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制御適合とパフォーマンスに関する研究の動向と今後の展望
外山美樹
教育テスト研究センター・筑波大学人間系
制御適合理論（regulatory fit theory; Higgins, 2000）によると，目標に従事する際の方略・手段
が自己制御の志向性（制御焦点）を維持する時（たとえば，促進焦点と熱望方略，防止焦点と
警戒方略），人は制御適合（regulatory fit）を経験するという。制御適合理論では，制御適合を
経験すると，現在の活動に対してのエンゲージメントが高まり，その結果，パフォーマンスが
向上すると仮定している。制御適合の研究が始まった当初は，その効果として価値創造，意思
決定，有用性の判断，倫理判断，説得が検討されてきた。近年では，Higgins（2000）が提唱し
た初期の（オリジナルの）制御適合理論の枠組みが拡大され，広義の制御適合の研究が進めら
れている。本稿では，Higgins が提唱し制御適合理論に関する諸研究を統合的に検討し，制御適
合とパフォーマンスの関連について考察を行うこととする。
キーワード：制御適合，制御焦点，促進焦点，防止焦点，パフォーマンス
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1. はじめに
能力は同じであったとしても，パフォーマンスに差が出るのはなぜであろうか。このリ
サーチクエスチョンに対して，教育心理学や社会心理学の分野では，これまで数多くの研
究が積み重ねられてきた。ワーキングメモリの問題（Beilock & Carr, 2001, 2005），ステレ
オタイプ脅威の問題（Steele & Aronson, 1995），遺伝的に決定されているストレスへの反応
（Yeh et al., 2009）など，その要因としてさまざまなものが挙げられている。本稿では，こ
の問題に対して“制御適合（regulatory fit）”に着目をする。
長年，動機づけ研究において“適合（fit）”という概念が注目されてきた。たとえば，精
神力動論（Freud, 1923/1961）では，人は，自身の願望と社会的な基準との適合に関心があ
ることを指摘しており，サイバネティックス理論（Wiener, 1948）では，現在の状態と個人
の望んだ最終状態との適合をはかるように動機づけられることを提唱している。また，認
知的斉合性理論（Festinger, 1957）では，思考には全体としての適合と安定を維持させる力
が働いているため，認知や態度的感情は，相互に一定のまとまりがあると仮定している。
この適合という概念には，適応的な制御プロセスという意味での“適合”と，物事に対
して“正しい”という感覚を経験するという意味での“適合”の２つが包含されているが
（Higgins, 2008），この２つの意味の適合の概念を体系的に理論化したものが，Higgins（ 2000）
が提出した制御適合理論（regulatory fit theory）である。
制御適合の研究が始まった当初は，その効果として価値創造，意思決定，有用性の判断，
倫理判断，説得が検討されてきた。近年では，Higgins（2000）が提唱した初期の（オリジ
ナルの）制御適合理論の枠組みが拡大され，広義の制御適合の研究が進められている。そ
して，その中で制御適合とパフォーマンスの関連における研究知見も集積しつつある。
本稿では，制御適合理論に関する諸研究を統合的に検討し，制御適合とパフォーマンス
の関連について考察を行うこととする。そのために，まず，制御適合理論の前身である制
御焦点理論（Higgins, 1997）について概観する。続いて，初期の（オリジナルの）制御適合
理論ならびにそれらの実証的研究について簡潔に紹介する（初期の制御適合理論のレビュ
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ーは， Higgins (2008) を参照されたい）。その後，近年，活発に研究がされている広義の制
御適合に関する研究を広く概観する。最後に，先行研究の問題点と今後の展望について言
及する。
2 . 制御焦点理論
2 . 1 制御焦点理論とは
制御焦点理論 とは
人間の動機づけを説明している理論の多くは，快・望ましい状態（desired end-state）に
接近し，不快・望ましくない状態（undesired end-state）を回避するという快楽原則（pleasure
principle）を基本原理としている。たとえば，BIS/BAS 理論（Gray, 1990）では，賞の獲得
に動機づけられた行動活性化システム（Behavioral Activation System ; BAS）と，罰の回避
に動機づけられた行動抑制システム（Behavioral Inhibition System; BIS）の 2 つのシステム
を提案している。また，Atkinson（1957）の達成動機づけ研究では，成功接近と失敗回避を
区別し，その流れで提唱された達成目標理論（Elliot & Harackiewicz, 1996）では，人がどの
ような達成目標を持つのかを示す１つの要因（軸）として，「接近－回避」を挙げている。
「接近」は成功に接近することが目標となり，
「 回避」は失敗を回避することが目標となる。
さらに，Higgins（1987）のセルフ・ディスクレパンシー理論では，現実の自己像が目標と
している自己指針（例：理想自己，義務自己）に一致した状態になるように動機づけられ
ると仮定し，現実自己と理想自己のズレ，現実自己と義務自己ズレを分けて考えている。
こうした理論が説明しているように，人間は快楽原則に従って行動していると考えられ
るが，Higgins（1997）は，人間は快に接近し，不快を回避する際に質的に異なった方法を
とり，それが異なった結果を生むと仮定する新たな理論を打ち立てた。それが制御焦点理
論（regulatory focus theory）である。制御焦点理論では，快・不快のみを区別するのではな
く，それぞれの中にも質的な差異があり，快は“獲得の存在”と“損失の不在”に弁別さ
れ，不快は“獲得の不在”と“損失の在”に弁別されると想定している（Figure 1 参照）。

ポジティブな結果（快）への接近的動機づけ
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ネガティブな結果（不快）への回避的動機づけ
Figure 1.

制御焦点理論 （Molden, Lee, & Higgins(2008)を参考に独自に作成）
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2 .2 状況による制御焦点と特性としての制御焦点
誰しも促進焦点と防止焦点の両者を保有しているが，どちらが優勢になるかは，置かれ
ている状況によって異なる。われわれは，状況に応じていずれかを活性化させて使い分け
ている（Eitam, Miele, & Higgins, 2013）。そこで，制御焦点に関する研究では，プライミン
グやフレーミングの手続きを用いて，促進焦点あるいは防止焦点を一時的に活性化させ，
それによって発現する心理的特徴について検討することが多い。
制御焦点を活性化させるために，たとえば，自己について考えさせる際に，理想を考え
させる条件（促進焦点条件）と義務を考えさせる条件（防止焦点条件）を設定したり（Higgins
et al., 2003; Higgin et al., 1994），成功すれば肯定的結果（例：報酬）を獲得することができ
るが，失敗したら肯定的結果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，成功したら肯定的結果を失うことはないが，失敗したら肯定的結果を失うと教示する
条件（防止焦点条件）を設定したりする（Rosenzweig & Miele, 2016; Shah, Higgins, & Friedman,
1998）。このように，理想や獲得の状況あるいは義務や損失の状況を喚起させることで，促
進焦点か防止焦点を優勢的に活性化させる。
状況に応じて制御焦点は刻々と変化するが，どちらかの状況が活性化されていない場合
（平静な状態の場合），促進焦点と防止焦点の傾向のどちらがより優位となるのかによっ
て，促進焦点の傾向が高い人と防止焦点の傾向が高い人に分けて，両者の違いを検討する
研究（e.g., Förster, Higgins, & Bianco, 2003）もある。ここでは制御焦点を，個人差を反映す
る 特 性 要 因 と し て 捉 え て い る 。 制 御 焦 点 の 個 人 差 を 測 定 す る 方 法 と し て は ， General
Regulatory Focus Scale （ GRFM; Lockwood, Jordan, & Kunda, 2002 ） や Regulatory Focus
Questionnaire（RFQ; Higgins et al., 2001）などの尺度を用いて，促進焦点の傾向と防止焦点
の傾向を得点化し，両者の相対的な関係（例：尺度の差得点）からどちらの傾向がより優
位なのかを判断したり 1 ，セルフ・ディスクレパンシー理論（Higgins, 1987）を援用し，理
想自己と現実自己のズレならびに義務自己と現実自己のズレを算出し，両者のズレの相対
的な大きさから，その優位性を判断したりするものがある。
このように，人は状況あるいは特性によって，促進焦点か防止焦点かといった，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，
判断や推論の方略，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 et al., 2008; 長峯他，2018）。
2 .3 制御焦点と パフォーマンス
制御焦点とパフォーマンスの関連を検討した研究は，それほど多くない（Rosenzweig &
Miele, 2016）。数少ない研究では，課題のタイプによって異なった結果が得られている。一
般的な認知能力を要する課題（例：計算課題，アナグラム課題）のパフォーマンスは，促
進焦点と防止焦点で差は見られないが（e.g., Shah et al., 1998），課題のタイプによっては，
促進焦点あるいは防止焦点の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が報
告されている。
たとえば，Förster et al.（2003）は，速さと正確さがトレード・オフの関係にある課題（点
つなぎ課題）を用いて，制御焦点（状況，特性）2 とパフォーマンスの関連を検討した。そ
の結果，促進焦点は速さのパフォーマンスが高く，防止焦点は正確さのパフォーマンスが
高いことが示された。その他にも，誘惑的ディストラクターに警戒することが要求される
促 進焦 点と防 止焦 点は ほ とんど 無相 関か， ある いは 弱い正 の相 関を示 すこ とが 報告さ れて おり， 促進
焦点と防止焦点がそれぞれ独立していることを示す根拠の１つとなっている。
2 既 述し た通り ，制 御焦 点 には特 性と しての 制御 焦点 と，状 況に よる制 御焦 点が あるた め， 実証的 研究
を紹介する際には，どちらの制御焦点を扱っているのかをカッコ内で示している。
1
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課題のパフォーマンスは防止焦点（状況）が優れているが（Freitas, Liberman, & Higgins,
2002），創造性課題のパフォーマンスは促進焦点（状況，特性）が優れていることが報告さ
れている（Friedman & Förster, 2001, 2005；Seibt & Förster, 2004）。
Scholer & Higgins（2012）は，制御焦点とパフォーマンス，生産性との関連をまとめてい
る。そこでは，促進焦点は速さを重視し，大局的な情報処理をし，創造的である一方，防
止焦点は正確さを重視し，局所的な情報処理をし，分析的であることが指摘されている。
制御焦点のパフォーマンスの特徴を Table 1 にまとめた。

Table 1

制御焦点によるパフォーマンスの特徴

促進焦点

防止焦点

スピードを重視する

正確さを重視する

全体をみる（森を見て木を見ない）

細部をみる（木を見て森を見ない）

創造的

分析的

全体的な過程に従事

我慢強く取り組む（維持的な課題の成績が良い）

創造性が試される課題の成績が良い

特定の課題（item-specific） の成績が良い

生産的

安全である

熱望方略と適合

警戒方略と適合

促進焦点と防止焦点とでは，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。促進焦点に動機づけられている個人は，獲得することに関心が高いため，不確定な
状況の中でリスキーな行動（例えば，積極的に新奇な回答を検索する，ミスを恐れずに大
胆に反応する）をとりやすく，防止焦点に動機づけられている個人は，損失を避けること
に焦点が当てられているため，不確定な状況の中で，保守的で慎重的な行動（例えば，関
連性のある回答を粘り強く検索する，ミスを恐れて正確に反応する）をとりやすい（Crowe
& Higgins, 1997; Hamstra, Bolderdijk, & Veldstra, 2011）。そのため，促進焦点と防止焦点で
は，得意（不得意）な課題のタイプが異なるのである。
さらに近年では，文脈を加味した制御焦点とパフォーマンスの関連が検討されるように
なっており，どのような文脈であったら，促進焦点あるいは防止焦点のパフォーマンスが
優位になるのかが明らかになっている。
たとえば，外山他（2018）は，学習性無力感パラダイムを用いて，ストレスフルな失敗
経験を与えた後の，制御焦点（状況）とパフォーマンスの関連を検討した。ここでは，促
進焦点と防止焦点でパフォーマンスに差はない計算課題を用いている。その結果，促進焦
点は，挫折や失敗から回復する“レジリエンス”が優れているため，学習性無力感を経験
した後においても，パフォーマンスが低下しにくいことが示された。また，防止焦点は，
解決可能な課題と解決不可能な課題とが混在した文脈での課題のパフォーマンスが，促進
焦点よりも優れていることが明らかとなった。
さらに，警戒的で慎重な処理スタイルをとる防止焦点は，有限な認知資源をより多く消
耗する特徴がある（Roskes et al., 2013）ため，認知資源が不足することに対してより敏感
で，認知資源を投入する状況を慎重に選択することが示されている。外山他（2019）は，
防止焦点の状況が活性化された場合には，将来，優先順位の高い課題に従事することがわ
かっている時，認知資源を温存しようとする意図が働くため，優先順位の低い課題に対し
ては努力を差し控え，促進焦点の状況が活性化された場合よりもパフォーマンスが低いが，
後続の優先順位の高い課題においては，促進焦点の状況が活性化された場合よりもパフォ
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ーマンスが高いことを示している。
このように，促進焦点と防止焦点とでは，一方が他方よりも常に優れたパフォーマンス
を示すというわけではなく，課題や状況の性質に応じてその優劣が異なることが示されて
いる。
3 . 制御適合
制御 適合 理論
3.1 制御 適合 理論とは
理論 とは
Higgins（2000）は，先に紹介した制御焦点理論を発展させ，自己制御の志向性 3 と対応す
るものとして目標に従事する際の方略（strategy）や手段（manner）を取りあげ，これらの
方略・手段が，現在の目標志向性を維持する（sustain）場合に，人は制御適合（regulatory
fit）を経験すると説明した。Higgins（2008）は，
“維持する（sustain）”という概念には 2 つ
の異なった含意があり，それぞれ，
“何かを与えること”と“有効であると認める，正当な
ものとして支持する”であると言及している。そして，これら 2 つが冒頭で説明した制御
適合に包含されている 2 つの“適合”に対応していることになる。つまり，目標追求を続
けるために必要なものが提供されることによって適応するという適応的な制御プロセスの
“適合”と物事に対して“正しい”と感じる“適合”である。
それぞれの目標志向性には適した方略・手段があり，促進焦点は熱望方略（eager strategy）
が，防止焦点は警戒方略（vigilant strategy）が適しているとされる（Crowe & Higgins, 1997;
Molden et al., 2008）。熱望方略と警戒方略は，両者ともに目標達成に対する手段ではある
が，獲得への接近と損失の回避という，目標達成に対する手段が質的に異なる。
熱望方略とは，肯定的結果の存在を確保し（hit の確保，目標へ前進・接近する方法を探
す），肯定的結果の不在を防御する（errors of omission を防ぐ，可能性を閉ざさない）行動
で，獲得を最大化するような行為をできるだけ実行に移そうとする達成手段である（Crowe
& Higgins, 1997）。獲得に焦点が当てられている熱望方略には，獲得をもたらしてくれる可
能性がある限り，多少のコストやリスクの可能性には気にかけずに，迅速に判断を下して
大胆に行動する目標追求行動や大局的（マクロ）な処理（Scholer & Higgins，2012）などが
該当する。
一方で，警戒方略は，否定的結果の不在を確保し（correct rejection の確保，注意深くす
る），否定的結果の存在を防御する（errors of commission を防ぐ，間違い・危険を避ける）
行動で，損失をもたらす危険性に十分に注意を払い，損失を最小化するような達成手段で
ある（Crowe & Higgins, 1997）。損失に焦点が当てられている警戒方略は，損失の恐れがな
いかどうか情報をよく吟味してから判断を下そうとする局所的（ミクロ）で正確に課題に
取り組む方略（Scholer & Higgins，2012）などがそれに含まれる。
そして，制御適合理論（Higgins, 2000）によると，活動を行う方略・手段が目標志向性と
合致する時，たとえば，促進焦点に対し熱望方略，防止焦点に対し警戒方略を用いる時，
人は制御適合を経験するという。制御適合を経験すると，現在，自分が行っている活動に
対して“正しい（合っている）”と感じ（feeling right）
（Cesario, Grant, & Higgins, 2004），エ
ンゲージメント（engagement）が強まると仮定されている。この“feeling right”は，制御
焦点と手段・方略が合致しているという正しさの感覚であり，手段・方略それ自体の有効
性とは独立したものである（Higgins et al., 2003）。また，“feeling right”は，目標追求の過
程 に お い て 経 験 さ れ る も の で ， 目 標 が 達 成 さ れ た か 否 か と い う “ 結 果 ” と は 関 係 が ない

自己制御の志向性には，制御焦点以外にも，locomotion/assessment orientattion（ Avnet & Higgins, 2003），
deliberation/implementation（ Gollwitzer, 1999）などがあるが，多くの研究では制御焦点が取りあげられて
いる。
3
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（Higgins, 2008）。エンゲージメントは動機づけと同義の概念であり（以下，本研究では“動
機づけ”と示す），“ある対象や行為に対して注意を向けたり，関わりあったり，興味をも
ったりすること（Higgins, 2007）”と定義されている。
3.2 制御 適合 理論の実証的研究
理論 の実証的研究
制御適合の効果は，さまざまな分野（例：価値創造，意思決定，有用性の判断，倫理判
断，説得）で実証されている。それらのレビューは Higgins（2008）に譲るが，ここでは，
制御適合がパフォーマンスに及ぼす影響を検討した研究を概観する。
Förster, Higgins, & Idson（1998）は，制御適合が活動の従事やパフォーマンスに及ぼす影
響について検討した。この実験では，実験参加者にアナグラム課題を解いてもらうのだが，
その際に，熱望方略条件では机の裏面に設置された板を下から上に押す動作を行い，警戒
方略条件では，机の表面に設置された板を上から下に押す動作を行った。ここでは，板（目
標物）を自分の方に引き寄せる接近的な動作を熱望方略と捉え，板（目標物）を自分から
遠ざける（すなわち，目標物を排除しようとする）回避的な動作を警戒方略として捉えて
いる。そして，板を押す圧力の強さを活動の従事，アナグラムの正答数をパフォーマンス
として測定した。その結果，制御焦点（特性，状況）と方略が適合していたほう（促進－
熱望，防止－警戒）が，不適合な場合（促進－警戒，防止－熱望）よりも，活動の従事お
よびパフォーマンスが高かった。
Spiegel, Grant-Pillow, & Higgins（2004）は，期日にレポートを提出するという課題におい
て ， レ ポ ー ト を い つ ， ど こ で ， ど の よ う に 書 く の か と い う 実 行 意 図 （ implementation
intentions ; Gollwitzer, 1999）を考えさせる際に，熱望方略のフレーミングで考えさせる条
件と警戒方略のフレーミングで考えさせる条件に割り当てた。その結果，参加者の制御焦
点（特性）と方略のフレーミングが適合した場合には，不適合な場合よりもレポートの提
出率が高かったことが示された（レポートの提出率は，促進＋熱望が 74%，防止＋警戒が
74%であったのに対して，促進＋警戒が 53%，防止＋熱望が 45%であった）。
Keller & Bless（2006, study 2）は，高校生を対象にして，制御適合の観点から制御焦点が
課題パフォーマンスに及ぼす影響を検討した。パフォーマンスとしては，空間認知能力に
関する課題を制限時間内に解いた正答数を使用した。その結果，促進焦点（特性）は，
「正
答するごとに１点与えられるが，誤答しても点数は引かれない」という教示に加えて「良
い点数をとるためには，できるだけたくさんの問題に取り組む方略が良い」と言われた条
件のほうが，
「正答するごとに１点与えられるが，誤答したり無答したりすると１点引かれ
る」という教示に加えて「悪い点数をとらないためには，できるだけ間違わないように問
題に取り組む方略が良い」と言われた条件 4 よりもパフォーマンスが高かった。一方，防止
焦点（特性）は，その逆であった。
以上，概観してきたように，目標志向性（制御焦点）が目標に従事する際の課題方略と
合致すると制御適合が生じ，その結果，高いパフォーマンスにつながることが報告されて
いる。そのメカニズムとしてはエンゲージメント（動機づけ）の増加に起因すると考えら
れている（e.g., Higgins, 2005, 2007）。つまり，制御適合が生じると動機づけが高まるため，
その結果としてパフォーマンスに影響を及ぼすのである。
また，近年では，目標に対する方略・手段として，熱望方略や警戒方略といった課題方
略だけでなく，インセンティブの提示やフィードバックの方法など幅広いものが扱われ，
広義の制御適合の研究が進められている。例えば，Scholar, Ozaki, & Higgins（2014, study 3）
は，制御焦点（状況）と自己像（self-inflation; 自己膨張，self-deflation; 自己収縮）の適合

これらの操作（教示）を Keller & Bless（2006）は，situationally induced self-regulatory states の操作と
しているが，課題方略（熱望方略，警戒方略）の操作とみなしても問題ないと考えられる。
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を検討し，促進焦点においては自己像をポジティブに捉える自己膨張を，防止焦点におい
ては自己像をネガティブに捉える自己収縮を用いると制御適合が生じ，課題に対する動機
づけならびにパフォーマンスが向上する可能性を示している 5 。この結果に対し Scholar et
al.（2014）は，制御適合において重要なのは，用いる方略（すなわち課題方略）そのもの
ではなく，制御焦点と用いる方略・手段によって誘発される熱望さ（eagerness）や警戒さ
（vigilance）の適合によって生じる“feeling right”であることを指摘している。
Scholar et al.（2014）が指摘しているように，近年，その使用によって熱望さあるいは警
戒さが誘発されるであろう目標に対する方略・手段を用いて広義の制御適合の研究が行わ
れたり，制御適合の観点から検討されていなかった過去の研究において制御適合の観点か
ら再解釈されたりするなど，広義の制御適合に光が当てられている。次からは，広義の制
御適合の実証的研究について概観する。
3.3 広義の制御適合 の実証的研究
Shah et al.（1998）は，インセンティブの提示はパフォーマンスを高めるという知見（Huber,
1985）とパフォーマンスの高さには影響しないという知見（Mercier & LaDouceur, 1983）の
不一致について，個人の制御焦点とインセンティブの提示方法の適合，不適合の可能性を
考え，この点について検討した。インセンティブの提示方法として，
「基本の４ドルに加え
て 90％以上正解するとさらに１ドルを受け取ることができるが，90％以上正解できなけれ
ばその１ドルは受け取ることができない」と教示する条件と，
「10％以上の不正解を出すと
基本の５ドルから１ドル引かれるが，10％以上の不正解を出さなければその１ドルは引か
れない」と教示する条件の２つを設定した。結果，アナグラム課題のパフォーマンスにお
いて制御焦点（特性）自体は有意に予測しないが，制御焦点とインセンティブの提示の交
互作用が有意に予測することが示された。促進焦点（特性）は「正解すると追加報酬がも
らえる」と教示されたほうが，一方で，防止焦点（特性）は「不正解すると追加報酬を失
う」と教示されたほうが，アナグラム課題のパフォーマンスが高いことが示された。後に，
Higgins（2008）は制御適合のレビュー論文で，ポジティブな結果を期待することは促進焦
点との制御適合にあたり，ネガティブな結果を期待することは防止焦点との制御適合にあ
たることを指摘し，この研究を制御適合の研究として紹介している。すなわち，インセン
ティブの提示方法が制御焦点（特性）と制御適合していた実験参加者（促進＋正解すると
追加報酬がもらえる，防止＋不正解すると追加報酬を失う）は，不適合が生じていた実験
参加者（促進＋不正解すると追加報酬を失う，防止＋正解すると追加報酬がもらえる）よ
りもパフォーマンスが高い，としている。
フィードバックが動機づけに及ぼす影響についても，広義の制御適合の観点から検討し
た研究がいくつか見られる。
フィードバックにはいろいろなタイプがあるが，主に，パフォーマンスの結果（成功や
失敗）に関わるフィードバック（以下，
“結果フィードバック”と略す）と課題遂行過程に
関するプロセスフィードバック（以下，
“プロセスフィードバック”と略す）があることが
指摘されている（Hattie & Timperley, 2007）。結果フィードバックの例としては“平均以下
だったよ”や“成績が悪かった”というものが，プロセスフィードバックの例としては“そ
のやり方はあっているね”や“他のやり方があるよ”といったものが挙げられる。結果フ
ィードバック，プロセスフィードバックともに，制御適合の効果が確認されている。
Idson & Higgins（2000）は，結果フィードバック（成功・失敗）が動機づけに及ぼす影響

た だし ，防止 焦点 と自 己 収縮の 適合 の効果 は動 機づ けにお いて は見ら れな かっ た。ま た， パフォ ーマ
ンスを指標にした場 合は， 促進焦点，防止焦点 ともに 適合の効果の傾向は 見られ たが，有意にはならな
かった。
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について，制御適合の観点から検討した。動機づけとしては，課題成績に対する期待（自
身の成績が 70 パーセンタイル以上である可能性）を指標とした。その結果，促進焦点（特
性）は，失敗に関するフィードバックより成功に関するフィードバックを与えた方が課題
成績に対する期待が高かった。一方で，防止焦点（特性）は，成功に関するフィードバッ
クより失敗に関するフィードバックを与えた方が課題成績に対する期待が高かった。
また，Van-Dijk & Kluger（2004）は，場面想定法を用いて，制御焦点（状況）と結果フィ
ードバック（成功・失敗）を操作し，後続の動機づけ（投入する努力の程度）に及ぼす影
響について検討した。その結果，成長や進歩のために好きな仕事に従事する場面をフレー
ミングさせた促進焦点条件の実験参加者は，失敗フィードバック（上司から“仕事の成績
が劣っている”と伝えられる）より成功フィードバック（上司から“仕事の成績が優れて
いる”と伝えられる）を与えた場合に，仕事において多くの努力を投入すると答えた。一
方で，収入を失う恐れがあるために仕事に従事する場面をフレーミングさせた防止焦点条
件の実験参加者は，成功フィードバックより失敗フィードバックを与えた方が，仕事にお
いて多くの努力を投入すると答えた。
外山他（2017）は，結果フィードバックではなく，プロセスフィードバックに焦点を当
てて，フィードバック（ポジティブ・ネガティブ）が受け手の動機づけ（次の課題の努力，
課題への興味）に与える影響について，制御適合の観点から検討した。その結果，促進焦
点（状況）は，ネガティブなフィードバックよりもポジティブなフィードバックが与えら
れた方が次の課題への努力が高く，課題への興味が向上することが示された。一方で，防
止焦点（状況）は，逆に，ポジティブなフィードバックよりもネガティブなフィードバッ
クが与えられた方が次の課題への努力が高く，課題への興味が向上することが示された。
成功（ポジティブな）フィードバックは，取り組みに対するポジティブな側面を強調し，
望ましい状態を獲得することに目を向けさせる（そして，それは熱望さをもたらす）。その
ため，促進焦点は成功のフィードバックが与えられた時に制御適合が生じ，動機づけが高
まるものと考えられる。一方で，失敗の（ネガティブな）フィードバックは，取り組みに
対するネガティブな側面を強調するため，こうしたフィードバックを受けることで失敗に
よる損失を思い描き，望ましくない結果を回避することに目が向く（そして，それは警戒
さをもたらす）。そのため，防止焦点は失敗のフィードバックが与えられた時に制御適合が
生じ，動機づけが高まると考えられている。
成功追求に関わる情報に関心がある促進焦点（Higgins & Tykocinski, 1992）と，失敗回避
に関わる情報に関心がある防止焦点（Higgins & Tykocinski, 1992）とでは，他者が果たす役
割も異なっている。そこで近年では，対人面における制御適合（interpersonal regulatory fit）
の研究も盛んになっている。
Lockwood et al.（2002）は，制御焦点と役割モデルの種類が動機づけに及ぼす影響につい
て検討した。具体的には，成功を収めている他者の情報（ポジティブ役割モデル）と失敗
を経験している他者の情報（ネガティブ役割モデル）を提示し，制御焦点（特性）と動機
づけの関連を検討した。その結果，促進焦点はポジティブ役割モデルに，防止焦点はネガ
ティブ役割により動機づけられることがわかった。この知見においても，広義の制御適合
の観点から解釈が可能である。ポジティブ役割モデルは，理想的で望ましい姿であり，取
り組みに対するポジティブな側面が強調されるため（Lockwood & Kunda,1997)，望ましい
状態を獲得する達成手段である熱望方略（熱望さ）が誘発されるだろう。よって，促進焦
点ではポジティブな役割モデルが提示されることで制御適合が生じるものと考えられる。
一方でネガティブ役割モデルは，恐ろしく，回避すべき姿であり，取り組みに対するネガ
ティブな側面が強調されるため（Lockwood & Kunda,1997)，望ましくない結果を回避する
ことに目が向き，そのことが損失を最小化するような達成手段である警戒方略（警戒さ）
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が誘発されるだろう。そのため，防止焦点ではネガティブな役割モデルが提示されること
で制御適合が生じるものと考えられる。
Lockwood et al.（2002）と同様に，制御焦点（特性）と役割モデルが動機づけに及ぼす影
響を検討した本邦の研究（及川・桜井，2006）では，Lockwood et al.（2002）の結果は支持
されていない。具体的には，防止焦点はネガティブ役割モデルによって動機づけが高まる
ことは示されたが，促進焦点はポジティブ役割モデルによる動機づけの向上はみられなか
った。及川・桜井（2006）は，ポジティブ役割モデルにおける結果が Lockwood et al.（ 2002）
と一致しなかった原因として，何をもってポジティブ役割モデルとするかが個人によって
異なっているのではないかと考察している。
これに対して，三和他（2017）は，提示されたポジティブ役割モデルが，実験参加者に
とって実際にポジティブ役割モデルとなり得るかどうかを検討する上で重要となるのが，
同化と対比であると指摘している。高田（2011）によれば，自分の情報と他者の情報を処
理する際に，われわれはカテゴリー化を行っているという。同じカテゴリーに属している
ものは互いに類似していると認知し（同化），異なるカテゴリーに属しているものについて
は違いが強調される（対比）。類似していると認知した場合は，相手が手本となり役割モデ
ルとして機能しやすいが，違いが強調された場合は，手本とはならず役割モデルとして機
能しない可能性がある。三和他（2017）は，このような同化と対比の違いが，及川・桜井
（2006）の結果が Lockwood et al.（2002）を支持しなかった要因となると考え，上方比較
と制御焦点（特性）が動機づけおよびパフォーマンスに与える影響について，同化，対比
といった比較の過程に着目して検討した。同化と対比は，どのくらい自分と似ているかど
うかという類似性で操作をした（類似性が高い場合が同化，類似性が低い場合が対比）。そ
の結果，促進焦点は同化が生じた場合に，動機づけやパフォーマンスが高いことが示され
た。一方，防止焦点は対比が生じた場合に，パフォーマンスが高いことが示された。同化
が生じた場合には，優れた他者がポジティブ役割モデルとして機能するために，Lockwood
et al.（2002）の結果と同様，促進焦点において制御適合が生じたものと考えられる。一方
で，対比が生じた際には，自身との違いに注意が向けられ，自己評価が脅威にさらされる
ため，この不快な状態を回避するという目標追求の方略・手段が防止焦点と適合したので
はないかと三和他（2017）は考察している。
長峯他（2019）は，アスリートを対象にして，制御焦点（特性）とライバル関係および
パフォーマンス（自己報告）との関連を検討した。その結果，促進焦点はライバル関係を
構築しやすいこと，およびライバルによる影響（特に鼓舞的動機づけ）が生じやすいこと，
またそれによってパフォーマンスが向上しやすいことが示された。一方で，一般的にモチ
ベーションやパフォーマンスの向上につながるはずのライバル（Kilduff, Elfenbein, & Staw,
2010; Pike, Kilduff, & Galinsky, 2018）が，防止焦点においては適応的な結果につながらな
いことが示された。ライバルは長期的な目標を意識させ，自身の能力を高めることで競争
に勝とうとする動機づけを生じさせる存在である（Converse & Reinhard, 2016）。これらの
特徴は獲得や前進，理想といった概念と関連しており，熱望方略を誘発させるものと考え
られる。事実，Converse & Reinhard（2016）は，ライバルとなる存在を想起させることによ
って熱望方略が活性化されやすくなることを示している。したがって，ライバルの存在は，
促進焦点の個人と制御適合することで，ポジティブな影響が見られるが，防止焦点におい
ては適合しないため，ライバルによるポジティブな影響が見られないと推測される。防止
焦点は自律性や成長といった自己に関わる側面よりも，協調性や社会的つながりといった
関係性に関わる側面を重視する（Aaker & Lee, 2001）。長峯・外山（2021）は，同じくアス
リートを対象にして，制御焦点（特性）とチームメイトとの関係およびパフォーマンス（自
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己報告）との関連を検討した。その結果，防止焦点の個人は，チームメイトとの関係性を
深めることで制御適合が生じ，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。
以上概観してきたように，他者が果たす目標追求への方略・手段が制御焦点と合致して
いれば，制御適合が生じ，動機づけやパフォーマンスにつながるものと考えられる。
4 . 制御適合理論に関する研究の問題点と今後の展望
Higgins（2000）が制御適合理論を提唱して以来 20 年近く経過しようとしている。近年
では，既に紹介したように，広義の制御適合の研究が進められている。ここでは，そうし
た中であらわとなった制御焦点や制御適合に関する研究の問題点を挙げ，今後の課題や展
望を描いていく。
4.1 制御適合理論の精緻化について
4.1.1 制御適合とパフォーマンスの関連
制御適合の効果としてパフォーマンスに焦点を当てた研究はまだその数が少ないが，本
論文で紹介した Förster et al.（1998）のように，制御適合を経験するとパフォーマンスが高
まるという知見が積み重ねられつつある（Markman, Baldwin, & Maddox，2005; Shah et al.,
1998）。
しかし，先行研究の多くは，制御焦点と目標追求への方略・手段との適合によるパフォ
ーマンについては検討しているが，制御適合の種類（促進―熱望，防止―警戒）を区別し
た上でパフォーマンスに及ぼす影響について検討した研究はほとんどない。しかし，制御
適合の種類が異なれば，パフォーマンスへの影響が異なることも考えられる。
「制御焦点理
論」の章で述べたように，促進焦点は熱望方略が必要とされる課題のパフォーマンスが優
れ，防止焦点は警戒方略が必要とされる課題のパフォーマンスが優れていることが報告さ
れている（Scholer & Higgins，2012）。これらの研究成果も踏まえて制御適合がパフォーマ
ンスに及ぼす影響について考えると，制御焦点に合致する方略を用いる時に制御適合を経
験し，その結果として高いパフォーマンスにつながる（Higgins, 2000）が，その制御適合の
効果は，制御適合の種類に合致した課題のパフォーマンスにおいて，より強まる可能性が
高い。つまり，制御適合の種類（促進－熱望，防止－警戒）によって，高まるパフォーマ
ンスのタイプが異なるため，パフォーマンスのタイプを考慮した上で，制御適合の種類別
に制御適合がパフォーマンスに及ぼす影響について検討する必要があるだろう。
たとえば，外山・長峯他（2017b）は，パフォーマンスのタイプを考慮したうえで，制御
適合の種類別に制御適合がパフォーマンスに及ぼす影響について検討した。課題は，速さ
と正確さがトレード・オフの関係にある課題（点つなぎ課題）を用いた。その結果，促進
焦点（状況，特性）では熱望方略を使用すると制御適合が生じ，熱望方略に合致したパフ
ォーマンス（この研究では，速さ）が高くなることが示された。一方で，防止焦点（状況，
特性）では警戒方略を使用すると制御適合が生じ，警戒方略に合致したパフォーマンス（こ
の研究では，正確さ）が高くなることが示された。
さらに，外山・長峯他（2017a）は，日常場面におけるパフォーマンス（定期試験の点数）
における制御適合の効果を検討した。その結果，促進焦点（特性）は，熱望方略（この研
究では，マクロ理解方略）を多く使用している場合に，記述式テストにおいて高い学業成
績を収めていることが示された。一方，防止焦点（特性）は，警戒方略（この研究では，
ミクロ理解方略）を多く使用している場合に，空所補充型テストにおいて高い学業成績を
収めていることが示された。
外山・長峯他（2017a, 2017b）の結果は，制御適合の効果を検討する際には，制御適合の
種類とパフォーマンスのタイプを考慮に入れて検討する必要性を示唆している。
また，制御適合がパフォーマンスにネガティブな影響を及ぼす場合もあることが報告さ
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れている。Grimm et al.（2008）は，制御適合が認知課題のパフォーマンスに及ぼす影響に
ついて，認知課題の柔軟性（cognitive flexibility）の程度（複雑，単純の２条件）を加味し
た検討を行っている。その結果，促進焦点，防止焦点のどちらにおいても，単純な課題で
は，制御適合条件は不適合条件よりも優れたパフォーマンスを示した。これは，これまで
の制御適合の研究で示されている結果と一致する。一方で，複雑な課題では，制御適合条
件は不適合条件よりも劣ったパフォーマンスを示すことが明らかとなった。この結果は，
認知的柔軟性が高すぎる複雑な課題では，制御適合の効果はネガティブになることを示唆
している。制御適合のネガティブな効果について報告している研究は数が少ないため，今
後は，課題のタイプを考慮に入れた制御適合の効果を検討し，制御適合理論の精緻化を図
る必要があるだろう。
4.1.2 制御適合が生じることによって動機づけが高まるメカニズムの解明
このテーマにおける早急の課題は，制御適合が動機づけに影響を及ぼすメカニズムにつ
いての検討であろう。つまり，制御適合が生じるとなぜ動機づけが高まるのかというメカ
ニズムの問題である。広義の制御適合に関する研究が進められている現状に鑑みると，こ
の課題を早急に検討・解決することが，さらなる研究の発展の足掛かりになることが考え
られる。ここでは，“feeling right”の役割と感情の役割について言及する。
“ feeling right”の役割
right ”の役割 “feeling right”とは，“自分は正しい方略・手段を用いて目
標を追求している”という主観的感覚である。既に述べた通り，制御適合理論では，活動
を行う方略・手段が目標志向性と合致する時に制御適合が生じ，現在，自分が行っている
活動が“feeling right”をもたらすことによって，活動への積極的な従事や動機づけにつな
がるとしている。しかし，既述した通り，制御適合に関する研究では，制御焦点と目標追
求への方略・手段が適合しているか否かによって，動機づけやパフォーマンスに違いがみ
られるのかどうかを検討しているが，この“feeling right”の構成概念を加味した一連のプ
ロセスについて検討している研究は見当たらない。
この“feeling right”は，目標達成後に経験されるものではなく，目標追求の過程におい
て経験されると仮定されている（Higgins, 2008）ため，その測定が難しい。また，この目標
志向性と手段の適合／不適合に対する“feeling right”は無自覚に生じることもあって，現
時点においては，直接的に測定されない仮想的な概念となっている。制御適合とその影響
についての解明を進めるためには，尾崎（2011）も指摘しているように，
“feeling right”が
どのような感覚として主観的に経験されるのか，どのように測定できるのかといった問題
について議論・検討する必要があるだろう。
感情の役割 制御適合によって動機づけが高まることのメカニズムの１つとして，感情
の媒介効果が考えられる。
制御焦点に関する研究では，目標達成／非達成に応じて喚起される感情の質（感情の次
元）が，促進焦点と防止焦点とでは系統的に異なることが示されている（Molden et al., 2008;
Shah & Higgins, 2001）（Figure 1 参照）。促進焦点では目標を達成すること，すなわち獲得
の存在という結果は，喜び（cheerfulness）や幸福感（happiness）といった感情をもたらし，
目標の非達成，すなわち獲得の不在という結果は，落胆（dejection）や悲しみ（sadness）な
どの感情を生じさせる。一方で，防止焦点では目標を達成すること，すなわち損失の不在
という結果は，安心（relaxation）や平静（calmness）といった感情をもたらし，目標の非達
成，すなわち損失の存在という結果は，不安（anxiety）や脅威（agitation）などの感情を喚
起させる（Molden et al., 2008）。つまり，快－不快の感情について制御焦点に応じて質的に
異なる 2 つの次元性が見られ，促進焦点の場合は，喜び－落胆の次元，防止焦点の場合は，
安心－不安の次元として経験される。
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また，促進焦点と防止焦点では，目標の達成／非達成に対して異なる強度の感情（感情
価）で反応する（Idson , Liberman, & Higgins, 2000; Liberman, Idson, & Higgins, 2005）。促進
焦点では，既に述べた通り，理想として叶えたいと願っている最大化目標を追求し，防止
焦点では義務として果たさなければいけない最小化目標を追求している。そして，最大化
目標の達成は最小化目標の達成よりもポジティブに感じられ，最小化目標の未達成は最大
化目標の未達成よりもネガティブに感じられる（Idson et al., 2000）。つまり，促進焦点で
は，目標達成に成功するということは最大化目標が叶えられたことを意味しており，自分
が理想とする高い目標水準をクリアできたという認識が強い快感情（喜びの感情）をもた
らす。一方，防止焦点では，目標達成に失敗するということは最小化目標を満たすことが
できなかったことを意味し，必要最低限の水準すらも満たせていないという危機的な状況
として認識され，強い不快感情（不安感情）をもたらす。
このように，目標達成／非達成時に応じて喚起される感情は，その強度（感情価）およ
び質（感情の次元）の両方において，促進焦点と防止焦点では異なるとされている。
最大化目標を達成するためには，獲得に成功したときにさらなる追求行動を継続・増進
することが有効な手段であるため，促進焦点では，成功経験に対して強い喜びの感情が喚
起されることによって，利得接近的な動機づけがさらに強められると考えられている。一
方，最小化目標を達成するためには，損失回避に失敗したときにこそ必死になって回避行
動を実行しなければさらなる損失をまぬがれないため，防止焦点では，失敗経験に対して
強い不安の感情を生起させて損失回避的な動機づけを強めると考えられる。このように，
目標達成／非達成を経験したときに，促進焦点の場合は喜び－落胆の感情が媒介して利得
接近動機づけにつながり，防止焦点の場合は安心－不安の感情が媒介して損失回避動機づ
けにつながると考えられる（尾崎，2011）。しかし，このことを実証した研究はほとんどな
い。
竹橋・唐沢（2008）は，促進焦点（状況）は目標達成の失敗を経験した時に強い落胆を
経験するほど目標達成に対する動機づけを低めやすいことを報告している。しかし，落胆
以外の感情，すなわち喜び，安心，不安といった感情の媒介的な効果についてはまだ実証
的な支持が得られていない。また，三和他（2017）は，制御適合における感情の役割を検
討しているが，先に述べたような感情の媒介効果は確認されなかった。三和他（2017）は，
感情は動機づけや行動を媒介する要因ではなく，望ましい感情の存在または望ましくない
感情の不在といった目指すべき目標として機能する可能性について言及している。制御適
合における感情の役割について，今後，詳細に検討していかなければならない。
4.2 特性としての制御焦点の領域固有性について
すでに紹介したが，特性としての制御焦点を測定する尺度としては，Lockwood et al.（2002）
が開発した General Regulatory Focus Measure（GRFM）と Higgins et al.（2001）が開発した
Regulatory Focus Questionnaire（RFQ）が有名である。ともに，日本語版（遠藤，2011；尾
崎・唐沢，2011）も作成されている。これらの尺度項目例は，
“どうやったら自分の目標や
希望を叶えられるか，よく想像することがある（GRFM 邦訳版の促進焦点）”，“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（GRFM 邦訳版の防止焦点）”，
“人生において，私は成功に向かって前進してきたような気がする（RFQ 日本語版の促進
焦点）”，
“子どものころ，親が決して許さないような「してはいけないこと」をすることが
あった（RFQ 日本語版の防止焦点の逆転項目）”など，領域を特定しない領域一般性の制御
焦点を測定する尺度となっている。
ところで，先行研究では，様々なタイプの動機づけが，特定の手がかりによって活性化
されることを強調している（レビューとして Bargh & Gollwitzer, 1994; Carver & Scheier,
1998; Higgins, 1997; Kruglanski et al., 2002）。そこでは，思考や行動を導く特性としての領
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域一般性の動機づけにかかわらず，状況固有の動機づけが一時的に活性化され，それが影
響を及ぼすことを仮定している。
Browman, Destin, & Molden（2017）は，領域一般性の制御焦点と領域固有（ここでは，
“学生”，“健康やフィットネス”，“親密な関係性”という３つの領域）の制御焦点の関連
を検討した。領域一般性の制御焦点を測定するために RFQ を，各領域の制御焦点を測定す
るために複合制御焦点尺度（Composite Regulatory Focus Scale; Haws, Dholakia, & Bearden
(2010）を修正したものをそれぞれ用いた。その結果，領域一般性の制御焦点と各領域（“学
生”，“健康やフィットネス”，“親密な関係性”）の制御焦点の相関係数は低く，これらはほ
ぼ独立したものであること，また，学業的目標に関連するのは，学生（学業）領域の制御
焦点のみであったことが報告されている。この結果は，領域によって人は異なった制御焦
点を備え持っていること，そしてある領域（例： 学業）における目標達成行動を説明でき
るのは，領域一般性の制御焦点ではなく，領域固有（この例だと学業領域）の制御焦点で
あることを示唆するものである。わが国においては，外山他（2016）が学業領域における
制御焦点尺度を作成しており，今後は領域ごとの検討も必要になってくるものと考えられ
る。
4.3 状況による制御焦点の操作方法について
先にも少し紹介したが，先行研究における制御焦点の活性化の方法には様々なものがあ
る。たとえば，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（Higgins et al., 2003），基準を
上回っていれば報酬を受け取ることができるが上回っていなければ報酬を受け取ることが
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 する
（Rosenzweig & Miele, 2016; Shah et al., 1998）。また，迷路ゲームを行わせる際に，ネズミ
をゴールにあるチーズに接近させる条件（促進焦点条件）と頭上を飛んでいるフクロウか
ら回避させる条件（防止焦点条件）を設定したり（Baas, De Dreu, & Nijstad, 2011； Roskes,
De Dreu, & Nijstad, 2012），ある品物を現金かカード払いで購入する状況を想像させる際に
“現金払いだと得をする”と教示する促進焦点条件と“カード払いだと損をする”と教示
する防止焦点条件を設定する方法もある（Markman et al., 2005）。
このように，理想や獲得の状況あるいは義務や損失の状況を喚起させることによって，
促進焦点か防止焦点を優勢的に活性化させるのだが，操作間の比較検討などは未だされて
おらず，たとえば，どの操作方法が１番良いのかについては明らかとなっていない。こう
した方法による操作は，厳密な意味での操作チェックが困難であるため，促進焦点あるい
は防止焦点を上記のような方法を用いて活性化させ，それによって発現する心理的特徴が
異なることによって，操作が首尾よくなされたと判断しているという問題も存在する。今
後，いろいろな操作方法による制御焦点の研究の知見を待つとともに，操作の妥当性につ
いても考えていかなければならないだろう。
4.4 制御焦点の 発達 について
アメリカの心理学者である Higgins を中心に進められてきた制御焦点および制御適合に
関する研究は，その対象のほとんどがアメリカの大学生である（Hodis & Hodis, 2017）。制
御焦点理論ならびに制御適合理論が社会心理学の分野で発展した学問であることもあって，
発達的観点による検討はまだ進んでいない。たとえば，特性としての制御焦点は，発達的
にいつ頃から発現するのかといった問題がある。
Hodis, Hattie, & Hodis（2016）は，Lockwood et al.（2002）の GRFM をニュージーランド
の中学生に実施したところ，促進焦点尺度と防止焦点尺度の相関係数が高く，理論的に仮
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定されている促進焦点と防止焦点の独立した構造が確認されなかったことを報告している。
また，Hodis & Hodis（2017）は，同じくニュージーランドの中学生（Hodis et al. (2016)と
は異なるサンプル）を対象に，今度は Higgins et al.（2001）の RFQ を実施して検討したと
ころ，RFQ 原版に多少の修正を加えることによって，促進焦点と防止焦点を独立して測定
することに成功した。GRFM と RFQ の関連も含めて，今後，子どもを対象にした研究が期
待される。
さらに，特性としての制御焦点はどのように発達するのかという問題も残されている。
Higgins & Silberman（1998）は，社会化の過程で獲得された特性としての制御焦点は，長期
的には変化のない根強いパーソナリティ特性として捉えられることを指摘しているが，そ
のことを実証したデータは見当たらない。今後は，特性としての制御焦点の発達について
の検討も必要になってくるだろう。
5. おわりに
平均以上に入ることを目指すことと平均以下に入らないことを目指すことは，意味的に
は等価である。このように，目指す活動の結果は同じであっても，
“促進焦点”なのか“防
止焦点”なのかといった焦点の当て方を変えることによって，目標遂行過程において異な
る特徴を有するという制御焦点理論の知見は非常に興味深く，様々な場面にて応用可能で
あると考えられる。
特に，状況による制御焦点は，操作することができるため，教育的な介入等に結びつき
やすい。たとえば，正確さが要求される課題を行う際には，あらかじめ防止焦点を活性化
させておくと，より良いパフォーマンスにつながり，創造的な発想が求められる場面では
あらかじめ促進焦点が活性化されていると，より良いパフォーマンスを発揮することがで
きるだろう。動機づけは，それを促進させること自体が難しい問題であるとも指摘されて
いる（村山，2003）ように，自分が不得手であると認知している課題に対しては取り組む
こと自体が難しい場合がある。そして，取り組むことを回避するあまり，その課題に対す
る苦手意識がますます強くなり，自身の能力を育成できなくなることもあるだろう。また，
どんなに練習や努力を積み重ねても，本番では力を発揮することが困難な場合もある。そ
のような時に，目標追求の場面（課題）に合致する制御焦点を操作することによって，自
身の能力を最大限に発揮することにつながるかもしれない。状況による促進焦点と防止焦
点は，文脈や目標に応じて使い分けることができることが大きな利点であり，教育的な意
義が大きいものと考えられる。
また，特性としての制御焦点に関する研究においては，それぞれの制御焦点に応じた動
機づけの高め方が可能になることを示唆している。制御適合理論では，目標に関する他の
理論のように，内発的動機づけあるいは自律的動機づけが適応的で，外発的動機づけある
いは他律的動機づけが不適応的であるといったような二分法的な捉え方をしない。制御適
合理論は，促進焦点，防止焦点ともにそれぞれ適した方略・手段があり，それぞれに合致
した方略・手段を用いると，どちらも動機づけ，ひいてはパフォーマンスが向上するとい
う考え方に立っているところが特徴的である。どちらの個人差も認めつつも，個人に合っ
た動機づけの高め方を提言することが可能になる制御適合理論は，われわれを魅了する理
論であり，今後のますますの研究の発展が望まれる。
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