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1. 緒言 

Rosenthal ら(1968)が知的側面についてのピグマ
リオン効果を実証したことは広く知られている。

ピグマリオン効果とは、生徒の学業達成について

あるプラスの期待を抱くと、その期待が実現され

るというものである。 
太田ら（1976）が運動能力におけるピグマリオ
ン効果を実証した。これは走、跳、投の運動能力

を 50ｍ走、立ち幅跳び、ソフトボール投げに代表
させて測定した後、何人かの子どもの記録を意図

的に高く書きかえて担任教師に報告し、数ヶ月後

その子どもの能力変化を調べたもので、女子のソ

フトボール投げにこの効果が認められた。 
これまでの研究で、生徒と教師のような関係に

おいての期待効果は多く知られているがチームメ

イトを対象とした期待効果に関する研究は見受け

られない。本研究では、試合場面におけるチーム

メイトの期待、選手の受け止め方、実力発揮の関

係について検討することにした。 
 

2. 研究方法 
2-1 調査票の作成 

チームメイトを対象に「選手の勝利への期待度」

に関する質問項目を設定した。また選手について

は「期待の受け止め方」について、「モチベーショ

ン」及び「プレッシャー」の 2 項目を設定し、調

査を行った。どちらの質問も回答選択肢は６段階

で（「ものすごく勝ってほしかった」から「負けて

もかまわなかった」：選手への期待度、「ものすご

くあがった」から「ほとんどあがらなかった」：モ

チベーション、「ものすごくプレッシャーに感じ

た」から「まったくプレッシャーに感じなかっ

た」：プレッシャー）、を選択させることにした。

さらに、「実力発揮」については選手を対象に実力

発揮の度合いについて質問した。回答選択肢は「い

つもより調子がよかった」「いつもと変わらなかっ

た」「いつもより調子が悪かった」の３段階で回答

させた。加えて、よりリアルな「選手の受け止め

方」を理解するためにチームメイトの期待に対す

る選手の印象を自由記述式で回答を求めた。 

2-2 対象 
 研究の対象とした試合は、平成 18 年 11 月 6、7、

8日の3日間に大宮の総合第二公園で行われた北関

東国公立五大学テニスリーグを対象とした。対象

試合数は 44 試合、選手は茨城大学のテニス部に所

属する男子 9名、女子 9名の計 18名である。また、

チームメイトは同じテニス部に所属している男子

13 名、女子 12 名の計 25 名である。 

2-3 分析 
 分析は、チームメイトの期待と選手の受け止め方の

関係を明らかにするために「チームメイトの期待度」と

「選手の受け止め方」の相関分析を行った。また、選

手の受け止め方と実力発揮の関係を明らかにするた

めに「選手の受け止め方」と「実力発揮」の相関分析を

行った。これら２つの関係に関する分析は調査対象全

体と男女別による分析を行い性差による期待の受け止

め方と実力発揮についても検討することにした。尚、有

意水準は全て 5%とした。 
 

3. 結果と考察 
3-1 チームメイトの期待、選手の受け止め方及び

実力発揮の実態 
 各調査項目の調査対象者全体における平均は

「期待」5.5（SD=0.8）、「モチベーション」4.5

（SD=1.3）、「プレッシャー」2.8(SD=1.4)、「実力

発揮」1.8(SD=0.7)であった。対象者全体における

「期待」の平均が６段階中の5.5であったことは、

チームメイトの多くが選手に対し「すごく勝って

ほしかった」あるいは「ものすごく勝ってほしか

った」と思っていたことを意味しており、多くの

チームメイトは選手に対して高い期待をかけたこ

とが分かる。 

また、選手の受け止め方のカテゴリーでは「モ

チベーション」の平均は比較的高得点（M=4.5、

SD=1.3）となったが、この結果から選手らは各々

の試合でモチベーションが高まる傾向にあったこ

とを示している。反対に「プレッシャー」の平均

が低い傾向(M=2.8、SD=1.4)にあったことは、選手

らはさほどプレッシャーを感じていなかったこと

を示している。 

「実力発揮」については平均がほぼ回答選択肢

中間の 1.8 であったことは、総じて今回の研究対

象となった試合で多くの選手らが通常の試合を変

わらない実力を発揮していたことを示している。 

次に、これらの結果を性別にみると、男子にお

ける平均は「期待」5.1(SD=0.9)、「モチベーショ

ン」3.6(SD=1.3)、「プレッシャー」2.3(SD=1.0)、

「実力発揮」1.6(SD=0.7)であった。一方、女子に

おける平均は「期待」5.6(SD=0.7)、「モチベーシ

ョン」5.0(SD=1.1)、「プレッシャー」2.9(SD=1.5)、

「実力発揮」1.8(SD=1.7)であった。 

これら両者の差について統計的な有意性を分析

したところ、実力発揮以外の項目全てにおいて有

意な差が認められた（「期待」t=-4.8、p<.001、「モ

チベーション」t=-8.1、p<.001、「プレッシャー」

t=-3.0、p<.01、「実力発揮」t=-1.9、p<.10）。 

つまり男子より女子の方が比較的チームメイト

に対して大きな期待をよせる傾向があることや、

モチベーション及びプレッシャーといった心理的

要因についても女子の方が比較的大きな変化を受

ける傾向にあることが明らかになった。 

一方、実力発揮についてはやや女子の方が高く発

揮できたと回答しているものの両者に大きな差は

認められなかったと捉えることができる。 
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3-2 選手の受け止め方 

1)チームメイトの期待と受け止め方の関係 

全体 男子 女子

モチベーション 　　.372** .100 　　.404**

プレッシャー .083 .143 -.033

**　ｐ＜0.01　　

受
け
止
め
方

表1　チームメイトの期待と選手の受け止め方の関係

期待

 
 表 1 はチームメイトの期待と選手の受け止め方

の関係について分析した結果を示している。表 1

に示した通り、「期待」と「モチベーション」に有

意な関係が認められた（r=.372、p<.01）。つまり、

チームメイトがかける期待の強さと選手のモチベ

ーションは関係のあることが示されている。しか

しながら、この関係を性別に分析したところ、男

女で大きな違いが認められた。表 1 に示したとお

り、女子において有意な関係が認められるものの

（r=.404、p<.01）、男子には有意な相関が認めら

れなかった(r=.100、n.s.)。つまり、女子におい

ては期待の大きさとモチベーションの変化に関係

があることが示されている。反対に男子において

は女子ほどチームメイトの期待を感じ取っていな

い様子を伺うことができた。 

一方チームメイトの「期待」と選手が感じる「プ

レッシャー」については、全体及び男女別にみて

も期待との間に有意な関係は認められず（「全体」

r=.083、n.s.、「男子」r=.143、n.s.、「女子」r=-.033、

n.s.）チームメイトがかける選手への期待は選手

にとってプレッシャーになっているとは言えなか

った。 

2)選手の受け止め方と実力発揮の関係 

全体 男子 女子

モチベーション .384** .609** .169*

プレッシャー -.021 .025 -.077

**　p < 0.01, * p < 0.05

受
け
止
め
方

表2　選手の受け止め方と実力発揮の関係

実力発揮

 表 2 は選手の「受け止め方」と「実力発揮」の

関係について分析した結果を示している。表 2 に

示した通り、選手の受け止め方における「モチベ

ーション」と「実力発揮」には有意な関係が認め

られた（r=.384、p<.01）。さらに、これらの関係

を男女別にみると男女間で相関の大きさに違いが

みられた（「男子」r=.609、p<.001、「女子」r=.169、

p<.05）。つまり、選手らのモチベーションの高ま

り具合は試合中の実力発揮に強く関係しているこ

とが示されていることになる。 

これに対し、「プレッシャー」と「実力発揮」に

有意な関係がみられなかったことから（「全体」

r=-.021、n.s.、「男子」r=.025、n.s.、「女子」r=-.077、

n.s.）、選手たちが感じたプレッシャーはさほど試

合中の実力発揮に影響を及ぼしていない傾向が明

らかとなった。とりわけ「プレッシャー」と「実

力発揮」の分析において関係がみられなかった理

由として今回の対象者の中でプレッシャーを「も

のすごく感じた」や「すごく感じた」などの高得

点項目を選ぶ人が少なかったことが考えられる。

つまり、今回の研究対象となった試合は研究対象

となった選手たちにとってさほど高いプレッシャ

ーのもとで試合が行われたわけではなかったこと

を示しており、もし高いプレッシャーのもとで試

合が行われたならば、本研究の結果とは異なる結

果が得られることも考えられる。そのことは今後

の課題にしたい。 
 
4 まとめ 

本研究は、試合場面において、チームメイトの

期待を選手がどのように受け止め、実力発揮にど

のように関わっていくかを検討した。 

分析結果から以下のようなことが明らかになっ

た。 

1）質問紙調査で得られた実態は、チームメイトの

期待と選手の受け止め方であるモチベーションの

項目で高得点であった。しかしながら、選手の受

け止め方であるプレッシャーの項目と選手自身の

実力発揮においてはさほど高い得点は得られなか

った。さらに、性別にみてみると、女子の方が高

得点を得る傾向にあった。 

2）期待とモチベーションの関係を見ると、チーム

メイトがそれぞれの選手に抱く期待の高さは、選

手のモチベーションの変化に影響を及ぼしている

と捉えられるけれども、そのことはとりわけ女子

において見受けられる傾向にあった。 

3）受け止め方と実力発揮の関係をみると、選手た

ちが感じたプレッシャーはさほど実力発揮に影響

を及ぼさなかったがモチベーションは実力発揮に

影響を及ぼしていると考えられ、特にその傾向は

男子に顕著にみることができた。 

以上のことから、チームメイトの期待は選手の

モチベーション向上に影響を及ぼす傾向にあるこ

とがあきらかとなった。又、モチベーションの変

化は、選手の実力発揮の状態とも関係のあること

も確かめた。 

しかしながら、これらのことは、性別に差が大

きく、チームメイトの期待をモチベーションの関

係については女子が、モチベーションと実力発揮

の関係については男子において、その傾向が強く

表れることを明らかにした。これらのことは女子

における部内の雰囲気、男子におけるモチベーシ

ョンの重要性が示唆されている。 
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