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日本語教育学における「学習動機」の概念について
― motivation の訳語をめぐる問題 ―

岡　葉子

【キーワード】･ 日本語教育、学習動機、動機づけ、学習意欲、定義

1.	 はじめに―言葉の定義をめぐる問題
　心理学の学術用語としてのmotivationは、一般的に「人間が、期待される結果
にもとづいて、ある行動を選択し、いくつかの方策を用いてそれを実行する、一
連の要因およびプロセス（Heckhausen･1991:･9,･筆者訳）」を表す。motivationに相
当する用語として、日本語教育および第二言語教育において、「動機づけ」、「学習
意欲」、「学習動機」などといった用語が使われているが、これらの用語の定義に
ついて、研究者の間に共通理解が存在しているわけではなく、用語の曖昧さが複
数の研究者によって指摘されている（守谷2002,･磯田2005,･中田2006など）。
　中田（2006:･78）は、「これまでの動機づけ研究における関連概念が十分に整理さ
れていたとは言いがたい」と述べ、日本においては「動機づけ」と「学習動機」とい
う二つの用語が、必ずしも十分にその定義づけが行われないまま、混同して使わ
れているケースが見られること、また、同じ用語を使用していても、研究者によっ
て対象としている探求事象が違うこともあると指摘している。
　守谷（2002:･316）も「motivationの定訳がない」ことの問題点を指摘し、こうし
たmotivationをめぐる多様なとらえ方と議論は、研究者の「研究姿勢や目的を反
映したもの」であり、その「関心の高さを示すもの」であると述べている。
　確かに、多様な用語が存在することは、motivationという概念そのものの守備
範囲が広いこと、学習動機に関する研究が数多く存在することをも意味してお
り、必ずしも悪いことではない。しかし、概念が曖昧なままでは、何をもって
motivationが向上したと言えるのか、揺れが生じる。磯田（2005）の指摘するよ
うに、教育現場で何をすればいいかという明確な示唆は得られないであろう。さ
らに、motivationという概念を英語で共有できる第二言語教育と異なり、日本語
教育においては日本語の訳語の問題がより深刻だと言える。実際、日本語教育の
学習動機に関する展望論文において、関連研究に気付かなかったことが疑われる
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場合もある。例えば、高橋・平山（2014）は学習動機に関する論文31本の調査を
行っているが、「学習動機」と「日本語」をキーワードとして検索したため、「動機づ
け」「学習意欲」をタイトルにした論文が抜け落ちている。そのため、特に日本語
教育における混乱を回避し、より明確な研究成果を得るためにも、用語の定義の
歴史を辿り、整理することが必要である。
　そこで本論文では、日本語教育におけるmotivationの訳語の定義を中心に、
motivation研究の整理を試み、定義の混乱の原因を探る。その際には、日本語教
育における学習観および研究アプローチの変遷との関連も明らかにする。そして、
今後motivation研究に従事する研究者が用語を選択する際の手がかりとなるこ
とを目指す。
　以下、本論文においては、特に断りのない場合は、motivationの訳語として便
宜上「学習動機」という用語を用いるが、個々の研究者の使用する用語において
はその限りではない。

2.	 教育心理学における学習動機の定義
　本節では、日本語教育によく引用されている心理学、特に教育心理学の研究を
中心に、学習動機の定義を紹介する。教育心理学においてはmotivationの訳と
して、「動機づけ」あるいは「学習意欲」が広く用いられている。
　桜井（1997:･1-2）は、「動機づけ」とは「目標達成のための推進力」とし、何かを成
し遂げようとするときに湧いてくるエネルギーのようなものであると述べてい
る。そして、「意欲」と「動機づけ」の違いとして、「意欲」は日常的に使う用語であ
るのに対し、「動機づけ」は心理学の専門用語である点、さらに「動機づけ」のほう
が「意欲」より使用範囲が広い点を挙げている。すなわち、「動機づけ」は「広い範
囲で何かを達成しようとする行動」であるのに対し、「意欲」は「勉強や仕事といっ
た、どちらかと言えば知的なことを達成しようとする行動」であると言う。
　速水（1998:･ ii）は、「動機づけ」とは、「ある目標追求行動の生起から終結までを
支える、感情も認知も、価値も期待も取り込んだ総合的なエネルギー」としてい
る。そして、当然、感情や認知は発達と共に変化していくものであり、社会の影
響を受けるもので、「動機づけ」の変化・形成という視点が重要になると述べてい
る。速水（1998）は、一貫して「動機づけ」という用語を用いているが、速水（2012）
においては、心理学の理論として扱う場合は「動機づけ」、一般的な生活の中で
機能する場合は「やる気」と使い分けている。
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　下山（1985:･1-2）は、「学習意欲」とは「積極的に何かをしようとする気持ち」「種々
の動機の中から学習への動機を選択して、学習することを目標とする能動的意志
的活動」であると述べ、心理学の概念における「動機づけ（モティベーション）」の
概念に相応すると定義づけている。そのうえで、特に「①積極性・能動性」、「②
内発性」、「③価値志向性」という性質が含まれていると分析している。
　鹿毛（2013:･11）は、「意欲」という言葉は、学問上の用語というよりむしろ日常
用語であり、その語感には「プラスの価値が含まれている」と述べる。一方、「動
機づけmotivation」は価値中立的な学術用語で、行動一般が出現する心理学的メ
カニズムを包括する用語であると言う。
　以上のことから、教育心理学における用語の使用には、以下のような二つの特
徴が見られることが分かる。第一に、「動機づけ」はmotivationの訳語として、心
理学的な学術用語として用いられている。第二に、「意欲」については、勉強や仕
事という場面に限定する、あるいは日常的な語としてプラスの価値を含めて認識
されている、という使い分けがされているのである。
　この「意欲」の使いわけのうち、前者の勉強や仕事という場面に限定する場合は、
学習に対するエネルギーを「学習意欲」、すなわち「意欲」に「学習」を付けた用語
で、表している。後者の日常的な用語として扱う場合は、鹿毛（2013）の指摘す
るように、教育心理学において、客観主義に変わって個人的構成主義さらには社
会的構成主義 1の考え方が主流となり、「学習」にかわって「学び」という言葉が使
用されるようになったこととも関係があると言えよう。すなわち、「学習」とは教
室内に限定されず、より広い生活全般における「学び」へと拡大し、それにしたがっ
て「動機づけ」という言葉よりも、より日常的かつ能動的な意味を包括する「意欲」
が使われるようになったのである。
　ここで、鹿毛（2013）の提唱する「動機づけの三水準」を紹介する（図1）。なぜ、
この三水準を紹介するかというと、この概念は学習動機の複数の「水準」から構
成されるもので、研究者は自分が学習動機のどの「水準」に焦点を当てて研究し
ているか、自覚する必要があるからである。そして、1990年代後半から提唱さ

1	 久保田（2000）によれば、行動主義心理学や認知心理学をもとにした従来の教育理論は「客
観主義の理論」と呼ばれ、教師から生徒への知識・技能の伝達を効率的に行うことに関
心が払われる。一方、「構成主義の理論」では、知識はその社会を構成している人々の相
互作用によって構築されるもので、学習者の理解の方法は、歴史的および文化的に相対
的なものであると考えられる。
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れたこの概念が、第二言語教育および日本語教育の分野では遅れて伝わったこと
が、学習動機研究の混乱のもとになったと筆者は考えるからである。鹿毛（2013）
は、速水（1998）、Vallerand･&･Ratelle･（2002）を参考に、3つの水準で「動機づけ」
を定義している。鹿毛（2013）によれば、それは（1）特定の場面や領域を越えた一
般的な傾向性であり、個人のパーソナリティの一部として全般的に機能する水準

（特性レベル）、（2）動機の対象となる分野や領域の内容に即して発現する水準（領
域レベル）、（3）その場、その時に応じて現れ、時間経過とともに現在進行形で変
化する水準（状態レベル）の三水準で構成される。
　（1）の特性レベルは、その人のパーソナリティの一部とも言え、当人の行為に
直接的、間接的な影響を及ぼす。また、同一人物であっても、学習や活動の内容
や、学校・家庭と言った社会的文脈に応じて（2）の領域レベルの動機は異なって
くる。そして、（3）の状態レベルは、個別具体的な状況で現れる現象で、特定の
状況と個人の相互作用を表す。状態レベルは、「今、ここ」での心理状態と言える。
状態レベルのA1からA2、A2からA3、は時間とともに刻々と変化していく連
続的な状態である。

図 1　動機づけの三水準（鹿毛 2013 より引用）
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における学習動機研究は、「心理学の主流mainstreamに歩調を揃える形で進んで
きた（Ryan･&･Dörnyei･2013:･90,･筆者訳）。」実際、外発的動機・内発的動機、自己
決定理論、原因帰属理論などの心理学の諸理論は、第二言語教育の様々な研究に
援用されてきた。
　また、教育心理学と同様に、客観主義から社会構成主義へのパラダイムシフト
の影響も、第二言語教育研究で言及されている（中田・木村・八島･2003、八島・竹内・
中田･2004、八島2004など）。
　中田・木村・八島（2003:･2）は、「動機は多面性と可変性を備えた学習者要因で
あり、人間の行動を大きく左右する重要な要素である」と述べた上で、「文脈」と「時
間」の二つの視座から、①社会文化的・状況論的アプローチ、②社会構成主義的
アプローチ、③社会心理学的アプローチといった3方向のアプローチを紹介して
いる 2。「文脈」とは学習動機の視点を教室内に置くのか、社会に置くのかという
視座であり、「時間」とは、定点的・微視的に捉えるのか、横断的あるいは通時的
に見るのか、という視座である。この「文脈」と「時間」については、初期の研究
では見落とされがちな視座であり、そのために学習動機研究において混乱が生じ
たことは、Dörnyei（2003）やEllis･&･Larsen-Freeman（2006）が指摘している 3。
この「文脈」と「時間」の概念は、前節の「動機づけの三水準」とも重なるところが
ある。
　中田・木村・八島（2003）によれば、①の社会文化的・状況論的アプローチは、
学習者を取り巻く外界の諸要因（他者、授業内容、教師、カリキュラム）を「リ
ソース」と位置づけ、「リソース」を媒介とした活動に注目するものであり、教室
内での実践の文脈の中で学習動機を捉えようとするもので、②の社会構成主義的
アプローチは、社会と言う枠組みの中で個人の学習動機がどのように変化してい
くのか通時的に見るというアプローチである。どちらも学習とは学習者と社会環
境との相互作用として進むという観点が共通しているが、①は教室内の実践に比

2･ 中田・木村・八島（2003）は、3つのアプローチしかないという意味ではなく、その他の
アプローチも含め様々な可能性が潜在的にあると述べている。実際、八島・竹内・中田･

（2004）では、教育工学などの分野で注目されている「ARCS動機づけモデル」や「フロー
理論」が紹介されている。

3･ 例えば、Dörnyei（2003:18）は、学習動機研究における課題として、「時間的観点が欠けて
いたことan･insufficient･temporal･awareness」を指摘している。また、Ellis･&･Larsen-
Freeman（2006：563）も、「時間」と「文脈」を考慮せずに学習動機の因果関係を述べるこ
とはできないと指摘している。
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重を置き、②はより広い社会における長期的な変化に比重を置いている。これら
のアプローチにおいては、「動機づけ」または「学習意欲」が使用されることが多い

（Kimura･2003,･磯田2008,･中田2006など）。
　磯田（2008）は、英語教育研究では、「動機づけ」と「学習意欲」が同一の意味で
用いられることが一般的であるとした上で、現場の教師が求めているものは、学
習者の行動を理解するというよりは、いかに彼らの意欲を引き出すかという実践
への示唆であり、教師が考える「学習意欲」とは、「学習者と授業との相互作用と
して起こる、動的な現象（p.7）」であると主張している。中田（2006）は、動機づ
けのほうが学習意欲よりも概念が広いと考え、研究対象領域としてメカニズムを
解明することを目的とする場合は「動機づけ」、学習者の視点に立ちその成果が
直接的に教育実践に還元される場合は「学習意欲」と区別している。
　また、③の社会心理学的アプローチは、中田・木村・八島（2003）によれば、第
二言語学習動機を学習者がおかれた民族言語的環境の中で捉え、言語習得をア
イデンティティと絡めて捉えるアプローチである。時系列的には①や②のアプ
ローチよりも前に出てきたアプローチである。1970年代ごろから盛んであった
Gardner･らの統合的動機モデルのほか、目標言語や文化と関わる「国際的志向性」4	

や「理想自己」5などの自己概念について考察する研究も含む。このアプローチ
においては、「学習動機」、「動機づけ」がほぼ同義として使用されることが多い

（Yashima･2002,･八島2004,･田中2012など）。例えば、八島（2004）では心理学の理
論を述べる時は「動機づけ」を用い、第二言語教育における研究においては「学習
動機」を用いているが、使い分けについての説明はない。田中（2012）は異文化理
解をめざした研究の動向を報告するなかで、「動機づけ」を使用しているものの、･
時に「学習動機」「動機」も使用している。入江（2011）は、DörnyeiのL2セルフシス
テム理論に注目し、教育現場への応用を探っているが、「動機づけ」を用いている。
　以上のことから、第二言語教育におけるmotivationの訳語について、以下の
二点が挙げられる。第一に、心理学の理論から影響を受け、まずは「動機づけ」

4･ 八島（2004）によれば、「国際的志向性」とは国際的な仕事への興味、日本以外の世界との
関わりをもとうとする態度、異文化や外国人への態度などを包括的に捉えようとした概
念で、Yashima（2002）は、この態度や傾向を持っているほど英語学習意欲が強く、英語
力の個人差を予測できるとしている。

5･ Dörnyei,（2009）はL2セルフシステムを提唱し、第二言語習得における「こうありたい」
と願う自己像を「理想自己 ideal･L2･Self」、「なるべき」自己像を「義務自己Ought-toL2･
Self」と定義し、調査を行っている。
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が使用され、その後社会構成主義的なアプローチの導入と共に「学習意欲」も使
われ始めた。第二に、第二言語教育において特徴的な現象であるが、「動機づけ」
と同様に「学習動機」も広く使われている。また、「モチベーション」と表記する研
究もある。すなわち、教育心理学で使用されている「動機づけ」および「学習意欲」
に加えて、「学習動機」も広く使われているが、それらは全てmotivationを意味し
ており、ほぼ同義として扱われている。ただし、より教育実践的な研究に主眼を
置く場合や、社会構成主義的な研究アプローチを使用する場合は、あえて「学習
意欲」を使用する傾向があるのである。

4.	 日本語教育研究における学習動機の定義
　では、日本語教育において、学習動機はどのように定義されてきたのだろうか。
以下、主な学習動機研究における表記と定義を表1に示す。（明確な定義づけをし
ていない場合は空欄にしてある。）
　表1からも分かるように、日本語教育においても、「学習動機」、「動機づけ」、「学
習意欲」のほか、「モチベーション」など、様々な用語が使用されている。以下、
いくつかの傾向について、整理を試みる。
　第一に、1990年代から現在にかけて定義づけをしていない論文が複数あるが、
そのうち初期の研究について説明する（a-c）。この時期は、日本語教育で学習動
機研究が始まった時期であり、既に第二外国語研究では1970年代から盛んだっ
たGardnerらの統合的動機 6が扱われていた。実際、a-cの研究も、統合的動機
の検証を行っている（bは内発的動機も扱っているが、それについては後述する）。
この時期の社会心理学的な研究アプローチにおいては、「学習動機（または動機）」
という用語が一般的で、用語の説明が必要なかったと推測できる。
　第二に、2000年代においても定義づけをしていない研究があるが、それらは
統合的動機を用いた iや、「国際的志向性」を調査したm、ウクライナの大学生の
学習環境を考慮したpなど、前節の③の社会心理学アプローチに含まれ、「動機
づけ」または「学習動機」を使用している。すなわち、社会心理学的アプローチの
研究においては、第二言語研究に見られる傾向と同様に、「動機づけ」と「学習動機」

6	 統合的動機とは、目標言語話者の集団やその文化、言語をもっと知り、その集団の一員
になりたいから目標言語を学ぶ、というものである。道具的動機とは、社会的な評価や
経済的な優遇、すなわちよりよい仕事や待遇を得るためや、大学に入るためにその言語
を学ぶという実用的なものである。
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表 1　日本語教育研究における学習動機に関連する用語の使用状況
年 筆者 用語 定義づけ

a 1992 倉八 動機
b 1995 縫部他 学習動機
c 1998 成田 学習動機
d 1998 倉八 学習動機

学習意欲
motivationの訳語として「動機」を用いるが、授業内での学
習に向けられた意欲を指す場合は、「学習意欲」を用いる。

e 1999 文野 動機、
動機づけ

Ellis（1985）に準じ、「動機」を「人間の実際の行動様式に影響
を及ぼす欲求や興味」、「動機づけ」を「学習動機を持たせる
ように勧める要因」と定義する。

f 2000 高岸 学習動機 「動機」と「動機づけ」を区別する立場（金子1990）と、区別
しない立場（町田1987）を紹介した上で、「動機」と「動機づけ」
を同義として扱う。

g 2000 三矢 学習動機 「学習動機は言語学習の成否を左右する情意変数の一つとし
て重要な役割を果たす」と述べる。

h 2001 板井 動機 「動機（＝ビリーフ）」と表記している。
i 2001 郭・大北 動機づけ
j 2004 守谷 動機づけ Dörnyei（2001）に準じ、動機づけとは「人がなぜあることを

行おうと決心し、それをいかに熱心に追求し、またいかに
長く持続するのかという、人間の行動の方向と程度に関わ
るもの」と定義する。

k 2005 羅 学習動機、
モチベー
ション

複数の研究者（Ushioda･1994,･Dörnyei･2001など）の定義を
引用し、学習動機は「個人の内的な心理プロセスであり、メ
タ認知に属するもの」である一方で、「社会とともに成長し、
変化するものでもある」と述べる。

l 2006 飯塚 学習動機、
動機づけ

文野（1999）と市川（1995）を引用し、「学習動機を持たせるよ
うに進める要因」「目標を達成するために行動を方向づけて
維持するもの」を「動機づけ」としている。

m 2008 小林 学習動機、
動機づけ

n 2009 中井 学習動機 学習動機を形成する文脈を明らかにする必要性を主張して
いる。

o 2009 西部 学習意欲 福島（1997）を引用し、「行動への傾斜を外から客観的に捉え
る時は『動機付け』、本人の主観から見ると『学習意欲』」と
定義づけ、「学習意欲」を用いる。

p 2010 大西 学習動機、
動機づけ

Dörnyei（2001）に倣い、動機づけを「人間の行動の方向と規
模を決めるもの」と定義する。

q 2011 吉川 学習意欲
r 2011 楊 動機づけ 「学習動機」を「学習行動を選択する時の理由」（浅野2006）、

「動機づけ」を「ある目標を達成するために行動を起こし、
それを持続し目標達成へと導く内的な力」（桜井1997）と定
義づける。
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は同義として扱われており、特に定義の必要性はないと思われる。
　第三に、第一と第二の傾向とは対照的に、「動機づけ」と「学習動機」の区別をし
ている研究も存在する（e,･ l,･r）。eは「動機 7」を「人間の実際の行動様式に影響を
及ぼす欲求や興味」とし、「動機づけ」を「学習動機を持たせるように進める要因」
と定義している。lと rは、「動機づけ」の定義に、行動の「維持」や「持続」の観点
を加えている。eは分析にライフ・ストーリーの手法を用い、lは生活環境と学
習動機の関係、rは継続ストラテジーと動機づけの関係を調査している。研究の
アプローチ自体が第一、第二の研究とは一線を画していると言えよう。
　第四に、心理学の理論を明示的に引用している研究や、教育心理学の定義を
用いている研究は「動機づけ」という表記を使用している（j,･r）。jはWeinerの原
因帰属理論を援用しており、「動機づけ」という用語を用いている。rは「動機づ
け」と「学習動機」の違いを述べた上で（第三の傾向も有する）、教育心理学の桜井

（1997）の定義を用いて、「動機づけ」という用語を使用している。
　例外として、内発的動機を扱ったb,･ f,･qがある。bは統合的動機の上位概念と
して心理学の理論である内発的動機を提唱しているが、もともとは統合的動機の
検証を行っていたため、「動機づけ」ではなく「学習動機」を用いたと推測できる。
fも内発的動機を扱っているが、bの研究方法を踏襲していることから、「学習動
機」を用いたと考えられる。一方、qは「学習意欲」を用いているが、これは次に
述べる第五の傾向と関連がある。
　第五に、より教育実践的な研究や学習者中心的な方向づけを明示している研究
は、「学習意欲」を用いている（d,･o,･q）。「学習意欲」を使用する研究は、2000年以
降に目だって見られる。先に挙げたaの倉八（1992）が「学習動機」を用いている
のに対し、dの倉八（1998）では「学習意欲」を用いていることからも、学習動機
研究が学習観の変化に影響を受けていることが分かる 8。oも、はっきりと「学習
者の主観」に注目することを述べており、教師ではなく学習者中心に視点をおく
姿勢が示されている。前節の例外として紹介したqが「学習意欲」を使用してい
るのも、日本語教育研究における学習観の拡がりと関連があると言える。

7	 鹿毛（2013:161）によれば、心理学においても動機（motive）という意味は明確に定義され
ていない場合も多く、「動機づけを規定する個人内要因」といった漠然とした意味合いで
用いられ、「動機が欲求とほぼ同義の概念として扱われることも少なくない」と言う。

8･ 厳密に言えばdの倉八（1998）は英語教育の研究であるが、日本語教育においても引用さ
れることの多い研究のため、表1に入れた。
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　第六に、「モチベーション」という表記を使用している研究もある（k）。kの羅
（2005:･190-196）は、学習動機は「個人の内的な心理プロセスであり、メタ認知に
属するもの」である一方で、「社会とともに成長し、変化するものでもある」と述
べる。そしてこの両方の視点を満たすには、ライフストーリー・インタビューが
有効であると述べる。nの中井（2009）も文脈およびプロセスに注目した研究であ
るが、「学習動機」を用いている。
　以上のように、例外も含みながら、6つの傾向を述べた。日本語教育において
も「学習動機」と「動機づけ」はほぼ同義として扱われることが多いこと、心理学
の理論を用いる時は「動機づけ」が使われることが多く、教育実践に比重を置く
時は「学習意欲」が使われることが多いことがわかった。しかし、その中でも「動機」
と「動機づけ」を区別する研究や、心理学の理論を用いながらも「動機づけ」では
なく「学習動機」を用いる研究も複数あり、単純に類型化することは不可能であっ
た。さらに、研究者によって、あるいは研究のアプローチによって、様々な用語
が使用されることからも、教育心理学→第二言語教育→日本語教育と進むにつれ
て、定義がより複雑に、多岐に渡っていることが明らかになった。

5.	 学習動機研究の今後の課題
　本節では、日本語教育における学習動機研究の今後の課題を述べる。教育心理
学→第二言語教育→日本語教育と進むにつれて、定義がより複雑になっているこ
とは前節で述べた。これは、各研究者が、自身の研究アプローチに合わせて用語
を選んだ結果であり、研究アプローチや学習観が多様になってきた様相の反映で
もある。逆に言えば、どの用語を使っているかによって、研究のアプローチを推
測することも可能になった。
　だが、各研究者が多様な用語を使用するという現状では、学習動機の全体像は
曖昧なままである。学習動機の多面性および可変性を研究者同士で共有し、それ
を考慮して用語を定義していかなくてはならない。つまり、教育心理学における
学習動機の「三水準」、あるいは「時間」と「文脈」を意識し、自分の研究がどのレ
ベルに注目しているのか、考える必要があろう。そして、自分の研究において、
学習動機をどのように捉えているのか、例えば、個人のパーソナリティとして捉
えるのか、「いま、ここ」の状態として捉えるのか、明示することも大切である。
これらにより、日本語教育における学習動機研究のさらなる進展が期待できると
考える。
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On	the	Concept	of	“Motivation”	in	Japanese	Language	Education:
Focusing	on	the	Translation	of	“Motivation”

OKA Yoko

This	study	aims	to	analyze	the	concept	of	motivation	in	Japanese	language	education,	
focusing	on	 the	 translation	of	“motivation”	into	Japanese.	The	concept	of	motivation	
developed	under	the	influence	of	psychology	and	second	language	acquisition	and	also	of	
the	paradigm	change	from	objectivism	to	the	social	constructivism.	In	Japanese	language	
education,	“douki-zuke”	and	“gakusyu-douki”	are	often	used	as	a	same	concept,	and	
“douki-zuke”	tends	 to	be	used	in	 the	study	which	uses	psychological	frameworks,	on	
the	contrary	“gakusyu-iyoku”	tends	to	be	used	in	the	field	of	educational	practice.	But	
there	are	many	variations	and	exception	of	translation	and	usage	of	motivation,	so	it	 is	
necessary	for	each	researcher	to	define	the	concept	of	motivation,	and	to	take	“context	
and	time”	of	motivation	into	the	considerations.


