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1. 緒言 

集団が共通の目標をもち、その目標を達成する

ために行動することをチームワークと呼ぶ。しか

し、スポーツ集団の目的も多種多様になり、チー

ムづくりが難しくなっている。特に大学生になる

と、自意識が高まり、過去の部活動の競技歴や練

習環境が異なっていたことも影響してくる。 
自意識には、自分の外見や他者に対する行動な

ど、外から見える自分の側面に注意を向ける公的

自意識と、自分の内面・気分など、外からは見え

ない自分の側面に注意を向ける私的自意識がある。 
チームとして共通の目標を持っていても、考え

方が異なれば、チームの中でぶつかり合いが起こ

ったり、すれ違いが生じる。ぶつかることができ

ずに自分の中で解決しようと我慢し続け、耐え切

れなくなることもある。そのぶつかり合いや、す

れ違いを解決できないとチームとしてのまとまり

がなくなり、チームワークも崩れてしまう。 
これらの問題の根底には、周囲からの見られ方

や自分の言動に対する周囲からの反応を気にする

ことがあるのではないかと考えた。 
本研究では、3つの心理尺度を用いて、チームの
メンバーや指導者からの見られ感が個人やチーム

のパフォーマンスにどのような影響を与えるのか

について、練習中と試合中について分析し、考察

する。 
 

2. 研究方法 
2-1 調査対象 

運動部に所属する I 大学学生男女 137 名（男 87
名、女 50 名）と、T 大学学生男女 145 名（男 99
名、女 46 名）と、N 大学学生女 68 名の、計 350
名を対象とした。なお、それぞれの調査対象の運

動種目の内訳は、バスケットボール部 146 名、硬
式野球部 88 名、バレーボール部 47 名、ハンドボ
ール部 26名、陸上部 23名、バドミントン部 12名、
卓球部 10名である。 
2-2 調査方法・調査内容 
質問紙法によるアンケート調査を行った。競技

歴や競技意識など部活動に関する質問の他に以下

の尺度を使用した。 

1) コーピング尺度（14項目） 
尾関1)らによるコーピング尺度を用い、問題解決

に直接関与する行動をとる「問題焦点型」、心の変

化に焦点をあて注意を切り替えたり気持ちを調節

する行動をとる「情動焦点型」、不快な出来事から

逃避したり、否定的に解釈するなどの行動をとる

「回避・逃避型」の 3つに分類した。 
2) ユニークさ尺度（16 項目） 
宮下2)らによるユニークさ尺度を用い、「他者の

存在を気にするかしないか」、「自己を積極的に表

出するかしないか」から、「わが道型」「抑圧型」「自

己顕示型」「自己中心型」の 4つの独自性欲求に分

類した。 
3) 自意識尺度（21 項目） 
菅原3)らによる自意識尺度を用い、自分の外見や

他者に対する行動など、外から見える自己の側面

に注意を向ける公的自意識と、自分の内面・気分

など、外からは見えない自己の側面に注意を向け

る私的自意識を測定した。 
以上の尺度について、コーピング尺度は 4 件法
で、ユニークさ尺度と自意識尺度は 5 件法で回答
してもらった。逆転項目は点数を逆転させ、項目

ごとに点数化し、分類した。 
2-3 調査期間  
 平成 18年 12月下旬～平成 19年 1月上旬に実施
した。 

 
3. 結果と考察 
3-1 対象者について 

対象者の競技歴は「9 年以上」186 名（52.8％）、
「６年～9年未満」120名（34.1％）、「3年～6年未
満」37名（10.5％）、「3年未満」7名（2.0％）であ
った。9 年以上が半数を占め、6 年～9 年未満も含
めると 86.9％を占める。大学で部活動に所属する
人は、中学校・高校での経験を通し、現在も部活

動を続けていることがわかる。 
競技での成績や勝利に対する意識についての回

答は、「高い」172 名（48.9％）、「やや高い」97 名
（27.6％）、「どちらともいえない」68名（19.3％）、
「やや低い」11名（3.1％）、「低い」3名（0.9％）
であった。「勝ちたい、負けたくない、いい成績を

修めたい」という意識が高いことがわかった。 
3-2 自意識尺度について 

自分の外見や他者に対する行動などを気にする

公的自意識について 11項目、自分の内面・気分な
ど私的自意識について 10 項目の計 21 項目につい
て質問した。菅原3）の指標を基準に 2 つに分類し
た。性別で見ると、男性では公的自意識の低い人

が 135名（77％）、高い人が 40名（23％）、女性で
は低い人が 149名（94％）、高い人が 10名（6％）
であった。私的自意識が低い男性は 86名（50％）、
高い人は 87 名（50％）、女性では低い人が 117 名
（74％）、高い人が 42名（26％）であった。 
自分の外見や周囲から見られているという意識

は男女ともに低いが、特に女性は低い人が多く見

られた。自分の内面や気分に対する意識は、男性

は意識する人、意識しない人が同じくらいであっ

た。女性は、自分の外見や周囲から見られている

という意識同様、低い人が多かった。 
3-3 ユニークさ尺度とコーピング尺度 

宮下2）らによるコーピング尺度により、他者の

存在を気にする群（抑圧型、自己顕示型）と他者

の存在を気にしない群（わが道型、自己中心型）

の 2群に分けて比較・分析を行った。質問②3、6、
8、13、③13、14に注目してみる。（表 1） 
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表 1 他者の存在を気にする群と気にしない群の比較 

質問 気にする 気にしない t-値 p 

②3 2.3  2.0  2.8  0.006  **

②6 2.3  1.9  4.0  0.000  **

②8 2.3  2.1  2.8  0.005  **

②13 2.6  2.2  3.3  0.001  **

③13 3.2  2.6  4.3  0.000  **

③14 3.2  2.6  4.2  0.000  **

             * p<0.05   ** p<0.01

 他者の存在を気にする群の人は気にしない群の

人に比べて、チームのメンバーからの評価、指導

者からの評価、対戦相手からのプレッシャー、失

敗を恐れる、練習中緊張する、試合中緊張する傾

向が見られた。 
 さらに、尾関1）らによるコーピング尺度を用い

て、他者の存在を気にする群の人を問題解決に直

接取り組もうとする「問題焦点型」、心の変化に焦

点をあて注意を切り替えたり、気持ちを調節しよ

うとする行動をとる「情動焦点型」、不快な出来事

から逃避したり、否定的に解釈するなどの行動を

とる「回避・逃避型」のそれぞれを平均点が高い

群と低い群に分けて分析した。（表 2、表 3） 
表 2 情動焦点型の平均値が高い群と低い群の比較  

質問 平均より低い 平均より高い t-値 p 

②3 2.3  2.3  0.4  0.691  

②6 2.4  2.2  0.8  0.423  

②8 2.3  2.4  -0.5  0.623  

②13 2.7  2.6  0.6  0.522  

③13 3.3  3.1  0.6  0.541  

③14 3.6  3.1  2.1  0.039 *

                              * p<0.05   ** p<0.01

表 3 回避・逃避型の平均値が高い群と低い群の比較 

質問 低い 高い t-値 p 

②3 2.1  2.4  -1.6  0.105  

②6 2.1  2.4  -2.1  0.038 *

②8 2.3  2.4  -0.8  0.413  

②13 2.5  2.7  -1.3  0.197  

③13 3.0  3.3  -1.1  0.270  

③14 3.3  3.2  0.5  0.616  

                            * p<0.05   ** p<0.01 

 問題焦点型では、上記の 6つの項目について差は
見られなかった。情動焦点型では、他者の存在を

気にする傾向が強い人は、ストレスに直面したと

きにプラスに考えられる人がそうでない人より、

試合中緊張する傾向が、回避・逃避型では、スト

レスに直面したとき、回避・逃避行動を起こさな

い人の方がそうでない人より、指導者の評価を恐

れて判断できない傾向が見られた。プラスに考え

る人は、いい面を考えすぎることで自分自身が緊

張してしまい、回避・逃避行動を起こさない人は、

逃げ場を失いチームの中で最も権力のある指導者

からの評価を恐れてしまうのではないかと考えら

れる。 
次に他者の存在を気にしない群の人についても

同様に見ていった。（表 4） 
表４ 回避・逃避型の平均値が高い群と低い群の比較 

質問 平均より低い 平均より高い t-値 p 

②3 1.9  2.1  -2.2  0.026 *

②6 1.8  2.0  -1.8  0.068  

②8 1.9  2.2  -1.9  0.060   

②13 2.1  2.4  -2.4  0.018  *

③13 2.3  2.8  -2.5  0.013  *

③14 2.5  2.8  -1.7  0.089   

                              * p<0.05   ** p<0.01 

 問題焦点型、情動焦点型では、上記の 6 項目に
ついて差は見られなかった。回避・逃避型では、

他者の存在を気にする傾向が弱い人は、ストレス

に直面したときに回避・逃避行動を起こさない人

の方がそうでない人より、チームのメンバーから

の評価を恐れて判断ができない、失敗を恐れて判

断ができない、練習中緊張する傾向が見られた。

これは、普段は他者の存在を気にしていなくても、

逃げることをしない、逃げることができない状態

から自分を追い込みすぎて、判断ができなくなっ

たり、緊張するのだと考えられる。 
 

4. まとめ 

本研究では、コーピング尺度、ユニークさ尺度、

自意識尺度の 3 尺度を用いて周囲からどのように
見られているのかや、練習中または試合中、緊張

するのかを比較・検討した。 
宮下2）らのコーピング尺度を用いて、他者の存

在を気にする群と気にしない群に分けたところ、

気にする群の人の方が気にしない群の人より周囲

からの目を気にしている傾向が高かった。また、

コーピング尺度で見てみると、他者の存在を気に

する傾向が強い人も弱い人も、問題解決に直接関

わろうとする行動をとる問題焦点型において、②3、
6、8、13、③13、14 の 6 項目では差が見られなか
った。回避・逃避型では、ストレスに直面したと

きに回避・逃避行動を起こさない人のほうがそう

でない人よりも、指導者からの評価を恐れて判断

ができない、チームのメンバーからの評価を恐れ

て判断ができない、失敗を恐れて判断ができない、

練習中緊張するという傾向が見られた。回避・逃

避行動を起こさない人は、逃げ道がなくなって自

分を追い詰めてしまうと考えられる。また、競技

意識が高いことから、頑張ろうという考えが強す

ぎ我慢してしまうのではないだろうか。逃げてば

かりというのはよくないが、逃げ道を作っておく

ことは必要なのかもしれない。 
スポーツの場面では、緊張は切り離せないもの

である。周囲からの目を気にしないようになるに

は慣れも必要であるが、自分自身を変えることも

大切である。本人の意識をどこに持っていくかで

周りの見え方も変わってくるだろう。 
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