
 

 

なぜ「五分前行動」はセルフコントロール介入に適しているのか？1 
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【問題】 

人はしばしば複数の相容れない目標の競合により

葛藤を経験する。その際に，比較的価値の低い目標

（誘惑）追求を抑制し，より価値の高い目標を追求

する現象や心理過程をセルフコントロール (self-

control; 以降, SC)と呼ぶ。これまでの研究で，SCは

実行機能(Miyake et a., 2000)の中でも抑制の実行を

数週間にわたって反復するトレーニングに従事する

ことで，その実行成功率を高めることができること

が明らかになっている(沓澤, 2021)。しかし，この方

法による，介入効果は不安定であることが指摘され

ている(e.g., Friese et al., 2017)。そこで本研究は，

どのようなトレーニングに取り組むことが，頑健な

SC実行の成功率向上をもたらすのかを検討する。 

これまでトレーニング以外の観点からも SC 実行

の成功率を高める方法に関して検討が行われ，その

中でも，気を反らすや目標の活性化など，複数の SC

方略を用いることが SC 実行の成功率を高める事が

明らかになっている(Milyavskaya et al., 2020)。 

この見解をトレーニングに当てはめると，複数の

実行機能の使用を反復するトレーニングに従事する

ことで，抑制のみを反復するトレーニングより頑健

なトレーニング効果の生成に繋がる可能性が推察さ

れる。本研究では，複数の実行機能の使用を反復す

るトレーニング法として，五分前行動トレーニング

を扱う。五分前行動は，抑制の実行反復を想定した

トレーニングであるが(沓澤, 2021)，事前に将来の行

動計画を立てたり，時計に注意を向ける回数を増す

など，五分前行動をモニタリングする方略（目標達

成方略）を繰り返し使用することが五分前行動の遂

行を促進している可能性が考えられる。すなわち，

実行機能の中でも更新や切り替えの使用を繰り返す

ことでトレーニングの遂行を促し，頑健なトレーニ

ング効果をもたらす可能性がある。 

以上を踏まえ本研究では，抑制の実行を必要とす

る認知課題であるストループ課題（不一致）条件と

五分前行動条件を設け，複数の実行機能の使用を反

復することが SC 実行の成功率に与える影響を検討

する。さらにストループ課題でも抑制の実行を必要

としない統制試行のみで課題が構成されているスト

ループ課題（統制条件），トレーニングなし条件を設

けることで，複数の実行機能の使用を反復すること
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がSC実行の成功率に与える影響を厳密に検討する。

本研究の仮説は以下の通りである。1)ストループ課

題（不一致）条件，五分前行動条件では，トレーニン

グ期間後のSC実行の成功率向上が見られるだろう。

2)特に五分前行動条件は，ストループ課題（不一致）

条件に比べ高いトレーニング効果が見られるだろう。

3)ストループ課題（統制），トレーニングなし条件で

はトレーニングの効果は見られないだろう。 

【方法】 

実験参加者 

スマートフォンを所有する大学生 44名(男性 13名, 

女性 30名，その他 1名 平均年齢 19.55歳, SD=1.25)

が参加した。参加者はランダムに 4条件(ストループ

課題条件(不一致) (n=12)・ストループ課題条件（統

制）(n=7)・五分前行動条件 (n=13)・トレーニングな

し条件 (n=12))に割り振られた。 

概要 

実験参加者は，まず事前セッションに出席し，研

究目的の説明と同意確認，およびトレーニングの教

示を受けた後，ベースラインの測定に取り組んだ。

その翌日から 13日間のトレーニングに取り組み，14

日後に事後セッションに参加した。 

トレーニングの教示 

 ストループ課題条件（不一致／統制）では，ストル

ープ課題を 1日 5分，3回以上行うように教示した。

五分前行動条件では，できるだけ多くの 1 日の中の

様々な予定(例えば，通学や移動，就寝など)を普段の

時間より五分早く行動を開始するようにと教示した。

トレーニングなし条件では，特定の課題に従事せず，

日常通りの生活を行うように教示した。 

SC実行成功率の測定 

トレーニング期間の前後に，ストップシグナル課

題を用い SC の測定を行なった。指標のひとつであ

る SSRT の数値が小さいほど，SC の実行に優れて

いることを意味する。 

目標達成方略の使用状況 

五分前行動条件において，各自が実際に五分前行

動を行う上でどのような方略を用いていたのかを調

べるために，トレーニング期間中毎日，五分前行動



 

 

に関する目標達成方略（注意制御系方略：「時間に注

意を向ける回数を増やした」など 3 項目，誘惑抑制

系方略：「取り組んでいたことを（途中でも）止める

ようにした」など 2項目，時間管理系方略：「気持ち

に余裕をもって行動した」など 3 項目，事前プラン

ニング系方略：「悪い事態（予定外の電車の遅延など）

が起こることを想定していた」など 3 項目）の 4つ

のカテゴリー，計 11項目に関して，該当する項目に

関して選択を求めた。 

【結果】 

実験参加者 44 名のうち， 事後セッションに不参

加の者 1 名のデータを除外し 43 名(男 12 名，女 30

名，その他 1名，平均年齢 19.53歳，SD = 1.26)の

データについて分析を行った。 

トレーニング効果の検証 

トレーニング前後における SSRT の変化を検討す

るために，トレーニング内容(参加者間 4水準)×測定

時(参加者内 2 水準)の分散分析を行った。測定時の

効果，トレーニング内容の主効果，交互作用効果に

関して，有意な差は見られなかった(Fs < 2, n.s.)。交

互作用が有意ではなかったが，仮説検証のために単

純主効果検定を行ったところ，五分前行動条件にお

いて事前から事後にかけて課題成績の改善が見られ

た(F(1,39)=1.32, p<.05)。 また，Cohen’s d を用い効

果量を算出したところ，中程度の効果量が認められ

た(d=.71)。 

五分前行動条件における目標達成方略の使用回数 

 五分前行動条件において，トレーニング期間中に

使用した目標達成方略の傾向を確認するために，各

方略の使用割合を求めた。結果から，五分前行動を

遂行するうえで多様な方略を用いていた（表 1参照）。 

五分前行動における目標達成方略の使用回数と SC

指標の変化量との関連に関して 

 五分前行動条件における，各目標達成方略の使用

回数（一日平均）と SSRT の変化量の関連を検討す

るために重回帰分析を行った。SSRT の変化量は，

事後値から事前値を減算する事により算出した。結

果から，事前プランニング系目標達成方略と SSRT

の変化量間に負の関連が見られた（表 2参照）。 

【考察】 

本研究では，複数の実行機能の使用を反復するト

レーニングに取り組むことが SC 実行の成功率に及

ぼす影響に関して検討した。実験の結果，五分前行

動条件においてトレーニング期間後の SC 指標の改

善がみられた。この結果は，抑制の実行反復が SC実

行の成功率向上をもたらすという先行研究の見解と

一致するものであり，本研究の予測と整合する結果

であると考えられる。また，五分前行動条件ではト

レーニングに取り組む際に，抑制の実行以外にも，

様々な目標達成方略を使用しており，特に事前プラ

ンニング系方略を繰り返し用いることが，SC指標の

改善に寄与する可能性が示唆された。これは，更新

や切り替えの実行反復がトレーニング効果に影響を

与え，複数の実行機能の使用を反復することが有効

であるという本研究の予測を支持する結果といえよ

う。しかし，ストループ課題（不一致）条件は SC指

標の改善は見られていない。これらの結果から，複

数の実行機能を繰り返し使用するトレーニング法が，

抑制の実行のみを反復する従来のトレーニング法よ

りも頑健なトレーニング効果を生み出す可能性が考

えられる。 

今後は，抑制以外の実行機能を反復するトレーニ

ングが SC の実行成功率の向上をもたらすメカニズ

ムに関して，詳細に検討していく必要があるだろう。 
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使用割合(%)

時間に注意を向ける 52.2

予定をこまめに確認する 28

予定を目につきやすいようにする 22.3

取り組んでいたことを途中で止める 27.4

他にやりたい気持ちを抑制する 27.4

気持ちに余裕を持つ 59.2

事前に準備を済ます 50.3

五分前以上に行動する 49

悪い事態を想定する 31.2

事前に細かく計画を立てる 14

Bプランを持つ 2.5

注）有効回答数157回のうち選択された頻度で算出

時間管理系

事前

プランニング系

表1. トレーニング期間中における目標達成方略の使用割合

目標達成方略

注意制御系

誘惑抑制系 注意制御系 .53

誘惑抑制系 .15

時間管理系 -.52 †

事前プランニング系 -.71 *

R
2 .67

注）†10%水準で有意傾向（両側），*5%水準で有

意（両側）

表2.各目標達成方略とSSTの成績変化量

（事後-事前）との関連（五分前行動条件のみ）

SST

SSRT

目標達成

方略


