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1.研究目的 

 「スポーツ選手」という言葉を耳にした時、

切っても切り離せない問題のひとつが「ケガ」で

ある。そして、ケガをした選手が負う傷は人体に

及ぼすものだけでなく、心にも傷として残る。そ

れが団体競技の場合、「チームに迷惑をかけてしま

う」「自分はいても意味がない」など自分を否定し

退部までに追い込まれるケースが少なくもない。

また逆に、受傷者が出たからこそ「その人の分ま

で頑張ろう」「動けることが幸せなのだから、精一

杯練習しよう」などチームにまとまりが出てくる

場合もある。いかに、「ケガ」を上手く対処し、い

かに上手く付き合っていくかということが現実的

であろう。このように、受傷選手がチームに与え

る影響、チームが受傷選手に与える影響は計り知

れないものと考える。 

受傷選手を心理面からサポートすることがより

効果的に行われていくことは、受傷選手を含むチ

ーム作りにおいて不可欠なものではないだろうか

と考える。 

 そこで本研究は、運動部に所属する大学生を対

象に、チームメイトと受傷選手の意識に関する質

問紙調査と心理的気競技能力テストを実施し、受

傷選手を含むチームがよりよい方向へと進むため

の基礎的な資料を得ることを目的とする。 
 
2.研究方法 

2-1調査・考察方法 
 徳永らが作成した心理的競技能力テスト

（DIPCA.3）と質問紙の二種類のアンケート調査を
行う。質問紙については、独自に作成したもので、

予備調査として、現在受傷者と受傷経験無しの者

との面接を繰り返し行い、質問項目を決定した。 

2-2 調査対象者 

調査対象は団体競技の運動部に所属する大学生

126名（男子 71名、女子 55名）とした。 
＊今回の調査はチームごとの調査は考えないも

のとする。 
2-3調査期間 
 平成 18年 11月 15日～同年 12月 18日 
2-4調査内容 
 DIPCA.3 は、(1)ほとんどそうでない(2)ときた

まそうである(3)ときどきそうである(4)しばしば

そうである(5)いつもそうである、の多肢選択法を

用い、以下の 12 因子、5尺度の計 52 項目より構成

されている。 

Ⅰ,因子 

忍耐力、闘争心、自己実現意欲、勝利意欲、自己

コントロール能力、リラックス能力、集中力、自

信、決断力、予測力、判断力、協調性 

Ⅱ,尺度 

競技意欲、精神の安定・集中、自信、作戦能力、

協調性 

 質問紙は二者択一法と自由記述法を用い、質問

項目については以下の計12項目の質問で構成した。 

Ⅰ,受傷選手がチームにどう思われているかに関

する質問（計４問） 

Ⅱ, チームは受傷選手にどうしてもらいたいかに

関する質問（計２問） 

Ⅲ, 受傷選手はチームにどうしてもらいたいかに

関する質問（計６問） 

 集計後、得られたデータを比較し、検討を行っ

た。 

 

3.結果と考察 

(1)受傷者がチームにどう思われているか 

図 1 はケガをしている人に助けられたことはあ

るかないかについて表したグラフである。「ある」

と答える者の多くが女子であった。女子は、ケガ

をしている人がいる→その人が頑張っている姿を

見る→その人の分まで頑張ろうと感じる→雰囲気

が良くなる＝受傷者が精神面でのチームの支えと

なっている。少数ではあったが「ある」と回答し

た男子には、ケガをしている人がいる→早く復帰

できるように頑張れと感じる→チームの仕事サポ

ートをしてくれる＝受傷者が運営面でのチームの

支えとなっているという傾向が見られることが分

かった。逆に、受傷者を煩わしく感じる者は少な

かった。しかし、少数「ある」と答えた者がおり、

それはチームの人数が少ない者であった。受傷者

を抱えると人数が少ないチームは、どうしても練

習に支障が出るため問題も発生することが分かっ

た。また、受傷者を見て、男女共に「早く復帰し

てほしい」と願う者が多い。よって、受傷者は完

治を第一に考え、最大限復帰に努めることが重要

であると言える。 
図1　受傷者に助けられたと感じたことはあるか
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(2) 受傷者とチームはどう関わっていけばよいか 
男女共に、受傷者の接し方に悩む者が多い。受

傷者に対して「ケガの状況がわからないから、努

力しているように見えない」という意見も目立っ

た。また、受傷者のチームへの関わり方について

は男女共に、「トレーニングに専念する」「完治を
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第１に考える」「リハビリに集中する」など、早く

戻ってくることがチームの力になることが分かる。

しかし、練習に支障が出る人数のチームは受傷者

に、早期復帰を目指しながらなお練習サポート、

マネジメントに関わっていくことを望み、それが

チームの力になるとしている。よって、先に述べ

た問題点である受傷者への煩わしさも、練習サポ

ート、マネジメントに関わっていくことで軽減さ

れると言える。 
 (3) チームメイトが受傷者にどう思われているか 
①受傷者がチームにいて辛いこと 
「練習（プレー）ができない」ことを多くの者が

挙げている。しかし、女子に関しては、チームか

ら疎外感を感じている者が多く存在する。女子は、

受傷者がチームへの疎外感を感じ、受傷者とチー

ムメイトの間に溝が出来ていくことが分かる。チ

ームメイトは受傷者に「練習への支障」以外の点

では煩わしく感じていない。受傷者とチームメイ

トの間に感じ方の相違が見られる。先に述べたよ

うに、人数の少ないチームの受傷者は、練習サポ

ートやマネジメントに関わっていくことでチーム

メイトの感じている煩わしさは軽減される。よっ

て、チームメイトとの溝（疎外感）は受傷者が恐

れることなくチームメイトへ積極的に関わってい

くことが重要である。 
②受傷者がチームメイトに助けられたこと 
男女共に「言葉、声かけ」「気遣い」である。受傷

をした選手と関わっていこうとする時、「言葉」と

いうのはとても重要なものだと言える。よって、

チームメイトも受傷者に疎外感を与えぬよう言葉

かけや気遣いによって、受傷者へ積極的に関わっ

ていくことが重要であると考える。 
③受傷者がチームメイトとの関係で嫌なこと 
「サボっているように見られることが気まずい」

という意見が多く挙げられている。チームメイト

はケガの状況が分からないからサボっているよう

に見えると述べているので、受傷者はケガの状況

をチームメイトに話し、復帰に向けて最大限努力

をすることで理解を得ることが重要である。 
④受傷者がチームメイトとの関係でよかったこと

「言葉」「気遣い」である。よって、「言葉」をそ

の時々大切に扱い、少しの気遣い（行動サポート、

言葉かけ）と、いつも通りの接し方が受傷者にと

って有効であると考える。 
(4)DIPCA.3の結果 
 図 2は、DIPCA.3における全体集計を表したグ 
ラフである。「競技意欲」の項目について現在受傷 
者がどの群よりもうわまわっていることが分かる。 
先に述べたように、受傷者は「練習や試合、プレ

ーの話に入っていけない」「練習ができないからプ

レーの話題には触れないでほしい」などプレー関

係のことについては否定的である。しかし、「早く

練習がしたい」と自身の中では常にプレーや競技

のことを考えている一面も見える。やはり、「競技

意欲」が高い値を示すということは、否定的な気

持ちの中にも「プレーの話に入っていける自分に

なりたい」という肯定的な気持ちがあるのであろ

う。受傷者にとって、葛藤の部分であり、また、

チームメイトが言葉かけや気遣いでこのことを軽

減できれば少しでも早く気持ちが前向きになるの

ではないだろうか。否定的な気持ちの中に積極的

な気持ちを生み出すサポートについて検討する必

要があるだろう。 
図2　全体集計
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4.まとめ 

・チームメイトと受傷者が、お互い積極的に関わ

っていくことが重要である。 
・受傷者への接し方として、「言葉」をその時々大

切に扱い、少しの気遣いと、いつも通りの接し方

が有効である。 
・受傷者は、ケガの状況をチームメイトに話し、

復帰を第一に考えて最大限頑張り、チームメイト

の理解を得ることが大切である。 
・少人数のチームであれば、練習サポートやマネ

ジメントに関わってくれることをチームメイトは

望んでいる。 
・チームメイトが受傷者に助けられること、また

受傷者がチームメイトに助けられることがあり、

お互い支えとなっている。 
・男子と女子では感じ方に大きく違いがあり、女

子の方がより人間関係によって感情が左右される。 
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表 1 受傷者が感じること

 58

辛かったこと 助かったこと 

全体 プレーができないこと 49.2% 全体 言葉、声かけ 29% 

(男子)チームメイと差がつくこと 11.6% (男子)生活面においてのサポート 33.3% 

 (女子)疎外感を感じる 23.6% (女子)精神面においての気遣い 29.1% 

嫌だった関係 良かった関係 

全体 冷たい空気、視線 14.5% 全体 言葉、気遣い 26.6% 

(男子)言葉、技術面に差が出ること 14.5% (男子)言葉、気遣い 26.1% 

(女子)嫉妬、疎外感 21.8% (女子)一人ではないこと 23.6% 
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