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1．緒言 

本研究では、運動部活動のチームにおける個人に

着目し、動機付けとチーム参加姿勢の詳細な関係を

明らかにする。 

動機付けとは、「人間をふくめた生活体を外の刺

激たる誘因によって行動に駆り立て目標に向かわ

せる内的な過程。１）」とある。また、動機とは、

「人が或る場面でその行動を決定する意識的また

は無意識的原因。２）」である。動機には内的要因

はもとより、パーソナリティ、対人要因、環境要因

など、様々なものが関与している。 

運動部活動において動機付けられると、チームへ

の参加姿勢が顕著に変化することは珍しくない。筆

者も、意欲が低かったチームメイトが、チームの役

割に対して自覚を持ち、意欲を高める姿を見てきた。

そこで、「この人の意欲が上がったのは一体何がき

っかけになったのだろうか。」と考えた。 

個々人のチーム参加姿勢が変動する要因、行動へ

の現れ方を丁寧に探ることは、プレーヤーにも、指

導者にも、重要なことである。 

 

2．研究方法 
2-1 研究対象 

Ｋ大学女子ラクロス部とＴ大学女子ラクロス部、

I 大学男子ラクロス部、同じく I 大学女子ラクロス

部の 4 チームとした。4 チームにフェイスシートを

配布し、その後のインタビュー調査は I 大学女子ラ

クロス部、I 大学男子ラクロス部を対象とした。 

2-2 調査方法 

調査の手順は以下のようになる。 

①フェイスシートの配布・回収 

②集計・インタビュー対象者の抽出 

③インタビュー 

④分析 

⑤考察 

フェイスシート（①）の質問内容は、競技歴、ポ

ジション、スタートメンバーであるか否か、などの

個人の経歴を問うものと、動機付けに関する記述式

の質問、ユニークさ尺度２）であった。 

2-2-1ユニークさ尺度とは  

    他者の存在を気にしない 
 
 
 
積極的に自己を     積極的に自己を 
表出しない         表出する 
 
 

 
     他者の存在を気にする 

図 1ユニークさ尺度で分かる４つの欲求タイプ 
 
本研究では、個々人のパーソナリティが動機付け

の要因になると仮定している。集団の中でどのよう
な存在かが簡易的に図れるユニークさ尺度を用い

た。ユニーク尺度とは、宮下（1991）が作成した４）、
集団の中での独自性欲求を測る尺度であり、被験者
を 4 つの性格タイプに分類できる。これによって、
違った立ち位置のインタビュー対象者を抽出でき
るものと考える。 

2-2-2 インタビュー調査 
 半構造化インタビューを行う５）。インタビュー
の内容をテープレコーダーに収録し、内容を書き起
こす。それぞれの内容を意味のある文節ごとに区切
り、各々の文節をテーマ化する。テーマ化された項
目は、その後再カテゴリー化を繰り返し、最終的に
意味を整理させることのできないところまで繰り
返す。この分析を、両チームのタイプの違う 5 人ず
つに行い、それぞれの動機付けの傾向、共通点、違
いなどについて検討する。 
 
3．分析結果  
3-1 動機付けが高まる要因 

 【達成動機】【自己承認】【他者承認】【アドバ

イス】【応援・励まし】【動機付けの共有】【立場

の昇進】【時期的要因】【復帰】【苦い経験】【親

和動機】【気分の高揚】【雰囲気】【良いイメージ

の共有】 

3-2 動機付けが高まる時の行動  

 【激しく動く】【良いプレーが出来る】【会話が

増える】【仲間を励ます】【自主練習をする】【道

具をメンテナンスする】【体のコンディションに気

を配る】【心がけの変化】 

3-3動機付けが低くなる要因 

【目標としていた試合が終わる】【自分で目標を見

いだせない】【オフ期間（約 1～2 か月）】【怪我

をする】【1 年生】【学年が上がる（先輩としての

自覚がない）】【役職に就く（自分自身に不安を感

じる）】【同期の仲間が退部する】【仲間との人間

関係がうまくいかない】【学業で部活動から離れる】

【部活動以外のことをやりたくなる】【プレーの調

子が悪い】【雰囲気が悪い】 

3-4動機付けが低くなる時の行動 

【動きが悪くなる】【声を出さなくなる】【練習に

遅く行く】【練習から極力早く帰る】【悩み・問題

を相談する】【自主練習をする】 

【不貞腐れる】※行動以外（真剣さに欠ける，集中

力が続かない，辞めようと考える） 

3-5 Ｄさんの例 

次に、インタビュー対象者の中から 2 人に注目し

て考察を加えていく。D さんの 4 年間の部活動に対

する意欲の変容を表したグラフは以下のようにな

った。 

D さんは、現在 4 年生で、わが道型である。3 年

生ではポジションリーダーとして、4 年生では主将

としてチームを支えてきた。チームメイトからの信

頼も篤く、プレーでもミッドフィルダーの柱として

活躍した。しかし、意欲が顕著に低い時期もあった。

2 年生の 1 年間は、ずっと退部を考えながらチーム

に参加していた。 
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図 2 Ｄさんの 4 年間の意欲の変容 

Ｄさんは 2 年生の時、「目標を与えてくれる先輩

がいなくなったことで、突然目標を失った」という

ことを述べている。その後、意欲を取り戻したのは、

「リーダーになって自分が必要とされていること

が分かった」ことが大きかった。 

3-6 Iさんの例 

I さんの 4 年間の部活動に対する意欲の変容を表

したグラフは以下のようになった。 

I さんは、現在 4 年生で、抑制型である。3 年生

からミッドフィルダーの主力選手として、4 年生で

は主将としてチームを支えてきた。しかし、意欲が

顕著に低い時期もあった。1 年生から 2 年生の 2 年

間は、意欲はそれほど高くなかった。 

Iさん　4年間の部活動への意欲の変容

0

2

4

6

8

10

12

動
機
付
け
の
高
さ

主将になる

競技に楽しさを見
いだせない

責任感が
生まれる

試合に出る
ようになる

留学する
勉強・遊びに興味
を惹かれる

　　　　1年生 　　2年生 　3年生 　　4年生

 
図 3 I さんの 4 年間の意欲の変容 

I さんは 1 年生の時、競技への魅力を感じられな

かった。技術が未熟で「自立したプレー」ができな

いことに原因があったようである。さらに、留学の

時期の前後は特に、部活動への意欲が下がった。部

活動以外の興味に惹かれて、意欲が下がったのでる。

3 年生からは、先輩として自覚を持つことができ、

練習に対して主体的になっていった。 

 

4．考察 

動機付けは、チーム参加姿勢と密接に関わってい

ることが明らかになった。本研究ではさらに、動機

付けの鍵は「目標設定」にあることが明らかになっ

た。ここでは、動機付けを 3 つの段階「動機」―「目

標設定」―「行動（チーム参加姿勢」）に分けて考

察していく。 

4-1動機について 

以上の検証の結果、「他者の存在を気にしない群」

であっても「他者の存在を気にする群」であっても、

動機付けの段階では他者の言動や他者の言動が作

り出す雰囲気に影響されていることが明らかにな

った。本研究の対象者の抑制型（他者の存在を気に

する／積極的に自己を表出しない）にいたっては、

動機のほとんどは、他者から影響を受けているよう

であった。 

4-2目標設定について 

1） 低学年ほど目先の自分のための目標しか持た

ない。 

2） 高学年ほどチームのための目標を持つ。 

4-3行動（参加姿勢）について 

1）動機づけられている時は、練習・試合・ミーテ

ィングに対して積極的、主体的になる。 

2）動機付けられている者は、他人にも目を向け、

他者に働きかける。 

3）上記の①、②は周囲に影響している。 

 

5．まとめ 

「目標がなくなった時」や「自分自身で目標を見

出せなくなった時」に動機もなくなり、主体的な行

動も見られなくなった。つまり、動機付けの 3 つの

過程で鍵となるのは、「目標設定」である。 

競技経験が浅く、大会などの経験がない段階では、

いくらチームの目標を掲げられても、自分との関わ

りが抽象的になってしまう。なるべく早い段階で具

体的な目標を自分で設定させることによって、目標

を設定する力を育成する必要がある。自分で目標を

設定することができるようにならないと、学年が上

がり、チームへの関わり方が変化した時に、長期間

に渡って意欲が低くなることもある。こうした状況

に陥らないようにするため、チーム全体で、目標設

定の大切さを認識するべきである。 

そこで、チームスポーツが抱える問題点の改善策

を３つ列挙する。 

1）チーム全体で「1 年生の目標を設定する力」の

必要性を認識する。 

2）上級生は１年生に課題（目標）を押しつけない

ように心がける。 

3）上級生は練習及びトレーニング内容、ミーティ

ングの進行等をある程度任せながら責任を持た

せるようにする必要がある。 
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