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制御焦点がパフォーマンスに及ぼす影響
－上位目標の活性化と下位目標の達成の観点から－
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本研究では，上位目標が活性化されている場合の，制御焦点と下位目標の達成が後続課題の
パフォーマンスに及ぼす影響について検討することを目的とした。実験参加者は大学生 64 名
であり，実験的に操作された状況としての制御焦点を用いた。本研究の結果より，上位目標が
活性化されていれば，防 止焦点は下位目標が達成 されていても後続課題の パフォーマンスは，
促進焦点と同程度であることが示された。また，防止焦点においては，下位目標未達成条件に
おけるパフォーマンスは促進焦点よりも高かった。本研究より，下位目標が達成された時と達
成されていない時における後続課題のパフォーマンスが，制御焦点によって異なること，さら
に，そのパターンは上位目標の活性化によって異なることが示された。制御焦点とパフォーマ
ンスの関連を検討する際には，複数の目標の中での当該目標のパフォーマンスについて検討し
ていく必要性が示唆された。
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1. 問題と目的
1.1 はじめに
同じ人であっても，動機づけの状態や文脈によって，異なったパフォーマンスを示す。
本研究では，動機づけの問題として制御焦点を取りあげ，制御焦点がパフォーマンスに及
ぼす影響を，上位目標の活性化と下位目標の達成の観点から検討することを目的にしてい
る。
1.2 制御焦点理論
Higgins（ 1997）は，目標に対する志向性を特徴づける理論として，制御焦点理論（regulatory
focus theory）を提唱した。制御焦点理論では，人の目標志向性には，獲得（gain）の在に接
近し，獲得の不在を回避するよう動機づけられる促進焦点（promotion focus）と，損失（loss）
の不在に接近し，損失の在を回避するよう動機づけられる防止焦点（prevention focus）の
２つがあると仮定している。
ひとりの人間は促進焦点の動機づけと防止焦点の動機づけの両方の動機づけを保有し
ているが，どちらが優勢になるかを規定する要因は，置かれている状況である（Eitam, Miele,
& Higgins, 2013; Higgins, 1997）。そこで，制御焦点に関する研究では，フレーミングやプラ
イミングの手法を用いて，促進焦点あるいは防止焦点を活性化させ，それによって発現す
る特徴について検討することが多い。
促進焦点あるいは防止焦点を活性化させるために，たとえば，基準を上回っていれば報
酬を獲得することができるが上回っていなければ報酬を獲得することができないと教示す
る条件（促進焦点条件）と，基準を下回っていれば報酬を失うが下回っていなければ報酬
を失うことはないと教示する条件（防止焦点条件）を設定したり（Rosenzweig & Miele, 2016;
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Shah, Higgins, & Friedman, 1998），自己について考えさせる際に，理想自己を考えさせる条
件（促進焦点条件）と義務自己を考えさせる条件（防止焦点条件）を設定したりする（Higgins,
Idson, Freitas, Spiegel, & Molden, 2003）。このように，獲得や理想の状況あるいは損失や義
務の状況を喚起させることによって間接的に，各個人の中に促進焦点か防止焦点かいずれ
かの動機づけを優勢的に活性化させる。
こうした手法を用いて活性化された制御焦点（促進焦点，防止焦点）は，望ましい目標
の最終状態に向かって質的に異なった志向を持つため，評価や情報における敏感さ，推論
や判断方略，目標遂行過程において，異なる特徴を有することが示されている（Molden, Lee,
& Higgins, 2008）。
1.3 制御焦点がパフォーマンスに及ぼす影響
制御焦点とパフォーマンスの関連を検討した近年の研究では，課題のタイプによって，
促進焦点あるいは防止焦点のパフォーマンスのどちらが優位となるのかが異なることが示
されている。
たとえば，速さや創造性課題においては，促進焦点は防止焦点よりもパフォーマンスが
優れている（Scholer & Higgins, 2012）。他方，正確さや分析的な課題においては，防止焦点
が促進焦点よりもパフォーマンスが優れている（Scholer & Higgins, 2012）。また，一般的な
認知課題（e.g., アナグラム課題，計算課題）においては，促進焦点と防止焦点のパフォー
マンスの差が見られないことも報告されている（e.g., Shah et al., 1998）。
さらに，近年では，文脈を加味した検討が行われ始めている。外山他（2019）は，促進
焦点と防止焦点の両者でパフォーマンスの有利さに差が見られない一般的な認知課題（計
算課題）を用いて，制御焦点とパフォーマンスの関連を，目標達成の観点から検討した。
外山他（2019）は，実験課題（計算課題）に取り組む前に別の先行課題を実験参加者に実
施することによって，先行課題の目標達成／未達成の状況を操作した。その結果，促進焦
点では，目標達成と目標未達成の両条件で実験課題（計算課題）のパフォーマンスに差は
見られなかったが，防止焦点では，目標達成条件が目標未達成条件よりもパフォーマンス
が低かった。また，目標未達成条件においては，防止焦点と促進焦点の間でパフォーマン
スに差は見られないが，目標達成条件においては，防止焦点は促進焦点よりもパフォーマ
ンスが低いことが示された。
外山他（2019）では，１つの目標を達成した際には，防止焦点は促進焦点よりも後続課
題のパフォーマンスが低いことが示されたが，この結果を一般化するのは早計であろう。
なぜなら，われわれは複数の目標を同時に抱えているため，目標間のバランスの中で，各
目標の働きについて考えていく必要があるからである。
では，促進焦点と防止焦点の間でパフォーマンスの有利さに差が見られない一般的な認
知課題（計算課題）において，先行課題における目標が達成されると，なぜ，防止焦点は
促進焦点よりもパフォーマンスが低くなるのであろうか。そのメカニズムの説明として，
本研究では，１つの下位目標の達成が別の下位目標の追求に及ぼす影響を検討した
Fishbach, Dhar, & Zhang（2006）の知見を援用したい。
1.4 １つの下位目標の達成が別の下位目標への追求に及ぼす影響
目標は記憶内で階層的な表象構造を形成していると考えられている（Vallacher & Wegner,
1987）。１つの上位目標（e.g., 学業達成）には，複数の下位目標（e.g., 良い成績をとる）
があり，さらにその下には当該目標を達成するための具体的な目標（e.g., 授業の予習・復
習をする，テスト勉強に励む）が連合していると考えられている（e.g., Carver & Scheier,
1998; Gollwitzer, 1999; Shah & Kruglanski, 2003; Vallacher & Wegner, 1987）。一般に人は同時
にたくさんの目標を抱えているため，下位目標間のバランス（cf. Dhar & Simonson, 1999;
Fishbach & Dhar, 2005）の中で目標追求を考えていかなければならないが，その点を考慮し
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た研究はほとんど見られない。
上位目標に関連した下位目標間の目標追求のプロセスについて検討した数少ない研究
に，Fishbach et al.（2006）がある。Fishbach et al.（2006）は，人は，上位目標を意識して
いない場合（具体的には，上位目標を活性化させる実験手続を行っていない場合）では，
１つの下位目標を達成すると，別の下位目標を追求しなくなることを示した。具体的には，
研究１では「１週間後に試験がある」という仮想場面を大学生に提示した後に，下位目標
達成条件では「今日の昼間，あなたはたくさん勉強した」と教示し，下位目標未達成条件
には「今日の昼間，あなたはいつも通りに勉強した」と教示した。そして，別の下位目標
を追求しようとするか尋ねた。ここでは，夜の勉強時間をその指標とし，
「夜，どのくらい
勉強すると思うのか」尋ねた。その結果，目標達成条件のほうが，目標未達成条件よりも
有意に別の下位目標の追求が弱いことが示された。研究２では，目標達成・未達成を社会
的比較（上方比較，下方比較）を用いて操作しているが同様の結果が得られた。研究３で
は，目標達成条件（先行課題において，“あなたの成績は，他の人たちよりも優れていた”
と教示）のほうが，目標未達成条件（先行課題において，“あなたの成績は，平均以下でし
た”と教示）よりも，後続の解決不可能な課題における従事時間が有意に短いことが示され
た。これらの研究結果から，１つの下位目標が達成されると別の下位目標を追求しなくな
ることが示された。
Fishbach et al.（2006）は，１つの下位目標を達成すると，目標を完遂したという感覚が
生じるため，目標からの解放を正当づけることにつながり，別の下位目標を追求しなくな
る可能性を指摘している。Fishbach et al.（2006）の研究は，別の下位目標を追求するのか
どうかを，結果（e.g., パフォーマンスや行動）ではなく動機づけの観点から検討したもの
であるが，この知見に鑑みると，外山他（2019）の結果は，防止焦点においては，１つの
下位目標が達成されることによって別の下位目標への追求の動機づけが低下し，その結果，
後続課題のパフォーマンスが低下したが，促進焦点においては，そのような傾向は見られ
なかったと解釈することが可能である。つまり，Fishbach et al.（2006）で示された，１つ
の下位目標が達成された場合の別の下位目標への追求の傾向は，制御焦点によって異なる
ことが示唆される。
防止焦点は，損失の不在や損失の回避に動機づけられているため，警戒的で慎重な処理
スタイルをとりやすい（Higgins, 2008）。そうした警戒的で慎重な処理スタイルは，有限な
認知資源をより多く消耗する特徴があるため（De Drer, Baas, & Nijstad, 2008），防止焦点は，
認知資源が不足することに対して敏感で，認知資源を投入することに慎重になる必要があ
る（Roskes, Elliot, Nijstad, & De Dreu, 2013）。外山・湯・長峯・三和・相川（2019）では，
防止焦点は，認知資源を節約・温存する傾向があり，重要な状況においてのみ認知資源を
投入しようとすることを示している。つまり，防止焦点に動機づけられている人は，目標
を達成した後の課題は重要ではないため，その課題に認知資源を投入する必要はないと意
図し，その結果，目標が達成されている状況では未達成時に比べて，パフォーマンスが低
下したのではないかと考えられる。
1.5
1. 5 上位目標が活性化されている場合の目標達成がパフォーマンスに及ぼす影響
先に紹介したFishbach et al.（2006）では，上位目標を活性化すると，１つの下位目標の
達 成 は 全 体 的 な 目 標 の コ ミ ッ ト メ ン ト を 強 め る こ と に つ な が る た め （ e.g., Bem, 1972;
Festinger, 1957），１つの下位目標の達成によって，別の下位目標の追求への動機づけが高
まることを併せて示している。
上位目標の活性化には様々な方法があるが，目標は上位になるほど，その抽象度が増す
（Unsworth, Yeo, & Beck, 2014）ため，当該目標に関連する，より抽象度の高い目標を活性
化させることで，実験参加者の上位目標を設定させる方法がある。たとえば，Fishbach et al.
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（2006, study1, 3）は，実験参加者に乱文構成課題を実施することによって上位目標の活性
化を行った。乱文構成課題とは，いくつかの単語を並べて文章を構成させる課題を行わせ
る際に，概念関連語を単語の中に混ぜておく閾上プライミングの手法である。この研究で
は“学業達成”という上位目標を活性化させるために，“achieve”，“diligent”，“success”とい
う単語を入れておいた。また，Fishbach et al.（2006, study 4）では，遠い将来のこと，具体
的には，試験が１ヶ月後にあることを実験参加者に想像させることで，上位目標の活性化
を行った。これは，時間的に近い目標（近接目標）を追求する際には，具体的な目標に焦
点が当たり，時間的に遠い目標（遠隔目標）を追求する際には，より抽象度の高い目標に
焦点が当たるという先行研究（Trope & Liberman, 2003）の知見に基づいた操作である。
Fishbach et al.（2006, study 3）では，乱文構成課題によって学業達成という上位目標を活
性化された実験参加者は，下位目標達成条件（先行課題実施後に“あなたの成績は，他の人
たちよりも優れていた”と教示）のほうが下位目標未達成条件（先行課題実施後に“あなた
の成績は，平均以下でした”と教示）よりも，後続の解決不可能な課題における従事時間が
長いことが示された。他の研究（研究１，研究２）においても，上位目標の活性化を行う
と，下位目標達成条件のほうが下位目標未達成条件よりも別の下位目標への追求の動機づ
けが高いことが示されている。
1.6 本研究の目的
本研究では，上位目標が活性化されている場合の，制御焦点と下位目標の達成がパフォ
ーマンスに及ぼす影響について検討することを目的とする。具体的には，防止焦点時にお
いて，上位目標が活性化されていれば，下位目標が達成されても後続課題のパフォーマン
スが低下しないという仮説を検討することを目的とした。上位目標が活性化されている場
合の，制御焦点と下位目標の達成が後続課題のパフォーマンスに及ぼす影響について検討
することで，制御焦点とパフォーマンスの関係における目標達成の影響について理解する
一助となるだろう。
外山他（2019）の目標達成条件における促進焦点と防止焦点のパフォーマンスの差は，
防止焦点の動機づけに起因するものであるため，上位目標が活性化されていれば，下位目
標達成条件における防止焦点のパフォーマンスは，促進焦点のパフォーマンスと同程度で
ある（差がない）と考えられる。しかし，統計学的検定において「差がないこと」を実証
するのは難しいため，作業仮説を立てるにあたって，以下のように考えた。
上位目標の活性化を行えば，下位目標達成条件では，促進焦点と防止焦点の間に後続課
題でのパフォーマンスに差は見られないだろう。また，上位目標の活性化を行えば，下位
目標達成条件のほうが下位目標未達成条件よりも別の下位目標への追求の動機づけが高い
というFishbach et al.（2006）の知見に基づくと，防止焦点における下位目標の単純主効果
が見られ，下位目標達成条件のほうが下位目標未達成条件よりもパフォーマンスが高いと
考えられる。一方で，促進焦点における下位目標の単純主効果においては，仮説を立てず
に，探索的に検討することにした。以上を踏まえて，本研究の作業仮説は，以下の２つの
いずれかが見られるというものである。
１．制御焦点（促進焦点，防止焦点）と下位目標（達成，未達成）は，後続課題のパフォ
ーマンスにおいて両要因の交互作用の効果が見られる。すなわち，下位目標達成条件にお
ける促進焦点条件と防止焦点条件のパフォーマンスに差は見られないが，下位目標未達成
条件においては両条件間でパフォーマンスに差が見られる。防止焦点条件は，下位目標達
成の時に，下位目標未達成時と比べてパフォーマンスが高い。
２．下位目標（達成，未達成）の主効果のみが見られ，制御焦点にかかわらず，下位目標
達成条件は，下位目標未達成条件よりもパフォーマンスが高い。
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2. 方法
2.1 実験参加者
大学生 64 名（男子 31 名，女子 32 名，その他 1 名，平均年齢(SD)＝19.48(1.06)）であっ
た。
2.2 実験計画
本実験は，制御焦点（促進焦点，防止焦点），下位目標（達成，未達成）の 2 つを独立変
数とする実験参加者間計画であった。実験参加者 64 名を，16 名ずつ 4 条件（「促進焦点＋
下位目標達成」，「促進焦点＋下位目標未達成」，「防止焦点＋下位目標達成」，「防止焦点＋
下位目標未達成」）のいずれかに割り当てた。
2.3 制御焦点の操作
促進焦点条件（n＝32）では，実験参加者の課題 1 の成績が，一般大学生の平均以上（上
位 50％以内）の成績に入るように教示し，防止焦点条件（n＝32）では，実験参加者の課題
1 の成績が，一般大学生の平均以下（下位 50％以内）の成績に入らないように教示した。
目指す目標は同じであっても，促進焦点条件では獲得に，防止焦点条件では損失に焦点が
当てられている。こうした方法は，制御焦点の活性化の有効な手法として用いられている
（e.g., Rosenzweig & Miele, 2016; Shah et al., 1998）
2.4 下位目標の達成の操作
課題 1 終了後に，促進焦点，防止焦点条件別に，下位目標の達成の操作を行った。促進
焦点条件では，下位目標達成は“平均以上に入ることができた”，下位目標未達成は“平均
以上に入ることができなかった”と教示を行った。防止焦点条件では，下位目標達成は“平
均以下に入ることを回避できた”，下位目標未達成は“平均以下に入ることを回避できなか
った”と教示した。
2.5
2. 5 実験課題と実験手続き
実験は１人ずつ実験室で行った。実験参加者に実験についての説明を十分に行い，同意
書への署名を求めた。なお，実験参加者には，本実験では，創造性を測定する課題を実施
すると説明した。
まず，学業達成に関する上位目標を活性化させるために，先行研究（Fishbach et al., 2006,
study 4）を参考にし，実験参加者に将来の学業達成に関する目標を自由記述させた。回答
時間は 2 分間であった。
続いて，制御焦点の操作を行った後に，課題 1 を実施した。課題 1 を行う前には，それ
らの課題の成績が大学生の学業達成と関連していることを実験参加者に教示した。課題 1
は，拡散的洞察課題（UUT；Unusual Use Test，Guilford, 1967）を用いた。UUT は，日常で
使うモノの通常とは異なる使い方をできるだけ多く回答するもので，創造性の拡散的思考
を測定する課題として使用されている。山岡・湯川（2017）に準拠し，例題として「レン
ガ」
（回答時間は 30 秒），本題として「靴下」と「缶詰の缶」
（回答時間はそれぞれ 2 分間）
を出題した。
課題 1 が終了した後で，本実験には関係のない質問紙に回答してもらった。その質問紙
を実験参加者に渡す前に，質問紙に回答している間に実験者が実験課題の採点を行うこと
（実際は，採点を行っているふりをした），質問紙回答後に結果をフィードバックする旨を
伝えた。その後，下位目標の達成の操作を行った。
続いて，課題 2 を実施した。実施する前に実験参加者に，創造性とは異なる課題である
が，著者らが開発している知能検査の予備実験の課題を実施し，課題終了後に成績をフィ
ードバックすると伝えた。また，課題 2 の成績が大学生の学業達成と関連していることを
実験参加者に教示した。
課題 2 は，佐藤（2003）の計算課題を用いた。この計算課題は，不完全な不等式の左辺
5

外山 美樹, ⻑峯 聖人, 湯 立, 三和 秀平, 相川 充
の数字の間（問題文には□で記されている）に４種類の演算子（＋，－，×，÷）のいず
れかを当てはめて等式を成立させる課題である（e.g., １□５□７□４＝８）。佐藤（2003）
より 20 問を選択した。なお，予備調査（n＝20）を実施し，促進焦点と防止焦点でパフォ
ーマンスに差がみられないことを確認した。制限時間は，予備調査の結果をもとに，制限
時間内に全問解くことができない 10 分とした。課題のやり方を説明し，例題を遂行させ，
やり方を理解していることを確認した上で本課題を実施した。本研究では，別の下位目標
の追求を示す指標として，パフォーマンス（計算課題の正答数）を用いた。
課題 2 が終わった後，実験操作のチェックを口頭で行った。具体的には，制御焦点の操
作と下位目標の達成の操作として用いた教示を，実験参加者に再生してもらった。
実験終了後，デブリーフィングとして実験の目的を伝え，デブリーフィング後の同意書
の記入を求め，謝礼として 500 円のクオカードを渡し，すべての実験を終了した。なお，
研究の実施にあたっては，著者らが所属する大学の研究倫理委員会の承認を得た。
3. 結果
制御焦点の操作ならびに下位目標の達成の操作で用いた教示を間違えて理解していた
実験参加者は，誰もいなかった。また，実験参加者が記述した「将来の学業達成に関する
目標」が学業達成に関する上位目標となっているのかどうかを第 1 著者と心理学を専攻す
る大学生の２名で独立に確認した。確認した具体的な内容は，その目標が学業達成に関す
るものであるか，抽象度が高い目標になっているか，の２点であった。その結果，64 名す
べてにおいて，上位目標が活性化されていると判断した。目標の内容としては，
「学業面に
おいて，今後自分がしたいことを見つける」，「さまざまな分野の知識を身に着ける」，「知
識人になる」 ，「博識な人になるために，様々な分野の学問に触れる」，「生涯を通して
学びたい領域を発見する」などであった。
制御焦点（促進焦点，防止焦点）と下位目標（達成，未達成）を独立変数，課題 2 のパ
フォーマンス得点を従属変数とする 2 要因分散分析を行った。その結果，制御焦点（F(1,60)
＝5.17, p＝.03, η²p ＝.08）および下位目標（F(1,60)＝7.63, p＝.01, η²p ＝.11）の主効果が有意
となった。また，交互作用（F(1, 60)＝5.82, p＝.02, η² p ＝.09）が有意となった。
単純主効果検定を行ったところ，制御焦点の単純主効果は，下位目標未達成条件で有意
となり（F(1, 60)＝10.98, p＝.00, η²p ＝.16），防止焦点条件（M＝11.94, SD＝4.65）が促進焦
点条件（M＝7.75，SD＝2.38）よりもパフォーマンス得点が高かった。一方，下位目標達成
条件では有意とならなかった（F(1, 60)＝0.01, p＝.92, η p 2 ＝.00）。
下位目標の単純主効果は，促進焦点条件で有意となり（F(1, 60)＝13.39, p＝.00, η² p ＝.18），
下位目標達成条件（M＝12.38, SD＝2.34）が下位目標未達成条件（M＝7.75，SD＝2.38）よ
りもパフォーマンス得点が高かった。一方，防止焦点条件では有意とならなかった（F(1,
60)＝0.06, p＝.81, η p 2 ＝.00）。結果を Figure 1 に示した。
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4. 考察
本研究では，上位目標が活性化されている場合の，制御焦点と下位目標の達成が後続課
題のパフォーマンスに及ぼす影響について検討した。上位目標を活性化していない外山他
（2019）では，ある目標を達成すると，防止焦点は促進焦点よりもパフォーマンスが低く
なることが示されている。しかし，本研究の結果より，上位目標が活性化されていれば，
防止焦点は下位目標が達成されていても後続課題のパフォーマンスは促進焦点と同程度で
あることが示された。上位目標が活性化されていると，１つの下位目標が達成された時に，
その下位目標の達成自体ではなく上位目標に焦点が当てられる。そのため，別の下位目標
を，達成された目標の補完的なもの（complements）とみなすので，別の下位目標への追求
を強めることが示されている（Fishbach et al., 2006）。本研究の防止焦点における結果は，
先行研究と一致するものである。
また，先行研究（Fishbach et al., 2006）では，上位目標が活性化されている時に下位目標
が未達成であると，上位目標と各下位目標のコミットメント（連合）自体が弱くなり（Soman
& Cheema, 2004），別の下位目標への追求の動機づけが低くなることが示されている。本研
究において，そのような傾向が確認されたのは促進焦点条件においてのみであった。防止
焦点条件においては，上位目標が活性化されている時に下位目標が達成されなくても，下
位目標達成時と同程度のパフォーマンスを示しており，下位目標未達成条件におけるパフ
ォーマンスは促進焦点条件よりも有意に高かった。これらの結果は，作業仮説を支持する
ものではなかった。どのように解釈すれば良いのであろうか。
本研究の結果は，上位目標が活性化されている時に下位目標が未達成であると，別の下
位目標への追求の動機づけが低くなるというネガティブな効果は，制御焦点と手段の適合
の効果によって低減されると考えることができる。制御焦点に関する先行研究では，制御
焦点に合った手段（manner）を用いると，動機づけやパフォーマンスが高まることが示さ
れている（Higgins, 2008）。手段としては，インセンティブの提示（Shah et al., 1998），フ
ィードバック（Idson & Higgins, 2000），課題を実施する際の方略（Higgins , 2008）などが
扱われている。損失の在・不在に焦点が当てられている防止焦点は，促進焦点に比べて，
失敗のフィードバックが与えられた時に，動機づけやパフォーマンスが向上することが示
されている（Idson & Higgins, 2000; 外山・湯・長峯・三和・相川，2017）。以上の諸研究の
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知見を踏まえると，上位目標が活性化されている時には，Fishbach et al.（2006）で示され
た，下位目標が未達成であると，別の下位目標への追求の動機づけが低下するという効果
が見られるが，防止焦点に動機づけられている個人は，“平均以下に入ることを回避できな
かった”というネガティブなフィードバックを受けることによって，本来ならば見られる動
機づけの低下が起こらず，パフォーマンスが維持されたと考えられる。他方，獲得の在・
不在に焦点が当てられている促進焦点は，防止焦点に比べて，成功のフィードバックが与
えられた時に，動機づけやパフォーマンスが向上する（Idson & Higgins, 2000; 外山他，2017）。
しかし，促進焦点に動機づけられている個人の下位目標達成条件においては，上位目標が
活性化されることによるポジティブな影響を受けているために，動機づけが十分に高い状
態にあったと考えられる。そのため，“平均以上に入ることができた”というポジティブな
フィードバックを受けても，それ以上には動機づけが上がらず，下位目標達成時における
促進焦点と防止焦点では，パフォーマンスに差が見られなかったと考えられる。
しかし，以上の考察は推論の域を超えておらず，今後は，Fishbach et al.（2006）の効果
と制御焦点と手段の適合による効果の関係について，その優先順位を含めて詳細に検討し
なければならないだろう。
Rosenzweig & Miele（2016）が指摘している通り，制御焦点とパフォーマンスの関連を検
討した研究は，まだその数が少ない。数少ない研究においては，課題のタイプを特定化し，
どのようなタイプの課題であったらどちらの制御焦点のパフォーマンスが優位となるのか
の検討が行われている。しかし，本研究の結果は，促進焦点と防止焦点でパフォーマンス
に差は見られないタイプの課題であっても，上位目標の活性化と下位目標の達成によって，
どちらのパフォーマンスが優位となるのかが異なることを示した。外山他（2019）では，
上位目標の活性化を行っていないが，そのような文脈では，下位目標が達成されている時
においてのみ，促進焦点が防止焦点よりも後続課題のパフォーマンスが高いことが示され
ている。一方，本研究の上位目標が活性化されている状況では，下位目標が未達成である
時においてのみ，防止焦点が促進焦点よりも後続課題のパフォーマンスが高いことが示さ
れた。
近年の目標に関する研究では，１つの目標しか扱ってこなかったこれまでの研究を問題
視し（Fi s h b a c h e t a l. , 2 0 0 6 ），複数の目標をどのように人が評価し，選択するのかにつ
いて焦点が当てられている（Kruglanski et al., 2002; Shah & Kruglanski, 2003）。同じ上位目
標に関連した下位目標間の目標追求のプロセスについては，Fishbach et al.（2006）を除い
てこれまで検討されることは少なかったが，一般に人は同時にたくさんの目標を抱えてい
るため，下位目標間のバランス（cf. Dhar & Simonson, 1999; Fishbach & Dhar, 2005）の中で
目標追求を考えていかなければならない。本研究は，下位目標が達成された時と達成され
ていない時における後続課題のパフォーマンスが，制御焦点によって異なること，さらに，
そのパターンが上位目標の活性化によって異なることを示した点において，一定の学術的
貢献を与えるものと考えられる。
今後も，制御焦点とパフォーマンスの関連を検討する際には，複数の目標（課題）の中
での当該目標（課題）のパフォーマンスについて検討していく必要があるだろう。また，
競合する目標間の目標追求プロセスについても，今後検討していく必要があるだろう。
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