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1. 緒言 

レジリエンス(resilience)は、弾力性、回復力、復

元力などと訳されており、心理学や精神医学など

の領域で研究が進められてきたが、近年、健康教

育やヘルスプロモーションなどの領域でも注目さ

れるようになってきた。その定義は統一されてい

ないが、レジリエンスとは、ストレスのかかった

状態や困難な環境にも関わらずうまく適応する過

程・能力・結果とされ、ストレッサ―の防御因子、

またはストレス反応を低減させる機能であると考

えられている。また、小塩ら 1)によると、自尊感情

が高いほどレジリエンスも高いとされている。 

 スポーツの世界において、選手生命に関わる大

怪我や重篤なスランプに陥っても、そこから必死

のリハビリやトレーニングに耐え、選手としての

輝かしい栄光を再び手にする者が存在する。また、

スポーツで良い成績をおさめるためには、一般的

に「心・技・体」のトレーニングが必要であるが、

ときに精神面の強さは結果を大きく左右するだろ

う。これより、スポーツ活動経験の有無、あるい

はその内容がレジリエンスに影響することが考え

られる。 

 葛西ら 2)はスポーツ活動経験とレジリエンスが

関連することを報告している。スポーツの質的な

側面との関連が強く、単にスポーツ活動経験の長

さが必ずしもレジリエンスの高さと関連するわけ

ではないことを指摘している。しかし、スポーツ

の競技種目別の分析や、個人種目と集団種目との

相違、活動に対する評価、怪我の有無などについ

ては検討されていない。 

 以上より、本研究ではスポーツ活動経験がレジ

リエンスに及ぼす影響について、葛西ら 2)が触れて

いない個人種目と集団種目との相違、スポーツ活

動に対する評価、競技レベル、怪我の有無などの

視点から検討することを目的とした。 

 

2. 研究方法 

2-1 研究対象 

I 大学に通う大学生 1104 名（男性 514 名、女性

590 名）を対象とした。学年別では 1 年生 613 名、

2 年生 416 名、3 年生 39 名、4 年生 36 名であった。 

 

2-2 調査方法 

無記名自記式による質問紙調査を実施した。レ

ジリエンスについては、S－H 式レジリエンス検査

用紙（Sukemune-Hiew Resilience Test）を使用した。

加えてスポーツ活動経験の有無、活動内容、最高

成績、スポーツ以外での活動経験、石毛・武藤ら
4)による成長感尺度について質問した。分析はＳＰ

ＳＳにより統計処理を行い、有意水準は 5%とした。 

 

3. 結果と考察 

3-1 スポーツ活動経験 

現在までスポーツ活動を続けている学生は 1104

人中 381 人(34.5％)であり、男性 208 人(40.5％)、女

性 173 人(29.3％)であった。また、以前はスポーツ

活動を行っていたが現在はないと回答した学生は

529 人(47.9％)であり、男性 253 人(49.2％)、女性 276

人(46.8％)であった。スポーツ活動経験がないと回

答した学生は、194 人(17.6％)であり、男性 53 人

(10.3％)、女性 141 人(23.9％)であった。 

 

3-2 スポーツ活動経験とレジリエンス 

 スポーツ活動経験別にレジリエンス尺度の平均

得点を図 1 に示した。スポーツ活動を継続してい

る男性は 99.2 点(±1.32)、女性 105.3 点(±0.99)であ

った。以前はスポーツ活動を行っていたが現在は

ない者は、男性が 95.6点(±1.20)、女性が 102.7点(±

0.78)であった。今までにスポーツ活動経験がなか

った者は、男性が 87.2(±2.63)、女性が 101.6 点(±

1.10)であった。男女共に、スポーツ活動継続者と

非経験者の間に有意差が見られ、スポーツ活動を

現在も継続している者の方がレジリエンス得点が

高い結果となった。 
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3-3 スポーツ活動に対する評価とレジリエンス

の関連 

 スポーツ活動に対する評価ついて、「あなたはそ

の活動に満足していましたか」「その活動は厳しか

ったですか」「指導者に満足していましたか」「チ

ームメイトと良好な関係を築けていましたか」「上

下関係は厳しかったですか」「その活動は充実して

いましたか」という 6 つの独自の質問を作成した。

そのうち「上下関係は厳しかったですか」以外の 5

項目でレジリエンス得点に有意差が見られた。こ

れにより、スポーツに対する満足度や充実度、指

導者やチームメイトとの関係等がレジリエンスに

影響していることが考えられた。 

スポーツ活動の最高成績とレジリエンスの関連

を調べた結果、レジリエンス得点の平均で、男女

共に有意差が見られた。また、レベルが上がるに

つれてレジリエンス得点も高くなることから、競

技成績のレベルとレジリエンスには関係があると

考えられる。競技成績のレベルがレジリエンスに

関連しているということは、スポーツの活動内容



にもレジリエンスを高める要素があるということ

になると考えられる。 

また、スポーツ活動による怪我の経験の有無と

レジリエンスの関連を調べた結果、男女共に怪我

の有無でレジリエンス得点に有意差が見られた。

スポーツの場面において怪我からの立ち直りはレ

ジリエンスを高めると考えられる(表 1)。 

また、種目別では男性では、小学生から大学生

のどの時期においても集団種目の方でレジリエン

ス得点が高く、有意差が見られた。しかし、女性

では、個人種目の方でレジリエンス得点が高い傾

向があり、小学生と大学生において有意差が見ら

れた。男女とも集団種目の方でレジリエンスが高

いのではないかという仮説と反する結果となった。

この男女の結果の違いについては今後の検討課題

としたい(図 2、図 3)。 
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3-4 スポーツ活動による成長感とレジリエンス 

スポーツ活動による成長感とレジリエンスの関

係について分析したところ、成長感尺度得点が高

い者は、低い者に比べ、男女共レジリエンス尺度

得点が有意に高かった。 

 

3-5 レジリエンス下位尺度 

本研究で使用したレジリエンス尺度は、「ソーシ 

ャル・サポート」、「自己効力感」、「社会性」の 3

つの下位尺度で成り立っている。下位尺度全てに

おいて有意差がみられたものは、スポーツ活動に

よる怪我の経験の有無であり、怪我の経験をして

いる者の方が、男女共にレジリエンス得点が高い

という結果であった。指導者やチームメイト、保

護者といった周りからの支え、怪我をどのように

克服するかという問題解決への本人の感じ方、親

和性や協調性といった他者との付き合い方などが、

怪我からの復帰の過程において重要であると考え

られる。その怪我からの復帰の過程がレジリエン

スの発達に影響を与えていると思われる(表 1)。 

 

4 まとめ 

 本研究では大学生を対象に、小学生から大学生

までのスポーツ活動経験とレジリエンスとの関連

について検討した。その結果、スポーツ活動経験

の有無では、継続者と非経験者の間にレジリエン

ス得点に有意な差があると確認された。また、ス

ポーツ活動に対する評価とレジリエンスとの関連

を検討した結果、スポーツ活動に対する満足度、

指導者に対しての満足度、チームメイトとの関係、

スポーツ活動の充実度において、有意な差が見ら

れたため、スポーツ活動の内容がレジリエンスに

影響を与えていると考えられた。スポーツの最高

成績では、高い最高成績を残している者の方がレ

ジリエンス得点が高い傾向にあったため、スポー

ツ活動内容がレジリエンスに影響していると思わ

れた。また、スポーツ活動で得た成長感がレジリ

エンスに影響を与えていることも考えられた。そ

して、スポーツ活動による怪我の有無に有意な差

が見られたため、怪我からの復帰の過程がレジリ

エンスの発達に影響があると考えられた。また、

個人種目と集団種目では、男女とも集団種目の方

でレジリエンスが高いのではないかという仮説と

反する結果となった。本研究では、レジリエンス

とスポーツ活動内容の関連性が明らかとなったが、

どのようなスポーツ活動が良いのか、どのような

指導者が必要なのかまでは調べることができなか

った。今後は上記の点を考慮しつつ、より詳細に

検討していく必要があると考える。 
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平均 標準誤差 平均 標準誤差 平均 標準誤差 平均 標準誤差
男性
経験あり 50.0 (.4) 35.6 (.31) 17.5 (.3) 101.4 (1.2)
経験なし 47.7 (.36) 33.7 (.28) 16.1 (.3) 94.3 (1.11)
女性
経験あり 51.8 (.46) 35.9 (.39) 18.8 (.25) 106.5 (.88)
経験なし 49.9 (.4) 34.3 (.34) 17.7 (.25) 102.0 (.76)
全て有意差あり(p<0.05)

表1表1表1表1　スポーツによる怪我の経験の有無とレジリエンスの平均得点
ソーシャル・サポート 自己効力感 社会性 レジリエンス


