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要旨
達成動機づけ研究のひとつである達成目標理論（Dweck, 1986; Elliot & Harackiewicz,
1996; Elliot & McGregor, 2001; Nicholls, 1984）は、達成目標が動機づけやパフォーマンスの
違いに影響するという理論である。本稿では、第１に理論の変遷、第２に日本における主な
実証研究を概観することを目的とした。実証研究では、主に日本における研究を取り上げ、
達成目標理論の操作、測定に関する研究と、領域（学業、スポーツ、対人関係）ごとに実証
研究の紹介を行った。最後に、今後の研究に関する課題を応用研究、文化差、達成目標概念
の点から議論した。
キーワード：達成目標理論
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１．はじめに
達成動機づけ理論のひとつである達成目標理論（achievement goal theory）は、達成目
標の違いが、課題への取り組み方、感情、課題のパフォーマンスの違いを生むとする理論で
ある。達成目標の定義は提唱者により異なるが、大別して「自分の能力を伸ばしたい」とい
う目標と、
「自分の能力に対して肯定的な評価を得たい、あるいは否定的な評価を避けたい」
という目標の２つが想定されている。このように、どちらの目標も、ある課題達成場面にお
いてどのように有能であろうとするかに焦点が当てられていることが大きな特徴である。そ
の意味で達成目標は、有能さを求める方向性、有能さに関わる認知的要因であり、ある行動
を取る際に立てられるような具体的な目標のことではなく、より上位に位置する目標と言え
る。
1980 年代に提唱された達成目標理論は、今なお、理論上においても、実証研究上におい
ても発展を続けており、達成目標の概念自体が変化している。実証研究で得られた知見を解
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釈、あるいは応用する上で、どのような達成目標概念に基づく研究であったかという視点は
重要な意味を持つと思われる。そこで本稿では、これまでの達成目標理論の変遷を生理する
ことを第一の目的とした。また、これまで日本における研究結果を整理することを第二の目
的とした。以下、目標理論の変遷を概観した後、達成目標の操作、測定に関する研究、そし
て実証研究を紹介する。

２．達成目標理論の変遷
最初に、達成目標概念の歴史的な流れを追う。Nicholls（1984）と Dweck（1986）の初期
の理論を紹介し、
次に Ames & Archer（1987, 1988）による Dweck と Nicholls の理論の統合、
そして、統合がもたらした問題点について触れる。最後に、その問題点を解消すべく生まれ
た Elliot の達成目標理論を紹介する。
なお、達成目標理論に関するレビューには、日本語文献に限ると村山（2003a）
、上淵（2003,
2004）、上淵・川瀬（1995）
、櫻井（2009）が存在する。本稿は、これらを参考にレビューを
行った。

２- １．初期の達成目標理論
（１）Nicholls の達成目標理論
Nicholls の達成目標理論は、人は達成状況で能力を高める、あるいは高い能力を示そうと
する、つまり、有能さを目指すことを前提としている点が特徴である。この能力という概念
には、能力と努力を区別しない「未分化概念」と、能力と努力を区別した「分化概念」の２
つが存在する（Nicholls, 1984）
。能力を努力の点から定義しているのは、Nicholls の理論が
原因帰属における能力概念の発達研究（例えば Nicholls, 1978; Nicholls & Miller, 1983）に端
を発していることによる（上淵・川瀬 , 1995）
。それぞれの能力概念から、能力が高い、す
なわち有能さとは何であるかを説明すると次のようになる。能力と努力を区別しない未分化
概念では、努力の量はそのまま能力の高さを示す。多く努力したということは、それだけ多
く学んだということを意味し、高い能力は多く努力したということである。一方、分化概念
は能力の高さと、努力を区別してとらえる。そのため、ある課題におけるパフォーマンスが
同程度であるならば、他者よりも少ない努力で成し遂げることが能力の高さを示すことにな
る。逆に、他者よりも努力をして達成することは、能力の低さを示すことになる。
Nicholls（1984）の理論では、達成場面において、どちらの能力概念下で有能であろうと
するかという目標を、達成目標としている。能力概念が２種類あるため、達成目標も２種類
存在する。未分化概念下で課題に取り組む状態は課題関与（task-involvement）と呼ばれ、
分化概念下で課題に取り組む状態は自我関与（ego-involvement）と呼ばれる。課題関与状
態では、課題に取り組むことを通じて能力を高めようとする。自身の有能さは、これまでの
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自分自身の知識やパフォーマンスに基づいて判断することになる。他方、
自我関与状態では、
他者と比較して能力の高さを判断することになるため、他者より高い能力を示そうとする。
また、上で述べたように能力と努力を区別する分化概念では、努力を要することは自身の能
力の低さを意味することになるため、自我関与状態では課題に取り組む際に、努力をしよう
としなくなるという。
どちらの達成目標を用いて課題に取り組むかは、その時の状況によるとされる。中程度の
難易度の課題に取り組み、生理的・心理的なストレスがない状況や、課題の外的な報酬が顕
著でない状況では課題関与が用いられ、他者との比較が行われるような状況や公的自己意識
が高い状況下では、自我関与が用いられるという（Nicholls, 1984）
。
注意すべき点として上淵（2003）は、
Nicholls は、
個々の人が両方の達成目標を持っており、
状況により能力概念の使い分けがなされ、達成目標も異なると主張していることをあげてい
る。つまり、Nicholls は個々の人が課題関与か自我関与のどちらかの達成目標のみを持つと
いうように、達成目標により人をタイプ分けするのではなく、人は両方の目標を持っており、
状況により強く現れる達成目標が異なるとしているのである。このように、状況によって個
人の能力概念や達成目標が使い分けられるとする点に、Nicholls の理論の特徴がある。ただ
し、Nicholls は後に、達成目標を状況変数的に扱うだけでなく、達成目標を測定する尺度を
作成するなど、パーソナリティ変数としても扱うようになった（櫻井 , 2009）
。
（２）Dweck の達成目標理論
Dweck の達成目標理論は、子どもの学習性無力感の個人差に関する研究から始まってい
る。Dweck は、課題達成時に失敗を経験した際、すぐにあきらめる無力感型の子どもと、
あきらめずに課題に取り組み続けるマスタリー志向型の子どもがいることを見出した
（Diener & Dweck, 1978 ,1980）
。学習性無力感の立場からは、失敗経験時に無力感になるか
否かを決めるのは、失敗や成功の帰属の違いであるとされる。だが、Dweck は帰属の違い
よりも、むしろ達成状況時の目標の違い、すなわち達成目標の違いこそが、課題達成時の行
動パターンの差異をもたらすと考え、理論化を行った（Dweck, 1986）
。表１に Dweck の達
成目標理論のモデルを示す。
達成目標には、学習目標（learning goal）と遂行目標（performance goal）の２つがある
とされている。学習目標は、能力を伸ばすものを求めたい、何か新しいことを理解あるいは、
身につけたいという目標である。遂行目標は、
自分の能力に対して肯定的な評価を求めたい、
能力に対する否定的な評価を避けたいという目標である。達成目標により、課題に取り組む
際の行動パターンが異なるとされるが、それは能力に対する自信の影響を受ける。学習目標
を持つ者は、現在の能力への自信の高低に関わらず、マスタリー志向的（mastery-oriented）
な行動パターンであるとされる。例えば、課題に諦めずに取り組む、挑戦的な課題を選択す
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る、失敗を課題解決の手がかりと見なすため、失敗することを厭わないなどである。一方、
遂行目標を持つ者は、能力への自信が高い場合にはマスタリー志向的な行動パターンである
が、能力への自信が低い場合には無力感的（helpless）なパターン１になるという。無力感
的な行動パターンとしては、課題の取り組みに対する持続性が低い、防衛的な戦略（失敗し
ないような易しい課題の選択、能力不足に帰属されないような極端に難しい課題の選択）を
取るなどがある。
表１

Dweck の達成目標理論のモデル（Dweck, 1986）

知能観

達成目標

増大理論

学習目標

固定理論

遂行目標

現在の能力に対する自信
高い
低い
高い
低い

行動パターン
マスタリー志向
マスタリー志向
マスタリー志向
無力感

Dweck は、これらの達成目標の背景に知能観の違いを仮定した。知能観とは、知能、つ
まり、能力をどのようなものであると捉えるかという考え方のことを指し、２種類あるとさ
れる。ひとつは、増大理論（incremental theory）であり、能力は伸ばすことができるもの
とする考え方である。増大理論を持つ者は、学習目標を持つとされる。もうひとつは、固定
理論（entity theory）であり、能力は固定的であり、変えることができないとする考え方で
ある。固定理論を持つ者は、遂行目標を持つとされる。村山（2003a）によれば、知能観は、
理論的な意味合いが強く、
達成目標理論研究においては必ずしも実証されてはいないという。
ただし、Dweck 自身は、その後、知能観をパーソナリティに応用し、人の性質は変えられ
ないと思うか（固定理論）
、変えることが出来るものであると思うか（増大理論）という暗
黙の理論（implicit theory）を提唱し、実証研究を続けている（Dweck, 2012）
。

２- ２．Ames & Archer による理論の統合
Nicholls と Dweck のそれぞれが提唱した達成目標理論を比べると、Nicholls は状況によ
り達成目標が異なってくるとの立場を取り、Dweck は達成目標を特性的に扱っているなど
の差異はあるものの（村山 , 2003a）
、2 種類の達成目標の存在を想定している点、達成目標
概念の共通性、達成目標の背後に能力のとらえ方の違いを仮定している点などの共通点も多
い。この共通点に着目し、Dweck と Nicholls の理論の統合を行なったのが Ames & Archer
（1987, 1988）である。Ames & Archer は、
Nicholls の「課題関与」と Dweck の「学習目標」
を集約し、
「熟達目標（mastery goal）
」と名付け、Nicholls の「自我関与」と Dweck の「遂
行目標」を集約し、
「遂行目標（performance goal）
」と名付けた。
Ames & Archer（1987, 1988）による理論の統合以後、実証研究が盛んになされるように
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なった。実証研究に関しては本稿の後半に扱うため、ここでは概要のみ述べる。特に多くの
研究がなされたのは教育の分野であった。熟達目標が学業に関わる動機づけ諸変数（学業成
績、内発的動機づけなど）に対してポジティブに作用することが報告された。しかし、遂行
目標については、動機づけ諸変数に対してネガティブに作用するとの研究もあれば、逆にポ
ジティブに作用するとの研究もあり、一貫した結果が得られないという問題があった。
この点について、村山（2003a）は、
「緩い統合」という言葉を用いて、Ames & Archer
による達成目標理論の統合に問題があったことを指摘している。村山（2003a）によれば
Ames & Archer（1987, 1988）は達成目標の概念的な定義づけを行わないまま、
Dweck（1986）
と Nicholls（1984）の達成目標理論の共通点をまとめているという。例えば、Dweck（1986）
の遂行目標には「自分の能力に対して肯定的な評価を得る」と「自分の能力に対して否定的
な評価を避ける」という２つの要素が含まれている。しかし、このような区別がなされない
まま、１つの遂行目標とされていたのである。そのため、同じ遂行目標という名称であって
も、研究者によって遂行目標の概念が異なっており、実証研究における結果の非一貫性が生
じたと考えられる（村山 , 2003a）
。

２- ３．新たな達成目標概念の枠組み
遂行目標に関する実証研究の非一貫性を受けて、1990 年頃に達成目標理論の見直しがな
された。それは、熟達目標（課題関与）
・遂行目標（自我関与）の２つの目標だけでなく、
より多くの目標に焦点を当てるという形でなされた。具体的には、熟達目標（課題関与）・
遂行目標（自我関与）以外の目標を主張した Wentzel の社会的目標に関する研究と、達成
目標概念を新たに整理し直した Elliot らの研究に分けることができる（上淵 , 2004）
。
（１）社会的目標
Nicholls や Dweck の達成目標概念は、達成場面として主に学業場面を扱う研究が多く、
達成目標の内容も、学業に関わる目標として扱われる傾向にあった。また、１つの目標が達
成行動に影響を与えると想定しており、複数の目標が同時に達成行動に影響を与えるという
視点からの研究はされなかった。これに異を唱えたのが Wentzel である。Wentzel
（1989）は、
実際の教室には、学業に関わる目標の他に、友人と仲良くするなどの対人関係や、クラス内
の規範を守るなどの社会的な行動と関わる、社会的な目標（social goal）も存在しているこ
とを指摘した。Wentzel のこの指摘は多目標視点（multiple goal）と呼ばれる。そして、学
業的な目標だけでなく社会的目標も学業成績に正の影響を与えていること（Wentzel,
1989）、生徒の社会的目標と教師や他の生徒からの受容が関連すること（Wentzel, 1994）を
示している。さらに、中谷（1996）は、児童の社会的目標が学業成績に影響を与えるプロセ
スとして、社会的目標→社会的な行動→教師からの受容→学習への意欲・関心→学業成績と
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いうモデルを構築し、これを支持する結果を得ている。また、出口・中谷・遠山・杉江（2006）
は、社会的目標がクラスへの適応感や、学習動機を高めることを示している。
Wentzel の研究は、人が生活を送る中での具体的な個人的目標に注目しており、従来の達
成目標とは異なる目標のとらえ方をしているため、初期の達成目標概念に共通して見られた
ような、能力に関する概念という視点は見られない（上淵 , 2004）
。しかし、教室内におけ
る社会的な目標を主張したことは、重要な指摘と言えるだろう。
（２）Elliot らによる新たな達成目標概念の枠組み
上述の Wentzel の研究が、学業関連以外の目標概念を提唱したのに対して、初期の達成
目標理論と同様に、有能さのとらえ方に注目し、新たに達成目標概念の枠組みを示したのが
Elliot ら（Elliot, 1999; Elliot & Harackiewicz, 1996; Elliot & McGregor, 2001; Elliot,
Murayama, & Pekrun, 2011）である。Elliot & Harackiewicz（1996）は、初期の遂行目標
概念に、有能さに対し肯定的な判断を得ることを目指すという接近的な遂行目標と、有能さ
に対し否定的な判断を下されることを避けようとする回避的な遂行目標があることに注目
し、遂行目標概念を２種類に分けることを提案した。これに、熟達目標を合わせた「３目標
視点（trichotomous framework）
」を提唱し、実験を行い、３種類の目標を仮定することの
有用性を主張した。
さらに、Elliot ら（Elliot, 1999; Elliot & McGregor, 2001）は、達成動機づけにおける接近
- 回避の志向性という点から、理論的な整理を行い、有能さ（competence）をキー概念と
する達成目標理論を提唱した。有能さの概念は、
「有能さの評価基準」と「有能さの価」の
２つの軸の組み合わせから成る（図１参照）
。
有能さの評価基準
（definition）
個人内

相対的

有能さの価

正（成功接近）

熟達接近目標

遂行接近目標

（valence）

負（失敗回避）

熟達回避目標

遂行回避目標

図１

２×２の達成目標の枠組み（Elliot & McGregor, 2001 を改変）

「有能さの評価基準（definition）
」とは、自己の能力を評価する際の基準である。これま
での自己と比較して、
パフォーマンスの改善、
知識やスキルを伸ばすという「個人内基準」と、
周囲の他者よりも良いパフォーマンスをするという「相対的基準」がある。
「有能さの価
（valence）」は、Atkinson（1957）の達成動機づけ研究で用いられた「成功接近」と「失敗
回避」の区別を援用したものである。望ましい可能性、
成功に接近しようという
「正
（positive）
」
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と、望ましくない可能性、失敗を回避しようという「負（negative）
」がある。
Elliot & McGregor（2001）の達成目標理論は図１が示しているように２×２の枠組み（２
×２ framework）と呼ばれる。４つのセル、それぞれの概念の組み合わせが示している有
能さを求めようとする目標が、
達成目標である。熟達接近目標（mastery-approach goal）は、
「以前の自分よりもできることを目指す」目標であり、従来の熟達目標の概念に相当する。
熟達回避目標（mastery-avoidance goal）は、
「以前の自分よりできないことを避ける」と
い う よ う に 失 敗 を し な い こ と に 焦 点 を 当 て た 熟 達 目 標 で あ る。 例 と し て、Elliot &
McGregor（2001）は授業内容をミスなく理解しようとすること、学んだことを忘れないよ
うにすることなどを挙げており、完全主義者、アスリート、高齢者などの、パフォーマンス
の低下の回避に焦点を当てる人物にあてはまると想定している。３目標視点では、取り上げ
られなかった達成目標概念だったこともあり、研究数はさほど多くはない。遂行接近目標
（performance-approach goal）は、
「他者よりもできることを目指すという目標」であり、
遂行回避目標（performance-avoidance goal）は、
「他者と比べてできないことを避ける」
という目標になる。
さらに近年、Elliot, Murayama, & Pekrun（2011）は、３×２の達成目標の枠組みを提唱
している。これは、
「有能さの評価基準」として絶対的（課題が要求する水準をクリアでき
たかどうかによる基準）
、個人的（これまでの自己と比較しての基準）
、相対的（他者と比較
しての基準）の３つの次元と、接近 - 回避の２つの次元の組み合わせによる達成目標概念で
あるが、実証的な研究はこれからである。
（３）遂行目標を接近 - 回避に分けることの有用性
Elliot & Church（1997）は、３目標視点に基づいた実証研究を行うに先立ち、先行研究
を概観し、遂行目標の測定が、ネガティブな枠組みによる項目（つまり、遂行回避目標）で
行われている場合には、遂行目標が内発的動機づけや学業成績に負の影響があり、遂行目標
の測定がポジティブな枠組みによる項目（遂行接近目標）を用いて行われている場合には、
遂行目標が内発的動機づけに正の影響、あるいは何の影響も与えていないことを指摘してい
る。実験研究では、Elliot & Harackiewicz（1996）が、教示により被験者を遂行接近目標か
遂行回避目標のいずれかに誘導し、課題に対する内発的動機づけへの影響を検討している。
その結果、遂行回避目標は、課題に対する内発的動機づけを低下させることが示された。さ
らに、Rawsthorne & Elliot（1999）は、遂行目標は内発的動機づけを低下させると考えら
れているにもかかわらず、実証研究における結果が一貫していないことを指摘し、実験研究
のメタ分析を行った。その結果、
遂行回避目標は内発的動機づけに負の影響を与えているが、
遂行接近目標は、熟達目標と同程度に内発的動機づけに正の影響があるという結果を得てお
り、ここから、遂行目標の接近 - 回避を区別することの有用性を示している。
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３目標視点に対する検討は、日本でも行われている。村山（2003b）は、日本における研
究では、欧米における研究に比べて遂行接近目標と遂行回避目標の相関が高いことを指摘し、
両者の相関が高い日本において遂行目標を接近 - 回避で区別することの妥当性があるのかど
うかについて検討を行っている。質問紙調査により得られたデータを、目標分化モデル（遂
行目標の接近 - 回避の区別を行うモデル）と、目標未分化モデル（遂行目標の接近 - 回避の
区別を行わず、単一の目標として扱うモデル）とで比較した結果、目標分化モデルの方が適
合度指標も高く、学習方略に対する予測力も高いことから、３目標視点の妥当性が示された。
さらに、遂行接近目標は学習方略に正の影響を与え、遂行回避目標は学習方略に負の影響を
与えていたことから、これらの目標が概念的に別のものであることを示唆する結果も得てい
る。
要約すると、遂行目標を接近‐回避の点から区別することには、① Ames & Archer の「緩
い統合」がもたらした実証研究における結果の非一貫性を説明、解消できる、②遂行接近目
標と遂行回避目標が動機づけ諸変数に与える影響を比較することができる、などの利点があ
ると言えよう。特に、後者の利点に関しては、それぞれの達成目標が達成行動にどのような
影響を及ぼすのかを詳細に検討することで、
実証研究や、
介入研究を行っていく上でのメリッ
トにもつながると思われる。

３．達成目標理論に基づく実証的研究
以上、達成目標理論の変遷をたどりながら、理論の説明を行ってきた。次に、達成目標理
論を用いた実証研究を紹介するが、本稿では主に日本における研究を取り上げた。
紹介に先立ち、達成目標の名称に関して整理をしておきたい。理論的変遷の中で見てきた
ように、達成目標にはいくつかの種類が存在し、提唱者により達成目標の名称も異なる。ま
た、それぞれの目標に対する定訳もまだ作られてはいない２。従って、原典での表記のまま
の引用は、分かりにくさを招くと思われたため、
「熟達目標」
、
「遂行目標」の名称を用いて
紹介する。

３- １．達成目標の操作と測定
上述したように、達成目標を Nicholls のように状況的要因と見る立場と、Dweck のよう
に特性的要因として見る立場が存在する。このことは実証研究を行う際に、どのように達成
目標を操作するのか、あるいは測定するのかということと関連するため、それぞれ分けて記
述する。
（１）達成目標の操作
達成目標理論の操作は、シナリオあるいは、教示を与える形でなされる。熟達目標の場合
は、能力を伸ばすなど成長に焦点を当てた内容が用いられ、遂行目標では他者との比較や競
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争に焦点を当てた内容が用いられる。
日本では、達成目標を操作した研究はわずかに上淵（2002）
、上淵・鈴木（2001）があげ
られる程度であるため、
ここでは欧米における研究を紹介する。Jagacinski & Nicholls
（1984）
は被験者にシナリオを読ませた後に質問に回答させるという手法を用いて一連の実験を行っ
ている。例えば、被験者にイタリア語を学んでいる状況を想像させ、熟達目標群にはイタリ
アの文化が好きで、イタリア語の学習を待ち望んでいるシナリオを、遂行目標群にはイタリ
ア語の教授になりたいが、その職をクラスの他の学生と争っているというシナリオを用いて
いる。
教示により達成目標を操作した研究としては Elliot, Shell, Bouas Henry, & Maier（2005）
が、課題として知能テストを用いた実験を行っている。教示の内容を表２に示す。
表２

達成目標の操作に用いられた教示文（Elliot, Shell, Bouas Henry, & Maier, 2005）

達成目標

熟達目標

教示内容
「研究の目的は課題に対する高校生の反応の正確なデータを得ること
である。この研究は課題についての知識や、その解決方法を得る機
会にもなる。課題終了後はどの程度うまく課題解決法を身につけた
かどうかという点からフィードバックを行う」
「研究の目的は高校生の課題解決力を互いに比較することである。こ
れまで、ほとんどの高校生が同程度の能力であったが、中には優れ

遂行接近目標

た能力を示す生徒もいた。この研究は、優れた問題解決能力を持つ
者であることを示す機会である。課題終了後は、他の学生と比較し
てどれくらい良くできているかという点からフィードバックを行う」
「研究の目的は高校生の課題解決力を互いに比較することである。こ

遂行回避目標

れまで、ほとんどの高校生が同程度の能力であったが、中には能力
が劣っている生徒もいた。この研究は、課題解決力の低い者ではな
いことを示す機会である。課題終了後は、他の学生と比較してどれ
くらい劣っていたかという点からフィードバックを行う」

類似した教示を用いた研究は他に、課題にパズルを用いた Elliot & Harackiewicz（1996）、
ピンボールゲームを用いた Harackiewicz & Elliot（1993, 1998）
、暗算テクニックを用いた
Barron & Harackiewicz（2001）がある。
（２）達成目標の測定
達成目標は、どのような達成目標を持ちやすい傾向であるかという達成目標志向性
（achievement goal orientations）として、いわば特性的に扱われてもいる（上淵 , 2004）。
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達成目標の測定に用いられる尺度としては、Elliot & Church（1997）が使用した３目標視
点に基づき作成された尺度があげられる。Elliot & Church（1997）は、大学生を対象に質
問紙調査を行い、熟達目標は授業への内発的動機づけに、遂行接近目標は学業成績に正の影
響を与えていること、また、遂行回避目標は授業への内発的動機づけと学業成績の両方に負
の影響を与えていることを明らかにしている。日本でも、Elliot & Church（1997）の尺度
を用いた研究は多く存在し（光浪 , 2010; 龍・小川内・橋元 , 2006; 龍・氏原・上田・小川内 ,
2002; 鈴 木・ 櫻 井 , 2011; 田 中・ 藤 田 , 2003）
、 例 え ば、 田 中・ 山 内（2000） は、Elliot &
Church（1997）の尺度を翻訳し、小中学生を対象とした研究で追試を行い、ほぼ同様の結
果を得ている。Elliot らは、２×２の枠組みに基づく尺度（Elliot & McGregor, 2001）
、３×
２の枠組みに基づく尺度（Elliot, Murayama, & Pekrun, 2011）も作成しているが、日本で
はこれらを使用した研究はほとんどなされていない。
日本で独自に開発された尺度には、Hayamizu, Ito, & Yoshizaki（1989）の達成目標傾向
を測定する尺度がある（日本語による項目は、速水・伊藤・吉崎 , 1989 を参照）
。これは、
学習そのものを目標として勉強する目標傾向（Learning Goal：LG）
、他者からの承認、す
なわち肯定的な評価を求め、否定的な評価を避けるために勉強する目標傾向（Performance
Goal：以下 PαG）と、よい成績をとるために勉強する目標傾向（Performance Goal：以下
PβG）の３つの下位尺度からなり、概念的には Elliot & Harackiewicz（1996）の３目標視
点に近い。Hayamizu, et al.（1989）は、PαG 学業成績に負の影響を与え、PβG が学業成績
には正の影響を与えていることを見出している。
達成目標理論研究の多くは大学生を対象としているが、
幼児の目標志向性を扱った研究
（高
崎 , 2003）も存在する。高崎（2003）は、二者択一の強制選択方式を用いて幼児の目標志向
性を測定している。具体的には、
「あることが上手にできて褒められたとき（遂行目標）と、
あること（前者とは別の活動）を一生懸命練習し、初めてできたとき（熟達目標）のどちら
がうれしいか」とたずねるというものであった。その結果、熟達目標志向場面を選択した幼
児は、パズル課題選択において挑戦性を示し、遂行目標場面を選択した幼児は挑戦性を示さ
なかったことを報告している。
ここまで、達成目標の測定に関する研究をいくつかとりあげたが、いずれも顕在的な指標
を用いて測定されたデータを扱ったものであった。近年は、IAT を用いた潜在的な達成目
標の測定も試みられている。蓑田・藤井・上淵（2009）は、達成目標 IAT と、Dweck の達
成目標理論で達成目標の先行要因とされた知能観を測定する IAT を開発し、潜在的に増大
理論を持つほど、潜在的な熟達目標志向性が高いという結果を得ている。また、IAT を用
いた知能観の測定については、藤井・上淵（2010）がその信頼性と妥当性を検討している。
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３- ２．達成目標理論を用いた実証研究
達成目標理論を使用した研究は学業領域においてなされており、質問紙調査により達成目
標と学習の動機づけに関わる変数との関連を扱った研究が多い。
（１）学習場面を扱った研究
学業達成に関わる変数を扱った研究では、学習の結果や学習に関わる諸変数に対して、熟
達目標や遂行接近目標は概してポジティブに、遂行回避目標はネガティブに作用することが
明らかになっている。例えば、田中・藤田（2003）は、授業評価に熟達目標と遂行接近目標
が正の影響を、遂行回避目標が負の影響を与えていることを明らかにしている。さらには、
学業遂行（田中・藤田 , 2003）や課題解決（上淵 , 1995）に対して、熟達目標が促進的に、
遂行目標が抑制的に働くことが示されている。また、能力評価や感情については、上淵・鈴
木（2001）が、場面想定法による実験で、熟達目標群が自己の能力を高く評価し、遂行目標
群はネガティブ感情が強いという結果を得ている。
逆に、学習に対し不適応的な変数との関連を見た研究では、熟達目標が抑制的に、遂行目
標が促進的に働いていることが見て取れる。例えば、龍・小川内・橋元（2006）の研究では、
熟達目標が学習方略を介して先延ばし行動に負の影響を与え、遂行回避目標が正の影響を与
えていた。また、遂行目標が、学習時に困難に直面した際に他者からの援助を求める学業的
援助要請（野崎 , 2003）や、セルフハンディキャッピング（龍・氏原・上田・小川内 , 2002）
と関連することを報告する研究もある。一方、上淵・沓澤・無藤（2004）は、熟達目標が情
報探索（困難な課題に直面した際に自ら積極的に情報を探すこと）に正の影響を与えている
ことを示している。遂行目標を持つ者は、自己の能力に対し、否定的な評価を避けることを
目的とするため、
自身の能力の低さを露呈させないために、
学業的援助回避やセルフハンディ
キャッピングを行うと考えられる。
個人の持つ目標だけでなく、個人の所属する教室における達成目標に焦点を当てた研究も
存在する。渡辺（1990）は、熟達目標的な教室の目標は、生徒の効率の良い学習方法、課題
に対する意欲、クラスへの適応感に影響しているが、遂行目標的な教室の目標は、効率の悪
い学習方法やクラスへの不適応に影響していることを示している。また、三木・山内（2005）
も教室の目標について検討しており、教室の熟達目標が深い処理の学習方略（学習内容の意
味理解を中心とした方略）に、教室の遂行目標が浅い処理の学習方略（意味の理解よりも暗
記を中心とした方略）に影響することを見出している。
（２）スポーツ場面を扱った研究
達成目標理論研究には、達成場面として、スポーツや体育場面３を扱ったものも存在する。
スポーツ場面における達成目標志向性を測定する尺度としては、Nicholls の理論に基づき
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Duda（1989）が作成した TEOSQ（Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire）や
Elliot の２×２モデルに基づき作成された尺度（Wang, Biddle, & Elliot, 2007）がある。
Wang et al.（2007）は、シンガポールの中高生を対象に調査を行い、階層的クラスター分析
を用いて、熟達的目標クラスター（熟達接近目標と熟達回避目標が高い）と高達成目標クラ
スター（全体的に４種類の達成目標が高い）に属する学生は、内発的動機づけが高く、体育
授業を楽しみ、励んでおり、体育授業以外の身体的活動も高いなど、適応的なパターンを示
すことを明らかにしている。
日本における研究では、伊藤（1996）が TEOSQ を参考に、スポーツ場面における目標志
向性尺度を作成し、目標志向性が動機づけ変数に与える影響について探索的な検討を行って
いる。その結果、熟達目標は遂行目標に比べて技術向上、困難の克服、練習意欲に正の影響
を与えていること、遂行目標は熟達目標に比べ勝利志向性に正の影響を与えることを報告し
ている。細田・杉原（1999）は、中学生を対象に質問紙調査を行い、熟達目標を持つ生徒は
遂行目標を持つ生徒に比べて、運動に対する取り組みや、失敗しても諦めない傾向が強く、
体育授業に対する内発的動機づけも高いことを示している。また、小方（1998）は独自の目
標志向性尺度を作成し、熟達目標志向性の高い者はスポーツの練習量が多いという結果を得
ている。
スポーツ領域からは少し離れるが、竹村・前原・小林（2007）は、部活への参加と学業的
な達成目標と適応に関する調査の中で、運動系の部活に参加している生徒は不参加の高校生
に比べて、学業場面における熟達目標志向性が高かったというデータを示している。運動系
の部活参加と熟達目標志向性の間に因果関係があるかどうかまでは検討されていないが、領
域を超えた達成目標の効果を示唆するものである。
（３）社会的場面に応用した研究
Dweck & Leggett（1988）は、達成目標は学習場面だけでなく社会的な場面にも応用で
きることを主張しており、尺度の作成も行われている（Elliot, Gable, & Mapes, 2006; 黒田・
桜井 , 2001）。例えば、黒田・桜井（2001）は、
「対人経験を通じ、自己の成長を目指す目標」
（熟達目標に相当）と、
「自己の性格に対して良い評価を得ようとする目標」
（遂行接近目標
に相当）は抑うつを抑制するのに対し、
「自己の性格に対して悪い評価を避けようとする目標」
（遂行回避目標に相当）は、抑うつと正の相関があることを明らかにしている。また、達成
目標が抑うつに与えるメカニズムについての検討も行っている（黒田・桜井 , 2002, 2003）
。
（４）達成目標の規定因、先行要因に関する研究
達成目標の規定因についても研究がなされている。Elliot & Church（1997）の提唱した
達成動機の階層モデル（hierarchical model of achievement motivation）では、達成目標の
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規定因に、達成動機づけ傾向である達成欲求と失敗恐怖をあげている。その意味で、この達
成動機の階層モデルは、古典的な動機づけ理論と達成目標理論を統合した発展的な研究でも
ある（村山 , 2003a）
。Elliot & Church（1997）は、
「達成動機づけ傾向→達成目標→達成に
関連する結果」というモデルを検討し、達成欲求が熟達目標を、失敗恐怖が遂行回避目標を
予測し、遂行接近目標は達成動機と失敗恐怖の両方から予測されるという結果を得ている。
同様の結果は日本でも示された（田中・山内 , 2000）
。
さらに、光浪（2010）は、将来のパフォーマンスに対する期待（高い・低い）と過去のパ
フォーマンスに対する認知（ポジティブ・ネガティブ）と達成目標の関連を検討し、将来の
期待が高い者は熟達目標を、将来の期待が低い者は遂行回避目標を、過去のパフォーマンス
認知がポジティブな者は遂行接近目標を採用していることを明らかにしている。また、
鈴木・
櫻井（2011）は利用価値（現在の学習が、将来役に立つという認知）を取り上げ、内発的な
利用価値が熟達目標に、外発的な利用価値が遂行回避目標に影響しており、遂行接近目標は
両方の利用価値から影響されているという結果を得ている。

４．おわりに
ここまで達成目標理論の変遷と日本における実証研究を中心に概観してきた。今後の研究
に関する課題を３点指摘し、終わりとしたい。
１つめの課題は、文化差についての検討である。村山（2003b）は、日本における研究で
の遂行接近目標と遂行回避目標の相関の高さを指摘している。遂行目標は、Nicholls や
Elliot の定義では「他者よりも高い能力を示すこと」とされ、Dweck の定義では「他者から
能力に対する肯定的な評価を得ること」とされる。Nicholls や Elliot は遂行目標を「能力の
呈示」、Dweck は遂行目標を「能力に対する承認」ととらえていると見ることができるが、
どちらも他者が動機づけに関わることを表している。相互協調的な文化的自己観を持つ日本
人では、他者の要因を含む目標同士の相関は欧米よりも高くなる可能性がある。
２つめは、介入研究の必要性である。ここまで見てきたように、実証研究では、熟達目標
が、達成行動や動機づけに正の影響を持つことが繰り返し示され、達成目標の規定因に関す
る研究もなされていることから、これらを応用した介入研究が待たれる。しかし、達成目標
理論に基づく介入研究は非常に少ない（村山 , 2003a）
。
介入のアプローチは、どの理論的立場に立って研究を行うかにより異なってくると思われ
る。Dweck（1986）の理論ではモデルの中に能力に対する自信を仮定しているように、自
信を調整変数的に扱っていることから、自信を高める介入が考えられる。有能さの定義から
達成目標をとらえる Elliot & Church（1997）の３目標視点では、達成動機の階層モデルの
中で目標の先行要因とされている達成欲求を強め、
失敗恐怖を弱めていく介入が考えられる。
Nicholls（1984）は、上述の２人と異なり、状況の要因を重視する立場にある。Nicholls の
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理論からは、個人の自信の高さや達成動機づけ傾向ではなく、課題関与（熟達目標）を促す
環境を整えることを重視するアプローチとなるであろう。
介入の有効性は、介入の受け手となる者（例えば、学生やアスリートなど）に対する効果
の高さという点から考えることが当然重要ではあるが、
介入を行う立場の者（教師やコーチ）
にとって利用しやすいアプローチであるかという点からも判断される必要があろう。
例えば、
様々な学生が存在するクラスを受け持つ教員にとっては、個人差よりも環境的要因を重要視
する Nicholls の理論の方が利用しやすい可能性がある。
３つめの課題は、達成目標概念の中心である「有能さ」に対する見直しを行う必要性であ
る。上淵（2003）は、Elliot の理論は有能さの基準についての整理はなされているが、有能
さに対する検討がなされていないことを指摘し、有能さを困難に対する心理的適応とする場
合には、単純に能力を伸ばすことを有能さと見なすのではなく、困難に柔軟に対処すること
を有能さと見なすこともできるのではないかと述べている。Elliot ＆ Church（1997）や
Barron & Harackiewicz（2001）は、熟達目標は課題に対する動機づけを予測するが、課題
成績は熟達目標からは予測されず、むしろ遂行目標から予測されるという結果を得ている。
これは熟達目標における有能さの意味が、課題成績とは異なることを示唆しているためとも
考えられる。有能さの意味の違いは、先ほど取り上げた介入を例に取ると、課題に対する動
機づけを強めるために熟達目標へと導くことを適応的とするのか、課題成績を上げるために
遂行目標へ導くことを適応的とするのかという問いへとつながる。有能さの意味は、介入研
究だけでなく、職場などの達成目標研究ではあまり取り上げられていない場面での実証研究
や、Elliot の理論で提唱された遂行接近目標の持つ適応的な意味について検討する際に重要
な問題になってくると思われる。
以上、達成目標研究の課題を３点指摘した。これらの課題の解決を積み重ねていくことで、
達成目標理論がどこまで適用可能であるかを明らかにできると思われる。
─────────────────────────────────────────
１

表１の中の無力感とは状態をさす言葉であり、厳密な意味では行動パターンではないが、
Dweck 自身は、自己防衛的な行動として挑戦を避けることや、課題の達成を諦めることを「無
力感（helpless）」と表現していることから、本稿も Dweck（1986）に従い、
「無力感」を行動パ
ターンとして記述した。

２

例えば、熟達目標／遂行目標（桜井 , 2009）、学習目標／遂行目標（上淵 , 2004）、習得目標／
遂行目標（村山 , 2003）、課題関与／自我関与（上淵・鈴木 , 2001）、習熟目標／成績目標（龍・
小川内・橋元 , 2006）、マスタリー志向／遂行志向（田中・山内 , 2000）、LG ／ P α G、P β G（速
水・伊藤・吉崎 , 1989）などがある。

３

スポーツや体育場面を扱った初期の研究は Nicholls の理論に基づく研究が多く、達成目標の
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名称も Nicholls の課題志向性・自我志向性を使用したもの（藤田・杉原 , 2007; 細田・杉原 ,
1999; 松田・木原・島本 , 2006 など）が多いが、本稿では熟達目標・遂行目標の語を用いた。
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A research note on achievement goal theories:
A review of empirical studies in Japan.
HIGASHIGAKI, Erika
For a few decades, achievement goal theories（Dweck, 1986; Elliot & Harackiewicz,
1996; Elliot & McGregor, 2001; Nicholls, 1984）, which insist that the achievement goal has
a crucial effects on motivation and task performances, have developed as one of the active
areas of achievement motivation research. The aim of the present article was to identify
the conceptual transition of these achievement goal theories, and then to review empirical
studies conducted the far in Japan, highlighting goal manipulation and measurement of
goal orientation in each research domains, i.e., academic, sports, and interpersonal
relationships. Also, directions of future research were discussed.
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