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なぜ“しなければならない行動"がなされないのか?
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The purpose of this study is to review the three research areas about the failure to start 011 have-

to-do behavior. The three research areas are (1) rese訂chon procrastination， (2) research 011 self-control， (3) 

research on decision-making. The studies on procrastinatiol1 showed the importance which doesn't 

regard procrastination as the characteristics but regard it as the process. T、'hestudies on self-control 

showed the importance of c∞onsider吋inghow those factors related to success of s却elf-cωontr叫 a氾訂reinvolved 

in the choice of one's behav吋ioras the system. The studies on decisiOIトmakingshowecl the importance 

of considering the e百ectsof a combination of cognitive， emotional and situational factors on clecisiOIト

making of the choice of one's behavior. Future research should be stucliecl from the aspect of (1) the 

failure to start on have-to-do behavior as the result of decision時 makingin the choice one's behaviors 

with two or more alternatives and (2) consiclering the effects of cognitive， emotional and situational 

factors on decision-making in the failure to start on haveωto-do behavior. 
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はじめに

レポート課題やテスト勉強，あるいは締め切りの

迫った仕事といった“しなければならない行動"が

あるにもかかわらず，それに取り組まないことが人

にはある O 例えば，締め切りの迫るレポート課題を

抱えており，今すぐそれに取り組んだ、方が大局的に

見て良いとわかつてはいるものの，ついテレビをつ

けて観てしまい，後になってレポート課題を仕上げ

るのに苦労するという状況は設にでも経験があるの

ではないであろうか。

事実，ある課題や仕事といった行動をやらなけれ

ばならないと意識していながらもなかなか取り組ま

ず，後回しにしてしまうといったことは，多くの

大学生が日常的に経験する行為であるという報告

(Ellis & Knaus， 1977; Hill， Hill， Chabot & Barrall， 
1978)が古くからなされている O

以上のような“しなければならない行動"が行わ

れない現象は，心理学において様々なアプローチに

より検討されている O 本稿では，それら心理学的研

究の中でも，特に[先延ばしJ. I自己制御J. I意思

決定Jの3つの観点からアプローチした研究に着目

する。まず， 3つの観点からの先行研究それぞれに

おいて"しなければならない行動"がどのように想

定され，検討されてきたかを概括する Oその上で，“し

なければならない行動"が行われない現象を「行動
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選択場面における意思決定の結果生じる現象Jと捉

える必要性を提言する O

先延ばし (procrastination)研究

「先延ばしJの定義

心理学において“しなければならない行動"がな

されない現象は「先延ばし (procrastination)Jとし

て扱われることが多い。

先延ぱしの定義は様々あか研究者ごとに微妙な

違いがあると言ってよい。先延ぱしのうち，行動

としての側面をよく表す定義としては f主観的な

不快感を経験する作業の取りかかりや完成を不必

要に延期する行為J(Solomon & Rothblum， 1984)， 

「今Elすべきことを明日に延期すること J(Milgram， 

Strolo百&Rosenbaum， 1988)， r自己のコントロー

ル下にあり，主観的に重要であると思われる課題の

遂行を，一時的または完全に回避したり，そのこと

から逃避すること J(亀田・古屋， 1996) といった

定義がある O また，先延ばしを，遅延傾向や先延ば

し傾向といった偶人特性としての側面を強調して

定義する立場もある O それらには f達成する必要

がある取り組みを先延ばしにする行動傾向J(Lay， 

1986)， r理由なくものごとを遅らせる，怠惰で自滅

的な習慣J(Tice & Baumeister， 1997)， r意IZlした

行動の実行を不必要に遅らせる傾向J(宮元， 1998) 

といった定義がある O

いずれの場合にしても，先延ばし研究で扱われて

いる現象は，“しなければならない行動"があるに

もかかわらず，その行動をすることが不必要に遅ら

されている現象であるといえる。

学業課題の先延ばしと日常雑務の先延ばし

先延ばし行動は，特に学生の学業場面において

報告されることが多い。先延ばしの先行研究では，

先延ばされる行動として“学生にとって主観的に

重要だと思われる学業課題"を想定してきたもの

が多い (Chu& Choi， 2005 ;藤田， 2010;亀田-古

屋. 1996; Solomon & Rothblum， 1984)。このよう

な学業場開における遅延は academicprocrastination 

(Solomon & Rothblum， 1984) とIl乎ばれている O

一方で，学業場面における先延ばしにi浪らず，よ

り全般的， 日常的な雑務に対ーする先延ばしを扱う

1iJ!‘究も存在する o Lay (1986) は日常生活場面全般

における先延ばしを測定するための尺度 (General

Procrastination Scale :以下 GPS) を作成している O

また. Lay (1986)の GPSを日本語訳した研究に林

(2007)があり，そこで作成された尺度はj京尺度ど

おりの 1因子構造であった。一方で，宮元 (997)

はLay(1986) の GPSを日本語訳し下位因子と

して課題遅延と雑事遅延の 2因子を見出した。課題

遅延とは先述した学業場面における遅延を表した関

子であり，雑事遅延とは買い物へ行く，メールへの

返信をするといった日常生活上の雑事における遅延

を表した国子である o Ferrari. Johnson & McCrown 

(1995) においても，学業に対する先延ばしと日常

全般の先延ばしが検討されており，亀田・古屋(1996)

では，遅延が生じる状況のひとつとして日常生活に

おける家事などの雑務を報告している。

このように，先延ばしは，学生における学業課題

についての先延ばしと，より全般的な日常生活にお

ける雑事などについての先延ばしという 2側面から

主に研究されてきたといえる。

先延ばし研究における“しなければならない行動"

先延ばし研究における“しなければならない行動"

とは，先延ばしされる行動であるといえる。先に紹

介した定義によると， r達成する必要がある取り組

みJ(Lay， 1986)， r主観的に重要であると怠われる

課題J(亀田-古屋， 1996)， r行為者がやろうと思

えばできるはずのこと J(宮元 1997 ;宮元， 1998) 

といった形で言及されている。より具体的な行動

としては学習場面の課題とされることが多い (Chu

& Choi， 2005 ;藤田， 2010; Solomon & Rothblum， 

1984など)。ただしこの事実は大半の研究が学生

を対象にしているためと考えられる。すなわち，社

会人といった学生以外の属性の人々を対象にするな

らば，“しなければならない行動"の具体的な内容

は変わってくると考えられる。また，先延ばしには

学業場面におけるものだけでなく， 日常場面におけ

る雑事の先延ばしも存在することはヒ述した(亀田・

古屋， 1996; Lay， 1986;宮元， 1997など)。すなわち，

先延ばされる行動には，必ずしも学業課題だけでは

なく， 日常生活における雑事全般が該当する O 以上

のことから，先延ばし研究における“しなければな

らない行動"とは，先延ばされる行動のことを指し，

その実態は大学生における学業課題であることが多

いものの，定義自体は微妙に異なるものが乱立して

いるといえる O

ただし小浜 (2010a) は「やらなければならな

いと思いながらも一時的に課題を先送りにしたり他

の事をしたりした経験を思い出してくださいJとい

う質問文のもと，大学生の回答者に先延ばされる行

動を想起させている O その結果，先延ばされる行動

として最も多く見出されたものが「学業課題jであ

り，それは回答者の 70%以上が想起していたとい
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う結果を得ている。このように，大学生における実

態から. Iやらなければならなしづと感じられてい

る先延ばされる行動を「学業課題Jとして想定する

ことは妥当であると考えられる O

先延ばしによる心理的影響および‘実務的影響

多くの先行研究において，先延ばしは不適応的な

行動， もしくは傾向として捉えられてきた。特に先

延ばし後の否定的な影響を指摘した研究が多く，先

延ばし中は行為者本人にとって肯定的な影響を及ぼ

す (Pychyl，Lee， Thibideau & Blunt， 2000) が，先

延ばし後は行為者本人への否定的な影響を生じやす

い (Tice& Baumeister， 1997) とされている。

否定的な影響との関連を支持する知見としては，

先延ばし傾向が高くなるにつれて，全般的に否定的

な感情と結びつきやすくなる (Pychylet a1.， 2000; 

Tice & Baumeister， 1997) という知見や，抑うつ感

情と先延ばし傾向についておおむね互の関連性が示

されている(林. 2009; Solomon & Rothblum， 1984; 

van Eerde， 2003) という知見，先延ばし傾向と特性

不安および特性抑うっとの間に正の相関があり，課

題遂行の失敗に対する不安が先延ばしの原因のひと

つになる (Solomon& Rothblum， 1984) という知見

が挙げられている O このような否定的な心理!との関

連だけではなく，先延ばし者は非先延ばし者に比

べ作業速度や作業の正碍性が低い (Ferrari，2001). 

先延ばし傾向と学業成績との間に負の関連があ

る (Ferrari，Johnson & McCown， 1995; Rothblum， 

Solomon & Murakami. 1986: Solomon & Rothblum 

1984) といった，実務的な屈での否定的な影響も報

告されている O このように先行研究では，先延ばし

と心理的な面，および実務的なiIDとの否定的な関連

が示されている。

一方で，否定的な影響との関連を支持しない先行

研究も見られる。先延ばし傾向と不安感情との関連

は支持されない (Lay& Silverman， 1996)，特性先

延ばし傾向と主観的ストレスやヘルスケアセンター

の受診数といった指標の開には長期的に見ると正の

相関があるが，短期的に見ると負の相関がある (Tice

& Baumeister， 1997). 意図的な先延ばしを行う者

は非先延ばし者とのIjJjに判!うつや学業成績の差が見

られず，受動的な先延ばしを行う者に比べ学業成

績が高く，ストレスや抑うつの程度が低い (Chu& 
Choi， 2005) といった知見がある O

先延ばしをプロセスとして捉える重要性

先延ばしとその影響について先行研究の問で知

見の一致が見られていない理由として， /J、浜・松

井 (2007) は先延ばしが特性傾向として単一的に捉

えられていることを指摘している。宮元(1997) は

遅延傾向とパーソナリティ安田との関係を解明する

のみでは，行動の遅延への対処を導くことにはつな

がらないという指摘をしており. van Eerde (2003) 

は先延ばしを生じさせる状況要因や先延ばしが生じ

るプロセスを検討する重要性を指摘している O

ノト浜・松井 (2007) は，先延ばしをプ口セスとし

てより詳細に捉えるための研究を行った。その結果，

課題場面における先延ばしを，先延ばしI予L 先延ば

し中，先延ばし後というプロセスとして捉え，その

プロセスにおける先延ばしの意図や形態，意識のl時

間変化がしサ、なるものかを 4つの類111として捉える

ことに成功している。そこで得られた 4つの類型と

は，第一が，息抜きとして先延ばしを行い，最1:1:1は

焦りなどを感じるものの，先延ばし後には課題への

やる気が向上する「息抜きのための先延ばしJであ

る。第二が，単純な逃避として先延ばしを行うが，

最仁1=1は葛藤や気の重さを感じ先延ばし後には，課

題への否定的な感情を持ちつつも対応する意識が生

じる「感情葛藤を伴う先延ばし」である。第三が，

他のJ:FJ事や忙しさを理由に先延ばしているが，先延

ばしへの罪悪感や課題への気がかり. *j!f来への否定

的な予知jがあり，課題への支i嘩も出し、「夕、1-(1ヲ翌日iJlに

よる先延ばしjである O 第四が，状況を楽観視した

り. I~I 分を追い込むことを別äl にしており，先延ば

しI=jlは課題を忘れて先延ばしに集I=j:1し. I~n 放!惑を感

じられるが，先延ばし後は I~I 己純忠が生じる IX;f: I玄i

的先延ばし」である O さらに，小浜 (20103) にお

いては，先延ぱしのプロセスをさらに詳細に，かっ

数量的に実証する研究を行っている O そこでは，先

延ばし前，先延ばし中，先延ばし後に生じている意

識について量的指標を用いて測定しそれらの指標

の関連を共分散構造分析を用いたパス解析で明らか

にしている。そして，その指標開の促進，抑制関係

から，先延ばし過程の中でー貰して否定的感情を生

じている「否定的感情プロセスJ.状況の楽観視か

ら先延ばしに集中できるが，先延ばし後には後悔や

自己嫌悪が生じる「楽観(1守プロセスJ.怠抜きのた

めに能動的に先延ばしを行う f計画的プロセスJと

いう 3つのプロセスの存在を確認している O また，

小浜 (201Ob) においては，先延ぱしのプロセスで

ある先延ばし前，先延ばし中，先延ばし後，それぞ

れにおいて生起する意識を量的に測定する尺度が作

成されている O

このように，先延ばし現象を特性として捉えるの

ではなく，行動のプロセスであると捉え，そこで生

じる意識を検討する研究が行われてきている O
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適応的な先延ぱしの存在

先延ばし研究においては，その先延ばし行動が意

図的か非意罰的かで，先延ばし後に生じる感情や先

延ばしによる学業課題の達成度，精神的健康に及ぼ

す影響が異なるという知見が得られている。 Chu& 

Choi (2005) は意図的な先延ばしを行う者はそうで

はない先延ばし者よりも学業成績が高く，ストレス

や抑うつの程度が低いという知見を示している。ま

た， /J、浜 (20lOa) においても，言十函性をもった能

動的な先延ばしプロセスと，課題の辛さなどを理由

とする非能動的な先延ばしプロセスでは，前者の方

が適応的な感情や成果につながることが明らかに

なっている O

及川 (2003) は，“しなければならない行動"を

行わずに何か別の行動をすることを，気晴らしとい

う考え方を用いて検討している。気晴らしは問題解

決の先送りの原留になるという意味では非適応的で

あるが，効果的に行えば課題に取り組む際の効果的

な情動調整方略になるということを指摘している。

村山・及川 (2005) においては，気晴らしをはじめ

とする回避的な自己制御方HI告が適応的な場合につい

て先行研究のレビューや調査を行い検討している。

それによると，回避的な方11洛には行動レベルでの回

避と目標レベルでの回避の 2側面が存在し目標レ

ベルでの回避が行われなければ回避的な方HI告は適応

的に働くことになるとされる。つまり，たいへんな

仕事をこなすために怠抜きとして気晴らしを行うこ

とは目標レベルでの回避がなされていないので適応

的であるが，たいへんな仕事を行いたくないがため

に気晴らしを行うことは目標レベルでの回避がなさ

れており，かつ根本的な問題解決にならないために

非適応13守であるとされる。 Chu& Choi (2005)，小

浜 (20l0a) において指摘された意図的で能動的な

先延ばしは，及川 (2003)，村山・及川 (2005) に

おいて示された目標レベルで、の田遊が行われていな

い気晴らしに対応すると考えられる O

以上のように，先延ばしの意図を考慮に入れるこ

とは，先延ぱしのプロセスやその効果を検討するう

えで重要であると考えられる O

先延ばし研究から示唆される今後の課題

ここまで，先延ぱしの観点から“しなければなら

ない行動"がなされない現象を検討ーした研究を概観

した。本項では，そこで指摘されてきた知見をまと

め，そこから示唆される今後の課題について述べる O

先延ばし研究においては “しなければならない

行動"がなされない現象を先延ばし行動， もしくは

特性として捉え，関連する個人特性についての研究

が多くなされてきた。しかし，先延ばしを個人特性

のみで検討するだけでは，その現象の詳細な構造を

解明することにはつながらず，行動遅延への対処に

もつながらないという指摘がなされている(小浜・

松井， 2007;宮元， 1997; van Eerde， 2003) 0 その

ため，先延ばし現象をプロセスのあるものと捉え，

その構造を詳細に検討する研究が行われている(小

浜， 2010a;小j兵 20lOb)0 また，先延ぱしの意図

といった認知的な側面に着目することで¥認知的要

因が先延ばし現象においてととのような役割を果たし

ているのかを明らかにしている研究もある (Chu& 

Choi， 2005 :村山・及川， 2005:及)11. 2003)。

したがって，今後の先延ばし研究では，先延ばし

現象をプロセスと捉え，そのプロセスにおいてどの

ような意識が生じ，それらがどのような役割を果た

しているのかを検討することが一つの課題となるで

あろう。

自己制御研究

自己制御とは

行動選択場面を， 自身の行動を制御する必要のあ

る状況のひとつと捉えることもできる O そういった

行動選択に関わる問題は，心理学において， 自己制

御もしくは自己調整(どちらも self-regulation)，あ

るいはセルフ・コントロール(self-controI)といっ

た概念で研究されてきたといえる。

柏木 (1986) のまとめによると， 自己制御の概念

は行動主義的な考え方を発展させて現れてきた。か

つて行動主義的に人の行動の成立や特質を考える中

で，環境刺激といった外的な規定国および反応とし

て現れる行動のみに焦点を当てるだけでは，人の行

動を説明できない部分が見られてきた。そのため，

人の行動には自己についての評価や価値づけ，感情

などが大きく関与しているという考え方も重視され

るようになってきた。そして 自己についての認識

や評価を基盤とする行動制御としての自己制御が重

要視されるようになってきた。

自己制御研究における 自己制御の定義も研究者

や扱う現象によって様々である O 春木 (1986) によ

ると，“self-contro!" という羽5諾を最初に用いたの

はThoresen& ;Mahoney (1974) とされる。そこで

のセルフ・コントロールの定義は「藍義的な外的強

制力がない場iNで，目発的に自己の行動を統制する

ことJである。そのセルフ・コントロール理論によ

ると，人が何かしらの刺激を受け，それに対する反

応として行動を行う際に， r互にコントロールされ

る反応jと f負にコントロールされる反応jがある
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のだが，それらは「意識的決定Jを経て，コントロー

ルされたうえで「コントロールする反応Jとして実

際に行われる。このような理論を基盤として，各ii3f

究者が扱う現象ごとに微妙に異なる定義を行ってい

る。たとえば，春木(1986)が解説した Kanfer(1977) 

の理論では r2つの選択事態，すなわち，一方はす

ぐ報酬にありつけるが，その量は僅かであり，他方

は報酬はず、っと先に遅延されるが，大きな量の報酬

であるといった場合において，どちらかを選ぶ行動」

と定義されている。杉若(1995)では「将来得られ

るであろう望ましい結果を予測した上で，当座はよ

り困難な状況を選択することJといったように定義

されている。

自己制御研究における“しなければならない行動"

自己申Ij佐[lの研究では その自己制御の定義に当て

はめて“しなければならない行動"が理解される O

Thoresen & Mahoney (1974)のセルフ・コントロー

ルの定義に沿えば「“しなければならない行動"を

するjということは「正にコントロールされる反応J
であり，それをしないということは「負にコント

ロールされる反応」であるといえる。 Kanfer(1977) 

の定義に沿えば， r報酬はず、っと先に遅延されるが，

大きな量の報酬であるといった」行動が“しなけれ

ばならない行動"として扱われてきたと言え，杉若

(1995)の定義に沿えば， r当座は園芸lrであるが，将

来的には望ましい結果を予測する行動」であるとい

うことになる O

共通している点は，短期的には辛さや困難を感じ

るが長期的には良い結果が得られる行動という点で

ある。事実，自己制御される行動を「短期的な観点

からはネガテイブ，長期的な観点からはホ。ジテイ

ブな行動Jと定義した研究もある (Giner-Sorolla， 

2001) 0 あるいは， r長い遅延の後に大きな報酬をも

たらす場合Jの行動とした定義(井田， 2005)や， r最
終的に望ましい結果をもたらす自分の行動Jとする

定義(大石， 2009) も存在する O すなわち，すぐに

はポジテイプな結果が得られないが，最終的にはよ

り望ましいとされる結果が得られる行動を， 自己制

御される行動として扱っていると考えられる O

自己制御研究にて扱われる呉体的場蛮

自己調整(自己制御とほぼ同じ術語)に隠する先

行研究をまとめたi鴇浜 (2000) によると，“しなけ

ればならない行動"がなされないという現象は特に

学習場面における問題として扱われてきた。学習場

面における自己調整とは， 自己の内的な要求や意志、

に基づいて自発的に行動を調整し“しなければなら

ない行動"を行うこと(すなわち， r勉強に励むJ
など)を指している。すなわち レポート課題など

の“しなければならない行動"を自発的なlIJIH前jが必

要である行動として位置づけて，“しなければなら

ない行動"が制御される状況を扱っているといえる。

したがって. 自己制御ji3f究では学業行動を短期的

には困難な行動であるが長期的には望ましい結果を

もたらす行動として42えっているといえる O しかしな

がら， ここで問題となるのは，学生にとって学業行

動が本当に「短期的にはm難な行動であるが長期的

には望ましい結果をもたらす行動jであるかが暖味

なままになっている点である。確かに，学業の達成

をもたらすという意味では，学業行動は望ましい結

果をもたらす行動であるかもしれないが，必ずしも

短期的に困難な行動であるとは限らない。また，人

によっては学業の達成を得るよりも望ましいと認知

している結果をもたらす行動があるかもしれず，学

業行動が個人にとって必ずしも長期的に望ましい結

果をもたらす行動であるとは限らないといえる。

長谷川 (2008) は汀しなければならなしづ行動

というのは大部分.何かの iヨIY0を達成するためのf手
段としての行動jであり， どういう 13(内が妥当であ

るのかという議論は心理学領域の内部だけーで決定で

きない」と指摘している O したがって，何をもって

望ましいと定義するかという検討は，心理学領域の

rjJだけで議論するのは難しいといえる O それゆえ，

先延ばし研究において採られる方法のように“しな

ければならない行動"を「先延ばされる行動Jとして，
現象に沿う形で理解するという方法も妥当であると

考えられる。学業場崩にしても， 日常生活上の雑事

にしても，あるいは仕事を行っていく上での職務で

あっても，その目的が様々あるとはいえ，何かのた

めに求められる必要な行動で、あるという意味で“し

なければならない行動"であるといえるであろう。

自己制御の有効性

i崎浜 (2000) によると 自己調整が学業における

パフォーマンスの向上につながるといった有効性に

ついては実証されている。たとえば，自己申i詩IJの概

念を方IU告に取り入れた学習に自己制御学習というも

のがある。上淵 (2004)によると， 自己市lj{u:IJを)有い

ながら学習を進めていく自己制御学習の学習時には

一次的評価と二次的評価がなされるという O 一次的

評価では刺激の価値の評価，正負の評価がされ，情

動反応が生じる O 二次的評価では問題状況に対する

コーピング方111告として自己制御学習方111告が選択され

るという。

一方で， 自己調整の具体的な内容，つまりどのよ
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うな要求や意志の調整がなされているのかという点

は， まだまだ検討の余地があるとされる。さらに，

自己調整の縮かいプロセスも明らかにされていな

い。したがって，いかなる制御，つまり意識的決定

を経て“しなければならない行動"がなされている

のか(あるいは，なされていないのか)についての

知見は不足しているといえる O

自己制御研究と先延ばし研究の関連

自己申i御研究において “しなければならない行

動"がなされないといっ現象は，特に学習場部での

現象として扱われることが多いと上述した。自己申j

御研究で扱われる学習場部は，先延ばし研究で学業

遅延として扱われる状況と重なるところが大きい。

学習場面における自己制御とは， 自己の行動をf!iiJ御

することで“しなければならない行動"である学業

諜j選などを遂行することであるとされる O したがっ

て，自己制御が失敗した結果として課題の遂行がな

されなかったのならば，そのような状況は課題の先

延ばしを行っている状況であるとも考えられる O つ

まり，自己制御研究では，先延ばし現象における“し

なければならない行動"が遅延されることを， 自己

市IJ御失敗の結果であると捉えているといえる。

先延ばしに対して自己制御の概念を直接結びつけ

た研究に藤田・野口 (2009)がある。そこでは，質

問紙法によってセルフ・コントロール能力，および

先延ばし行動を測定しその関連を検討している O

その結果，計画を立ててそれに沿う形で行動を起こ

すといった， 自らの行動をセルフ・コントロールす

ることによって，学習課題の先延ばし行動がfiPilJ1jさ
れるという結果が得られた。さらに，藤田 (2010)

においては，自己制御の考え方を取り入れた自己調

整学習方11陪と先延ぱしの関連を検討している O ここ

でいう自己調整学習とは，先に挙げた上淵 (2004)

において扱われた自己制御学習と同様のものであ

り，学習方III告の選択や使用を学習者自身が調整して

進めてし E く学習であるとされる。そのブ]1Il告には，精

級化， リハーサル，体ilJlj化といったものからなる認

知的学習方略と， I~! らの気持ちの状態などを管理す

るモニタリングや計画に沿って行動を実行に移すプ

ランニングからなるメタ認知的学習方IH告がある。藤

IJI (2010)においては，そのうちメタ認知的学習方

11携の使用と先延ばし行動を質問紙法によって測定

し，その関連を検討している O その結果，メタ認知

的学習方IH告として努力関怒・モニタリング方111各(学

習者が自己を客観的にチェック，理解し学習に対ー

する意欲を剖墜する方III告)とプランニング方111各(計

画を立てて学習に取り組む方III告)という 2つの方!日告

を見出し両者ともに課題先延ばし行動の抑制につ

ながるという結果が得られている O

このように，“しなければならない行動"がなさ

れないという現象を自己制御という概念から検討し

た研究の中には，学業場面を扱っているものが多い。

その学業場面とは先延ばし研究でも扱われている場

面と重なる。そして，藤田・野口 (2009)，藤田 (2010)

のように，自己i阿部iという概念をもって先延ばしを

検討する研究もあり 自己最Ij御の成否が先延ばし行

動の生起に関わっているという知見が示されてい

るO 以上のことから， 自己制御研究も，先延ばし研

究も，“しなければならない行動"がなされない現

象という同じ現象を扱っていると考えられる。

自己制御を失敗させる要因

それでは，いかなる場合に自己制御は失敗に終わ

るのであろうか。 Baumeister& Heatherton (1996) 

は自己制御が失敗する理由についての包括的なレ

ピ、ユーを行っている。そこでは様々な自己最IJ御失敗

の要国が挙げられているが 中でも課題遂行持に生

じる自己制御の失敗要因として，課題の困難さ，退

屈さが挙げられている O また 先延ばしに関する記

述として，たとえば「レポート課題」をやりたくな

いといった不愉快な情動を避けたいという衝動が原

因で， 自己制御の失敗，ひいては先延ばしにつなが

るとも言及されている O このとき，行為者は当該の

目標以外の行動を能動的に行っているという。特に，

自由に行動選択を行える場合は，当該の呂標以外の

行動というイ可らかのミスリーディングが自己ifJIJ御の

失敗の原因となっていることを示唆している。

そもそも， I~! 己制御とはそれを行う際にある種の

心的エネルギーが必要とされるものであるとされて

いる O その心的エネルギーを制御資源という。最IJ笹11

資源とは自己申j御のために必要とされる処理資源、と

され，この資源は有限であり，一度減衰すると回復

までに時間がかかるとされている O そのため，何ら

かの理由によって制御資源、を使い果たした場合はそ

の後の自己制御が困難になる O 山間・}苦沢(2006)は，

flJlJ御資源が自己ilJ!J笹11 (論文内では自己統制とされて

いる)にいかなる影響を与えているかを検討した研

究を行っている O そこでは， I~! 己制御に影響する要

因として制御資源以外にも予期感情を取り上げてい

るO また，場面としては「短期的にはポジティブ，

長期的にはネガテイブな結果が予想される事態Jに

おける自己制御を扱っており，これは“しなければ

ならない行動"を行わずにイ也の行動を行ってしまっ

た場合を想定しているといえる O その結果，後々に

なって後悔するだろうという長期的なネガテイブ感
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情の予期が適切な自己l!jlJ御にとって重要であるとい

うこと，長期的ネガティブ感情を喚起し適切な自己

制御が行われるためには制御資源が必要であるとい

うことが明らかになった。この結果から，告IH却資源

の枯渇によってネガテイブな感情の予知jがなされな

くなることが， 自己制御失敗の理由のひとつになっ

ているといえる O

市IJ御資源といった心的エネルギーが自己制御に必

要な理由としては，そもそも自己ilJ!J街!という行為自

体が人間にとって容易に行いがたい行為であるか

らだと考えられる。春木(1986)が Kanfer(1977) 

のセルフ・コントロール理論をまとめたところによ

ると，セルフ・コントロールには満足の遅延，誘惑

の抵抗，不快事態、に耐えるという 3つの事態がある

とされている O いずれの事態にしても，それらは人

間にとって容易に選択し難い事態であり，制御する

には数々の要菌が関わっているとされる O 逆説的に

言えば，満足が遅延される場面や誘惑が存在する場

面，不快事態であるといった場面は，いずれもその

状況自体が自己制御を失敗させる要因であるともい

えると考えられる O

以上のように，自己制御を失敗させる要因は様々

なものカ斗旨掠iされている。

自己制御研究から示唆される今後の諜題

本節では“しなければならない行動"がなされな

い現象を自己制御の観点から検討した研究を概観し

た。本項ではそれら知見を簡潔にまとめたうえで，

自己制御研究から示唆される“しなければならない

行動"がなされない現象を検討する際の今後の課題

について述べる O

自己制御の定義には研究者ごとに様々あるが

(Kanfer， 1977 ; 111奇浜， 2000;杉若， 1995; Thoresen 

& Mahoney， 1974など)，概していえば，ある選択

場面において，短期的にはメリットがあるが長期的

にはデメリットが大きくなる選択をせずに，短期的

にはデメリットがあるが長期的にはメリットが大き

くなる選択を選ぶように 自己の選択を調整するこ

とであるといえる O また 自己制御研究は先延ばし

研究と同様に，特に学習場面における“しなければ

ならない行動"がなされない現象を扱っていると考

えられる(藤田-野口， 2009; Ib奇浜， 2000;上端，

2004 ;山間・唐沢， 2006など)。先延ばし研究と異

なる観点としては，“しなければならない行動"が

先延ばされる事態を行動選択時の制御の失敗として

捉えている点である O その上で，行動選択H寺の制御

にいかなる要因が影響を及ぼしているのかを検討

してきた (Baumeister& Heatherton， 1996 ; Jf長田，

2010 ; LL! 1河.J吉沢， 2006など)。

以上のように，自己制御の観点から“しなければ

ならない行動"がなされない現象への検討は行われ

てきたが，未だに明らかになっていない部分も多

い。特に自己制御が成功する場合， もしくは失敗す

る場合の細かなプロセスについての検討は不足して

いるといえる O すなわち 自己制御の成否に関わる

要因は数多く挙げられているが，それらがどのよう

な関連のもと，最終的な行動選択に影響しているの

かという点については明らかになっていない部分が

多い。したがって，行動選択場面における決定に影

響するシステムとして自己制御を捉え，そのシステ

ムに関わって自己制御の成否へ影科する要因を検討

し，それら要因が行動選択の決定に及ぼす影響を検

討する必要性があると考えられる O

意思決定研究

意思決定研究における“しなければならない行動"

行動選択場面においていかなる行動を選ぶかとい

う選択の決定は，意ソ41決定の 11~J題として捉えること

もできる。意思決定という概念をもって研究される

ことが多い場面は，消費者のj府民行動などである。

一方で，学業場i6iにおいて課題を行うか否か，ある

いは課題以外の行動を選択するかといった意思決定

を特別に取り上げた研究はほとんど見られないのが

〕克;1犬である O

そのため，意思決定研究において“しなければな

らない行動"がどう扱われているかを論じることは

難しい。しかし，意思決定研究では，“しなけ&れば

ならない行動"にしても，その代わりに行われる何

かしらの行動にしても，それはあくまで意思決定の

対象となる選択肢にすぎないという捉え方ができる

と考えられる O 何らかの要因の影響を受けて，何か

の行動を選択するといっ意思決定が行われるプロセ

スを検討する際に，その選択肢が“しなければなら

ない行動"であるか否かは，研究者がいかなる現象

を扱っているかによって決まるものであり，意思決

定研究において特定の定義があるわけではな v¥o

“しなければならない行動"がなされない現象に

関わる意思決定研究の知克

意思決定の概念から研究されることが多い場面の

ひとつに，消費者の購買行動があることは一仁述した。

しかし，購買行動を扱う研究であっても，その意思

決定過程に関するまIJ見は，他の行動における意思決

定過程にも応用が効くと考えられる O 秋山・竹村

(1994) は， 10種類のラジカセから購入するものを
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と考えられる O決めるという選択課題において，不快感{宥と関与の

程!支を操作して，それが意思決定過程にどのような

影響を及ぼすか検討している。その結果，選択課題

への関与が高いときに不快感情があると，決定のた

めの情報処理の時間において軒並み時間が掛かるよ

うになることから，不快感情によってi育報処理が阻

害されていると考えられた。これは，不快感情の処

理に心的な資源が割かれてしまって，課題の情報処

理に心的な資源を集中できなかったためとされた。

秋山・竹村(1994) の結果から，“しなければな

らない行動"を選択するかどうかといった選択場面

においても，不快感情といった情動が生じていると

情報処理に心的な資源を配分できずに，自己制御の

失敗のような選択の失敗が起こるといった可能性が

考えられる O

上市・楠見(1998) は，リスクテイキング行動(以

下， リスク行動)における意思決定についての研究

を行っている O そこでは リスクを冒すか回避する

かという意思決定は，パーソナリティや状況要因だ

けでなく，認知要因によっても変化するという指摘

がなされている O そして リスク行動が生じうる状

況ごとに，他人のパーソナリテイ，認知要因， リス

ク行動の関連の仕方が異なるという仮定を立て，そ

れらの構造を検証している O その結果， リスク行動

が生じうる状況によって， リスク行動の直接の規定

!zgとなる認知!要[tlや，その認知要因に影響を与える

個人のパーソナリティは異なることが明らかになっ

たO この結果は，意思決定がなされる状況によって，

その意思決定に影響を与える要因は異なっていると

いうことを示している。

上市・楠見 (1998)の研究はリスク行動の意思決

定を扱っているが，状況によって意思決定に影響を

与える要因は異なるという示唆は，“しなければな

らない行動"を行うか加の行動を行うかといった意

思決定場面においても適用される可能性がある。

他にも，意思決定研究においては， 日常的な場面

における意思決定では 感情と認知の相互作用によ

る意思決定への影響を重視すべきであるという指摘

(Johnson-Laird & Oatley， 1992) や，複合する選択

肢の中から行動を選択する場合，情動と感情が必要

であるという指摘 (Damasio，2003) がなされてい

る。“しなければならない行動"がなされない現象

というのは，“しなければならない行動"を行うか

行わないか，あるいは他の行動を行うかといった日

常的な意思決定の場開であるといえる O したがって，

先の指摘(Johnson-Laird& Oatley， 1992; Damasio， 

2003) は"しなければならなし叶子動"がなされない

現象を検討する際に，考慮に入れるべき事柄である

意思決定に関わる理論としての活動統税理論

宮元(1992) によると，活動とそれを支える内的

なプロセスの関係を扱おうとする理論は数ある。活

動とそれを支える内的なプロセスは， 自己制御の観

点から論じられることが多いが，同時に人の意思決

定のあり方を表しているとも考えられる O 人の自己

制御や意思決定に関わる理論の中でも， 自己制御の

失敗であるともいえる非合理的な意思決定のあり方

を説明しようと試みた理論に. Kuhl (1984)の活動

統制理論(ActionControl Theory)というものがある。

宮元(1992) によると，活動統制j理論の扱うテーマ

は，潜在的に競合する諸動機の中で¥いかに「当面のJ
活動の意図を守か実行に移し，また維持していく

かという点にある。ここでいう「潜在的に競合する

諸動機j とは，様々に存在する行動の選択肢に対す

る動機であるといえる。また. rr当面jの活動」と

は，動機づけが低く，自動化されていない，労力を

要する活動を想定している。すなわち，先延ばし研

究や自己制御研究において，先延ばされる行動，あ

るいは自己制御の失敗の結果行われない行動とされ

る“しなければならない行動"であると考えられる O

特に，当面の活動を実行に移す， という点につい

ては，その行動の動機を説明するシステムとして認

知システム，感情システム，実行システムの 3側面

を仮定している O 認知システムとはr1可をすべきかJ
という意図や選択肢への考え方・捉え方を指し「こ

れをするのが望ましい」という認知がある選択n支に
対して動機が高まるとされる。感情システムとは，

「何をしたいかJという欲求とされ，選択肢に対す

る感じ方を指し. rやりたい」と感じた選択肢に対

して動機が高まるとされる。実行システムとは，そ

の行動を実行する方法の難易度を指し，習慣化した

行動や手j績がはっきりしている行動などには動機が

高まり.逆に実行に移す方法が手間のかかるもので

あったり，苦しいものであったりする場合には動機

が低下するとされる。行動選択時，すなわち意思決

定場面では，認知システム，感情システム，実行シ

ステムの 3側面から 行動の選択肢に対して評価が

なされ，その評11出によって行動選択の決定が行われ

るとされる。

この活動統制理論において注目されるべき点は 2

点ある o 1点目は，行動選択場面において援数の選

択肢を想定している点である。このことは，“しな

ければならない行動"がなされない現象の構造を捉

える際に，“しなければならない行動"がなされる

か否かという観点だけで現象を捉えるのではなく，
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“しなければならない行動"とそれ以外の加の行動

という複数の行動選択肢の 111から，意思決定の結

果，し11Jれかの行動が選択されるという構造として

捉えうることを示している o 2点目は，そういった

意思決定の際に影響を持つ要因として，認知!システ

ム惑.，宥システム，実行システムという複数の要因

を想定している点である O このことは，意思決定研

究における， 複数の選択)月肢j皮支の仁中!

l際緊は!感惑情や認知'状況の要因を複合的に考える必要

があるという指摘 (Damasio，2003; Johnsonよaird& 

Oatley， 1992 : J二市・楠見， 1998) と一致する考え

方である。

意思決定研究から示唆される今後の課題

先延ばし研究，自己申Ij御研究とは異なか意思決

定の研究においては，“しなければならない行動"

がなされない現象を取り上げてキ食言すした研究は少な

いのが現状である。しかしながら，意思決定研究の

立場からもしなければならない行動"がなされ

ない現象を検討する際に役立つと考えられる知見は

提出されている。

意思決定において，その決定に影響を与える要因

としては不快感情などの感情や，パーソナリテイ，

認知的な要因などが挙げられている(秋LLJ・竹村，

1994 :上市・捕見， 1998) 0 しかし，それらの要因

のみが意思決定に関わるのではなく，むしろ意思

決定を行う状況や，感情と認知の相互作用が重要

であるという指摘もある (Damasio，2003; Johnson-

Laird & Oatley， 1992;上市・楠見， 1998)。したがっ

て，行動選択場面における意思決定を考える際には，

Kuhl (1984)の活動統制理論に見られるように行動

選択肢が複数あるという想定のもと，感情，認知，

状況といった複合的な要国の相互作用を検討するこ

とが，“しなければならない行動"がなされない現

象の構造を明らかにする際の有効なアプローチにな

りうると考えられる O

今後の展望と課題

ここまで，“しなければならない行動"がなされ

ない現象が心理学においてととのように検討されてき

たかを先延ばし研究， 自己申j御研究，意思決定研究

という 3つの研究領域から概括した。

これら 3つの先行研究に共通して根底にある概念

は，行動選択11寺における動機づけであろう。しかし

ながら， Malott (2005) は従来の動機づけ理論モデ

ルでは“しなけれlまならない行動"カfなされないと

いう先延ばし現象の涼因を上手く説明できないとい

可-'ムハ同
J

う指摘をしている。HiJ節までに述べてきた先行研究

のまIl見を総合して考えると，“しなければならない

行動"がなされないという現象には.その動機づけ

を維持するための自己制御が関わっているとも.意

思決定に影響する状況やパーソナリテイ，認知!と

いった要因が関わっているとも あるいは継時的プ

ロセスの1:1:1で変化する先延ばし安i訟が関わっている

とも考えられ，単に“しなければならない行動"に

対ーする動機づけのみではその現象を説明しきれない

といえる O 先延ばし研究や自己申IJ御研究，意思決定

研究は，動機づけのみでは説明できない“しなけれ

ばならない行動"がなされないという現象を説明す

るために，それぞれの観点から知見を蓄積している。

次項からは，ここまで概観してきた先行研究から

導かれるしなければならない行動"が行われな

い現象を検討する際の今後の展望と課題を述べる。

“しなければならない行動"の実態についてのまとめ

先行研究を概観するとわかるようにしなけれ

ばならない行動"がいかなる行動であるかについて，

Il住ーの定義は存在しないといえる O また，行った結

果の良し悪しをもって，“しなけ'ればならない行動"

を特定の行動であると決めることは.心理学の領域

を)包えたt食討が必要であるともいえる O しかしなが

ら，先延ばし研究や自己制御研究において，すでに

先延ばされる行動や自己制御の結架:行われる行動が

現象として確認されていることも事実である O その

代表が，学生の学業場部における課題であるといえ

よう O 小浜 (2010a) において 「やらなければなら

ないと思いながらもJ先延ばされる課題としてJiiZも

多く得られたものが学業場面における課題であった

ことからも，学業課題が大学生にとっての“しなけ

ればならない行動"の一つであると考えることは妥

当であり，実態として確かに存在するといってよい

と考えられる O しかしながら，あくまでも個人の}i高

性や状況，あるいは取り扱う現象によって，“しな

ければならない行動"は変化しうるものであるとい

うことを忘れてはならないであろう O

行動の選択肢の想定および行動選択場頭という

捉え方

先行研究では示唆されるにとどまっていたもの

の，今後“しなければならない行動"がなされない

現象を捉える際に，その枠組みに組み入れることで

より詳細な現象の構造を検討しうるようになる要素

がある。その要素とは，“しなければならない行動"

が行われない場合に代わりに行われていると考えら

れる行動，つまり“しなければならない行動"に f競
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合する選択肢jの存在である O これはすなわち，“し

なければならない行動"がなされない現象を，複数

の行動の選択肢があ旬，その中から行動の選択をす

る現象であると捉える見方につながる。

日常場開において見られる“しなければならない

行動"がなされないという現象がどのように生じて

いるかを考えてみると，おそらく行為者は“しなけ

ればならない行動"をしないで何か加の行動を行っ

ていることが多いと考えられる。たとえば冒頭の例

に挙げたとおり， レポート課題といった“しなけれ

ばならない行動"があるにもかかわらず，それに取

り去旦まないfl寺，イtわりについテレビをつけて在見てし

まったり，ネットサーフインに夢中になってしまっ

たり，ふと机の腐りの整理を始めたりしてしまって

いるのではないであろうか。

ノト浜 (20l0a) においても，先延ばし行動として，

課題の代わりに行われた行動についての回答を求

め，課題の代わりに行われる行動が存在することを

示している。及川 (2003)で検討されている気晴ら

しも，“しなければならない行動"の代わりに他の

活動を行うことでなされるものである。また，自己

f!J1j御研究の領域においても Kanfer(1977)のセルフ・

コントロールの定義において r2つの選択事態，す

なわち，一方はすぐ報酬にありつけるが，その量は

僅かであり，他方は報酬はずっと先に遅延されるが，

大きな蚤の報酬であるといった場合において， どち

らかを選ぶ行動Jという定義の冒頭に r2つの選択

事態jという競合する選択肢の存在が示唆されてい

るO 意思決定の研究においては，選択場面に複数の

選択肢を想定することが多v)o

さらに，“しなければならない行動"に対する競

合する選択肢が， “しなければならない行動"を行

うか否かに影響を与えているという示唆はいくつか

の先行研究でなされている O 藤田-岸田 (2006)で

は先延ばし行動の原関のひとつとして「興味の低さ

による他事優先」を見出しており. Schouwenburg 

(1995) は先延ばし行動の特徴のひとつとして「競

合する活動の方を優先すること jがあるという

指摘を行っている O 自己制御研究の領域では，

Baumeister & Heatherton (1996) が自由に行動選

択を行える場合は，当該の目標t:，l、外の行動という何
らかのミスリーデイングが自己申Ij街iの失敗の原因と

なっているという指摘を行っており，長谷川 (2008)

も f新しい行動を始めようとする段階にあっては，

競合する別の行動が着手を妨げ優先順位を低める

ことによって，結果的に先延ばしが起こっている場

合もある」と指摘している O

すなわちしなければならない行動"がなされ

ずに. ~Uの行動が行われるという場面を「数ある行

動選択肢の中から“しなければならない行動"とい

う選択肢を選ぶか，それ以外の選択肢を選ぶかjと

いう行動選択場面として捉えれば，“しなければな

らない行動"の代わりに選ばれうる行動選択肢が持

つ行動選択決定への影響を無視することはできない

と考えられる。したがって “しなければならない

行動"がなされないという現象を，“しなければな

らない行動"に対する「競合する選択肢jが存在し

それら選択肢の中から行動選択を行う場面における

現象であると捉えることが重要であろう。しかしな

がら，“しなければならない行動"がなされない現

象を，競合する選択肢が存在する行動選択場面で生

じる現象と想定して検討した研究は見られない。

意思決定のシステムという捉え方

先延ばし研究においては “しなければならない

行動"がなされない現象が生じる原因を，遅延傾向

や先延ばし傾向といった特性として扱うことが多

かった。しかしながら それでは“しなければなら

ない行動"がなされないという現象の詳絡な構造を

把握することにはつながらず，行動遅延への対処に

もつながらないという指摘がなされている(小浜-

松井. 2007;宮元. 1997; van Eerde， 2003) 0 同時に，

先延ばしをプロセスとして捉えることの重要性と意

義が示されている(小浜. 201Oa;小浜. 20l0b;小

浜・松井. 2007; van Eerde， 2003) 0 以上のことから，

先延ばしをプロセスとして捉えたうえで. r先延ば

すjとし 3う決定に至る意識に着目し，その構造を検

討することは， どうして先延ばしをするのかを明ら

かにする有効なアプローチであると考えられる。

自己制御や意思決定の研究においては，“しなけ

ればならない行動"がなされないという現象におけ

る行動選択の決定に影響する要因が検討されてい

る。自己申H卸は刺激に対する反応を意識的決定に

よって制御する過程であるといえるが，その意識的

決定が行動選択場面における意思決定で、あると考え

られる O すなわち，意思決定に関連する要因も，自

己制御の成否に関連する要因も，“しなければなら

ない行動"がなされないという現象における行動選

択の決定に関わっている可能性がある o Baumeister 

& Heatherton (1996)が挙げた数ある自己最Ij御失敗

の要因は，その課題の部難さや退屈さ，不'愉快な情

動といった課題に対する認知的および感情的要因が

多い。また，山間・唐沢 (2006) の知見において

も，制御資源の減衰によってネガテイブな感情予期

が行われなくなると自己制御に失敗するという結果

から，ネガテイブな感情予期という感情的要因の重
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要性が指摘されている O 意思決定については， Kuhl 

(1984) の活動統i!ilJ理論による認知・感情・実行の

3つのシステムが行動の決定に関わっているという

指摘や，感情と認知の相互作用による影響を重視す

べきだという指摘。ohnson-Laird& Oatley， 1992) 

がある。実証的研究においても，不快感情といった

情動(秋山・竹村， 1994)や認知要因(上市・楠見，

1998)が意思決定に影響を与えているという知見が

得られている O

ここまで述べた先行研究の知見や指摘から，“し

なければならない行動"がなされない現象において

も， ととのようにして“しなければならない行動"を

しないという決定に至ったか，その過程を詳細に検

討する必要があるといえる。先延ばし研究において，

先延ぱしのプロセスの構造を検討する重要性が指摘

されているように，“しなければならない行動"が

なされない現象の構造を検討することが今後の課題

となってくるであろう。その際に， 自己itlJ御研究や
意思決定研究で指摘されてきた認知的，感情的，あ

るいは状況的な要因の影響を考慮に入れることが重

要であると考えられる O すなわち，個人の特性や一

つの要因に説明を求めるのではなく，複合的な要閣

が関わる意思決定のシステムとして，“しなければ

ならない行動"がなされなかったときに{可が生じて

いるのかを検討することが必要であろう O

まとめ

前節までに，第一に“しなければならない行動"

がなされない現象乞行動の選択肢が複数ある行動

選択場面において生じる現象として捉えうることを

示した。第二に“しなければならない行動"がなさ

れない現象が生じる過程を，意思決定システムとし

て捉える重要性を示した。以上の2点を踏まえると，

“しなければならない行動"がなされない現象を.

行動の選択肢が複数ある行動選択場面において生じ

る現象と捉えたうえで，その行動選択における意思

決定のシステムを検討することが，今後の課題とし

て必要であると考えられる。

以上のような捉え方による検討を行うことでし

なければならない行動"がなされないという選択に

至る過程が明らかになると考えられる。すなわち，

個人の特性や一つの要因によって説明しきれなかっ

た，現象の仕組みの詳細Ilな解明につながるであろ

うO さらに，個人の意思決定システムが明らかにな

れば，その中でも特に影響力の強い要因や個人の対

処によって変容しやすい要因などが明らかになるこ

とが期待される O “しなければならない行動"がな

されない現象につながりやすく，かつ個人の対処で

変容しやすい要国が明らかになれば.先延ばしゃ自

己最IJ御の失敗と言われてきた不適応的側部を持つ意

思決定のあり方をより円滑に改善できる可能性を模

索できるであろう。
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