る一方で，従業員間の相互援助を困難にし，社会関係資本を損なう危険性をはらんでいる
(Rob & Zemsky, 2002)。なぜなら，他者援助をはじめとする組織市民行動を第三者によって
観察・評価することは難しく (Becton, Giles, & Schuraeder, 2008)，他者援助自体を組織内の
成果主義人事システムで報いることが困難なためである。その場合，自己利益に直結する
評価対象となる職務を行うか，あるいは自己利益に直接結びつかないが職場に必要とされ
る対人援助や組織市民行動を行うかは，しばしば従業員にとって困難な選択となる。こう
した状況は，ゲーム理論における社会的ジレンマ状況 (Dawes, 1980) として考えることがで
きる (Rob & Zemsky, 2002)。実際に先行研究では，成果主義的な報酬制度が従業員の利己性
を高めることが示唆されている。Burks, Carpenter, and Goette (2009) が同じ企業の従業員同
士で，二者間の社会的ジレンマである囚人のジレンマゲームを行わせたところ，作業量に
基づく出来高給で働いている従業員は，時給やレベニュー・シェアリング (作業時間の割合
に基づく協同組合内での収益分配) で働いている従業員よりも，利己的な意思決定を行うこ
とが明らかとなった。つまり，インセンティブの付与された特定の職務の遂行に強く動機
づけられた従業員は，自己利益の最大化に強く焦点を当てる一方，他者援助や組織市民行
動をはじめとする協力行動については，自己利益の損失につながる行動であると解釈する
可能性がある。
このように，成果主義志向の強まった現代の産業組織は，従業員の自己利益の追求と他
者への協力の間で社会的ジレンマが発生しやすくなっている。こうした企業組織において，
職場内の相互援助関係への志向性と，個々の従業員の職務成果に対する動機づけを両立さ
せることは容易ではないが，今後日本企業が経済的な発展を持続させていくためには，い
かにして職場内の協力関係や相互援助関係，すなわち社会関係資本を醸成するかが，重要
な課題となるだろう。そこで本研究では，従業員の職務への動機づけの指針として制御焦
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点の概念を援用し，職場において利益を追求する動機づけと損失を回避しようとする動機
づけが，職場での他者援助や，組織の評価対象とならない隙間仕事（i.e., 組織市民行動）の
遂行に及ぼす影響を検討する。制御焦点は状況に依存して変化する特性を持っていること
から (Higgins, 1998)，組織の働きかけによって従業員の制御焦点を変化させることが可能で
あることが示唆されており (Brockner & Higgins, 2001)，従業員の制御焦点が職場での協力に
影響を与えることが明らかとなれば，この知見を産業組織における社会関係資本情勢のヒ
ントとすることが可能である。本研究では，従業員の制御焦点が職場での他者援助に及ぼ
す影響とのそのプロセスを検証し，得られた結果の生態学的妥当性を担保するとともに，
本研究の知見を産業組織での生産性向上へと応用できる可能性を検討する。
本研究の構成
本研究では，制御焦点が社会的交換に与える影響について，以下の 4 つの研究によって
そのプロセスを明らかにする。まず，研究 1 では，制御焦点のプライミングと囚人のジレ
ンマ課題を用いて，行為者の制御焦点が社会的交換に含まれる社会的ジレンマにおける選
択にどのように影響するかを検討する。研究 2 では，不遇な他者に対する寄付課題を用い
て，行為者の制御焦点が，限定交換および一般交換を通した他者からの返報の期待に及ぼ
す影響を検討する。研究 3 では，生態学的妥当性の検証のために，企業に勤める従業員を
対象にした調査を実施し，従業員の制御焦点が職場における他者援助と限定交換および一
般交換を通した他者からの返報の期待に及ぼす影響を検証する。最後に，研究 4 では職場
における組織市民行動を題材とし，従業員の促進焦点的・予防焦点的動機づけが，評価査
定に関与しない組織市民行動の遂行に及ぼす影響と，その認知的プロセスを検証した。各
研究が扱う社会的交換の範囲については，Figure 1.1 に示す。
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Figure 1.1 本研究が扱う社会的交換の範囲
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第2章

研究 1：制御焦点が向社会性に及ぼす影響

―囚人のジレンマ課題を用いた検討―
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問題と目的

研究 1 では，もっともシンプルな 2 者間の協力において，行為者の制御焦点が意思決定
に及ぼす影響を検討する。研究 1 の目的は，利得構造の明らかな社会的ジレンマ状況にお
ける協力への選好に，行為者の制御焦点がいかなる影響を与えるかを検討することである。
具体的には，同時手番および逐次手番の囚人のジレンマ課題を用いたシナリオ実験によっ
て，制御焦点がプレイヤーの協力への選好に及ぼす影響を検討する。同時手番では，各プ
レイヤーは他者の選択を知らされない状態で意思決定を行い，逐次手番では，後手プレイ
ヤーは先手プレイヤーの選択を知ったうえで意思決定を行う。
逐次手番の囚人のジレンマ課題における選択パターンを検討することは，同時手番にお
ける選択の動機との弁別に有効である。Kollock (1998) は，社会的ジレンマ状況において非
協力を選択する理由として，自身にとって最も良い結果を得たいという貪欲さと，他者に
搾取されるのではないかという恐れを区別している。同時手番で非協力を選択したプレイ
ヤーのうち，他者の裏切りを恐れて非協力を選択した個人は，逐次手番において他者の協
力が確定すれば協力を選択する可能性が高い。しかし，利己的な動機に基づいて非協力を
選択した個人は，逐次手番では他者の選択にかかわらず，一貫して非協力を選択すると予
測される。本研究では，これら 2 種類の課題を用いて，制御焦点が社会的ジレンマ状況で
の意思決定に及ぼす影響とその動機について検討する。
研究 1 の仮説
本研究では，以下の 3 つの仮説を検討する。
まず，個人が他者の選択を知ることができない同時手番の場合，予防焦点を喚起された
個人は，促進焦点を喚起された個人と比べて，同時手番の囚人のジレンマ課題における協
力率が低くなることが予測される（仮説 1）
。
また，上述のとおり，同時手番において非協力を選択する個人には，(1) 相互協力を志向
するが他者の搾取を恐れる個人と，(2) 相互協力を志向せず自己の損失の最小化を目指す個
人の 2 通りが考えられる。逐次手番において，前者は，他者が協力した場合は協力を選択
し，協力しなかった場合は非協力を選択するという，条件付き協力を行うことが考えられ
る。一方，後者は，他者の選択にかかわらず，一貫して非協力を選択し，損失を抑制する
と考えられる。
予防焦点を喚起された個人は，コストの抑制とリスクの回避に動機づけられている。し
たがって逐次手番においては，相手の協力に関わらず非協力を選択する戦略か（仮説 2-a）
，
相手の協力を確認した場合のみ協力する戦略（仮説 2-b）のいずれかをとると予測される。
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一方で，促進焦点を喚起された個人は，相手と相互協力関係を構築し長期的に利益を獲得
することを目標とすると考えられるため，逐次手番においては相手の戦略をそのまま反映
するいわゆる「しっぺ返し戦略」をとると予測される（仮説 3）
。

実験 1

実験 1 の方法

参加者および実験手続き
参加者は，愛知県内の私立大学に通う大学生 38 名と専門学校生 37 名，計 75 名（男性 15
名，女性 60 名）であった。マテリアルは，すべて質問紙形式であった。実験は，複数の心
理学系の授業時間内に集団場面で実施され，参加者は実験者の指示に従って一斉に課題に
取り組んだ。すべての参加者は促進焦点群，予防焦点群のいずれかに無作為に割り当てら
れ，制御焦点のプライミングを行った後，囚人のジレンマ課題を行った。最後に，実験内
容のデブリーフィングを行い，実験は終了した。
制御焦点のプライミング
制御焦点には，特性的 (propositional) なものと状況的 (situational) なものがあるとされる
(Higgins, 1998)。研究 1 では，プライミング手法を用いて，状況的な制御焦点を操作し，こ
れによってその後の囚人のジレンマ課題における協力率が変化するかを検討する。
本研究では，理想自己／義務自己記述課題 (尾崎・唐沢, 2012) と，迷路課題 (Friedman &
Förster, 2001) の 2 種類の課題を用いて，制御焦点のプライミングを行った。2 種類の課題を
用いたのは，プライミングの効果をより堅牢にするためである。
まず，理想自己/義務自己記述課題 (尾崎・唐沢, 2012) では，参加者は過去（中学・高校
時代）
，現在，将来（大学卒業後）の 3 時点において，自身がこうありたいと思う理想 (促
進焦点条件) もしくはこうあらねばならないと思う義務 (予防焦点条件) について自由記
述で回答した。この課題は 6 分間で行った。
つづいて，各制御焦点にフレーミングされた迷路課題 (Friedman & Förster, 2001) を 3 分
間実施した。促進焦点条件の参加者には，迷路の出口に肉（利益の象徴）のイラストが追
加されており，肉を多く集めるために，なるべく早く多くの迷路を解くよう求められた。
予防焦点条件の参加者は，迷路の入り口にライオン（損失の象徴）のイラストが追加され
ており，ライオンから逃げ切るために，なるべく早く多くの迷路を解くよう求められた。
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協力への選好の測定
参加者の協力への選好を測定するために，囚人のジレンマ課題を実施した。まず，参加
者は，ある罪を犯したことで一人の共犯者とともに警察に逮捕され，自白と引き換えに刑
期を短縮する司法取引を持ちかけられるという，伝統的な囚人のジレンマのシナリオ
(Poundstone, 1992) を読んだ2。参加者自身の選択と，仮想的他者である共犯者の選択によっ
て決定される刑期（ペイオフ）は，Figure 2.1 のように設定した。

Self
Other

Cooperate
(Stay silent)

Defect
(Betray)

2 years

Cooperate
(Stay silent)

2 years

Defect
(Betray)

0 years

0 years
10 years

10 years

5 years

5 years

Figure 2.1
「囚人のジレンマ」課題における利得構造（刑期の長さ）

シナリオを読んだ後，参加者は，同時手番および逐次手番の状況において「黙秘（協力）」
と「自白（非協力）
」のいずれを選択するかについて，以下の順に回答した。(1) 共犯者が
自白するかどうかがわからない場合，黙秘するか，自白するか（同時手番における選択）。
(2) 共犯者が最後まで黙秘したとわかった場合，黙秘するか，自白するか（逐次手番におけ
る他者の協力に対する選択）
。(3) 共犯者が自白したとわかった場合，黙秘するか，自白す
るか（逐次手番における他者の非協力に対する選択）。回答の際には，参加者が明確な意図
をもたずに選択を行うことを防ぐため，それぞれの選択のあとで選択の理由を簡潔に記述
するよう求めた。各条件下での選択と理由の記述は，あわせて 3 分以内に行うよう求めた。

2

Tucker (1950) によって初めて提唱された囚人のジレンマのシナリオは，相手に裏切られ

たときに 2 倍の罰金を科されることを最低のペイオフとし，自分の裏切りが成功したとき
に報奨金が受け取れることを最高のペイオフとするものであった。しかしその後，このシ
ナリオは形を変えて語り継がれ，相互作用によって懲役年数が変動するという，よりリア
リティのあるシナリオが一般的となった (Poundstone, 1992)。本研究では，後者のシナリオ
の利得構造を用いている。
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実験 1 の結果

参加者 75 名のうち，促進焦点群は 37 名，予防焦点群は 38 名であった。回答に欠損値の
ある者はいなかった。
同時手番の囚人のジレンマ課題における協力率
まず，促進焦点群と予防焦点群において，同時手番における協力率が異なるかを検討す
るため，Fisher の直接確率法を用いて検定を行った。その結果，予防焦点群の参加者（21.1%）
の方が，促進焦点群の参加者（51.4%）よりも，協力率が有意に低かった (p = .01, odds ratio
= 3.88, 95%CI [1.30, 12.55])。所属校 (p = .23) と性別 (p = .18) による協力率の差は有意では
なかった。したがって，促進焦点群の参加者よりも，予防焦点群の参加者の方が，同時手
番の囚人のジレンマ課題における協力率が低いことが示された。
逐次手番の囚人のジレンマ課題における戦略
次に，逐次手番の囚人のジレンマ課題における選択パターンを分類し，促進焦点群およ
び予防焦点群の参加者が，囚人のジレンマ課題においてどのような戦略を採用したかを検
討した。戦略は，Burks et al. (2009) に基づいて，一貫非協力（他者の選択によらず非協力
を選択する）
，条件付き協力（他者が協力を選択したときは協力を，非協力を選択したとき
は非協力を選択する）
，一貫協力（他者の選択によらず協力を選択する）のいずれかに分類
した。なお，他者が非協力を選択したときに協力し，他者が協力したときに非協力を選択
した参加者はいなかった。
さらに，同時手番における選択（協力・非協力）と，逐次手番における戦略（一貫非協
力・条件付き協力・一貫協力）の組み合わせに基づいて，参加者の選択パターンを 6 つに
分類した。ただし，同時手番で協力を選択し，逐次手番で一貫非協力戦略を採用した参加
者はいなかったため，最終的には，同時手番で非協力かつ逐次手番で一貫非協力
(Defection/Consistent defection)，同時手番で非協力かつ逐次手番で条件付き協力
(Defection/Conditional cooperation)，同時手番で非協力かつ逐次手番で一貫協力
(Defection/Consistent cooperation)，同時手番で協力かつ逐次手番で条件付き協力
(Cooperation/Conditional cooperation)，同時手番で協力かつ逐次手番で一貫協力
(Cooperation/Consistent cooperation) の 5 つの選択パターンについて検討を行った。
Fisher の直接確率法を用いて検定を行った結果，促進焦点群と予防焦点群の間で，5 つの
選択パターンにあてはまる参加者の比率は，全体として有意に異なっていた (p = .02)。そこ
で，Benjamini & Hochberg 法で p 値を調整した残差分析を行ったところ，予防焦点群では，
同時手番で非協力を選択し，逐次手番で一貫非協力戦略を採用した参加者（11 名; 促進焦点
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群においては 3 名）の比率が，期待度数よりも有意に多かった (p = .03)。この結果は，予防
焦点群において，同時手番での非協力の選択の背後に，損失の最小化という利己的な動機
に基づく逐次手番での一貫非協力戦略への選好が関連している可能性を示すものである。
一方で，促進焦点群では，同時手番で協力を選択し，逐次手番で条件付き協力戦略を採用
した参加者（16 名; 予防焦点群においては 6 名）の数が，期待度数よりも有意に多かった (p
= .02)。他の選択パターンに関しては，該当する参加者の比率について，両群とも期待度数
との有意な差はみられなかった (ps > .34)。

実験 2

実験 1 の結果から，促進焦点を喚起された個人よりも，予防焦点を喚起された個人の方
が利己的にふるまうことが示された。ただし，これらの分析では，予防焦点の喚起が利己
的選択を促進したのか，促進焦点の喚起が利己的選択を抑制したのかを結論づけることは
できない。そこで，実験 2 では，統制群のみを設けた実験を追加で実施し，実験 1 のデー
タを含めた 3 群での分析を行う。

実験 2 の方法

制御焦点のプライミングを行わず，囚人のジレンマ課題のみを実施する統制群のみを設
定し，追加の実験を実施した。参加者は，愛知県内の専門学校生 40 名（男性 9 名，女性 31
名）であった。プライミング以外の手続きは，すべて実験 1 と同様であった。

実験 2 の結果

研究 1 のデータ（促進焦点群 37 名，予防焦点群 38 名）に，統制群 40 名のデータを加え
た 115 名のデータについて，研究 1 と同様の分析を行った。回答に欠損値のある者はいなか
った。
同時手番の囚人のジレンマ課題における協力率
まず，促進焦点群と予防焦点群，統制群において，同時手番における協力率が異なるか
を検討するため，Fisher の直接確率法を用いて検定を行った。その結果，群間で協力率に有
意な差があることが示された (p = .008; Cramer's V = 0.283, ブートストラップ法による
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95%CI [.140, .452])。多重比較を行った結果，予防焦点群の参加者（21.1%）は，促進焦点群
の参加者（51.4%）や，統制群の参加者 (50.0%) よりも，協力率が有意に低かった (ps = .015)3。
なお，所属校 (p = .104) と性別 (p = .158) による協力率の差は有意ではなかった。これらの
結果は，同時手番の囚人のジレンマ課題において，予防焦点の喚起が協力率を抑制するこ
と，また促進焦点の喚起が協力率に影響を及ぼさないことを示唆するものである。
逐次手番の囚人のジレンマ課題における戦略
次に，逐次手番の囚人のジレンマ課題における選択パターンを分類し，促進焦点群およ
び予防焦点群の参加者が，囚人のジレンマ課題においてどのような戦略を採用したかを検
討した。戦略は，実験 1 と同様，同時手番における選択（協力・非協力）と，逐次手番に
おける戦略（一貫非協力・条件付き協力・一貫協力）の組み合わせに基づいて，参加者の
選択パターンを 6 つに分類した。ただし，同時手番で協力を選択し，逐次手番で一貫非協
力戦略を採用した参加者はいなかったため，最終的には 5 つの選択パターンについて検討
を行った。
5 つの選択パターンにそれぞれあてはまる参加者の数と比率を，促進焦点群と予防焦点群
の別に Table 2.1 に示す。Fisher の直接確率法を用いて検定を行った結果，5%水準で有意と
はならなかったものの，効果量（V）は中 (.30)から小 (.10) の間であり （水本・竹内, 2008），
信頼区間についても 0 を含んでいなかった (p = .057; Cramer's V = 0.247, ブートストラップ
法による 95%CI [.195, .405])。したがって，5 つの選択パターンにあてはまる参加者の比率
は，群間で異なっている可能性が示唆された。
促進焦点群および統制群の選択パターンと，予防焦点群の選択パターンとの間に差が見
られるかを，より直接的に検討するため，残差分析を行った。その結果，予防焦点群では，
同時手番で非協力を選択し，逐次手番で一貫非協力戦略を採用した参加者の数が，期待度
数よりも有意に多かった (p = .044)。また，予防焦点群では，同時手番で協力を選択し，逐
次手番で条件付き協力戦略を採用した参加者の数が，期待度数よりも有意に少なかった (p
= .044)。この結果は，予防焦点群において，同時手番での非協力の選択の背後に，損失の最
小化という利己的な動機に基づく逐次手番での一貫非協力戦略への選好が関連している可
能性を示すものである。なお，他の選択パターンに関しては，該当する参加者の比率につ
いて，3 群とも期待度数との有意な差はみられなかった (ps > .14)。

3

多重比較および残差分析では，Benjamini & Hochberg 法による p 値の調整を行った。以降

の分析も同様である。
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Table 2.1
同時手番／逐次手番における各選択パターンの度数
Simultaneous/
Sequential choice

Defection/
Consistent defection

Cooperation/
Defection/
Defection/
Cooperation/
Conditional cooperation Consistent cooperation Conditional cooperation Consistent cooperation

Prevention focus
condition (n = 38)

11 (28.9%)
2.52 *

1.00

0.51

Promotion focus
condition (n = 37)

3 (8.1%)

14 (37.8%)

1 (2.7%)

－1.67

-0.46

0.54

1.90

－0.37

Control condition
(n = 40)

5 (12.5%)

15 (37.5%)

0 (0%)

14 (35.0%)

6 (15.0%)

－0.85

－0.54

－1.04

0.62

1.45

Total (n = 115)

19 (16.5%)

47 (40.9%)

2 (1.7%)

36 (31.3%)

11 (9.6%)

18 (47.3%)

1(2.6%)

6 (15.8%)
－2.52 *
16 (43.2%)

2 (5.3%)
－1.10
3 (8.1%)

Upper row: observed frequencies of choice, lower row: adjusted residuals; *p <.05
Consistent defection = Consistent defection independent of partner's choice; Conditional cooperation = Cooperation for partner's cooperation
and defection for partner's defection; Consistent cooperation = Consistent cooperation independent of parter's choice

考察

本研究では，制御焦点が囚人のジレンマ課題における協力への選好に及ぼす影響を検討
した。実験の結果，促進焦点群および統制群の参加者よりも，予防焦点群の参加者の方が，
同時手番の囚人のジレンマ課題において非協力を選択する傾向がみられた。したがって，
仮説 1 は予防焦点群の協力率が他群よりも低いという点においてのみ支持された。
また，同時手番の囚人のジレンマ課題で非協力を選択した予防焦点群の参加者は，逐次
手番の囚人のジレンマ課題において，一貫して非協力を選択する傾向が示された。したが
って，予防焦点群の逐次手番での選択においては仮説 2-a が支持された。予防焦点群の参加
者は，他者の裏切りを恐れてではなく，自己の損失を抑制する意図で非協力を選択してい
る可能性が示されたと考えられる。こうした選択傾向は，相互協力による共栄を目指さず，
一貫して自己の損失のみを抑制しようとする，利己主義的戦略として解釈することができ
る。
本研究では，予防焦点群は統制群と比べて協力率が低いことが示された一方で，促進焦
点群は統制群と比べて協力率が高くなることは示されなかった。また，逐次手番での戦略
においても，促進焦点群と統制群の間に差は示されなかった。したがって，仮説 1 および
仮説 3 は，促進焦点の効果としては支持されなかった。これは，本研究で用いられた意思
決定課題が，アウトカムが損失のフレームで変動するロス・フレームのものであったこと
に由来する可能性がある。本研究で用いた伝統的な囚人のジレンマのシナリオは，相互依
存状態にある 2 人の囚人のアウトカムが「懲役」という損失のフレームで変動するもので
あり，このシナリオはロス・フレームの社会的ジレンマの一例として挙げられる (De Heus,
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Hoogervorst, & Van Dijk, 2010)。先述のように，促進焦点の優勢な個人は利益の最大化を指針
とし，予防焦点は損失の最小化を指針とする。本研究においては，予防焦点の優勢な行為
者は，懲役年数という損失のフレームでのアウトカムの変動を非常に重大なものと感じた
ために，より利己的な意思決定を行った可能性がある。一方，利益に対するセンシティビ
ティを高める促進焦点は，損失の大きさだけが情報として与えられるロス・フレームでの
意思決定において，特定の効果をもたらさなかった可能性が高い。もし，本研究で予防焦
点が非協力的選択を導いた理由が，ロス・フレームとして呈示された利得構造へのセンシ
ティビティによるのであれば，予防焦点が優勢な個人は，損失の受容において葛藤が生じ
る NIMBY (Not-In-My-Back-Yard) 問題（核廃棄物処理場や原子力発電所などのインフラ施設，
あるいは精神疾患者やホームレス，エイズ患者の療養施設など，社会的に望ましくないと
される施設の設営に近隣住民が反対すること）に代表される現実場面の社会的ジレンマ状
況において，特に非協力的にふるまうだろう。
なお，Gu et al. (2013) では，制御焦点の操作がゲイン・フレームの分割型ゲーム課題にお
ける利己性に及ぼす影響を検討し，両者の間に明確な関連がみられなかったことを報告し
ている。一方，本研究では，制御焦点の操作がロス・フレームの囚人のジレンマ課題にお
ける利己性に及ぼす影響を検討し，予防焦点群は個人の利己性を高めたが，促進焦点は影
響を与えないことが示された。Gu et al. (2013) の実験には統制群が設定されていないため，
本研究の結果との厳密な比較検討を行うことは適切ではないが，ゲイン・フレームの意思
決定において，促進焦点が利己性を高めなかったのに対し，ロス・フレームの意思決定に
おいて，予防焦点が顕著に利己性を高めたのは，プロスペクト理論 (Kahneman & Tversky,
1979) で指摘される損失回避バイアスの影響が考えられる。意思決定において利益よりも損
失が過大評価されるのであれば，予防焦点の優勢な個人が損失を避けようとする動機づけ
は，促進焦点の優勢な個人が利益を追究しようとする動機づけよりも相対的に強まる可能
性がある。従来，制御焦点と向社会性との関連は明確ではなかったが，本研究は，ロス・
フレームの社会的ジレンマ状況において，予防焦点がアクターの利己性を高めることを実
証した点で意義がある。
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第3章

研究 2：制御焦点が集団内での向社会的行動

に及ぼす影響 ―寄付シナリオ実験による検討―
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問題と目的

研究 1 では，行為者の制御焦点が，二者間の社会的ジレンマ状況において，協力への選
好に与える影響を確認した。その結果，予防焦点の優勢な個人は，協力を控える傾向があ
り，その動機は搾取の回避ではなく，自身の損失の抑制である可能性が示された。一方，
促進焦点の優勢な個人においては，特に協力率が高くなるという知見は見出されなかった。
研究 1 では，最もシンプルな二者間での協力に制御焦点が与える影響を検討したが，そ
の利得構造は損失のフレームのみにおいて変動するものであった。その場合，促進焦点の
優勢な個人にとっては，追求すべき利益が利得構造内に存在しない。返報によって，現状
よりもさらに利益を得るという利得構造ではないためである。したがって研究 2 では，よ
り社会的交換に近い形態として，不遇な他者への寄付という向社会的行動 (prosocial
behavior) を取り上げる。
社会的交換と寄付行為
寄付行為は評判を高める向社会的行動として知られており (Benabou & Tirole, 2006;
Harbaugh,1998; Holländer, 1990)，行為者は向社会的行動にコストを払い，評判を高めること
で，社会的交換を通した他者からの返報における利益を見込むことができる(Wedekind &
Milinski, 2000; Engelmann & Fischbacher, 2009)。実際に，寄付行為などの向社会的行動を行っ
て評判を高めることは，神経基盤上では潜在的な物質的報酬を得たのと同様に処理される
ことが先行研究によって示唆されている (Izuma et al., 2010)。研究 2 では，不遇な他者への
寄付行為という，潜在的な利益の獲得を見込める向社会的行動を用いて，行為者の制御焦
点が社会的交換に与える影響を実験的に検討する。
研究 1 では，特定の相手との相互作用のみを想定したが，研究 2 では，返報への期待に
関して，直接互恵性 (direct reciprocity; DR) だけでなく，間接的互恵性である socialized
indirect reciprocity (SIR)，generalized indirect reciprocity (GIR) を含む，3 つの互恵性における
返報への期待を検討する。これら 3 つの形態の返報を区別することは，制御焦点が社会的
交換プロセスの認識にどのような影響を与え，向社会的行動を促進するかを明らかにする
ことにつながる。
本研究では，評判の機能しうる集団内において，不遇な他者への寄付額をどれくらい見
積もるかを向社会的行動の指標とする。また，その後，自身が同様に不遇な境遇に立たさ
れた時に，過去に援助した相手がどれくらいの寄付額を自身に返報してくれると思うか
(DR)，自身の過去の向社会的行動を知っている第三者がどれくらい寄付してくれると思う
か (SIR) を尋ね，返報の期待とした。促進焦点の優勢な個人が，利益の追求のために向社
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会的行動を行うとすれば，予防焦点の優勢な個人よりも，向社会的行動も返報の期待も大
きくなると考えられる。
研究 2 の仮説
研究 2 では，以下の仮説を立てる。
促進焦点の優勢な個人は，他者からの返報による利益の獲得を目標とし，不遇な他者へ
の向社会的行動を行うと考えられる。したがって，促進焦点群の参加者の方が，予防焦点
群の参加者よりも，寄付額が大きいと予測される（仮説 1）。
また，促進焦点の優勢な個人の協力傾向は，返報の期待に根差していると考えられる。
したがって，促進焦点群の参加者は，すべての種類の互恵性 (DR，SIR，GIR) において，
予防焦点群の参加者よりも，返報期待額を高く見積もると考えられる（仮説 2）
。

方法

実験参加者および実験状況
実験参加者は女子大学生 41 名であった。実験は，愛知県内の大学で行われた心理学系の
授業の一部を使って，集団実験として実施された。実験マテリアルはすべて質問紙に印刷
された形で配布された。
実験手続き
本研究では，2 つの課題を用いて回答者の制御焦点を操作した後，参加者と同じ大学に所
属する学生が自然災害により被災するというシナリオの下で，被災者学生への寄付額と，
DR，SIR，GIR における返報期待額を測定した。
参加者には，制御焦点を操作するための質問紙 A と，向社会的行動と返報の期待を測定
するための質問紙 B が配布された。これらの 2 種類の質問紙は，相互に無関係の課題であ
ると教示された。参加者は，実験者の指示に従って，全員が同じペースで回答を行い，質
問紙 A，質問紙 B の順に回答した。その後，参加者は一般的信頼尺度 6 項目 (山岸, 1998) に
5 件法で回答した。一般的信頼は，社会的ジレンマにおける協力傾向に影響を与えることが
明らかになっており (山岸, 1998)，向社会行動や返報の期待に影響を及ぼす可能性が高いた
め，本研究では統制変数として測定した。最後にデブリーフィングを行い，実験は終了し
た。
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制御焦点の操作
質問紙 A では，参加者の制御焦点を操作するため，研究 1 と同様，理想自己/義務自己記
述課題 (尾崎・唐沢, 2012) を 6 分間，迷路課題 (Friedman & Förster, 2001) を 3 分間実施し
た。
向社会的行動と返報の期待の測定
質問紙 B では，向社会的行動を測定するための寄付シナリオ課題が実施された。参加者
は，知り合いではないが同じ大学に所属する学生が自然災害で被災し，金銭的に困窮して
いるというシナリオを読んだ後に，自分の自由になる金額（10 万円）の中から，いくら被
災学生に寄付するかを，1,000 円単位で回答した。なお，寄付をしたくない場合は 0 円と回
答することも可能であった。併せて，その金額を寄付すると回答した理由について，自由
記述で回答を求めた。
参加者はその後，評判が公開される状況，すなわち，自分の寄付行為が学内の広報誌に
取り上げられたというシナリオのもとで，(1) 将来自分が同じように被災した時に，被災学
生はいくら自分に寄付してくれると思うか (DR 返報期待額)，(2) 将来自分が同じように被
災した時に，大学内の無関係の学生（第三者）がいくら自分に寄付してくれると思うか (SIR
返報期待額)，(3) 将来大学内の無関係の学生が被災した時に，被災者学生はいくら寄付す
ると思うか (GIR 返報期待額) という 3 種類の互恵性における返報期待額を回答し，その理
由を自由記述で回答した。なお，返報期待額の回答範囲は，寄付額の回答範囲と同様に，
10 万円とした。

結果

実験参加者 41 名のうちの 2 名は，
「相手が寄付をするといっても，自分が受け取らない」
という理由で返報期待額を 0 円と記入しており，返報者の意図を推測させる本研究の目的
に合致していなかったため，分析対象から除外した。最終的に，促進焦点条件には 19 名，
予防焦点条件には 20 名の参加者が割り当てられた。過去に寄付経験のある者は 30 名，な
い者は 9 名であった。被寄付経験のある者は 1 名，ない者が 38 名であった。
主な変数の記述統計量を，制御焦点の条件別に Table 3.1 に示す。また，主な変数間の相
関係数を Table 3.2 に示す。年齢，寄付経験，被寄付経験，一般的信頼などの個人要因は，
寄付額や返報期待額に影響を及ぼしていなかった。したがって，以降の分析ではこれらの
個人要因を含めずに，制御焦点と寄付額との関連を検討した。
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Table 3.1

制御焦点の条件別の主な記述統計量

促進焦点条件
M
(SD )
19.58
(0.84)
24157.89
(25107.02)
19842.11
(25977.05)
17263.16
(20880.19)
26000.00
(27432.75)
3.31
(0.54)

年齢
寄付額（円）
DR返報期待額（円）
SIR返報期待額（円）
GIR返報期待額（円）
一般的信頼 (α = .83)

予防焦点条件
M
(SD )
19.70
(0.98)
5650.00
(5333.85)
4650.00
(5833.43)
3350.00
(3731.45)
5300.00
(6562.25)
3.18
(0.81)

DR = direct reciprocity, SIR = socialized indirect reciprocity,
GIR = generalized indirect reciprocity

主な変数間の相関係数

Table 3.2
1
1. 年齢
2. 制御焦点条件
(促進焦点 = 1,予防焦点 = 0)
3. 寄付経験 (有 = 1，無 = 0)
4. 被寄付経験 (有 = 1，無 = 0)
5. 一般的信頼
6. 寄付額
7. DR返報期待額
8. SIR返報期待額
9. GIR返報期待額

2

3

4

5

.09
.00
.21
.17
.20
.26

－.18
－.10
－.09
－.08
－.08

.13
.23
.11
.23

6

7

8

－.07
.19
.29 †
.43 ** －.16
－.32 *
.10
－.06
.47 **
.25
.39 *
－.24
.43 **
－.12
.47 **

.89 ***
.90 ***
.91 ***

.89 ***
.90 ***

.87 ***

n = 39, †p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001
DR = direct reciprocity, SIR = socialized indirect reciprocity, GIR = generalized indirect reciprocity

仮説の検討
まず，促進焦点条件と予防焦点条件において，寄付額がどのように異なるか（仮説 1）を
検定するため，制御焦点を独立変数，寄付額を従属変数とする t 検定を行った。その結果，
促進焦点条件の参加者の方が，予防焦点条件の参加者よりも寄付額が多いことが明らかと
なった (t (19.543) = 3.15, p = .005, d = 1.06; Figure 3.1)。したがって，仮説 1 は支持された。
次に，制御焦点と返報の期待との関連（仮説 2）を検討するために，返報期待額の値を従属
変数とする，2（制御焦点:促進焦点，予防焦点; 被験者間要因）×3（互恵性: DR，SIR，GIR;
被験者内要因）の分散分析を行った (Figure 3.2)。その結果，参加者の制御焦点と互恵性の
種類の交互作用が有意傾向を示した (F (2, 74) = 2.56, p = .084; η2 = .065)。そこで，各互恵性
の返報期待額における制御焦点の単純主効果を検討したところ，すべての種類の互恵性に
おいて制御焦点の主効果が有意であり (Fs (1, 46) > 5.94, ps < .019)，いずれの種類の互恵性
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においても，促進焦点条件の参加者の方が，予防焦点条件の参加者よりも返報期待額を高
く見積もっていた。したがって，仮説 2 は支持された。
なお，各制御焦点条件における互恵性の種類の単純主効果を検討したところ，促進焦点
条件における互恵性の種類の主効果が有意であった (F (2,74) = 7.73, p < .001)。Tukey の HSD
法による多重比較を行った結果，促進焦点条件においては，GIR 返報期待額が，SIR 返報期
待額 (p < .001) や DR 返報期待額 (p < .021) よりも有意に大きかった。一方，予防焦点条件
においては，互恵性の種類による返報期待額の差は有意ではなかった (F (2,74) = 0.40, p
= .673)。

35,000

**

30,000
25,000

20,000
15,000
10,000
5,000
0

促進焦点条件

予防焦点条件

**p < .01，エラーバーは標準誤差を表す
DR = direct reciprocity, SIR = socialized indirect reciprocity,
Figure
3.1 促進焦点条件と予防焦点条件の参加者の平均寄付額（円）
GIR
= generalized
indirect reciprocity
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*

35,000

30,000

***

***

*

25,000

*

20,000
促進焦点条件

15,000

予防焦点条件

10,000
5,000
0

DR返報期待額

SIR返報期待額

GIR返報期待額

*p < .05, ***p < .001，エラーバーは標準誤差を表す
DR = direct reciprocity, SIR = socialized indirect reciprocity,
GIR = generalized indirect reciprocity
Figure 3.2
各互恵性における促進焦点条件と予防焦点条件の参加者の平均返報期待額（円）

考察

本研究では，仮説 1 および 2 が支持され，促進焦点条件の参加者の方が，予防焦点条件
の参加者よりも多くの寄付額を提示していた。また，3 種類の互恵性における返報期待額に
ついて検討した結果，促進焦点条件の参加者は，予防焦点条件の参加者よりも，将来，多
くの返報を受けることを期待することが明らかとなった。他者との社会的交換では，資源
を提供するコストを負う代わりに，他者の持つ資源を利用することが可能になるため，利
益を得ることができる。促進焦点の優勢な個人は，利益の側面に注目することで，資源を
他者と交換することを選好し，自身が多く他者に資源を提供するとともに，他者からも将
来的に多くの返報を受けることを期待すると考えられる。一方，予防焦点の優勢な個人は，
社会的交換のコストの側面に注目することで，資源の保持を選好し，他者に資源を多く提
供せず，将来的な返報を期待しないと考えられる。
制御焦点の 3 種類の互恵性における返報の期待の関連については，興味深い示唆が得ら
れた。促進焦点条件の参加者は，直接的に自身の利益となる GR や SIR においては，自身の
貢献よりも高い返報が得られるとは期待していなかった。これは，促進焦点の優勢な個人
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は少なくとも短期的な純利益 (net benefit ) を期待して貢献を行うわけではないことを示唆
している。その一方で，直接的には自身の利益とならない第三者への返報 (GIR) について
は，自身の貢献よりもさらに大きな返報が成立するという期待を高めていた。これは，促
進焦点が社会的勢力への選好を強めることと関係するかもしれない (Leikas, Lonnqvist,
Verkasalo, & Lindeman, 2009)。促進焦点の優勢な個人は，自分の向社会的行動が，その相手
のみならず，第三者にまで影響を及ぼすと期待し，このことが向社会的行動を行う一つの
動機づけとなっている可能性がある。また，促進焦点の優勢な個人は，集団全体が享受す
る利益の多寡を重視する傾向がある (Gu et al., 2013)。特に，同じ大学の学生といった社会
的カテゴリ集団 (social category group) の顕在化は，社会的アイデンティティを強く喚起す
ることが示されている (Johnson, Crawford, Sherman, Rutchick, Hamilton, Ferreira, & Petrocelli,
2006)。したがって，自身の利益よりも内集団の利益を考慮する傾向が強まった結果 (Tajfel
& Turner, 1979)，促進焦点の優勢な個人は，自身が貢献した相手が，内集団の第三者に対し
て将来より多くの貢献を行い，集団全体の利益が高まることを期待した可能性がある。た
だし，本研究では GR，SIR，GIR に基づく返報期待額の回答において順序のカウンターバ
ランスを取っていないため，制御焦点が各互恵性の認知に与える影響については，この点
を改善した上で今後再検討を行う必要がある。
一方で，予防焦点の優勢な個人は，互恵性の種類にかかわらず，自身の貢献と同程度の
返報が成立するという期待を抱いていた。この点に関しては，予防焦点が義務の遂行と関
連するという側面から解釈できる (Higgins et al., 2003)。すなわち，予防焦点条件の参加者
が回答した寄付額や 3 種類の互恵性における返報期待額は，社会的交換における貢献と返
報の関係から判断されたものではなく，むしろ集団内に不遇な成員が存在する場合，他成
員が義務として行うべき最低限の援助，すなわち最小目標に基づいて判断された可能性が
ある。この場合，予防焦点の優勢な個人は，互恵性の種類とは関係なく，いずれの状況で
も不遇な成員には同程度の援助を提供すべきと判断するだろう。
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第4章

研究 3：制御焦点が職場での対人的援助に及

ぼす影響
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問題と目的

研究 1 では，促進焦点の優勢な個人は，予防焦点の優勢な個人よりも，協力への選好が
高いことが示された。また，研究 2 では，促進焦点の優勢な個人は，予防焦点の優勢な個
人よりも，不遇な他者に対する向社会的行動を行うことが示された。これらは一貫して，
促進焦点の優勢な個人の方が，予防焦点が優勢な個人よりも，社会的交換を積極的に行う
という仮説を支持している。ただし，これらの研究はいずれも仮想的な場面想定における
行動選択であり，行為者が日常的な社会的生活の中で行う協力を反映しているかどうかは
明らかでない。そこで，これまでに得られた知見の生態学的妥当性を検証するため，研究 3
では産業組織のフィールドにおいて，従業員である行為者の制御焦点が，職場での協力に
及ぼす影響を検討する。これにあたり，研究 1 および 2 では，プライミングによって操作
された状況的 (situational) 制御焦点を扱ってきたが，研究 3 では質問紙によって測定される
特性的 (propositional) 制御焦点が職場での協力の規定因となるかを検討する。

職場における協力
近代産業組織においては，従業員同士の関係性を通じて創出される社会関係資本 (social
capital; Coleman, 1988) への関心が高まる一方，日本では大企業を中心とした成果主義人事
システムの導入 (厚生労働省, 2012) により，従業員は自己利益の追求と，自己利益に直結
しない他者援助のバランスを取ることが難しくなっている。
ある従業員がコストを割いて他者の職務を援助するとき，援助の受け手は自身の生産性
を向上させることが可能になる。実際，職場における同僚の社会的サポートは，援助の受
け手の生産性を向上させることが示されている (e.g., AbuAlRub, 2004; Beehr, Jex, Stacy, &
Murray, 2000; Nagami, Tsutsumi, Tsuchiya, & Morimoto, 2010)。その一方で，援助の送り手は，
時間や労力，その他の資源といったコストを他者のために割く必要がある。したがって，
職場で継続的な援助が成立するためには，互恵性が重要な役割を果たす。たとえば，Bowling,
Beehr, Johnson, Semmer, Hendricks, & Webster (2004) は，ある高校の職員を対象にした調査で，
ある職員が他の職員から受ける情緒的・道具的サポートの程度は，受け手の職員が他者に
感情的サポートを提供する程度や，組織市民行動を行う程度に依存することを示している。
また，多様な職種の従業員を対象にした Bowling, Beehr, & Swader (2005) の研究では，従業
員の外向性や調和性といったパーソナリティが，他者への職務に関連したサポートの提供
を増加させ，それを媒介して他者からのサポートの受領を増加させることが示されている。

40

これらの知見は，他者援助を行った従業員が，その後，援助の受け手や第三者から，直接
的・間接的な返報を得られる可能性が高いことを示唆する。
以上のことから，従業員は，援助に必要な資源コスト，援助への直接的・間接的な返報
に対する期待，他者からの返報を受けられないリスクなどを総合的に考慮して，職場内で
援助を行うか否かを決定することになる。研究 3 では，従業員の特性的な制御焦点が，職
場内での他者援助に及ぼす影響と，その認知的プロセスについて検討する。

研究 3 の仮説
従業員の制御焦点が他者援助に与える影響について，研究 3 では，以下の仮説を設定す
る。
まず，これまでの議論と同様，促進焦点は，熱望方略を駆動し，コストやリスクの回避
よりも利益の獲得を動機づけることが予測される。従業員は，援助の送り手として職場内
で他者を援助し，援助の受け手や職場内の第三者から返報を得ることで，将来的に多くの
利益を享受することができる。たとえば，他者との情報，資源，技術などの社会的交換や，
援助を通じた他者との協同は，従業員が単独で持ちうる技量を超えた職務成果を上げるこ
とを可能にする。促進焦点が意思決定におけるリスキーバイアスを強めることを考慮する
と，促進焦点の強い従業員は，他者援助によってコストを支払い，返報がなされないこと
のリスクよりも，返報によって利益を獲得できる可能性を高く見積もるだろう。したがっ
て，促進焦点は，援助に対する職場での返報の期待（以下，職場での返報期待とする）を
強め，その結果，他者援助を促進することが予測される（仮説 1）
。
一方で，従業員の予防焦点は警戒方略を駆動し，コストやリスクを確実に回避するよう
に従業員を動機づけることが予測される。他者援助には，もし返報がなされなければ，援
助に必要な資源コストを見返りなしに支払うことになるリスクが付随する。さらに，返報
を受けられなかった従業員が，自身の好意にただ乗りされたと解釈すれば，資源的コスト
に加えて，心理的なコストが生じる可能性もある (裏切り嫌悪; Bohnet, Greig, Herrmann, &
Zeckhauser, 2008)。予防焦点が保守的バイアスを駆動することを考慮すると，予防焦点の強
い従業員は，たとえ返報による利益を獲得する可能性を見逃したとしても，返報を受けら
れないリスクを回避しようとするだろう。そのため，予防焦点は職場での返報期待を弱め，
その結果，他者援助を抑制すると考えられる（仮説 2）。
さらに，予防焦点は他者援助に直接的に影響を及ぼす可能性がある。先に述べたように，
職場での他者援助には，その実行自体に時間的・労力的コストがかかる。研究 1 で示され
たように，予防焦点の優勢な従業員は，他者から返報を受けられず搾取されるリスクとは
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別に，援助の実行自体のコストを抑制するために，他者援助を控える可能性もある。従業
員が援助自体にかかるコストを抑制しようとする場合，援助した相手や第三者から返報が
あると考えられるか否かは，他者援助の意思決定に関与しない。そのため，従業員の予防
焦点は，職場での返報期待を介さずに，直接的に他者援助を抑制する効果ももつ可能性が
ある（仮説 3）
。
以上のことから，本研究では，従業員の制御焦点が職場での返報期待を介して，他者援
助に影響を与えるプロセスと，返報期待を介さずに直接的に他者援助に影響を与えるプロ
セスについて，実証的に検討する。

方法

調査時期，調査対象者，および調査方法
本研究では，職場組織で働く従業員の一般的行動傾向を検討するため，業種や職種を限
定せずに幅広い従業員サンプルからデータを収集した。2014 年 6 月に，楽天リサーチ株式
会社に委託し，日本全国の民間企業で働く正規雇用の社会人 400 名を対象に，Web 調査を
実施した。すべての回答者は，評判が機能しうる集団としての条件を満たす，3 名以上の従
業員を含む部署で働いていた。
調査項目
制御焦点 従業員の制御焦点の測定には，Promotion/prevention focus scale (促進／予防焦
点尺度; Lockwood, Jordan, & Kunda, 2002) の邦訳版である，利得接近・損失回避志向尺度 (尾
崎・唐沢, 2011) を用いた。本研究では，原版である促進／予防焦点尺度に基づき，利得接
近志向尺度を促進焦点，損失回避志向尺度を予防焦点の測定項目とした。ただし，本調査
の対象者を社会人とするため，項目のワーディングを変更した。項目文中の「学校」は「職
場」
，
「学業」は「仕事」
，
「成績」は「人事評価」とそれぞれ言い換えた。促進焦点の測定
項目は，
「職場での私は，仕事で自分の理想をかなえることを目指している」，「どうやった
ら良い人事評価がとれるかについて，よく考える」など 8 項目からなり，予防焦点の測定
項目は，
「職場での私は，仕事での失敗を避けることを目指している」，
「目標とする人事評
価をとれないのではないかと，よく心配になる」など 8 項目からなる。それぞれの項目に
ついて，
「全く当てはまらない（1 点）
」から「非常に当てはまる（7 点）
」までの 7 件法で
回答を求めた。
職場での返報期待

Stanca (2009) に基づいて互恵性に対する信念を測定する，五十嵐

(2012) の尺度から，自身の援助に対する受け手と第三者からの返報期待を測定する 2 項目
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を，表現を一部変更して用いた。職場での返報期待を測定するため，いずれの項目にも「私
の職場では」という文言を付け足した。具体的には，
「私の職場では，私が誰かを助けたら，
いずれその人は私が困っている時に助けてくれるだろう（直接返報期待）
」，
「私の職場では，
私が誰かを助けたら，いずれ別の誰かが私が困っている時に助けてくれるだろう（間接返
報期待）
」の 2 項目を用いた。いずれも，「全く当てはまらない（1 点）」から「非常に当て
はまる（5 点）
」までの 5 件法で回答を求めた。
他者援助 従業員の他者援助の指標として，田中 (2001) の組織市民行動尺度の「対人的
援助」下位尺度を用いた。該当者が限定される内容を含む 1 項目（「他の部署（あるいは課）
を尋ねに来た訪問者の応対をする。
」
）を除き，
「多くの仕事を抱えている人の手助けをする」
「仕事上のトラブルを抱えている人を，進んで手助けする」など 7 項目について，「全く当
てはまらない（1 点）
」から「非常に当てはまる（7 点）」までの 7 件法で回答を求めた。こ
こでの他者援助の測定は，回答者の主観的な評定に基づいている。したがって，本研究で
は，他者援助指標の妥当性を確認するため，職務上で他者を援助する一日あたりの平均時
間数（他者援助時間数）についても回答を求めた。
成果主義組織風土 組織の成果主義人事システムは，従業員の職場内協力に対する選好
に影響を与えることが示唆されている (Burks et al., 2009)。そのため，統制変数として，関
本・鎌形・山口 (2001) の組織風土尺度のうち，「成果主義・競争」下位尺度 5 項目を用い
て，回答者の所属する組織の成果主義組織風土を測定した。測定項目は，「仕事面での成果
が上がらないと，肩身の狭い思いをしなければならない」，「うちの会社では，失敗に対し
て寛容すぎるところがある。
（逆転項目）」）などであった。いずれも，「全く当てはまらな
い（1 点）
」から「非常に当てはまる（5 点）」までの 5 件法で回答を求めた。
デモグラフィック変数

年齢，性別，業種，職種，組織の所属人数，部署の所属人数，職

位，組織での勤続年数，現在の部署での勤続年数，一日あたりの就労時間数を尋ねた。な
お，Web 調査の仕様上，組織や部署の所属人数，組織や部署での勤続年数は，順序カテゴ
リ変数として測定した。

結果

回答者の属性
本研究では，回答に不備のあるサンプルを除いた 336 名 (男性 274 名，女性 62 名，平均
年齢 43.8 歳，SD = 8.5) のデータを分析の対象とした（有効サンプル割合 84%）。サンプル
の属性を Table 4.1 に，各変数の平均および標準偏差，各変数間の相関係数を Table 4.2 に示
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す。尺度の信頼性はいずれも十分に高かったため，以降の分析では各尺度の尺度得点（項
目数で割ったもの）を用いた。
本研究の予測と一致して，職場での返報期待は他者援助と正の相関を示し，促進焦点は
職場での返報期待および他者援助と正の相関を示した。しかし，予測に反して，予防焦点
はこれらの変数のいずれとも相関を示さなかった。なお，他者援助の指標は，他者援助の
時間数と正の相関を示しており，他者援助に関する測定は一定の妥当性を有すると考えら
れる。一方，デモグラフィック変数のうち，組織での勤続年数，現在の部署での勤続年数，
一日あたりの就労時間数は，他者援助と有意な相関を示さなかった (スピアマンの順位相関
係数 ρ = .01 - .09, n.s.)。
また，
組織の所属人数 (ρ = －.12, p < .05)，部署の所属人数 (ρ = －.12,
p < .05) は，他者援助との間に有意な負の相関を示したが，仮説モデルの独立変数である制
御焦点や，媒介変数である職場での返報期待との間に有意な相関を示さなかった (ρ = －.05
- .09, n.s.)。したがって，これらの変数も以降の分析には用いない。

Table 4.1
属性名
性別

回答者の属性
各属性度数

男性274名，女性62名

業種

建設29名，製造133名，運輸・郵便16名，卸売・小売38名，
宿泊・飲食・娯楽サービス12名，教育・学習支援3名，医療・福祉7名，その他98名

職種

専門・技術86名，事務75名，営業51名，販売・サービス20名，医療・福祉5名，
製造・運輸・作業32名，研究・開発19名，管理43名，その他5名

組織の所属人数

50人未満61名，50人以上100人未満29名，100人以上300人未満61名，
300人以上1,000人未満59名，1,000人以上3,000人未満49名，
3,000人以上5,000人未満12名，5,000人以上10,000人未満18名，10,000人以上47名

部署の所属人数

3人以上10人未満89名，10人以上20人未満59名，20人以上30人未満28名，
30人以上50人未満54名，50人以上100人未満43名，100人以上63名

職位

一般社員168名，係長級56名，課長級67名，部長級40名，それ以上5名

組織での勤続年数

1年未満11名，1年以上10年未満112名，10年以上20年未満102名，
20年以上30年未満86名，30年以上40年未満23名，40年以上2名

部署での勤続年数

1年未満28名，1年以上10年未満201名，10年以上20年未満75名，
20年以上30年未満25名，30年以上7名

一週間あたり就労時間

20時間以上40時間未満59名，40時間以上60時間未満243名，60時間以上34名
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Table 4.2
M (SD )
1. 性別（男性 = 0，女性 = 1）
2. 年齢

主な変数の平均値と標準偏差，および変数間の相関係数
α

43.76 (8.54)

3. 役職の有無（0 = 一般従業員，
1 = 係長以上の従業員）
4. 成果主義組織風土
3.02 (0.71)
5. 促進焦点
4.27 (0.87)
6. 予防焦点
4.17 (0.81)
7. 職場での返報期待
3.30 (0.95)
8. 他者援助
4.66 (0.91)
9. 他者援助時間数
2.18 (1.62)
†p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001

.69
.85
.80
.89
.88

1

2

－.43

***

－.37

***

－.09
－.02
.09
.13
.04
－.11

†
*

*

.41
－.03
－.10
－.19
－.05
.09
.04
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3

4

5

6

7

.07
－.01
.06

.15
.12

8

***

†
***

.06
.18
－.10
.02
.20
.22

***
†

***
***

.20
.27
.00
.01
.12

***
***

*

.27 ***
.26 ***
.36 ***
.27 ***

*
†

.36 ***

構造方程式モデリングを用いた仮説の検討
構造方程式モデリングを用いて，従業員の制御焦点が，職場での返報期待を媒介して，
他者援助に影響を与えるプロセスを検討した。その際，関連する諸変数の影響を統制した
上で，促進焦点と予防焦点が，それぞれ職場での返報期待や他者援助に及ぼす影響を検討
した。相関分析において，役職の有無は，促進焦点，予防焦点，および他者援助との間に
相関を示したため，統制変数としてモデルに含めた。性別，年齢，成果主義組織風土は，
目的変数である他者援助と有意な関連を示さなかったため，モデルには含めなかった。な
お，分析モデルは飽和モデルを適用した。
一般化最小二乗法によって推定されたパス係数（標準化係数）を Figure 4.1 に示す。職場で
の返報期待は，他者援助との間に有意な関連を示さなかった。また，ブートストラップ法
（リサンプリング回数は 1000 回）を用いて間接効果の検定を行った結果，促進焦点および
予防焦点が職場の返報期待を介して他者援助に及ぼす影響は，いずれも有意ではなかった
(促進焦点：間接効果 = .021, 95%CI [－.012, .067], p = .265; 予防焦点：間接効果 = .009,
95%CI [－.017, .015], p = .944)。したがって，仮説 1 および仮説 2 は支持されなかった。
一方，促進焦点は，職場での返報期待と他者援助にそれぞれ直接的に正の影響を及ぼし
ていた。また，予防焦点は，職場での返報期待に有意な影響を及ぼさず，直接的に他者援
助に負の影響を及ぼしていた。したがって，仮説 3 は支持された。

促進焦点

.35***
.26***
職場での
返報期待

.18**

.07

他者援助

－.03

.27***
役職の有無
（統制変数）

.13*
.00

－.10†

－.10†

係数は標準化偏回帰係数を表す
†p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001
統制変数の影響は破線で示す

予防焦点

Figure 4.1

従業員の制御焦点が職場での返報期待および他者援助に与える影響
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考察

本研究では，従業員の制御焦点が職場での返報期待を介して他者援助に影響を与えるプ
ロセスと，返報期待を介さずに，直接的に他者援助に影響を及ぼすプロセスについて検討
した。Web 調査によって収集された従業員データを分析した結果，促進焦点は職場での返
報期待と他者援助をそれぞれ直接的に高めたが，予測に反して，職場での返報期待を介し
て他者援助を高める効果は見いだされなかった。また，予防焦点は，職場での返報期待に
影響を及ぼさず，直接的に他者援助を抑制していた。
従業員の促進焦点が，職場での返報期待を媒介せず直接的に他者援助を増加させていた
ことは，促進焦点の優勢な個人が，予防焦点の優勢な個人よりも，意思決定において感情
ヒューリスティックに依存しやすい (Pham & Avnet, 2004; Pham & Avnet, 2009) ことに起因
する可能性がある。感情ヒューリスティックとは，認知的推論プロセスとは対照的に，取
るべきオプションに対する主観的な感情反応に依存した意思決定プロセスである。他者援
助を含む向社会的行動は，他者への共感やそれによって引き起こされる同情 (sympathy) と
いった感情的反応によって促進されることが示されており (Eisenberg & Fabes, 1990)，他者
援助はコストや返報を考慮した利得計算によって生じる側面以外に，感情によって駆動さ
れる直観的な意思決定としての側面も併せ持つといえる。したがって，促進焦点の優勢な
従業員は，援助への返報があるか否かを必ずしも重視せず，感情ヒューリスティックに従
って直観的に他者援助を行いやすくなっている可能性がある。今後，促進焦点が他者援助
に及ぼす影響について，共感などのプロセスを考慮した，より詳細な検討を行う必要があ
るだろう。
しかし，促進焦点が他者援助に及ぼす影響については，異なる解釈も可能である。たと
えば，Lockwood, Jordan, & Kunda (2002) は，促進焦点の優勢な個人は好ましく理想的な役
割モデルに，予防焦点の優勢な個人は好ましくない反面教師的な役割モデルに動機づけら
れることを示した。すなわち，従業員が他者に協力的な従業員像を理想として自己制御を
行っていた場合，援助による感情的利益の追求とは異なるプロセスが働くことになる。ま
た，促進焦点の優勢な個人は最大目標 (maximal goal) を，予防焦点の優勢な個人は最小目
標 (minimal goal) を追求する傾向がある (Idoson et al., 2000)。また，他者援助をはじめとし
た組織市民行動は，従業員がどれくらい幅広い役割定義 (role definition) を行うかに影響を
受ける (Morrison, 1994)。これらのことから，促進焦点の優勢な従業員が他者援助を行うの
は，自身の最大目標として，他者の援助も含めた幅広い役割定義を行っていることに起因
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する可能性もある。今後の研究では，これらの変数の影響を加味し，促進焦点と他者援助
の関係性をより明確にする必要があるだろう。
また，従業員の予防焦点は，返報期待を媒介せずに直接的に他者援助を抑制していた。
これは，予防焦点の優勢な従業員が，警戒方略の一環として，他者援助というコストのか
かる行動を最小化しようとしたためと考えられる。この結果は，研究 1 および研究 2 の結
果と一致している。一方で，仮説に反して，予防焦点は職場での返報期待に負の影響をも
たらさなかった。この結果は，予防焦点の優勢な従業員が，コストを負担してまで他者援
助を行おうとする動機づけが低いため，援助に対して返報があるか否かを，リスクという
観点で捉えていないために生じた可能性がある。すなわち，従業員自身に他者援助を行う
意思がなければ，返報期待を低く見積もり，他者から搾取されるリスクを考慮する必要は
ないため，予防焦点に伴うリスク回避傾向が顕在化しなかった可能性が考えられる。以上
のことから，予防焦点の優勢な従業員は，返報がなされないリスクに着目して他者援助を
控えるのではなく，他者援助に伴うコストそのものを抑制するために，他者援助を控えて
いると解釈できる。ただし，予防焦点が他者協力に及ぼした負の効果は，促進焦点との共
変量を統制して初めて観測できる効果であることを考慮する必要がある。単相関係数を参
照すると，従業員の予防焦点と他者援助の間に，負の関係はみられなかった。この点は，
操作された制御焦点をそのまま扱った研究 1 および 2 の結果とは対応していないので，解
釈に注意が必要である。研究 3 においては，従業員の特性的な促進焦点の値が同じであっ
た場合，予防焦点が高いほど，従業員の協力は抑制されると解釈することが正しい。
研究 3 の問題点として，同一の組織からサンプリングを行っていない点が挙げられる。
援助行動の生起には，組織や職場に固有の様々な環境要因が影響を及ぼすと考えられるた
め，これらの要因を統制した上で仮説モデルを検討する必要があったと考えられる。例え
ば，神・山岸 (1997) は，同一集団内では協力に対して間接的に返報が受けられる可能性が
高いと成員が認識するため協力がスムーズになるという集団協力ヒューリスティック仮説
を主張したが，近年，こうしたヒューリスティック（i.e., 内集団びいき）が生じるのは，集
団内における返報の期待よりもむしろ自身の評判維持のためであるとの説明がなされてい
る (Yamagishi & Mifune, 2008; 三船・山岸, 2015)。本研究において職場での返報期待が他者
援助と関連しなかったのは，評判維持の必要性が生じないような状況（e.g., 人員の流動性
の高い状況や，協力よりも個人のパフォーマンスの方が重視されるような状況）が存在し
たためだと考えられる。今後は，こうした職場固有の状況要因を統制した上で，従業員の
制御焦点が他者援助に与える影響を検出する必要があるだろう。また，調査対象者をとり
まく職場の従業員が，どのような行動傾向を持つかを確認できなかったことも，本調査方
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法の問題点として挙げられる。特に，促進焦点の優勢な従業員が，促進焦点の優勢な同僚
に囲まれて働いている場合，その社会的交換戦略は職場で適応的となり，従業員同士は互
いに利益を得ることができると考えられる。しかし，促進焦点が優勢な個人が，予防焦点
の優勢な同僚に囲まれている場合は，当該従業員の協力的な行動は実を結ばない可能性が
高い。Righetti, Finkenauer, & Rusbult (2011) は，目標達成における個人間の制御適合の効果
を検証し，促進焦点の優勢な個人は同じく促進焦点の優勢なパートナーを自分の目標達成
の手助けになると評価し，よりアドバイスを求める傾向にあるが，予防焦点の優勢な個人
は同じく予防焦点の優勢なパートナーを役に立つと評価するわけではないことを示した。
この結果は，促進焦点と予防焦点の優勢な者の，社会的交換傾向の違いを示唆していると
考えられる。本研究では，特に促進焦点の優勢な個人が職場において協力的にふるまうこ
とが示されたが，この効果は職場集団レベルで促進焦点が優勢な際に機能するのか，それ
とも個人の制御焦点によって単独で機能しうるのかを，あらためて確認する必要があるだ
ろう。
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第5章

研究 4：職務への報酬認知とプレッシャーが

目標外職務の遂行に及ぼす影響
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問題と目的

研究 3 では，
従業員の制御焦点が職場での他者援助に影響を及ぼすことが明らかとなり，
従業員の促進焦点は他者援助に正の影響を，予防焦点は負の影響を与えていた。したがっ
て，研究 1 および 2 を通して得られた知見について一定の生態学的妥当性が示された。
研究 4 の目的は 2 つある。第 1 の目的は，従業員の制御焦点が他者への協力に与える影
響について，より詳細な認知プロセスを明らかにすることである。研究 1 から 3 を通して，
促進焦点および予防焦点は，返報の期待を媒介せずに，直接的に他者援助に影響を及ぼす
ことが明らかとなった。これらの結果を踏まえ，研究 4 では，個人の制御焦点が協力行動
に影響を与える認知的プロセスをより詳細に検討する。
第 2 の目的は，より厳密に，成果主義人事システムを社会的ジレンマ構造として利用し
たフィールド研究を行うことである。後述の通り，成果主義人事システムには，査定対象
となる職務成果の特定が必要不可欠である。本研究では，成果主義人事システムを導入し
ている企業の従業員に対し，その評価対象から外れた隙間仕事（e.g., 組織市民行動）を行
うことを「協力行動」として定義し，この遂行度が，従業員の動機づけの種類（i.e., 報酬
の獲得に向けた促進焦点的動機づけ，もしくは罰の回避に向けた予防焦点的動機づけ）に
よってどのような影響を受けるかを検討する。
成果主義人事システムと目標外職務
成果主義人事システムの基本原理となる個人業績評価には，目標管理 (MBO: management
by objectives) システムが最も広く用いられており (産業能率大学総合研究所, 2003)，従業員
は達成すべき目標とそれに関連した職務（目標関連職務）の遂行に強く動機づけられる。
しかし一方，成果主義人事システムを導入したことで，「目標シートに書けないような隙間
業務を誰も行わない」
，
「従業員は高いアンテナを張ることをやめ，与えられた仕事を行う
だけになる」 (城, 2004) ，さらには「個人主義志向が高まり，チームワークが損なわれる」
(高橋, 2004) といった事例が報告されている。組織市民行動 (フォーマルな報酬システムに
よって直接的・明示的に評価はされないが，組織が効率的に機能することを促進する，任
意の従業員行動; Organ, 1988) をはじめとする目標外職務の遂行度は，多くの場合，客観的
な観察や評価が難しい (Deckop, Mangel, & Cirka, 1999) 。また一方で，本来自発的に行われ
るはずの組織市民行動を，明確な基準が存在する公的なシステムによって評価すれば，従
業員の感情疲労や過重負担，バーンアウトを引き起こす危険性があるだけでなく，組織市
民行動の役割を形骸化させる可能性がある (Becton, Giles, & Schraeder, 2008) 。したがって，
従業員を特定の職務へと強く動機づける施策には，評価の対象とならない他者援助や組織
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市民行動を行うことへの従業員の時間的・体力的・心理的コストを増大させるという副作
用が伴う。こうした状況は，社会的ジレンマ状況 (Dawes, 1980) の一つとして解釈できる
(Rob & Zemsky, 2002)。
本研究では，上記のような社会的ジレンマ状況において，評価対象から外れた目標外職
務（e.g., 組織市民行動）を行うことを「協力行動」として定義する。また，制御焦点理論
を援用し，成果主義人事システムによって駆動される従業員の動機づけが，報酬の獲得に
向けた促進焦点的動機づけであるか，または罰の回避に向けた予防焦点的動機づけである
かによって，目標外職務の遂行がどのような影響を受けるかを検討する。
研究 4 の仮説
成果主義人事システム下において，従業員が職務成果への動機づけを高める際には， (1)
給与の増加や栄転など，高い職務成果をあげた場合の利得に注目して動機づけを高める場
合と， (2) 給与の減少や左遷など，組織に望まれる職務成果を達成できなかった場合の損
失に注目して動機づけを高める場合の 2 つのプロセスが想定される。そこで本研究では，
制御焦点理論の枠組みに従い，従業員の目標関連職務に対する認識を， (1) 目標遂行への
報酬認知と， (2) 目標達成へのプレッシャーの 2 つに区別して検討を行う。目標遂行への
報酬認知は，
「
『目標関連職務を遂行することが報酬や利得に結びつく』という促進焦点的
な動機づけにつながる目標関連職務への認識」
，目標達成へのプレッシャーは，
「『目標を達
成しないことで罰や損失が生じる』という予防焦点的な動機づけにつながる目標関連職務
への認識」と定義する。
促進焦点と関連する目標遂行への報酬認知，および予防焦点と関連する目標達成へのプ
レッシャーが，目標外職務の遂行に与える影響は，制御適合 (regulatory fit) の理論によって
予測できる。制御適合とは，個人が目標を達成するために用いる方法が，制御焦点のモー
ドと適合する際に，動機づけが高まるという理論である (Higgins, 2005)。Freitas & Higgins
(2002) の研究では，促進焦点のモードが優勢な個人は，利益の獲得を助けるような方略や，
価値のあるものを探究するような課題をより楽しんでいた。一方，予防焦点の優勢な個人
は，損失の回避を助けるような方略や，害悪となるものを検出するような課題をより楽し
んでいた。すなわち，促進焦点と予防焦点は，それぞれのモードに適合する課題の遂行時
において，課題の「エンジョイメント (enjoyment) 」を高め，それを媒介して課題への動機
づけを高めるのである。エンジョイメントとは，空腹や性的不満，身体的快楽のような恒
常性欲求を満たすことで生じるポジティブな感情 (pleasure) とは異なり，恒常性の制限の
ないスポーツや芸術，また刺激的会話などの中で経験するポジティブな感情であり，個人
的成長や長期にわたる幸福感を導くものとして定義される (Seligman & Csikszentmihalyi,
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2000)。このように，エンジョイメントとは「プラスアルファ」の取り組みに対する快感情
であり，より高次の満足感をもたらすものとして理解できる。制御適合の視点から考える
と，促進焦点と関連する目標遂行への報酬認知は，目標外職務へのエンジョイメントを高
めることで，その遂行度を増大させると考えられる。Freitas & Higgins (2002) は，エンジョ
イメントが，自身の制御焦点と手段や課題が一致した時に生じる，重要な動機づけの要素
であると指摘している。ある行為の遂行が，自身の求める望ましい結果につながると感じ
られるとき，行為へのエンジョイメントは高まる (e.g., Harackiewicz & Sansone, 1991)。促進
焦点は，自身の利益を高める可能性のある，環境の変化への開放性や，長期的な展望，リ
スクテイキング傾向を高める。したがって，促進焦点と関連する目標遂行への報酬認知は，
長期的に自身の利得を高めうる目標外職務に対するエンジョイメントを媒介して，目標外
職務の主観的遂行度 (仮説 1a) および遂行時間割合 (仮説 1b) を高めると考えられる。
一方，予防焦点と関連する目標達成へのプレッシャーは，目標外職務への時間的資源の
圧迫の認知を高めることで，その遂行を抑制すると予測される。従業員が職務の遂行に割
り当てることができる時間や労力などの資源には限りがある。予防焦点のモードが優勢な
個人は，目標達成へのリスクを避けることに集中し (Crowe & Higgins, 1997) ，目標達成ま
での時間的資源を少なく認知する (Pennington & Roese, 2003)。また，予防焦点に基づく方略
を用いる者は，促進焦点に基づく方略を用いる者に比べて，目標達成に関連する行動に従
事している間の外的な誘惑や障害物に対して強い耐性を持ち，気を散らす要因の多い状況
下でも高いパフォーマンスを上げることが示されている (Freitas, Liberman, & Higgins, 2002)。
これらの知見に基づくと，予防焦点の優勢な従業員は，職務目標の達成に対して高い集中
力を持ちながら職務に取り組む一方で，職務目標の達成を妨げる要因として目標外職務を
認知し，時間的資源の分配を控えることが考えられる。したがって，予防焦点と関連する
目標達成へのプレッシャーは，目標外職務への資源の圧迫の認知を媒介して，目標外職務
の主観的遂行度 (仮説 2a) および遂行時間割合 (仮説 2b) を低下させると考えられる。
まとめると，本研究では，(1) 目標遂行への報酬認知が，目標外職務へのエンジョイメン
トを媒介して，目標外職務の遂行度に正の影響を与えるプロセスと， (2) 目標達成へのプ
レッシャーが，目標外職務への資源の圧迫の認知を媒介して，目標外職務の遂行度に負の
影響を与えるプロセスの 2 つを想定し，実証的な検討を行う。また本研究では，成果主義
人事システムの基本原理となる個人業績評価として，目標管理システムが用いられている
組織の従業員を対象とした調査研究を行い，仮説モデルの検討を行う。
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方法

調査時期
調査は，2012 年 10 月から 11 月にかけて実施された。
調査対象者・実施方法
本研究では，愛知県内の複数の大学において，心理学の講義を受講する大学生 930 名に
質問紙を配布し，身近な社会人に回答してもらうよう依頼した。質問紙は，回答の謝礼で
あるボールペンとともに，一部ずつ封筒に入れて配布された。プライバシー保護のため，
封筒は回答者自身が厳封するよう依頼した。質問紙は再び学生を通して調査者に返却され，
319 部の質問紙が回収された。
質問項目
目標管理システムの適用の有無

「あなたの会社，および職場では，一年や半年といっ

た短期での目標設定が，個人ごとに行われますか？ (あなた自身が当てはまらない場合は
「いいえ」でお答えください。) 」という項目に「はい」または「いいえ」で回答を求めた。
労働時間と目標外職務の内容の想起 まず，
「1. あなたの 1 日の勤務時間は，約何時間で
すか (休憩は入れないでください) 。
」という項目で，休憩を除く一日の総労働時間数を尋
ねた。次に，
「2. 1 日の勤務時間のうち，今期の目標の達成のために直接的に必要な仕事に
ついやす時間は何時間くらいですか (この 1 週間を振り返り，平均的な時間数をお答えくだ
さい) 。
」という項目で，1 日あたりの目標関連職務に費やす時間数を尋ねた。時間数は日
毎に変動することが想定されるため，過去一週間における平均的な時間数を尋ねた。目標
外職務の遂行時間数は，1 日の総労働時間数から目標関連職務の遂行時間数を差し引いて算
出した。また，目標外職務の遂行度の指標として，一日の総労働時間数に占める目標外職
務の遂行時間数の割合 (目標外職務の遂行時間割合) を算出した。遂行時間の絶対量ではな
く割合を指標として用いるのは，回答者によって総労働時間が異なることの影響を統制す
るためである。最後に，
「3. 2.で記入した時間以外の時間には，どのような仕事を行ってい
ましたか。簡単でかまいませんので，いくつか内容を挙げてください。」と教示し，目標外
職務の内容に関する回答を自由記述で求めた。自由記述の回答欄は 3 つ設けた。
目標遂行への報酬認知

職務成果によって報酬を獲得することに対する認知を測定する

ために作成した 3 項目について，
「全く当てはまらない (1 点) 」から「非常に当てはまる (5
点) 」までの 5 件法で回答を求めた。
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目標達成へのプレッシャー 職務成果をあげられないことへの恐れやプレッシャーの強さ
を測定するために作成した 3 項目について，
「全く当てはまらない (1 点) 」から「非常に当
てはまる (5 点) 」までの 5 件法で回答を求めた。
目標外職務へのエンジョイメント Kuvaas (2006) の内発的動機づけ尺度を参考に，目標
外職務へのエンジョイメントを測定する項目を 3 項目作成し，
「全く当てはまらない (1 点) 」
から「非常に当てはまる (5 点) 」までの 5 件法で回答を求めた。
目標外職務への資源の圧迫 従業員の時間や労力といった資源の圧迫を測定するため，独
自に作成した 4 項目について，
「全く当てはまらない (1 点) 」から「非常に当てはまる (5
点) 」までの 5 件法で回答を求めた。
目標外職務および目標関連職務の主観的遂行度 Kuvaas (2006) の自己評価式パフォーマ
ンス尺度を日本語訳して用いた。その際，「…するつもりである」といった意図を表す項目
を除外し，
「…をしている」といった実際の行動を示す項目を用いることで，回答者の実際
の遂行度に自己評価をなるべく近づけるようにした。回答者は，先に自由記述で想起した
目標外職務の一覧を参照しながら，目標外職務の遂行度に関する 4 項目に回答した。また，
目標外職務と目標関連職務の遂行度との関連を確認するため，目標関連職務の主観的遂行
度についても同様の 4 項目で尋ねた。いずれも，
「全く当てはまらない (1 点) 」から「非常
に当てはまる (5 点) 」までの 5 件法で回答を求めた。主観的遂行度の指標には，4 項目の
平均得点を用いた。
デモグラフィック変数

年齢，性別，勤続年数，業種，職種，週あたりの就労時間を尋

ねた。

結果

回答者の属性
回収された 319 名のデータのうち，14 名（全体の 4.4%）のデータには連続同一回答など
不適切な点がみられたため，分析から除外した。残りの 305 名のデータのうち，回答者に
目標管理システムが適用されていたデータは 189 名分（適切な回答からなるデータの 62.0%）
であった。本研究では，さらに目標外職務の内容について明確な記述のあったデータ 112
名分（目標管理システムを適用されている回答者の 59.3%，全回収数の 35.1%）を最終的に
分析対象とした 1。なお，目標管理システムを適用されているが，目標外職務を記述しなか
った回答者 (n = 78) は，勤務時間平均 8.8 時間のうち，目標関連職務の遂行に平均 7.9 時間
を費やしており，目標外職務の遂行に費やす時間が極端に少なかったために，内容を想起
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できなかったと考えられる。回答者の属性を Table 5.1 に示す。平均年齢は 45.5 歳 (SD =
11.0) ，勤続年数は平均 21.1 年 (SD = 12.2) ，1 週間当たりの合計就労時間は 44.5 時間 (SD
= 11.5) であった。
サンプルの特徴としては，一日の平均就労時間は 9.2 時間 (SD = 1.7) で，一日当たり平均
4.8 時間 (SD = 2.8) が目標外職務に費やされていた。また，目標外職務の内容に関しては，
データ入力や連絡業務などの単純事務作業 (45 件) ，部下や後輩の指導・監督 (21 件) ，同
僚のフォローや相談に乗るなどの援助 (21 件)，会議・ミーティング (21 件) ，掃除や機器
トラブル対処などの環境整備 (18 件) に関する記述が多くみられた。
主な変数の記述統計量および相関係数を Table 5.2 に示す。なお，年齢，勤続年数，週あた
りの就労時間などのデモグラフィック変数は，下記のいずれの変数とも有意な相関を示さ
なかったため，以降の分析では用いない。
目標遂行への報酬認知，目標達成へのプレッシャー，目標外職務へのエンジョイメント，
および目標外職務への資源の圧迫は，それぞれの概念を構成すると想定される測定項目間
で強い相関を示した (rs = .55 - .79) 。また，目標外職務の主観的遂行度および遂行時間割合
が，サンプルの属性によって異なるかを検討したところ，性別，職種，雇用形態，職位に
よる有意な差はみられなかった (Fs < 1.59) 。
目標遂行への報酬認知と目標達成へのプレッシャーは，たがいの概念を構成する測定項
目間において，無相関から弱い正の相関を示していた (rs = －.09 - .25)。このことから，こ
れらの構成概念はほぼ独立の関係にあると考えられる。先行研究においては，促進焦点と
予防焦点は相互に無相関から中程度の正の相関を示している (Lockwood, Jordan, & Kunda,
2002; 尾崎・唐沢, 2011)。本研究の結果は，制御焦点に関する従来の知見に合致するもので
ある。なお，目標遂行への報酬認知と目標達成へのプレッシャーの測定項目は，目標関連
職務の主観的遂行度とおおむね弱い正の相関を示した。このことは，目標遂行への報酬認
知と目標達成へのプレッシャーが，いずれも目標関連職務への動機づけを高めるような認
識として機能していることを示している。

56

Table 5.1
属性名
性別

回答者属性
各属性度数

男性87名，女性24名，不明1名

業種

建設業7名，製造業40名，運輸・郵便業3名，卸売業・小売業13名，
宿泊業・飲食・娯楽サービス業6名，教育・学習支援業3名，
医療・福祉11名，公務9名，その他15名，不明5名

職種

専門・技術職34名，事務職21名，営業職13名，販売・サービス職13名，
医療・福祉職8名，製造・運輸・作業職14名，教育職2名，その他3名，
不明4名

雇用形態

正社員99名，パート・アルバイト5名，契約社員3名，派遣社員1名，
不明4名

職位

一般社員66名，係長級25名，課長級12名，部長級5名，不明4名
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Table 5.2
変数名

M (SD )

主な変数の平均値と標準偏差および変数間の相関係数

1
q1

q2

2
q3

q4

q5

3
q6

q1

3.02 (1.11)

q2

3.07 (0.97)

.71 ***

q3

2.96 (1.03)

.71 ***

目標達成への
プレッシャー
(α = .86)

q4

3.42 (1.13)

.13

.12

q5

2.88 (1.10) －.04

－.09

.07

q6

3.12 (1.09)

.00

－.04

.12

目標外職務への
エンジョイメント
(α = .85)

q7

2.76 (1.02)

.15

.23 *

.24 *

－.08

－.04

－.05

q8

2.46 (1.07)

.23 *

.21 *

.26 **

－.15

－.02

－.09

q9

2.48 (1.03)

.28 **

.26 **

.31 ***

－.12

－.08

－.14

q10

2.63 (1.04)

.22 *

.04

.19 *

－.16

q11

2.35 (0.96)

.13

.00

.11

q12

2.37 (1.06)

.14

－.02

q13

2.30 (1.06)

.13

5

目標外職務の
主観的遂行度
(α = .83)

3.25 (0.80)

6

目標関連職務の
主観的遂行度
(α = .86)

3.43 (0.70)

7

目標外職務の
遂行時間割合

1

2

3

4

目標遂行への報酬認知
(α = .89)

目標外職務への
資源の圧迫
(α = .90)

q7

q8

4
q9

q10

q11

6

q13

.79 ***
.25 **
.55 ***
.75 ***

.72 ***
.63 ***
.60 ***

.74 ***

.23 *

.23 *

－.02

－.10

－.03

.37 ***

.21 *

.32 ***

－.21 *

－.21 *

－.17

.62 ***

.09

.15

.22 *

.23 *

－.08

－.06

－.01

.72 ***

.72 ***

－.07

.15

.25 **

.32 ***

.35 ***

－.12

－.06

－.05

.70 ***

.67 ***

.19 *

.14

.17

.35 ***

.28 **

.29 **

0.51 (0.25) －.10

5
q12

－.04

－.02

－.03

.17 †

－.03

－.03

.09

－.10

－.08

.22 *

－.10

†p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001
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.24 *

.35 ***

.29 **

－.01

.13

.09

.17

.18

.09

.77 ***

－.01

－.07

－.05

－.15

.07

.04

－.12

.00

－.32 *** －.30 **

－.35 *** －.28 **

.31 ***

.06

－.10

構造方程式モデリングを用いた仮説の検討
仮説モデルを検討するため，構造方程式モデリングを用いて，目標遂行への報酬認知と
目標達成へのプレッシャーが目標外職務の主観的遂行度および遂行時間割合に与える影響
を検証した (Figure 5.1) 。適合度指標はいずれも十分な値を示し，データに対するモデルの
当てはまりは良好であった。
次に，本研究の 2 つの仮説を検討するため，ブートストラップ法を用いた間接効果の検
定を行った。その結果，目標遂行への報酬認知は，目標外職務へのエンジョイメントを媒
介して，目標外職務の主観的遂行度を高めていた (間接効果 = .126, 95%CI [.031, .249], p
= .019) 。したがって，仮説 1a は支持された。しかし，目標遂行への報酬認知から，目標外
職務の遂行時間割合に対する間接効果は有意ではなかった (間接効果 = .047, 95%CI
[－.025, .141], p = .288) 。したがって，仮説 1b は支持されなかった。
また，目標達成へのプレッシャーから，目標外職務の主観的遂行度に対する間接効果は
有意ではなかった (間接効果 = －.017, 95%CI [－.103, .031], p = .486) 。したがって，仮説
2a は支持されなかった。一方，目標達成へのプレッシャーは，目標外職務への資源の圧迫
を媒介して，目標外職務の遂行時間割合を低めた (間接効果 = －.118, 95%CI [－.217,
－.049], p = .003) 。したがって，仮説 2b は支持された4。

4

同様に，構造方程式モデリングを用いて，目標遂行への報酬認知と目標達成へのプレッシ

ャーが目標関連職務の主観的遂行度と遂行時間割合に与える影響を検討した (χ2 = 20.57, df
= 17, p = .246, CFI = .953, RMSEA = .043)。その結果，目標遂行への報酬認知と目標達成への
プレッシャーは，ともに目標関連職務の主観的遂行度に正の影響を与えた（順に β = 35, p
< .001; β = 23, p < .05）一方で，遂行時間割合には影響を与えなかった（順に β = 09, n.s.; β =
13, n.s.）
。目標外職務に関する本研究の結果と考え合わせると，目標遂行への報酬認知は目
標関連職務と目標外職務の双方の主観的遂行度を増大させたが，目標達成へのプレッシャ
ーは目標関連職務の主観的遂行度のみを増大させたといえる。
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q1

q2

.88

.80

q7

q3

.90

.88

.72
.34**

目標遂行への
報酬認知

q9

q8

.84
.36***

目標外職務への
エンジョイメント

.04

－.05
目標達成への
プレッシャー

.76
q4

.73
q5

目標外職務への
資源の圧迫

.33***

.99

.81

q6

q10

.79

.14

－.36***

目標外職務の
遂行時間割合

.86

.90

q11

目標外職務の
主観的遂行度

q12

q13

χ2 = 107.2, df = 85, p = .052, CFI = .974, RMSEA = .049
パスに付した数値は標準回帰係数を示す。**p < .01, ***p < .001
(有意でないパスを破線で示す。なお因子から各項目へのパスは全て0.1%水準で有意である)

Figure 5.1
目標遂行への報酬認知と目標達成へのプレッシャーが目標外職務の遂行度に与える影響

考察

本研究では，制御焦点理論 (Higgins, 1997; 1998) に基づき，従業員の職務成果への動機づ
けを，報酬や利得の獲得に注目する促進焦点的な動機づけと，罰や損失の回避に注目する
予防焦点的な動機づけに区別し，異なる 2 つの動機づけが目標外職務の遂行に与える影響
を比較検討した。構造方程式モデリングによる分析の結果，促進焦点と関連する目標遂行
への報酬認知は，目標外職務へのエンジョイメントを媒介して，目標外職務の主観的遂行
度を増大させることが示された。一方で，予防焦点と関連する目標達成へのプレッシャー
は，目標外職務への資源の圧迫の認知を媒介して，目標外職務に割く時間割合を減少させ
ることが示された。これらの結果は仮説 1a，2b を支持するものであり，職務成果への 2 つ
の動機づけが，目標外職務の遂行に対照的な影響をもたらすことを示唆する。これに対し
て，仮説 1b，2a は支持されず，目標遂行への報酬認知が目標外職務の遂行時間割合を減少
させる効果，および目標達成へのプレッシャーが目標外職務の主観的遂行度を低下させる
効果は有意ではなかった。
回答者が記述した目標外職務の内容を補足的に分析したところ，
「部下や同僚の援助」，
「職場の環境整備」など，組織市民行動としての側面をもつ職務が多く含まれていた。他
者や職場全体への貢献を行う従業員は，将来的に職場内の他者から幅広く貢献を受けるこ
とができる (Milinski, Semmann, & Krambeck, 2002; Wedekind & Milinski, 2000) 。したがって，
目標遂行への報酬認知によって，従業員は他者や職場に貢献することのコストよりも，将
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来的に他者から受けとることのできる利益に注目するようになり，その結果として現時点
での目標外職務の遂行度を増大させたと考えられる。
一方，予測に反して，目標遂行への報酬認知は目標外職務の遂行時間割合と明確な関連
を示さなかった。これは，目標遂行への報酬認知が，目標関連職務と目標外職務への動機
づけをともに高めるためと考えられる。実際，目標遂行への報酬認知は，目標外職務だけ
でなく，目標関連職務の主観的遂行度とも正の相関を示した。このことは，目標遂行への
報酬認知の高まりが，目標外職務の遂行のみならず，目標関連職務の遂行も同時に増大さ
せることを示している。
また，目標達成へのプレッシャーは，目標外職務への資源の圧迫を媒介して，目標外職
務の遂行時間割合を減少させた。目標達成へのプレッシャーは，従業員の時間や労力とい
った有限の資源を目標外職務に割くことに対するリスク認知を高め，時間資源を目標関連
職務に優先的に割くように動機づける役割を持つと考えられる。
予測と異なり，目標達成へのプレッシャーは目標外職務の主観的遂行度を低下させてい
なかった。このことから，目標達成へのプレッシャーを強く感じている従業員は，目標外
職務の遂行時間を行動レベルで実際に減少させるものの，自身の目標外職務の遂行が不十
分であるとは認識していない可能性がある。つまり，こうした従業員は，目標外職務の遂
行をあらかじめ控えるというよりは，目標外職務を遂行する際のコストとなる資源の圧迫
に注目し，職場において「これ以上は目標外職務を行うことはできない」と判断する傾向
が強く，結果として目標外職務に割く時間の割合を減少させているのであろう。
これらの結果は，行為者の制御焦点が社会的交換に影響を及ぼす際の認知的プロセスを
検討した，研究 1 から研究 3 の結果とも一致する。本研究では，目標遂行に関して報酬を
認知し，促進焦点的な動機づけが高まった従業員は，目標外職務を楽しみ積極的に遂行し
ていることが示唆された。これは，促進焦点的な動機づけと目標外職務の遂行が制御適合
することによると考えられる。促進焦点が理論的な計算よりも感情に基づいた意思決定を
駆動することを考慮すると (Pham & Avnet, 2004; 2009)，促進焦点が喚起する協力において
は，エンジョイメントが重要な先行要因となっている可能性がある。
一方で，目標達成に関してプレッシャーを感じており，予防焦点的な動機づけを高めて
いる従業員は，自身の持っている資源を目標以外の事柄に費やす余裕がないと感じている
ことが示された。これは，資源を様々な活動に分散させてしまうことで目標が達成できな
くなるリスクを排除するための，防衛的な反応であると考えられる。研究 1 から 3 におい
ては，予防焦点の喚起する意思決定の利己的な側面に焦点が当てられてきたが，行為者自

61

身は他者を出し抜いて自己利益を高めようとしているわけではなく，あくまで損失を避け
て身を守るために利己的な意思決定をしていると推測できる。
また，研究 4 は本論文の知見に関する応用的意義を提供する。近年，日本企業において
導入が進む成果主義人事システムは，目標管理システムをはじめとした評価システムを必
然的に内包する。そのため，本研究の知見は，成果主義人事システムを効果的に運用する
ための重要な示唆を与えると考えられる。本研究は，職務成果に対する報酬を従業員に認
知させ，利得の最大化へと動機づけることで，目標外職務の遂行を促進できる可能性を示
唆したといえる。従来，成果主義人事システムによって喚起される従業員の動機づけは単
一次元で扱われ，目標外職務への動機づけとトレードオフの関係にあると考えられていた
(e.g., Wright, George, Farnsworth, & McMahan, 1993)。しかし，制御焦点理論において指摘さ
れるように，職務成果への動機づけは，報酬の獲得に基づく動機づけと，罰の回避に基づ
く動機づけの二次元でとらえることができる。本研究の結果は，組織における成果主義人
事システムの効用を考える際，低い職務成果しか挙げられなかった従業員を罰するという
側面ではなく，むしろ高い職務成果を挙げた従業員に報いるという側面を強調することで，
システムの導入が組織の生産性を向上できる可能性を示すものである。
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第6章

総括的討論
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本章の目的

人々は社会的交換を通じて利益を生み出し，社会関係資本を醸成している。しかし，人々
の社会的交換には，自身の資源を他者に提供するコスト，相手に搾取されるリスク，そし
て直接的・間接的互恵性による利益が付随し，個人はその中で他者への協力を行うか否か
を決定する必要がある。本研究では，2 つのシナリオ実験と 2 つの質問紙調査を用いて，個
人の利益追求や損失回避に関わる自己制御の指針である制御焦点 (regulatory focus) が，他
者への協力に及ぼす影響を検討した。本章ではまず，本研究で得られた知見を整理し，本
研究の意義について考察する。その後，本論文の課題と今後の展望について議論する。

本論文で得られた知見

本研究では，異なる自己制御方略を持つ 2 つの自己制御の指針，すなわち利益に接近し
利益の不在を回避する自己制御指針である促進焦点 (promotion focus) と，損失の不在に接
近し損失を回避する自己制御指針である予防焦点 (prevention focus) が，他者への協力に与
える影響と，その意思決定に関わる認知的プロセスについて検討した。制御焦点が社会的
意思決定に及ぼす影響を検討する先行研究 (e.g., Gu et al., 2013; Keller & Pfattheicher, 2011;
Keller et al., 2015) は，社会的価値志向性や向社会的行動等，相手の反応を考慮しない行為
者側からの一方的な意思決定を扱ってきた。そのため，促進焦点および予防焦点の優勢な
個人が，社会的交換状況において協力相手や第三者からの返報をどのように期待し，他者
の意思決定にどのように応じるのかといった，他者との相互作用と制御焦点の関係につい
ては，未だ不明な点が多かった。本研究では，4 つの研究を通じて，個人の制御焦点がどの
ような認知プロセスを経て，社会的交換における意思決定に影響を及ぼすのかを検討した。
まず，研究 1 では，制御焦点のプライミング (尾崎・唐沢, 2012; Friedman & Förster, 2001)
と，2 者間の社会的ジレンマ状況を表す囚人のジレンマ (Poundstone, 1992) 課題を用いて，
行為者の制御焦点が社会的ジレンマ状況における意思決定にどのような影響を及ぼすかを
検討した。実験の結果，予防焦点を喚起された参加者（予防焦点群）は，促進焦点を喚起
された参加者（促進焦点群）や制御焦点のプライミングを受けていない参加者（予防焦点
群）と比較して，相手の選択がわからない同時手番においては非協力を選択し，逐次手番
においても相手の選択に関わらず一貫して非協力を選択するという，極めて利己的な戦略
を取る傾向が示された。なお，促進焦群と統制群の間に，戦略の違いは見出されなかった。
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研究 2 では，不遇な他者に対する寄付額を提示するシナリオ実験を用いて，操作された
行為者の制御焦点が，他者援助と限定交換および一般交換を通じた他者からの返報の期待
に及ぼす影響を検討した。制御焦点のプライミングには，実験 1 と同様の手法が用いられ
た。実験の結果，促進焦点群は，予防焦点群よりも，不遇な他者に高い寄付金額を提示し
た。また，この援助に対する返報として，直接互恵性（i.e., 苦境に陥った自身に対する過去
に援助した相手からの返報），社会化間接互恵性（i.e., 苦境に陥った自身に対する第三者か
らの返報），一般化間接互恵性（i.e., 苦境に陥った第三者に対する過去に援助した相手から
の返報）のすべての返報の形態において，促進焦点群は予防焦点群よりも高い寄付額を期
待していた。なお，促進焦点群は，直接互恵性や社会化間接互恵性といった自身への返報
よりも，自身とは直接関係のない一般化間接互恵性において，多くの返報を期待する傾向
があった。一方，予防焦点群の参加者は，すべての互恵性の種類において，同程度の返報
を期待していた。
研究 3 では，本研究の知見を産業組織における協力増進へと応用できる可能性を検討し
た。企業に勤める従業員を対象にした質問紙調査を実施し，従業員の特性的制御焦点
(Lockwood et al., 2002; 尾崎・唐沢, 2011) が，職場における他者援助と，限定交換および一
般交換を通じた他者からの返報の期待に及ぼす影響を検証した。構造方程式モデリングを
用いた分析の結果，従業員の特性的促進焦点は，直接的に他者援助を促進し，特性的予防
焦点は，直接的に他者援助を抑制していた。これらの影響は，直接互恵性および社会化間
接互恵性を通じた返報の期待を媒介していなかった。
最後に，研究 4 では，企業組織における目標管理制度を援用し，従業員の促進焦点的・
予防焦点的動機づけが，評価査定に関与しない目標外職務（e.g., 組織市民行動）の遂行に
及ぼす影響と，その認知的プロセスを検証した。調査の結果，目標遂行への報酬認知（i.e., 職
務目標に対する促進焦点的認識）は目標外職務へのエンジョイメントを媒介して，目標外
職務の主観的遂行度を増大させていた。一方，目標達成へのプレッシャー（i.e., 職務目標に
対する予防焦点的認識）は，目標外職務への（時間的・体力的）資源の圧迫の認知を媒介
して，目標外職務の遂行時間割合を減少させていた。目標遂行への報酬認知と，目標達成
へのプレッシャーは，いずれも目標に関連する職務の主観的遂行度を高めていたため，目
標達成に対する動機づけとして機能していると考えられる。しかし，目標に関連しない組
織市民行動等の目標外職務については，異なる影響を及ぼすことが実証された。
促進焦点の効果
上記の 4 つの研究を通して，促進焦点が社会的交換に及ぼす影響について，得られた知
見をまとめる。まず，促進焦点は他者への協力を促進する効果がみられた（研究 2，3，4）
。
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また，促進焦点は自身の協力に対する他者からの返報の期待を高めていた（研究 2，3）
。し
かし一方で，促進焦点が駆動する協力は，返報の期待を媒介していないことが明らかとな
った（研究 3）
。これと関連して，促進焦点の優勢な個人は，自身の他者援助に対する返報
として，自身の援助を下回る程度の返報しか期待しない傾向があった (研究 2)。したがって，
促進焦点の優勢な個人は，短期的で具体的な利得計算を通じて他者協力を行うよりも，む
しろ協力行動に対する内発的なポジティブな認知に基づいて協力行動を行っている可能性
が高いことが示された（研究 4）
。ただし，促進焦点が喚起する協力は，いわゆる滅私奉公
ではなく，非協力的な相手に対しては，協力を打ち切る「しっぺ返し戦略」をとることも
示された (研究 1)。
これらを踏まえると，促進焦点は協力を促進するが，具体的な利得計算に基づいた協力
を駆動するわけではない可能性が高い。むしろ，Pham & Avnet (2004, 2009) が示すような，
感情に基づく直感的な意思決定によって，協力や他者援助を行っている可能性が高い。研
究 1 で示されたように，非協力的な個人への協力を打ち切ることをふまえると，促進焦点
の優勢な個人は，長期的には社会的交換を通して純利益を獲得してゆくことを志向してい
ると考えられるが，他者との相互作用において逐一厳密な利得計算を行うわけではなく，
ヒューリスティックに基づく直感的な意思決定をし，協力によるコストと返報による利益
の比率についてはそれほど注意を払っていない可能性が高いと考えられる。こうした戦略
は，Nowak & Sigmund (1992) の提唱する「寛大型しっぺ返し (generous tit-for-tat)」に近い特
徴を持つと考えられる。Nowak & Sigmund は，個人が他者の選択を誤解釈したり，自身の
意図と異なる行動をしてしまったりするような，より現実に近い状況設定では，厳密なし
っぺ返し戦略 (Axelrod, 1984) は非協力のスパイラルを生んでしまうが，相手の非協力を一
定確率で許すような寛大なしっぺ返し戦略は，最終的に最も利益を上げることを指摘した。
促進焦点のもたらす，利益を強く志向する一方で損失には固執しないという自己制御の特
徴が，こうした寛大な戦略を取ることを可能にしていると考えられる。
予防焦点の効果
次に，予防焦点が社会的交換に及ぼす影響について，得られた知見をまとめる。促進焦
点とは対照的に，予防焦点はすべての研究において，一貫して他者協力を抑制する効果が
見られた（研究 1，2，3，4）
。またこの効果は，予防焦点が返報に対する期待を低減させる
ことに由来するのではなく，協力時に自身が負うコストを抑制するという目的に由来する
ことが示唆された（研究 1，3，4）
。
Keller et al. (2015) は，予防焦点の優勢な個人が他者協力を行わないのは，警戒方略に基
づき他者への信頼を低下させるからであるという，社会的交換におけるリスク回避の視点
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から解釈した。しかし，本研究では，他者がすでに協力を行った場合でも，予防焦点は協
力を低減させることが示された（研究 1）。したがって，予防焦点の優勢な個人は，協力時
に生じるコストを抑制するために協力を控えているのであり，他者への信頼を低く評価す
るのは，自身が協力を行わないことを他者にも一般化したフォールス・コンセンサス効果
によるものである可能性がある。たとえば，社会的価値志向性に関する研究では，自身が
向自己的志向性（i.e., 自身の利益のみを追求し，他者の利益を考慮しない志向性）を持って
いる者は，他者もそうであると認識する傾向があることが示されている (e.g., Van Lange,
1992; Smeesters, Warlop, Van Avermaet, Corneille, & Yzerbyt, 2003)。したがって，予防焦点の優
勢な個人には自身の損失を最小化したいという一貫した指針があり，それによって他者へ
の協力を控える傾向があり，さらにそれを他者の行動の予測にも一般化することで，協力
を行わないことを正当化するというプロセスが生じていると考えられる。
予防焦点が協力への選好を減退させるのは，現状維持を目標とする損失回避志向による
ものと考えられる。基本的に，社会的交換は自身の保有する資源を手放し，他者から新し
い資源を受けとることで双方の利益を高める意義を持つが，予防焦点の優勢な個人は新奇
性よりも現状維持に価値を感じるため (Liberman et al., 1999)，現在保有する資源を手放すこ
とへの負担感が大きくなる可能性がある。したがって，現在自分が保有する資源に余裕が
ないことを理由に，協力を控えるのであると考えられる（研究 4）。むしろ，予防焦点の優
勢な個人にとって，協力は他者への貢献や返報を通して個人の利益を高めていくための行
動というよりは，社会的関係において最低限果たすべき義務という観点から解釈されてい
る可能性がある。研究 2 において，促進焦点群は，自身の寄付額に対し，互恵性の種類に
よって異なった金額の返報を予測したが，予防焦点群においては，自身の寄付額も，いず
れの形態による返報期待額も，統計的に有意な差がなかった。予防焦点群の参加者は，他
者への協力やそれに対する返報といった社会的交換の観点ではなく，集団内の誰かが不遇
な状況に置かれたときに成員が最低限援助すべき金額という，義務の観点から寄付額を見
積もった可能性がある。制御焦点は文化的自己観と関連していることが先行研究で示され
ており，促進焦点は相互独立的自己観（i.e., 自身を他者と切り離された個人として捉える自
己観）と，予防焦点は相互協調的自己観（i.e., 自身を社会的関係の中の一部として捉える自
己観）と関連することが示されている (e.g., Lee, Aaker, & Gardner, 2000; Chen, Ng, & Rao,
2005)。予防焦点の優勢な個人にとって，協力は他者との相互作用を通して個人の利益を増
大させるものではなく，社会関係の中における成員の義務として捉えられる可能性がある。
このことは，予防焦点の優勢な個人は，評判を意識する際に積極的に向社会的行動を行う
が，評判への懸念がなければ向社会的行動を控えるという，先行研究の知見 (Keller &
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Pfattheicher, 2011) と一致する。なお，研究 3 や 4 など，評判の機能する実際の人間関係を
想定した調査では，周囲からの制裁を回避するために予防焦点が協力を促進する効果が表
れる可能性があったと考えられるが，本研究においてこのような効果は観測されなかった。
その原因として，本研究の対象が職務の遂行を主目的とする職場集団であったことが考え
られる。他者の援助という付加的な行為は職場でよい評判を形成し返報の可能性を高める
が (Bowling, et al., 2004; 2005)，援助を行わないからといって制裁を受ける可能性は低いた
めに，他者援助は予防焦点の優勢な個人が追求する最小目標 (minimal goal) に含まれず，予
防焦点が協力を抑制する効果が顕現した可能性がある。対照的に，協力を行わないことに
よる社会的な制裁がより顕在化する集団においては，予防焦点の優勢な者がコストの抑制
よりも罰の回避を優先して「消極的な協力」を行う可能性があり，この点については今後
も検討を行う必要がある。

本研究の意義

制御焦点と社会的交換の関連に関する理論的意義
これまで制御焦点は，個人内で完結する自己制御のプロセスとして扱われることが多く，
制御焦点が社会的な相互作用に及ぼす影響については，検討が進んでいなかった。本研究
は，他者との相互作用の中で利得と損失が生じうる社会的交換状況において，制御焦点が
個人の意思決定にどのような影響を及ぼすかを検討した。さらに，制御焦点がどのような
認知的プロセスを経て，社会的交換における意思決定をもたらすのかについても併せて検
討した。制御焦点が社会的相互作用に及ぼす影響を明らかにすることは，制御焦点という
自己制御システムの適応的意義をより深く考察することにつながるであろう。
本研究を通して概観されたのは，自身の保有する資源を他者に提供して，最終的に返報
を受けることで自己利益を高めていくという社会的交換の形態が，自己制御の方略として
促進焦点と適合 (Hissing, 2000; 2005) する可能性が高いということである。Higgins によれ
ば，個人は目標を追求するときに，自身の制御焦点と合致する方略を用いるとき，最も動
機づけられ，パフォーマンスを上げ，その行動を正しいと感じ，その行動を楽しむ。社会
的交換に必要とされる，リスクテイキング (Crowe & Higgins, 1997; Förster, Higgins, & Bianco,
2003) や変化や新奇性への選好 (Liberman, Idson, Camacho, & Higgins, 1999)，長期的展望
(Pennington & Roese, 2003)，大局的視点 (Förster & Higgins, 2005) などは，全て促進焦点と適
合する要素である。これらを含む社会的交換は，促進焦点の優勢な個人にとっては，正し
いと感じられ，楽しむことができ，良い成果を上げられる，適合的な方略であると考える
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ことができる。しかし，予防焦点の優勢な個人にとって，返報が不確かな状況で他者のた
めにコストを負担することや，資源を手放すことで現状維持が困難となること，大局的で
長期的な目線でペイオフを考えなければならないことなどは，自身の指針とすべて相反す
る方略であり，実行に苦慮する可能性がある。
本研究では，促進焦点が厳密な利得計算を行わない寛大な協力行動を提供することで，
社会的交換を活発にし，協力関係の醸成に役立つという知見を提供した。しかし，個人の
適応を考慮した際に，コストを顧みない他者への投資が，常に報われるとは限らない。厳
密な利得計算を行わない寛大な協力は，他者に搾取されて個人の適応度を下げる可能性が
あるだけでなく，社会的関係において他者の好意にただ乗りする個人（フリーライダー）
を横行させてしまう可能性がある。状況によっては，個人は自身の保有する資源の維持に
努め，集団に罰されない程度の最低限の協力義務だけを果たし，自身の身を守る必要があ
るだろう。個人は状況に合わせて自己制御を変容させることで，社会的相互作用における
自身の適応性を高めていると考えられる。
産業組織への応用可能性に関する社会的意義
制御焦点と社会的交換の関連に関する本研究の知見は，実社会における人々の協力関係，
すなわち社会関係資本の醸成という観点から，応用的な意義を持つと考えられる。本研究
では特に，日本の近代産業組織における従業員同士の協力関係の強化という問題について，
本知見の適用可能性を検討した。成果主義人事システムをはじめとした従業員個人への動
機づけ施策は，人的資本の強化を目指す一方で，社会関係資本，すなわち職場内における
協力関係の衰退を導く可能性が指摘されてきた（城, 2004; 高橋, 2004）。これは，従業員に
対する動機づけ施策が，従業員の自己利益への固執を生み，これが他者への協力を行うこ
とを困難にすることで，社会的ジレンマ状況を作り出してしまうためである (Rob & Zemsky,
2002)。実際に出来高給で働く従業員は，他の給与形態で働く従業員よりも，社会的ジレン
マゲームにおいて利己的な選択をする傾向があることが，フィールド研究において示され
ている (Burks et al., 2009)。しかし，制御焦点理論を用いた本研究の知見に基づけば，従業
員個人に対する動機づけが，必ず従業員同士の協力関係の減退をもたらすわけではないこ
とは明白である。制御焦点理論の基本的な主張の通り，利益の追求と損失の回避は，異な
った方略で達成される。本研究では，促進焦点，もしくは職務に励むことで報酬を獲得で
きるという認識は，職場での他者援助や組織市民行動を増大させた。一方で，予防焦点，
もしくは職務で期待される水準を満たせないことへの恐怖や重圧は，他者援助や組織市民
行動を減退させることが示された。これらの知見は，従業員個人の職務に対する動機づけ
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の種類が，他者との協力を困難にするか，もしくは活発にするかを規定することを示して
いる。
産業・組織心理学の知見に基づけば，制御焦点がもたらす協力行動への影響は，組織コ
ミットメントの観点から統合的に説明できる可能性がある。Johnson, Chang, & Yang (2010)
は，自己決定理論 (Deci & Ryan, 1985) と制御焦点理論を統合した，組織コミットメント
(Allen & Meyer, 1990) の規定因モデルを提唱している。Johnson et al.のレビューによると，
促進焦点の優勢な従業員は，集団レベル (e.g., 企業組織や職場集団に対して) でも，関係性
レベル (e.g., 上司に対して) でも，感情的コミットメント (i.e., 対象の目標や価値観の受
容・内在化や，対象に対する強い感情的愛着を伴うコミットメント) を経験する可能性が高
く，職務に対しては自己決定理論における内発的な動機づけ (i.e., 課題に取り組むこと自体
の楽しさや満足から生まれる動機づけ) を抱くと考えられる。一方で，予防焦点の優勢な従
業員は，規範的コミットメント (i.e., 対象との関係性を維持する義務の認識を伴うコミット
メント) を経験しやすく，職務に対しては取入れ的動機づけ (i.e., 課題を行わないことへの
罪悪感や不安の回避に基づく，やや外発的な動機づけ) を抱く可能性がある。内発的動機づ
けは，外的に報いられない職務行動である組織市民行動の遂行において重要であることが
指摘されているが (Farh, Podsakoff, & Organ,1990)，従業員の感情的コミットメントもまた，
他の形態のコミットメントよりも，組織市民行動を促進することが示されている (Meyer,
Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky, 2002)。本研究においても，従業員の促進焦点は利得計算
よりもむしろ内発的な動機づけによって協力行動を促進することが示唆されたが，Johnson
et al.のモデルに基づけば，これは促進焦点が感情的コミットメントを喚起するためであると
考えることができる。
Brockner & Higgins (2001) は，組織や経営者から従業員に対する働きかけが，従業員の制
御焦点に影響を与えうると述べている。組織が個々の従業員に対し，降格や減給，叱責と
いった罰を用いて職務成果を上げさせようと動機づける場合には，従業員の自己制御は予
防焦点が優勢となり，他者協力を控える姿勢がより顕著になるであろう。しかし一方で，
昇進や昇給，称賛といった報酬によって，従業員を動機づける場合，むしろ従業員同士の
協力は活発になる可能性がある。本研究は，こうした心理学的メカニズムを用いた組織マ
ネジメントについても示唆を与えるという，社会的意義を持つと考えられる。

本研究の課題と今後の展望
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本研究では，個人の自己制御の指針である制御焦点が，社会的交換における意思決定に
与える影響とそのプロセスを明らかにし，一定の理論的・社会的価値を提供したと考えら
れる。しかし，本研究には十分に検討されていない点が残されている。本研究の課題と今
後の展望について，以下の通り述べる。
実際の金銭の交換を通した検証
本研究では，制御焦点が社会的交換への影響を検討する上で，シナリオ実験や質問紙に
よる調査を用いた。しかし，社会的交換について検討する場合，実際の金銭の交換を用い
た方法を採るのがより適切であると考えられる。Kiyonari, Tanida,& Yamagishi (2000) によ
れば，社会的交換の実験において，想定法を用いた場合と実際の金銭交換を課した場合と
では，参加者の意思決定が異なることが示された。ここでは，他者に実際に大きな影響を
与えうる金銭のやり取りを通した意思決定では，個人はより協力的になる（i.e., 社会的交
換ヒューリスティック）という傾向が示された。このように，他者への影響が実際に生じ
ることを考慮した意思決定において，制御焦点の効果を検討することは，制御焦点が社会
的な自己制御にもたらす影響をより深く検討するうえで重要であろう。したがって，今後
の実験では，制御焦点が社会的交換に及ぼす効果を，実際に金銭の交換を用いた実験にお
いて追証することが必要である。特に，促進焦点は強い楽観性と関連するため (Grant &
Higgins, 2003)，促進焦点が他者援助を促進する効果は，回答におけるポジティビティバイ
アス（i.e., 自身や他者の行動をポジティブに歪めて認知してしまうこと）によって説明さ
れる可能性がある。促進焦点の優勢な個人が，自身や他者に実際に大きな影響を与えうる
金銭を通した意思決定において，どのような選択をするのかを確認する必要があるだろう。
利得構造のフレーミングの影響
社会的意思決定における利得構造のフレーミングの影響についても，今後さらに詳細に
検討する必要がある。制御焦点理論の基本的な主張の通り，促進焦点は利益の獲得におい
て強く動機づけられ，予防焦点は損失の回避において強く動機づけられる。したがって，
制御焦点が社会的意思決定に及ぼす影響を検討する際には，他者と相互依存する利得構造
のフレーミング（i.e., アウトカムが利益の有無で表されているか，損失の有無で表されてい
るか）の影響を併せて考慮する必要がある。たとえば，Gu et al. (2013) は，制御焦点は向社
会性には影響を及ぼさず，絶対利益もしくは相対利益への選好に影響を及ぼすとしたが，
これは社会的価値志向性の測定に用いられたリング・メジャーが，利益の分配というゲイ
ン・フレームの利得構造をもっていたことが要因であると考えられる。予防焦点の優勢な
個人は，損失の有無に反応する一方，利益の情報しか与えられないゲイン・フレームの利
得構造に関しては，自他の利益の差という相対的な損失に反応すると考えられる。本研究
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の研究 1 では，予防焦点群の参加者は極めて利己的な戦略をとり，また促進焦点群と統制
群の戦略には差がなかった。この結果に関しても，用いられた利得構造が「懲役年数」と
いうロス・フレームのものであったことが大きく影響を与えたと考えられる。本研究では，
個人は他者への協力においてコスト (c) を負い，利益 (b) を返報されるという社会的交換
の基本的な想定に基づいているが，厳密にいえば，こうした形態をとらない社会的交換も
起こりうる。たとえば，利益を受け取らないという協力（i.e., take-some ゲームの構造をと
る，有限な資源の分配等）や，コストを負わないで済むという返報（i.e., 特定の義務の免除
や肩代わり等）も起こりうるためである。制御焦点はこうした利得構造のフレーミングに
強く影響を受ける可能性が高いため，制御焦点が協力への選好や向社会性に与える影響を
検討する際には，常に利得構造のフレーミングの効果を考慮する必要がある。
その一方で，制御焦点が社会的意思決定に与える影響は，利得構造のフレーミングだけ
では説明できない。たとえば，Galinsky et al. (2005) は，交渉ゲームにおいて，利益の分配
に関する交渉のみならず，義務の負担に関する交渉においても，促進焦点の優勢な個人の
方がパレート最適解に到達できる傾向があることを示した。Galinsky et al. (2005) はこの結
果を，促進焦点の優勢な個人は自身の希望する結果に集中し，それを主張するためである
と説明しているが，促進焦点によって駆動される特有のコミュニケーションスタイルが，
社会的相互作用に影響を与えている可能性がある。したがって，制御焦点が社会的意思決
定に与える影響は，制御焦点と利得構造のフレーミングの制御適合によって説明される部
分と，フレーミングとは独立に生じる部分があるとみられる。今後の研究では，ポジティ
ブな利得構造（i.e., 他者と相互依存するアウトカムが，利益を獲得できるか否かという範囲
で変動するもの）とネガティブな利得構造（i.e., 他者と相互依存するアウトカムが，損失を
回避できるか否かという範囲で変動するもの）の双方において，制御焦点が社会的意思決
定に与える影響を検討し，フレーミングの制御適合による効果を整理する必要があるだろ
う。
産業組織のフィールドにおける応用
最後に，産業組織のフィールドにおける本研究の応用可能性についても，さらに詳細に
検討する必要があるだろう。縄田・山口・波多野・青島 (2015) は，産業組織におけるビジ
ネスチームには，一つの課題を成員全員で分担してこなすといった相互依存性の高いチー
ムワーク（e.g., 医者や看護師などから構成される手術チームなど）だけでなく，個々人が
高い成果を上げることに立脚したチームワーク (e.g., 営業チームなど) が求められると指
摘している。縄田らの研究では，このような従業員同士の相互依存性の低いチーム構造に
おいても，他の従業員への援助や情報共有（i.e., 目標への協働）は職務成果にポジティブな
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影響を与えていた。しかしこのような職務構造は，協力行動自体よりも個人の職務成果が
重点的に評価される可能性が高いため，個人職務の遂行と協力の間に葛藤の生まれやすい
構造 (Rob & Zemsky, 2002) であるといえる。このようなビジネスチームにおいては，協力
行動自体よりも個人の職務成果が重点的に評価される可能性が高いためである。個人職務
の遂行と協力の両立の問題について，本研究では企業組織における成果主義人事システム
の仕組みを援用し，個人成果への動機づけが従業員同士の協力に及ぼす影響を制御焦点理
論の枠組みを用いて検討した。その結果，本研究の仮説と一致して，予防焦点的動機づけ
は協力を減退させる可能性があるが，促進焦点的動機づけはむしろ協力を増幅させる可能
性があることが示された。
従来，個人成果と協力の間のジレンマの問題は，専らインセンティブ構造の変更によっ
て解決されようとしてきた (e.g., チーム成果給の導入) が，心理学的要因として，促進焦点
という協力と親和性の高い自己制御の指針が見出されたことは意義があるだろう。今後は，
縄田らの指摘するようなビジネスチームを対象にしたフィールド研究等を用いて，目標管
理やコミュニケーションによって操作された従業員の制御焦点 (c.f., Brockner & Higgins,
2000) が，チーム内の相互作用や協働にどのような影響を与えるかを検討する必要があるだ
ろう。
一方で，制御焦点が課題遂行に与える影響を考慮すると，あらゆる職種の従業員に対し
て，一概に促進焦点のみを喚起することが有用とは言いがたい。たとえば，促進焦点は，
投機的で (Crowe & Higgins, 1997)，大局的で (Förster & Higgins, 2005)，クリエイティブ
(Friedman & Förster, 2001) な職務の遂行には適していると考えられるが，慎重さや緻密さ，
集中力 (Freitas, Liberman, & Higgins, 2002) が求められる職務には，予防焦点の方が適してい
ると考えられる。職場内の協力を喚起するための制御焦点の操作が，本来の職務遂行に悪
影響を及ぼすことは本末転倒であり，反対に職務課題自体が予防焦点を喚起するような特
性をもつ場合に，どのようにして従業員に協力を喚起することができるのかは不明瞭であ
る。本来は，課題特性や周囲の従業員との制御適合に関する議論も踏まえ，個人と環境と
の相互作用を考慮した上で，所与の職務環境で要求される制御焦点について検討するべき
と考えられるが，本研究では個人特性としての制御焦点が当人の行動傾向に与える影響を
検討するのみに留まった。今後，実際に本知見を職場のマネジメントに活かす場合には，
特定の職場環境下におけるさらに詳細な検討が必要と考えられる。
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Appendix 本論文で使用した尺度・質問項目と実験
刺激
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第2章

研究 1（実験 1 および実験 2）

制御焦点のプライミング
i) 理想自己／義務自己記述課題 (尾崎・唐沢, 2012)
【促進焦点条件】
あなたの人生において，あなた自身がこうありたいと思う“理想”はどのようなものでし
ょうか？中学高校のころ・現在・大学卒業後の 3 つの時期に分けて，あなたの思う“自分
の理想”を，できるだけたくさん書いてください。
【予防焦点条件】
あなたの人生において，あなた自身がこうあらねばならないと思う“義務”はどのような
ものでしょうか？中学高校のころ・現在・大学卒業後の 3 つの時期に分けて，あなたの思
う“自分の義務”を，できるだけたくさん書いてください。

ii) 迷路課題 (Friedman & Förster, 2001)
【促進焦点条件】
あなたは，ジャングルを旅する冒険家です。
まだ見ぬ偉大な発見をするために，栄養のある食料を手に入れることが大切です。
そのため，あなたは栄養価の高い肉を求め，ジャングルを進んでいます。
次のページから始まる迷路をクリアすることで，肉を獲得できます。
体力を高めるために，なるべくたくさんの迷路をクリアし，たくさんの肉を獲得しましょ
う。
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（類似迷路 11 種を添付）
※ 実際に実験に用いた画像（肉のイラスト）については，Web 上での公開に関する許諾を
得ていないため，フリー素材の画像に置き換えた。

【予防焦点条件】
あなたは，ジャングルを旅する冒険家です。
無事に故郷に帰るために，危険な猛獣から身を守ることが必要です。
そのため，あなたは危険なライオンを避け，ジャングルを進んでいます。
次のページから始まる迷路をクリアすることで，ライオンから逃げることができます。
命を落とさないために，なるべく道を間違えないよう迷路をクリアし，ライオンから逃げ
切りましょう。
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（類似迷路 11 種を添付）
迷路の出典：https://krazydad.com/mazes/
肉のイラストの出典：https://www.ac-illust.com/
ライオンのイラストの出典：http://www.studio-robin.com/

囚人のジレンマ課題 (Poundstone, 1992 を参考に作成)
あなたは，ある事件を起こし，容疑者として取り調べを受けています。
あなたには共犯者がいて，別の部屋で取り調べを受けています。
警察は，以下のような取引を持ち掛けてきました。
「このまま 2 人とも黙秘するなら，両方とも懲役 2 年といったところだろう。
ただし，お前と共犯者のうち，どちらかが自白したら，自白したほうはすぐに釈放してや
る。黙秘したほうは，懲役 10 年だ。両方が自白したら，両方とも懲役 5 年だ。」
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①共犯者が自白するかどうかはわからないとして，あなたは黙秘しますか，自白しますか。
あなたは，どのようなことを考えて，それを決めましたか。
②共犯者は，最後まで黙秘したようです。あなたは黙秘しますか，自白しますか。
あなたは，どのようなことを考えて，それを決めましたか。
③共犯者は，自白したようです。あなたは黙秘しますか，自白しますか。
あなたは，どのようなことを考えて，それを決めましたか。

85

第3章

研究 2

制御焦点のプライミング
理想自己／義務自己記述課題 (尾崎・唐沢, 2012)，迷路課題 (Friedman & Förster, 2001) とも
に，研究 1 と同一。

寄付課題
1．あなたは，この世の中で，多くの人に囲まれて生きています。
ある日，あなたは，Ａさんという，知り合いではない【実験参加者の所属校】の学生が，
自然災害等の被害により，金銭的に困っているということを，学内の広報誌で目にしまし
た。
①現在，あなたの自由になるお金が 10 万円あったとして，あなたは，Ａさんにいくら金銭
を寄付しようと思いますか。
1000 円単位でお答えください (寄付をしようと思わない人は，0 と記入してください)。
②あなたは，どのようなことを考えて，この寄付額を決めましたか。簡潔に記述してくだ
さい。

2a．あなたは，1 ページで記入した額を，Ａさんに寄付しました (または，しませんでした)。
Ａさんに寄付をした人は，その後学内の広報誌で取り上げられていました。
一年後，今度はあなたが自然災害の被害にあい，金銭的に困る事態となりました。
このことは，学内の広報誌でトピックとして取り上げられました。
①そのとき，あなたから過去に寄付を受けた (または，受けなかった)，Ａさんの自由にな
るお金が 10 万円あったとして，Ａさんは，あなたにいくら金銭を寄付すると思いますか。
1000 円単位でお答えください (寄付をしないと思う人は，0 と記入してください)。
②あなたは，どのようなことを考えて，この寄付額を決めましたか。簡潔に記述してくだ
さい。

2b．あなたは，1 ページで記入した額を，Ａさんに寄付しました (または，しませんでした)。
Ａさんに寄付をした人は，その後学内の広報誌で取り上げられていました。
一年後，今度はあなたが自然災害の被害にあい，金銭的に困る事態となりました。
このことは，学内の広報誌でトピックとして取り上げられました。
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①そのとき，あなたが過去にＡさんに寄付をしたこと (またはしなかったこと) を知ってい
る，あなたともＡさんとも知り合いでない，別の学生Ｂさんの，自由になるお金が 10 万円
あったとして，Ｂさんは，あなたにいくら金銭を寄付すると思いますか。
1000 円単位でお答えください (寄付をしないと思う人は，0 と記入してください)。
②あなたは，どのようなことを考えて，この寄付額を決めましたか。簡潔に記述してくだ
さい。

2c．あなたは，1 ページで記入した額を，Ａさんに寄付しました (または，しませんでした)。
Ａさんに寄付をした人は，その後学内の広報誌で取り上げられていました。
一年後，今度はＢさんという別の【実験参加者の所属校】の学生が自然災害の被害にあい，
金銭的に困る事態となりました。
このことは，学内の広報誌でトピックとして取り上げられました。
①Ｂさんは，あなたともＡさんとも知り合いではありません。
そのとき，あなたから過去に寄付を受けた (または，受けなかった)，Ａさんの，自由にな
るお金が 10 万円あったとして，Ａさんは，Ｂさんにいくら金銭を寄付すると思いますか。
1000 円単位でお答えください (寄付をしないと思う人は，0 と記入してください)。
②あなたは，どのようなことを考えて，この寄付額を決めましたか。簡潔に記述してくだ
さい。

寄付経験および被寄付経験の有無
1. あなたは，過去に寄付をしたことはありますか。
2. 寄付をしたことがある方は，どのような寄付を，どのくらいの金額しましたか。下の欄
に，簡潔に記述してください。
3. あなたは，過去に他の人から寄付を受けた経験はありますか。

一般的信頼【5 件法】(山岸, 1998)
1. ほとんどの人は基本的に正直である。
2. ほとんどの人は基本的に善良で親切である。
3. 私は他人を信頼するほうである。
4. たいていの人は，人から信頼された場合，同じようにその相手を信頼する。
5. ほとんどの人は他人を信頼している。
6. ほとんどの人は信頼できる。
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研究 3

制御焦点【7 件法】 (尾崎・唐沢, 2011)
1.

どうやったら自分の目標や希望をかなえられるか，よく想像することがある。（促進焦
点）

2.

私はたいてい，悪い出来事を避けることに意識を集中している。
（予防焦点）

3.

私はたいてい，将来自分が成し遂げたいことに意識を集中している。（促進焦点）

4.

どうやったら失敗を防げるかについて，よく考える。（予防焦点）

5.

私は，
”自分の理想”を最優先し，自分の希望や願い・大志をかなえようと努力するタ
イプだと思う。（促進焦点）

6.

自分の責任や役割を果たせないのではないかと，よく心配になる。（予防焦点）

7.

恐れている悪い出来事が自分にふりかかってくる様子を，よく想像する。（予防焦点）

8.

私はたいてい，人生において良い成果をあげることに意識を集中している。
（促進焦点）

9.

職場での私は，仕事で自分の理想をかなえることを目指している。（促進焦点）

10. どうやったら良い人事評価がとれるかについて，よく考える。（促進焦点）
11. 将来どんな人間になりたいかについて，よく考える。（促進焦点）
12. 目標とする人事評価をとれないのではないかと，よく心配になる。（予防焦点）
13. こうなったらいいなと願っている事がかなう様子を，よく想像する。（促進焦点）
14. 職場での私は，仕事での失敗を避けることを目指している。（予防焦点）
15. 自分が将来そうなってしまったら嫌だと思う自分像について，よく考えることがある。
（予防焦点）
16. 私にとっては，利益を得ることよりも，損失を避けることの方が大事だ。（予防焦点）
17. 私は，
“自分の義務”を最優先し，自分に与えられた責務や責任を果たそうと努力する
タイプだと思う。（予防焦点）
18. 私にとっては，失敗を避けることよりも，成功を手に入れることの方が大切だ。
（予防
焦点）

対人的援助【5 件法】 (田中, 2001)
1. 多くの仕事を抱えている人の手助けをする。
2. 仕事上のトラブルを抱えている人を，進んで手助けする。
3. 休んでいる人の仕事を代わりに手伝ってあげる。
4. 同僚の仕事上のトラブルを進んで手助けする。
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5. 自分の周りにいる同僚や部下，上司に手を貸せるように，いつも準備している。
6. 他の部署(あるいは課)にいる人の仕事を助けてあげる。
7. 上司の仕事であっても，進んで手伝う。

成果主義組織風土【5 件法】 (関本ら, 2001)
1. 仕事面での成果が上がらないと，肩身の狭い思いをしなければならない。
2. 競争に勝った者がそれなりに報いられるところがある。
3. どんなに苦労しても，結果が悪ければ，相手にされないところがある。
4. この会社では信賞必罰が厳格に行われるところがある。
5. うちの会社では，失敗に対して寛容すぎるところがある。（逆転項目）

職場での返報の期待【5 件法】 (五十嵐, 2012)
1. 私の職場では，私が誰かを助けたら，いずれその人は私が困っている時に助けてくれる
だろう。
2. 私の職場では，私が誰かを助けたら，いずれ別の誰かが私が困っている時に助けてくれ
るだろう。
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研究 4

目標遂行への報酬認知【5 件法】
1. 目標のために努力することは，よりよい報酬に結びつく。
2. 目標のために努力すれば，よりよく報いられる。
3. 目標のための努力次第で，よりよい処遇を受けられる。

目標達成へのプレッシャー【5 件法】
1. 目標の達成に関して，プレッシャーを感じる。
2. 目標の達成に関して，悪い評価を受けるのがこわい。
3. 目標の達成に関して，重圧を感じる。

目標外職務へのエンジョイメント【5 件法】(Kuvaas, 2006 の内発的モチベーション尺度を参
考に)
1. 私が目標職務以外の仕事において取り組んでいる課題は楽しい。
2. 目標職務以外の仕事はあまりに面白いので，それ自体がモチベーションになっている。
3. 職場でやる目標職務以外の仕事自体が私にとって重要なやる気の源である。

目標外職務への資源の圧迫
1. 目標職務を行うのに忙しくて，それ以外のことをやる時間がない。
2. 目標職務のことを考えると，他の仕事が手につかない。
3. 目標職務に時間を取られて，他のやりたい仕事ができない。
4. 目標職務を遂行するのに疲れてしまって，他の仕事をやる余裕がない。

目標外職務の主観的遂行度 (Kuvaas, 2006 を参考に)
1. 目標職務以外の仕事について，私はまずまずのレベル以上の仕事をしている。
2. 目標職務以外の仕事について，私は期待されている以上の仕事をしている。
3. 私は目標職務以外の仕事に特別な努力を注いでいる。
4. 私は意図的に，目標職務以外の仕事を遂行するのに多大な努力を費やしている。

目標関連職務の主観的遂行度 (Kuvaas, 2006 を参考に)
1. 目標職務について，私はまずまずのレベル以上の仕事をしている。
2. 目標職務について，私は期待されている以上の仕事をしている。
90

3. 私は目標職務に特別な努力を注いでいる。
4. 私は意図的に，目標職務を遂行するのに多大な努力を費やしている。
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